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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】有機マイクロエレクトロニクスデバイスを製造
する目的で放射線硬化型熱転写素子を製造及び利用する
方法の提供。
【解決手段】サブストレート１００とサブストレート１
００の上を覆っている光熱変換層１０２を含む放射線硬
化型熱転写素子と、熱転写素子を作製するための方法。
該光熱変換層１０２は、硬化波長の放射線の照射によっ
て硬化可能な放射線硬化型物質と、硬化波長における放
射線吸収度を実質的に向上させない結像放射線吸収剤物
質からなる。該放射線硬化型熱転写素子は、有機マイク
ロエレクトロニクスデバイスを作製するためのプロセス
で用いることができる。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　サブストレートと、
　前記サブストレートの上を覆っている光熱変換層であって、結像放射線吸収剤物質と、
硬化波長の放射線の照射によって硬化可能な放射線硬化型物質を含む光熱変換層と
　を含む熱転写素子であって、
　前記結像放射線吸収剤物質が、前記硬化波長における放射線吸収度を実質的に上昇させ
ない熱転写素子。
【請求項２】
　前記サブストレートの上を覆っている中間層を更に含む、請求項１に記載の熱転写素子
。
【請求項３】
　前記光熱変換層の上を覆っている転写層を更に含む、請求項１に記載の熱転写素子。
【請求項４】
　前記転写層がエレクトロルミネセント物質又は電子活性物質を含んでいる、請求項３に
記載の熱転写素子。
【請求項５】
　前記結像放射線吸収剤物質が近赤外結像放射線吸収剤物質である、請求項１に記載の熱
転写素子。
【請求項６】
　前記結像放射線吸収剤物質が、顔料、染料、フェリシアニド顔料、フタロシアニン顔料
、フタロシアニン染料、シアニン顔料、又はシアニン染料から成る群の１つ以上から選択
される、請求項１に記載の熱転写素子。
【請求項７】
　前記結像放射線吸収剤物質が前記放射硬化型物質の硬化前に、前記硬化波長における放
射線吸収度を実質的に上昇さることがない、請求項１に記載の熱転写素子。
【請求項８】
　サブストレートと、
　前記サブストレートの上を覆っている光熱変換層であって、結像放射線吸収剤物質と、
　硬化波長の放射線の照射によって硬化可能な放射線硬化型物質を含む光熱変換層と
　を含む熱転写素子であって、
　前記結像放射線吸収剤物質が、前記硬化波長における放射線吸収度を５０％より多く上
昇させることがない熱転写素子。
【請求項９】
　前記結像放射線吸収剤物質が、前記硬化波長における放射線吸収度を４０％より多く上
昇させることがない、請求項８に記載の熱転写素子。
【請求項１０】
　前記結像放射線吸収剤物質が、前記硬化波長における放射線吸収度を３０％より多く上
昇させることがない、請求項８に記載の熱転写素子。
【請求項１１】
　前記結像放射線吸収剤物質が、前記硬化波長における放射線吸収度を２０％より多く上
昇させることがない、請求項８に記載の熱転写素子。
【請求項１２】
　前記結像放射線吸収剤物質が、前記硬化波長における放射線吸収度を１０％より多く上
昇させることがない、請求項８に記載の熱転写素子。
【請求項１３】
　前記結像放射線吸収剤物質が、前記硬化波長における放射線吸収度を５％より多く上昇
させることがない、請求項８に記載の熱転写素子。
【請求項１４】
　前記結像放射線吸収剤物質が前記放射線硬化型物質の硬化前に、前記硬化波長における
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放射線吸収度を１０％より多く上昇させることがない、請求項１２に記載の熱転写素子。
【請求項１５】
　サブストレートと、
　前記サブストレートの上を覆っている光熱変換層であって、前記光熱変換層は、結像放
射線吸収剤物質と、硬化波長の放射線の照射によって硬化可能な放射線硬化型物質から形
成され、前記結像放射線吸収剤物質が前記硬化波長における放射線吸収度を実質的に上昇
させない光熱変換層と
　を含む熱転写素子であって、
　前記結像放射線吸収剤物質の代わりに同じ条件下で硬化する小粒子吸収剤物質が使われ
、同程度の光学パラメーターと物理的パラメーターを有している熱転写素子中に存在して
いる未反応の残留硬化型物質の量よりも、未反応の残留硬化型物質の量が実質的に少ない
熱転写素子。
【請求項１６】
　前記サブストレートの上を覆っている中間層を更に含む、請求項１５に記載の熱転写素
子。
【請求項１７】
　前記光熱変換層の上を覆っている転写層を更に含む、請求項１５に記載の熱転写素子。
【請求項１８】
　前記転写層がエレクトロルミネセント物質又は電子活性物質を含む、請求項１７に記載
の熱転写素子。
【請求項１９】
　前記結像放射線吸収剤物質が近赤外結像放射線吸収剤物質である、請求項１５に記載の
熱転写素子。
【請求項２０】
　前記結像放射線吸収剤物質が、顔料、染料、フェリシアニド顔料、フタロシアニン顔料
、フタロシアニン染料、シアニン顔料、及びシアニン染料から成る群の１つ以上から選択
される、請求項１５に記載の熱転写素子。
【請求項２１】
　前記小粒子吸収剤物質がカーボンブラックを含む、請求項１５に記載の熱転写素子。
【請求項２２】
　未反応の残留硬化型物質の量が、前記結像放射線吸収剤物質の代わりに同じ条件下で硬
化する小粒子吸収剤物質が使われ、同程度の光学パラメーターと物理的パラメーターを有
している熱転写素子中に存在している未反応の残留硬化型物質の量の５０％未満である、
請求項１５に記載の熱転写素子。
【請求項２３】
　未反応の残留硬化型物質の量が、前記結像放射線吸収剤物質の代わりに同じ条件下で硬
化する小粒子吸収剤物質が使われ、同程度の光学パラメーターと物理的パラメーターを有
している熱転写素子中に存在している未反応の残留硬化型物質の量の４０％未満である、
請求項１５に記載の熱転写素子。
【請求項２４】
　未反応の残留硬化型物質の量が、前記結像放射線吸収剤物質の代わりに同じ条件下で硬
化する小粒子吸収剤物質が使われ、同程度の光学パラメーターと物理的パラメーターを有
している熱転写素子中に存在している未反応の残留硬化型物質の量の３０％未満である、
請求項１５に記載の熱転写素子。
【請求項２５】
　未反応の残留硬化型物質の量が、前記結像放射線吸収剤物質の代わりに同じ条件下で硬
化する小粒子吸収剤物質が使われ、同程度の光学パラメーターと物理的パラメーターを有
している熱転写素子中に存在している未反応の残留硬化型物質の量の２０％未満である、
請求項１５に記載の熱転写素子。
【請求項２６】
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　未反応の残留硬化型物質の量が、前記結像放射線吸収剤物質の代わりに同じ条件下で硬
化する小粒子吸収剤物質が使われ、同程度の光学パラメーターと物理的パラメーターを有
している熱転写素子中に存在している未反応の残留硬化型物質の量の１０％未満である、
請求項１５に記載の熱転写素子。
【請求項２７】
　未反応の残留硬化型物質の量が、前記結像放射線吸収剤物質の代わりに同じ条件下で硬
化する小粒子吸収剤物質が使われ、同程度の光学パラメーターと物理的パラメーターを有
している熱転写素子中に存在している未反応の残留硬化型物質の量の５％未満である、請
求項１５に記載の熱転写素子。
【請求項２８】
　サブストレートと、
　前記サブストレートの上を覆っている光熱変換層であって、前記光熱変換層は、結像放
射線吸収剤物質と、硬化波長の放射線の照射によって硬化可能な放射線硬化型物質から生
成され、前記結像放射線吸収剤物質が前記硬化波長における放射線吸収度を実質的に上昇
させない光熱変換層と
　を含む熱転写素子であって、
　前記光熱変換層の硬化後における未反応の残留硬化型物質の量が、小粒子吸収剤物質が
含まれている熱転写素子中に存在している未反応の残留硬化型物質の量よりも実質的に少
ない熱転写素子。
【請求項２９】
　前記サブストレートの上を覆っている中間層を更に含む、請求項２８に記載の熱転写素
子。
【請求項３０】
　前記光熱変換層の上を覆っている転写層を更に含む、請求項２８に記載の熱転写素子。
【請求項３１】
　前記転写層がエレクトロルミネセント物質又は電子活性物質を含む、請求項３０に記載
の熱転写素子。
【請求項３２】
　前記結像放射線吸収剤物質が近赤外結像放射線吸収剤物質である、請求項２８に記載の
熱転写素子。
【請求項３３】
　前記結像放射線吸収剤物質が、顔料、染料、フェリシアニド顔料、フタロシアニン顔料
、フタロシアニン染料、シアニン顔料、及びシアニン染料から成る群の１つ以上から選択
される、請求項２８に記載の熱転写素子。
【請求項３４】
　前記小粒子吸収剤物質がカーボンブラックを含む、請求項２８に記載の熱転写素子。
【請求項３５】
　未反応の残留硬化型物質の量が、前記小粒子吸収剤物質を含む前記熱転写素子中に存在
している未反応の残留硬化型物質の量の５０％未満である、請求項２８に記載の熱転写素
子。
【請求項３６】
　未反応の残留硬化型物質の量が、前記小粒子吸収剤物質を含む前記熱転写素子中に存在
している未反応の残留硬化型物質の量の４０％未満である、請求項２８に記載の熱転写素
子。
【請求項３７】
　未反応の残留硬化型物質の量が、前記小粒子吸収剤物質を含む前記熱転写素子中に存在
している未反応の残留硬化型物質の量の３０％未満である、請求項２８に記載の熱転写素
子。
【請求項３８】
　未反応の残留硬化型物質の量が、前記小粒子吸収剤物質を含む前記熱転写素子中に存在
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している未反応の残留硬化型物質の量の２０％未満である、請求項２８に記載の熱転写素
子。
【請求項３９】
　未反応の残留硬化型物質の量が、前記小粒子吸収剤物質を含む前記熱転写素子中に存在
している未反応の残留硬化型物質の量の１０％未満である、請求項２８に記載の熱転写素
子。
【請求項４０】
　未反応の残留硬化型物質の量が、前記小粒子吸収剤物質を含む前記熱転写素子中に存在
している未反応の残留硬化型物質の量の５％未満である、請求項２８に記載の熱転写素子
。
【請求項４１】
　サブストレートと、前記サブストレートの上を覆っているとともに、像感光物質と放射
線硬化型物質から形成された光熱変換層とを含む熱転写素子を作製するための方法であっ
て、
　前記サブストレートの上に前記光熱変換層をコーティングする工程と、
　前記結像放射線吸収剤物質の硬化波長における放射線吸収度を実質的に上昇しないで、
前記放射線硬化型物質を放射線硬化させる工程と
　を含む、方法。
【請求項４２】
　有機マイクロエレクトロニクスデバイスを作製するための方法であって、
　サブストレートと、前記サブストレートの上を覆っている放射線硬化型光熱変換層と、
前記光熱変換層の上を覆っている転写層を含む熱転写素子であって、前記光熱変換層が、
結像放射線吸収剤物質と、硬化波長の放射線の照射による硬化が可能な放射線硬化型物質
から形成されているとともに、前記結像放射線吸収剤物質が前記硬化波長における放射線
吸収度を実質的に上昇させない熱転写素子を提供する工程と、
　前記熱転写素子とレセプタを密接に接触させるように配置する工程と、
　前記熱転写素子に、結像放射線源から結像放射線を像様式パターンで照射する工程と、
　前記像様式パターンに対応する熱転写素子の少なくとも一部をレセプタに転写して、有
機マイクロエレクトロニクスデバイスを形成する工程と
　を含む方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、熱転写素子、とりわけ、レーザー誘起型熱結像（ＬＩＴＩ）又はその他の結
像方法に有用な放射線硬化型熱転写素子に関するものである。本発明はさらに、有機マイ
クロエレクトロニクスデバイスを製造する目的で放射線硬化型熱転写素子を製造及び利用
する方法に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　小型の電子デバイスと光学デバイスの多くは、相互に積み重なっているさまざまな材料
の層によって形成されている。このようなデバイスの例としては、各ピクセルがパターン
配列で形成されている光学ディスプレイ、通信デバイス用の光導波路構造体、及び半導体
ベースデバイス用の金属－絶縁体－金属のスタックが挙げられる。これらのデバイスを作
製するための従来の方法としては、レセプタサブストレートの上に１つ以上の層を形成さ
せるとともに、デバイスを形成させるのと同時に、又はデバイスを形成させた後に、前記
層をパターニングするものが挙げられる。層のパターニングは、フォトリソグラフィー技
術によって行う場合が多く、フォトリソグラフィー技術としては例えば、フォトレジスト
で層を覆い、マスクを通じて放射線を照射することによって前記フォトレジストをパター
ニングし、照射したフォトレジスト、又は照射していないフォトレジストのいずれかの部
分を取り除いてパターンに従って下位層を露呈させてから、照射済みの層をエッチングす
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るものが挙げられる。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　多くの場合では、最終的なデバイス構造を作製するには、複数の付着及びパターニング
工程が必要となる。例えば、光学ディスプレイの作製には、赤ピクセル、緑ピクセル、及
び青ピクセルを別個に形成させることが必要である。これらのタイプの各ピクセルでは一
般に層を付着させるが、一部の層は別々に形成させなければならないとともに、別々にパ
ターニングする必要がある場合が多い。一部の用途では、従来のフォトリソグラフィーに
よるパターニングを用いてデバイスを作製するのは困難であるか、実用的ではない。した
がって、前記デバイスを形成させるための新たな方法に対する必要性がある。少なくとも
一部の場合では、この新たな方法によって、信頼性がさらに高いうえに、より複雑なデバ
イスの構築が可能となるであろう。
【０００４】
　ＬＩＴＩは、多層マイクロエレクトロニクス及び光学デバイス向けの代替的なパターニ
ング法として開発されたものである。ＬＩＴＩは、ドナーシートからレセプタ表面に物質
を転写させることを伴うデジタルパターニング法である。ＬＩＴＩ法には一般に、ディス
プレイ用途に合わせて１つ以上の転写層をパターン様に印刷することが含まれている。Ｌ
ＩＴＩパターニング法では典型的に、放射線源（例えばマスクを通じて照射を行う赤外線
レーザー又はフラッシュランプ）によってパターン様に露光させた多層熱転写ドナーフィ
ルムを用い、所望のサブストレートに前記ドナーフィルムからパターン付き転写層を転写
させる。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　第１の実施形態としては、サブストレートとサブストレートの上を覆っている光熱変換
（ＬＴＨＣ）層を含む放射線硬化型熱転写素子が挙げられる。このＬＴＨＣ層は、硬化波
長（単一又は複数）の放射線の照射によって硬化可能な放射線硬化型物質と、単一の硬化
波長又は複数の硬化波長の範囲内における放射線吸収度を実質的に上昇させない結像放射
線吸収剤物質からなる。
【０００６】
　第２の実施形態としては、サブストレートとサブストレートの上を覆っているＬＴＨＣ
層を含む放射線硬化型熱転写素子が挙げられる。このＬＴＨＣ層には、硬化波長（単一又
は複数）の放射線の照射によって硬化可能な放射線硬化型物質と、放射線硬化型物質の硬
化前には、単一の硬化波長又は複数の硬化波長の範囲内における放射線吸収度を実質的に
上昇させない結像放射線吸収剤物質が含まれている。
【０００７】
　第３の実施形態としては、硬化波長（単一又は複数）の放射線の照射によって硬化する
とともに、サブストレートとサブストレートの上を覆っているＬＴＨＣ層を含む熱転写素
子が挙げられる。このＬＴＨＣ層は、放射線硬化型物質と、単一の硬化波長又は複数の硬
化波長の範囲内における放射線吸収度を実質的に上昇させない結像放射線吸収剤物質から
なる。同程度の結像放射線吸収度と厚みを有するとともに、結像放射線吸収剤物質の代わ
りに、同じ条件下で硬化する小粒子吸収剤物質が使われている熱転写素子中に存在してい
る残留硬化型物質の量よりも、残留硬化型物質の量は実質的に少ない。
【０００８】
　第４の実施形態としては、硬化波長（単一又は複数）の放射線の照射によって硬化する
とともに、サブストレートとサブストレートの上を覆っているＬＴＨＣ層を含む熱転写素
子が挙げられる。このＬＴＨＣ層は、放射線硬化型物質と、単一の硬化波長又は複数の硬
化波長の範囲内における放射線吸収度を実質的に上昇させない結像放射線吸収剤物質から
なる。残留硬化物質の量は、小粒子吸収剤物質を含む熱転写素子中に存在している残留硬
化物質の量よりも、実質的に少ない。
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【０００９】
　第５の実施形態としては、サブストレートとサブストレートの上を覆っているＬＴＨＣ
層を含む熱転写素子を作製するための方法が挙げられ、このＬＴＨＣ層は、放射線硬化型
物質と、単一の硬化波長又は複数の硬化波長の範囲内における放射線吸収度を実質的に上
昇させない結像放射線吸収剤物質からなり、この方法には、ＬＴＨＣ層をサブストレート
の上にコーティングする工程、放射線硬化型物質を硬化させて、結像放射線吸収剤物質が
、単一の硬化波長又は複数の硬化波長の範囲内における放射線吸収度が実質的に上昇しな
いようにする工程が含まれている。
【００１０】
　第６の実施形態としては、有機マイクロエレクトロニクスデバイスを作製するための方
法が挙げられ、この方法には、サブストレートとサブストレートの上を覆っているＬＴＨ
Ｃ層を含む熱転写素子を提供する工程（このＬＴＨＣ層は、硬化波長（単一又は複数）の
放射線の照射によって硬化可能な放射線硬化型物質と、単一の硬化波長又は複数の硬化波
長の範囲内における放射線吸収度を実質的に上昇させない結像放射線吸収剤物質からなる
）、熱転写素子とレセプタを密接に接触するように配置する工程、近赤外放射線源を用い
て熱転写素子を像様式パターンで露光させる工程、及び像様式パターンに相当する熱転写
素子の少なくとも一部をレセプタに転写して、有機マイクロエレクトロニクスデバイスを
形成させる工程が含まれている。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１】代表的なＬＩＴＩドナーフィルム構造を示している断面図。
【図２Ａ】ＬＴＨＣ層中のプルシアンブルー（ペンカラー（Penn Color））のスペクトル
を示しているグラフ。
【図２Ｂ】ＬＴＨＣ層中のプロ－ジェット（Pro-Jet）８３０ＬＤＩ（アベシア（Avecia
））のスペクトルを示しているグラフ。
【図２Ｃ】ＬＴＨＣ層中のＹＫＲ２９００（山本）のスペクトルを示しているグラフ。
【発明を実施するための形態】
【００１２】
　本発明は、添付の図面とともに、以下の本発明の様々な実施形態の詳細な説明で、さら
に完全に理解できるであろう。
【００１３】
本明細書は、ＬＩＴＩドナーフィルムで用いるＬＩＴＩ転写層のパターニング法に関する
。ＬＩＴＩドナーフィルムは、デバイス又はその他の物品を形成させる際に熱転写及び熱
転写素子を用いるデバイス及びその他の物体の形成又は部分形成に用いてもよい。具体例
としては、熱転写素子は、多層能動デバイス及び受動デバイスなどの多層デバイス、例え
ば多層エレクトロニクス及び光学デバイスを少なくとも部分的に作製する目的で形成させ
ることができる。この方法は、例えば、熱転写素子から最終レセプタに多成分転写アセン
ブリを熱転写することによって実現させることができる。デバイス及びその他の物品を形
成させる際に単一層及びその他の多層転写も利用可能であることは分かるであろう。
【００１４】
　本明細書における順序（例えば、工程の実施順序、又はサブストレート上の層の順序）
は、明記した要素の間の中間体を排除するように意図したものではない。さらに、本明細
書で使用する時、
「能動デバイス」という用語には、増幅、振動、又は信号制御などの動的機能を発揮する
ことができるとともに、動作するのに電源が必要であるエレクトロニクスコンポーネント
又は光学コンポーネントが含まれる。
【００１５】
　「硬化波長」という用語には、ＬＴＨＣ層内での吸収時に、放射線硬化型物質の重合及
び／又は架橋を開始させることができる波長又は波長範囲が含まれる。
【００１６】
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　「結像波長」という用語には、結像源が放出する波長又は波長範囲が含まれる。
【００１７】
　「マイクロエレクトロニクスデバイス」という用語には、単独で用いるか、及び／又は
その他のコンポーネントとともに用いてさらに大規模なシステム、例えば電子回路を形成
させることのできる電子コンポーネント又は光学コンポーネントが含まれる。
【００１８】
　「受動デバイス」という用語には、動作時に基本的に静的である（すなわち、通常は増
幅又は振動不可能である）とともに、特有の動作の際に電力を必要としない電子コンポー
ネント又は光学コンポーネントが含まれる。
【００１９】
　「小粒子吸収剤」という用語には、例えば、Ｃ．Ｆ．ボーレン（Bohren）及びＤ．Ｒ．
ハフマン（Huffman）著『小粒子による光の吸収及び散乱（Absorption and Scattering o
f Light by Small Particles）』（ジョンワイリーアンドサンズ社（John Wiley & Sons,
 Inc.）、米国議会図書館（Library of Congress）ＩＳＢＮ ０－４７１－２９３４０－
」７、１９８３年）に記載されているように、小粒子による光の吸収と散乱をもたらす吸
収剤が含まれる。
【００２０】
　熱転写素子
　本発明は、放射性硬化型熱転写素子を含むＬＩＴＩドナーフィルムと、例えばマイクロ
エレクトロニクスデバイス及び光学デバイスを製造する際に有用な放射性硬化型熱転写層
を作製する方法を提供する。図１に示されているように、代表的なＬＩＴＩドナーフィル
ムには、力学的支持のためのドナーサブストレート１００と、サブストレート１００の上
を覆っているとともに結像力を熱に変換させる目的で用いられるＬＴＨＣ層１０２が備わ
っている。その他の層としては例えば、転写層１０６、サブストレートの上を覆っている
任意の中間層１０４、サブストレート１００とＬＴＨＣ層１０２との間にある任意の下層
１０８、及び転写層の下にある任意の剥離層１１０が挙げられ得る。
【００２１】
　サブストレート及び任意の下塗層
　一般に、ＬＩＴＩドナーの熱転写素子にはサブストレートが備わっている。このドナー
サブストレートはポリマーフィルムであることができる。１つの適したタイプのポリマー
フィルムはポリエステルフィルム、例えばポリエチレンテレフタレート（ＰＥＴ）又はポ
リエチレンナフタレート（ＰＥＮ）フィルムである。その一方で、その他のフィルムとし
ては、レセプタの反対側からドナーの放射を行う場合、特定の波長における光透過率が高
いうえに、特定の用途に合わせて十分な力学的及び熱的安定性があるといった適切な光学
特性を備えているものが挙げられる。一部の実施形態では、サブストレートそのものに、
結像放射線吸収剤物質を含有させてよく、この場合には、サブストレートの一部、例えば
最上層、又はサブストレート全体（例えば吸収剤がサブストレート全体にわたり均質であ
る場合）をＬＴＨＣ層として機能させることができる。この場合、ＬＴＨＣもサブストレ
ートとして機能するため、サブストレートは任意的なものである。
【００２２】
　ドナーサブストレートは、少なくとも一部の場合では実質的に平面で、均一なコーティ
ングを形成できるようになっている。ドナーサブストレートの典型的な厚みは０．０２５
ミリメートル（ｍｍ）～０．１５ｍｍ、好ましくは０．０５ｍｍ～０．１ｍｍであるが、
それよりも厚い又は薄いドナーサブストレートを用いてもよい。
【００２３】
　典型的に、ドナーサブストレートといずれかの隣接層（単一又は複数）を形成させる目
的で用いる物質は、ドナーサブストレートと隣接層（単一又は複数）の間の接着性を向上
させ、サブストレートと隣接層の間の温度輸送を制御し、ＬＴＨＣ層への結像放射線輸送
を制御するように選定することができる。ただし、任意の下塗層を用いて、サブストレー
トの上に次の層をコーティングしている最中に、均一性を向上させるとともに、ドナーサ
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ブストレートと隣接層の間の結合力も向上させることができる。下塗層を備えている適し
たサブストレートの１例は、製品番号Ｍ７Ｑ（デュポン帝人フィルム（DuPont Teijin Fi
lms）、日本、大阪）から入手可能である。
【００２４】
　任意の下層
　例えば結像の最中にドナーサブストレートへの損傷を最小限に抑える目的で、任意の下
層をドナーサブストレートとＬＴＨＣ層の間にコーティングするか、又は別の方法で配置
してよい。下層は、ＬＴＨＣ層のドナーサブストレート素子に対する接着性に影響を与え
る可能性がある。典型的には、下層は耐熱性が高く（すなわち前記サブストレートよりも
熱伝導率が低い）、断熱材としての機能を果たして、ＬＴＨＣ層中で発生する熱からサブ
ストレートを守る。あるいは、例えばＬＴＨＣ層の過熱により生じる可能性がある結像欠
陥の発生を減少させる目的で、前記サブストレートよりも熱伝導率が高い下層を用いて、
ＬＴＨＣ層から前記サブストレートへの熱輸送を高めることができる。
【００２５】
　適した下層としては例えば、ポリマーフィルム、金属層（例えば蒸着金属層）、無機物
層（例えばゾル－ゲル付着層及び無機酸化物（例えばシリカ、チタニア、酸化アルミニウ
ム及びその他の金属酸化物）の蒸着層）、及び有機／無機複合層が挙げられる。下層材と
して適した有機物質としては、熱硬化性物質と熱可塑性物質の双方が挙げられる。適した
熱硬化性物質としては、熱、放射線、又は化学処理によって架橋できる樹脂（架橋済み又
は架橋可能なポリアクリレート、ポリメタクリレート、ポリエステル、エポキシ、及びポ
リウレタンなど）が挙げられる。熱硬化性物質は、例えば、熱可塑性前駆体としてドナー
サブストレート又はＬＴＨＣ層の上にコーティングし、その後に架橋させて架橋済み下層
を形成させてよい。
【００２６】
　適した熱可塑性物質としては、例えば、ポリアクリレート、ポリメタクリレート、ポリ
スチレン、ポリウレタン、ポリスルフォン、ポリエステル、及びポリイミドが挙げられる
。これらの熱可塑性有機物質は、従来のコーティング技法（例えば溶媒コーティング又は
スプレーコーティング）によって塗布してよい。下層は、１つ以上の波長の結像放射線に
対し、透過性、吸収性、反射性、又はこれらのうちのいくつかの組み合わせのいずれかで
あってよい。
【００２７】
　下層材として適した無機物質としては、例えば、金属、金属酸化物、金属硫化物、及び
無機炭素被膜、結像光波長において透過性、吸収性、又は反射性を有する前記物質が挙げ
られる。前記物質は、従来の技法（例えば真空スパッタリング、真空蒸着、又はプラズマ
ジェット付着）によってコーティングしてもよいし、別の方法で塗布してもよい。
【００２８】
　この下層は、数多くの利点をもたらし得る。例えば、下層は、ＬＴＨＣ層とドナーサブ
ストレートとの間の熱輸送を管理又は制御する目的で用いてよい。下層は、ＬＴＨＣ層中
で発生する熱からサブストレートを絶縁させる目的、又は熱をＬＴＨＣ層からサブストレ
ートの方に吸収させる目的で用いてよい。ドナー素子内における温度管理と熱輸送は、層
を追加することによって、並びに／又は層の特性、例えば、熱伝導率（例えば、熱伝導率
の値及び指向性のいずれか又は双方）、吸収剤物質の分布及び／若しくは配向、又は層若
しくは層内の粒子の形態（例えば、金属薄フィルム層又は粒子内の結晶成長又は結晶粒形
成の配向）を制御することによって、実現させることができる。
【００２９】
　下層には、例えば、光開始剤、界面活性剤、顔料、可塑剤、及びコーティング助剤を含
む添加物を含有させてよい。下層の厚みは、例えば下層の材料、ＬＴＨＣ層の材料及び光
学的特性、ドナーサブストレートの材料、結像放射線の波長、熱転写素子への結像放射線
の照射持続時間、ドナー素子の全体構造といった要因に依存する。ポリマー下層では、下
層の厚みは典型的には０．０５ミクロン～１０ミクロンであり、より好ましくは約０．１
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ミクロン～４ミクロンであり、より好ましくは約０．５ミクロン～３ミクロンであり、さ
らにより好ましくは約０．８ミクロン～２ミクロンである。無機下層（例えば、金属又は
金属化合物下層）では、下層の厚みは典型的には０．００５ミクロン～１０ミクロンであ
り、より好ましくは約０．０１ミクロン～４ミクロンであり、さらにより好ましくは約０
．０２ミクロン～２ミクロンである。
【００３０】
　ＬＩＴＩドナー下層のさらに詳細な説明は、米国特許第６，２８４，４２５号に記載さ
れている。
【００３１】
　光熱変換（ＬＴＨＣ）層
　放射線誘起型熱転写では、発光源から放射される光のエネルギーを熱転写ドナーの中に
結合させる目的で、ＬＴＨＣ層を熱転写ドナー内に組み込む。ＬＴＨＣ層には典型的に、
入射放射線を吸収するとともに、入射放射線の少なくとも一部を熱に変換して転写層を熱
転写ドナーからレセプタに転写できるようにする結像放射線吸収剤物質が含まれている。
一部の実施形態では、熱転写素子には、ＬＴＨＣ層、及び熱転写ドナーのＬＴＨＣ層以外
の層の１つ以上、例えば、ドナーサブストレート、転写層、任意の中間層、又は任意の剥
離層の中に配置されている追加の結像放射線吸収剤物質（単一又は複数）が挙げられる。
【００３２】
　典型的には、ＬＴＨＣ層（又はその他の層）中の結像放射線吸収剤物質は、電磁スペク
トルの赤外線、可視線、及び／若しくは紫外線の領域内、又は特定の波長範囲内の光を吸
収する。結像放射線吸収剤物質は、特定の結像放射線を吸収する力があるとともに、０．
２～３、好ましくは０．５～２の範囲内である結像放射線の波長で光学的吸収をもたらす
のに十分な水準で、熱転写素子内に存在している。典型的な放射線吸収剤物質としては、
例えば、染料（例えば、可視染料、紫外染料、赤外染料、蛍光染料、及び放射偏光染料）
、顔料、有機顔料、無機顔料、金属、金属化合物、金属フィルム、フェリシアニド顔料、
フタロシアニン顔料、フタロシアニン染料、シアニン顔料、シアニン染料、及びその他の
吸収剤物質を挙げることができる。
【００３３】
　典型的な結像放射線吸収剤物質の例としては、カーボンブラック、金属酸化物、及び金
属硫化物を挙げることができる。典型的なＬＴＨＣ層の１例としては、カーボンブラック
などの顔料、及び有機ポリマーなどの結合剤を挙げることができる。別の典型的なＬＴＨ
Ｃ層としては、薄いフィルムとして形成されている金属、又は金属／金属酸化物、例えば
、ブラックアルミニウム（すなわち外観が黒い部分酸化アルミニウム）を挙げることがで
きる。金属及び金属化合物フィルムは、例えばスパッタリング及び蒸着などの技法によっ
て形成させてよい。粒子被膜は、結合剤といずれかの適したドライ又はウエットコーティ
ング技法を用いて形成させてよい。
【００３４】
　ＬＴＨＣ層中の結像放射線吸収剤物質として典型的に用いられる染料は、粒子状で存在
させるか、結合剤の材料に溶解させるか、又は少なくとも部分的に結合剤の材料中に分散
させるかしてよい。分散粒子の結像放射線吸収剤物質を用いる場合、その粒径は、少なく
とも一部の場合では、約１０ミクロン以下にできるとともに、約１ミクロン以下にしても
よい。典型的な染料としては、スペクトルの赤外線領域内で吸収する染料が挙げられる。
このような染料の例は、松岡賢著『赤外線吸収染料（Infrared Absorbing Dyes）』（プ
レナムプレス（Plenum Press）、ニューヨーク、１９９０年）、松岡賢著『ダイオードレ
ーザーの染料の吸収スペクトル（Absorption Spectra of Dyes for Diode Lasers）』（
ぶんしん出版、東京、１９９０年）、米国特許第４，７２２，５８３号、同４，８３３，
１２４号、同４，９１２，０８３号、同４，９４２，１４１号、同４，９４８，７７６号
、同４，９４８，７７８号、同４，９５０，６３９号、同４，９４０，６４０号、同４，
９５２，５５２号、同５，０２３，２２９号、同５，０２４，９９０号、同５，１５６，
９３８号、同５，２８６，６０４号、同５，３４０，６９９号、同５，３５１，６１７号
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、同５，３６０，６９４号、及び同５，４０１，６０７号、欧州特許第３２１，９２３号
及び同５６８，９９３号、並びにＫ．Ａ．ベイロ（Beilo）ら著『化学学会誌ケミカルコ
ミュニケーションズ（J. Chem. Soc., Chem. Comm.）１９９３』４５２～４５４ページ（
１９９３年）に記載されている。赤外結像放射線吸収剤物質としては、グランデールプロ
テクティブテクノロジー社（Glendale Protective Technologies, Inc.）（フロリダ州レ
ークランド（Lakeland)）からサイアソーブ（CYASORB）ＩＲ－９９、ＩＲ－１２６及びＩ
Ｒ－１６５という商品名で市販されているものが挙げられる。特定の結合剤及び／又はコ
ーティング溶媒中での溶解度、特定の結合剤及び／又はコーティング溶媒との相溶性、並
びに吸収波長範囲などの要因に基づき、特定の染料を選択してもよい。
【００３５】
　顔料物質を結像放射線吸収剤物質としてＬＴＨＣ層内で用いてもよい。典型的な顔料の
例としては、カーボンブラック及びグラファイト、並びにフタロシアニン、ニッケルジチ
オレン、及び米国特許第５，１６６，０２４号と同５，３５１，６１７号とに記載されて
いるその他の顔料が挙げられる。これらに加えて、例えばピラゾロン系イエロー、ジアニ
シジン系レッド、及びニッケルアゾ系イエローの銅又はクロム錯体系のブラックアゾ顔料
も有用である可能性がある。無機顔料、例えば、ランタン、アルミニウム、ビスマス、ス
ズ、インジウム、亜鉛、チタン、クロム、モリブデン、タングステン、コバルト、イリジ
ウム、ニッケル、パラジウム、銅、銀、金、ジルコニウム、鉄、鉛、及びテルルなどの金
属の酸化物及び硫化物を用いることもできる。金属のホウ化物、炭化物、窒化物、炭窒化
物、青銅のナノ構造酸化物、及び青銅族と構造的関係のある酸化物（例えば、ＷＯ２）を
利用してもよい。
【００３６】
　金属結像放射線吸収剤物質は、例えば、米国特許第４，２５２，６７１号に記載されて
いるような粒子形状、又は米国特許第５，２５６，５０６号に開示されているようなフィ
ルムのいずれかの形で用いてよい。典型的な金属としては例えば、アルミニウム、ビスマ
ス、スズ、インジウム、テルル及び亜鉛が挙げられる。
【００３７】
　粒子結像放射線吸収剤物質は、結合剤中に分散させてよい。被膜内の結像放射線吸収剤
物質の比率（重量％）（比率の算出にあたって溶媒は除外する）は、ＬＴＨＣ内で用いる
粒子結像放射線吸収剤物質（単一又は複数）及び結合剤（単一又は複数）にもよるが、一
般的には１重量％～３０重量％であり、より好ましくは３重量％～２０重量％、さらによ
り好ましくは５重量％～１５重量％である。
【００３８】
　当該技術分野において既知のＬＴＨＣ層には一般に、紫外線硬化型樹脂系と、小粒子吸
収剤物質としてのカーボンブラック顔料分散体が挙げられる。カーボンブラックは安価で
、安定性があり、加工し易く、近赤外線結像レーザーの波長である８０８ナノメートル（
ｎｍ）及び１０６４ｎｍで吸収を行う。カーボンブラックのスペクトル特性によって一般
に、紫外線硬化しにくく、コーティング中に光学的に検査しにくいＬＴＨＣ層が得られる
。これに加えて、レーザー熱印刷中に発生するのと同じ光熱変換方法のため、紫外線硬化
方法中に被膜が熱損傷を受けやすい。硬化方法は典型的には紫外線にしか感光しないとは
言うものの、紫外線ランプ照射には、可視線全体にわたる力が備わっており、紫外線が吸
収されて熱に変換される。その結果、フィルムサブストレートの熱損傷と変形につながる
場合が多い。
【００３９】
　本発明と整合している実施形態は、結像放射線吸収剤物質と、硬化波長（単一又は複数
）の放射線の照射によって硬化可能な放射線硬化型物質が含まれているＬＴＨＣ層を提供
する。一部の実施形態では、結像放射線吸収剤物質は、単一の硬化波長又は複数の硬化波
長の範囲内における放射線吸収度を実質的に上昇させない。例えば、一部の実施形態では
、結像放射線吸収剤物質は、単一の硬化波長又は複数の硬化波長の範囲内における放射線
吸収度を５０％超、４０％超、３０％超、２０％超、１０％超、又は５％超上昇させるこ
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とはない（放射線吸収度の上昇率が低いほど好ましい）。別の実施形態では、結像放射線
吸収剤物質は、放射線硬化型物質の硬化前に、単一の硬化波長又は複数の硬化波長の範囲
内における放射線吸収度を実質的に上昇させず、放射線硬化型物質の硬化前は、１０％以
内であるのがより好ましい。
【００４０】
　本発明と整合している別の実施形態では、前記結像放射線吸収剤物質の代わりに、同じ
条件下で硬化する小粒子吸収剤物質が使われ、結像波長と厚みにおいて同程度の光学密度
を有している熱転写素子中に存在している未反応の残留硬化型物質の量よりも、未反応の
残留硬化型物質の量が実質的に少ない。例えば、一部の実施形態では、未反応の硬化型物
質の量は、小粒子吸収剤物質の場合と比べて、５０％未満、４０％未満、３０％未満、２
０％未満、１０％未満、又は５％未満である（存在している未反応の硬化型物質の量が少
ないほど好ましい）。
【００４１】
　本発明と整合している別の実施形態では、ＬＴＨＣ層の硬化後における未反応の硬化型
物質の量は、小粒子吸収剤物質が含まれている熱転写素子中に存在している未反応の硬化
型物質の量よりも実質的に少ない。例えば、一部の実施形態では、ＬＴＨＣ層の硬化後に
存在している未反応の硬化型物質の量は、小粒子吸収剤物質の場合と比べて、５０％未満
、４０％未満、３０％未満、２０％未満、１０％未満、又は５％未満である（存在してい
る未反応の硬化型物質の量が少ないほど好ましい）。
【００４２】
　小粒子吸収剤物質の例は、ペンカラー（Penn Color）（ペンシルバニア州ドイルスタウ
ン（Doylestown)）製の９Ｂ９８１Ｄ、９Ｂ９５０Ｄ及び９Ｂ９２３などの紫外線ペース
ト中に見られるようなカーボンブラックである。
【００４３】
　適した放射線硬化型物質としては、放射線硬化型モノマー、オリゴマー、ポリマー及び
コ（ポリマー）、とりわけ、アクリレート及びメタ（アクリレート）モノマー、オリゴノ
マー、ポリマー及びコ（ポリマー）が挙げられる。放射線硬化型物質の硬化をもたらす目
的で用いる放射線源は、紫外線帯域（２００ｎｍ～４００ｎｍ）又は可視線帯域（４００
ｎｍ～７００ｎｍ）の範囲内で、硬化波長（単一又は複数）の放射線を放射するのが好ま
しい。一部の実施形態では、硬化をもたらす目的で用いる放射線源は、レーザー又はフラ
ッシュランプにしてよい。
【００４４】
　ＬＴＨＣ層中の結像放射線吸収剤物質として近赤外線染料又は顔料を用いることによっ
て、放射線硬化型ＬＴＨＣの形成にあたって処理上及び性能上の利点を数多く得られるで
あろう。第１に、材料の多くは、硬化波長（単一又は複数）でかなりの放射線を吸収する
別の結像吸収剤物質よりも、より効率的にレーザー波長で結像放射線を吸収する材料であ
る。この効力は、言い換えれば、所定のレーザー出力に対して、より少ない結像放射線吸
収剤物質充填量を利用できるということであり、より滑らかな表面につながる可能性があ
る。第２に、特定のＬＴＨＣでは、可視スペクトル内で実質的に吸収が行われないことに
よって、紫外線照射中の無用な光熱変換が回避され、被覆フィルムの熱変形の可能性が低
下する。第３に、可視スペクトル内の、より透過率の高いスペクトルウィンドウは、ＬＴ
ＨＣ及び中間層のコーティングを行っている最中、並びに製造現場、顧客先、又はその他
の場所でドナーフィルムの最終検査を行っている最中における光検査方法（粒子及びコー
ティング欠陥の検出）の向上をもたらすことになる。第４に、スペクトルの可視領域の透
過性が他よりも高いことによって、レーザーシステムをドナーフィルムを通じて高解像度
レセプタサブストレート（例えばディスプレイバックプレーン）に位置合わせ可能になる
。第５に、可視領域の透過性が他よりも高いことによってさらに、事前にパターニング済
みのドナーフィルムを、パターン付きレセプタサブストレートと位置合わせできるように
なる。最後に、紫外線の透過性スペクルウィンドウは、紫外線硬化の効率性の向上（未反
応の放射線硬化型物質の残留濃度の低下）、硬化時間の短縮化（処理速度の向上）、及び
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紫外線ランプの出力設定値の低下（被覆フィルムへの熱損傷の低減）をもたらす。
【００４５】
　ＬＩＴＩ方法における本発明の結像放射線吸収剤物質の利点をより深く理解するために
は、近赤外線（ＮＩＲ）、可視線（ＶＩＳ）、及び紫外線（ＵＶ）という３つのスペクト
ル領域の光学的特性を考慮する必要がある。レーザー波長は典型的には、近赤外線のスペ
クトル領域（７００ｎｍ～１１００ｎｍ）に一致することになる。一定のタイプのレーザ
ーに合わせて効率的な結像放射線吸収剤物質にするためには、非小粒子吸収剤物質に典型
的に、レーザー波長で顕著な吸収帯を持たせなければならない。好ましい結像放射線吸収
剤物質のレーザー波長における効率的な吸収係数は、少なくとも１０３ｍＬ／ｇ－ｃｍ、
好ましくは１０４ｍＬ／ｇ－ｃｍ、より好ましくは１０５ｍＬ／ｇ－ｃｍである。
【００４６】
　したがって、８０８ナノメートルのレーザーとともに用いるのに適している結像放射線
吸収剤物質の例としては、プルシアンブルー（ピグメントブルー２７）、銅フタロシアニ
ン（ピグメントブルー１５）及び銅フタロシアニンの多数の置換誘導体、ポリメチン染料
が挙げられる。また、適した結像近赤外線（ＮＩＲ）吸収剤としては、溶剤可溶性シアニ
ン染料、例えば、ＦＥＷケミカルズ（FEW Chemicals）（ドイツ、ウォルフェン（Wolfen
））製のＳ０４０２、Ｓ０３３７、Ｓ０３９１、Ｓ００９４、Ｓ０３２５、Ｓ０２６０、
Ｓ０７１２、Ｓ０７２６、Ｓ０４５５及びＳ０７２８、並びに山本化成株式会社（日本、
東京）製のＹＫＲ－２０１６、ＹＫＲ－２１００、ＹＫＲ－２０１２、ＹＫＲ－２９００
、Ｄ０１－０１４及びＤ０３－００２と、可溶性ポリメチン染料、例えば、アベシア（Av
ecia）（英国マンチェスター州ブラックリー（Blackley））製のプロ－ジェット（Pro‐J
et）８３０ＬＤＩが挙げられる。本発明の実施形態で有用なその他の結像放射線吸収剤と
しては、水溶性シアニン染料、例えば、ＦＥＷケミカルズ（FEW Chemicals）製のＳ０１
２１、Ｓ０２７０及びＳ０３７８と、可溶性及び不溶性双方のフタロシアニン結像放射線
吸収剤、例えば、山本化成製のＹＫＲ－１０２０、ＹＫＲ－２２０、ＹＫＲ－１０３０、
ＹＫＲ－３０２０、ＹＫＲ－３０７１、ＹＫＲ－４０１０、ＹＫＲ－３０３０、ＹＫＲ－
３０７０、ＹＫＲ－３６９、Ｄ０５－００３及びＹＫＲ－５０１０、並びにアベシア（Av
ecia）製のプロ－ジェット（Pro‐Jet）８００ＮＰ及びプロ－ジェット（Pro‐Jet）８３
０ＮＰが挙げられる。
【００４７】
　図２Ａ～２Ｃは、ＬＴＨＣ層内で用いる代表的な材料のスペクトルを示しているグラフ
である。図２Ａは、ＬＴＨＣ層内のプルシアンブルー（ペンカラー（Penn Color））のス
ペクトルを示しているグラフである。図２Ｂは、ＬＴＨＣ層内のプロ－ジェット（Pro‐J
et）８３０ＬＤＩ（アベシア）のスペクトルを示しているグラフである。図２Ｃは、ＬＴ
ＨＣ層内のＹＫＲ２９００（山本化成）のスペクトルを示しているグラフである。
【００４８】
　可視スペクトル領域（４００ｎｍ～７００ｎｍ）内の透過性の増加は、目視及び／又は
光による検査及び位置合わせの双方にとって重要である可能性がある。これに加えて、紫
外線硬化処理中にＬＴＨＣ層とサブストレートに加わる熱負荷を低下させる、つまり、熱
作用によるサブストレートの変形及び劣化の可能性を低減させるであろう。
【００４９】
　ＬＴＨＣ層内に好ましい近赤外線結像放射線吸収剤物質が含まれているＬＴＨＣ層は、
理想的な光源から発せられる可視領域内の入射パワーの少なくとも２０％より多くを伝達
させ、前記と同じ範囲にわたり、結像波長におけるＬＴＨＣ吸収度が好ましくは０．４０
より多く、より好ましくは０．７より多く、最も好ましくは１．０より多い一定のスペク
トルエネルギー分布を有している。ＬＴＨＣ層内にさらに好ましい近赤外線結像放射線吸
収剤物質が含まれているＬＴＨＣ層は、理想的な光源から発せられる可視領域内の入射パ
ワーの少なくとも３０％より多くを伝達させ、前記と同じ範囲にわたり、結像波長におけ
るＬＴＨＣ吸収度が好ましくは０．４０より多く、より好ましくは０．７より多く、最も
好ましくは１．０より多い一定のスペクトルエネルギー分布を有している。ＬＴＨＣ層内
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にさらに好ましい近赤外線結像放射線吸収剤物質が含まれているＬＴＨＣ層は、理想的な
光源から発せられる可視領域内の入射パワーの少なくとも４０％より多くを伝達させ、前
記と同じ範囲にわたり、結像波長におけるＬＴＨＣ吸収度が好ましくは０．４０より多く
、より好ましくは０．７より多く、最も好ましくは１．０より多い一定のスペクトルエネ
ルギー分布を有している。ＬＴＨＣ層内にさらに好ましい近赤外線結像放射線吸収剤物質
が含まれているＬＴＨＣ層は、理想的な光源から発せられる可視領域内の入射パワーの少
なくとも５０％より多くを伝達させ、前記と同じ範囲にわたり、結像波長におけるＬＴＨ
Ｃ吸収度が好ましくは０．４０より多く、より好ましくは０．７より多く、最も好ましく
は１．０より多い一定のスペクトルエネルギー分布を有している。
【００５０】
　同様に、ＬＴＨＣ被膜を通じて伝わる紫外線エネルギー（波長約２００ｎｍ～４００ｎ
ｍ）の量は、ＬＴＨＣ層を容易にＵＶ硬化できることに結びつき、最終的には、残留物の
水準、硬化速度、及びＬＴＨＣ層の熱変形の可能性に影響を及ぼす。近赤外線結像吸収剤
物質（特定の実施形態では０．２～３．０の結像波長における吸収度を実現させるのに十
分な水準で存在している）を用いて作製したＬＴＨＣコーティングは、利用可能な紫外線
領域を通じて強い吸収力を示すことはなく（ポリエステルサブストレートは３００ナノメ
ートル未満の紫外線波長を効果的に遮る）、理想的な放射線源から発せられる紫外線領域
内の入射パワーの少なくとも１５％、より好ましくは２０％、さらに好ましくは２５％よ
り多く伝達させ、上記と同じ範囲にわたり一定のスペクトルエネルギー分布を有する。そ
の結果、前記被膜は、より小さい総紫外線エネルギー、より早いライン速度、及び／又は
より低い紫外線ランプの出力設定値で硬化させることができ、残留物がより少なく、熱変
形がより少ない硬化ＬＴＨＣ層をもたらす。
【００５１】
　上述のとおり、粒子結像放射線吸収剤物質は、結合剤の中に配置してよい。被膜内の結
像放射線吸収剤物質の比率（重量％）（比率の算出にあたって溶媒は除外する）は、ＬＴ
ＨＣ内で用いる粒子結像放射線吸収剤物質（単一又は複数）及び結合剤（単一又は複数）
にもよるが、一般的には１重量％～３０重量％であり、３重量％～２０重量％であるのが
より好ましく、５重量％～１５重量％であるのがさらに好ましい。
【００５２】
　任意のポリマー結合剤をＬＴＨＣ層に含有させてよい。ＬＴＨＣ層内で用いるのに適し
ているポリマー結合剤としては、フィルム形成ポリマー、例えばフェノール樹脂（例えば
ノボラック樹脂、クレゾール樹脂、及びレゾール樹脂）、ポリビニルブチラール樹脂、ポ
リビニルアセテート、ポリビニルアセタール、ポリ塩化ビニリデン、ポリアクリレート、
セルロースエーテル、セルロースエステル、ニトロセルロース、ポリカーボネート、ポリ
エステル、ポリウレタン、及びウレタンアクリレートが挙げられる。その他の適した結合
剤としては、重合済み若しくは重合可能であるか、又は架橋済み若しくは架橋可能である
モノマー、オリゴマー、又はポリマーを挙げてよい。一部の実施形態では、結合剤は、重
合可能又は架橋可能なモノマー及び／又はオリゴマーを任意のポリマーでコーティングす
ることを利用して最初に形成させる。ポリマーを結合剤中で用いる場合、結合剤には、ポ
リマーを１～５０重量％、好ましくは１０～４５重量％含有させる（重量％の計算の際に
は溶媒は除外する）。
【００５３】
　ドナーサブストレートにコーティング後、モノマー、オリゴマー、及びポリマーを重合
及び／又は架橋して、ＬＴＨＣ層を形成させる。一部の場合では、ＬＴＨＣ層の架橋度が
低すぎると、ＬＴＨＣ層が、熱による損傷を受けるか、及び／又は転写層を含むレセプタ
にＬＴＨＣ層の一部を転写させてよい。
【００５４】
　少なくとも一部の場合では、熱可塑性樹脂（例えば、ポリマー）を含有させることによ
って、ＬＴＨＣ層の性能（例えば、転写特性及び／又は被覆性）を向上することができる
。熱可塑性樹脂は、ＬＴＨＣ層のドナーサブストレートに対する接着性を向上させること
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ができる。１つの実施形態では、結合剤に、熱可塑性樹脂が２５～５０重量％（重量％の
計算の際には溶媒は除外する）、及び好ましくは熱可塑性樹脂が３０～４５重量％含まれ
ているが、これよりも少ない量の熱可塑性樹脂を用いてもよい（例えば、１～１５重量％
）。熱可塑性樹脂は典型的に、結合剤の他の材料との相溶性を持つ（すなわち、１相合成
を形成する）ように選定される。『ポリマーハンドブック（Polymer Handbook）』（Ｊ．
ブランドラップ（Brandrup）編、第７章、５１９～５５７ページ、１９８９年）に記載さ
れているように、溶解パラメータを用いて、相溶性を表すことができる。少なくとも一部
の実施形態では、溶解パラメータが９～１３（ｃａｌ／ｃｍ３）１／２、好ましくは９．
５～１２（ｃａｌ／ｃｍ３）１／２である熱可塑性樹脂が結合剤用として選択されている
。適した熱可塑性樹脂の例としては、ポリアクリル酸、スチレン－アクリルポリマー及び
樹脂、並びにポリビニルブチラールが挙げられる。
【００５５】
　コーティング方法を円滑にする目的で、従来のコーティング助剤、例えば界面活性剤及
び分散剤を加えてもよい。ＬＴＨＣ層は、さまざまなコーティング法を用いてドナーサブ
ストレートの上にコーティングしてよい。少なくとも一部の場合では、ポリマー又は有機
ＬＴＨＣ層は、約０．０５ミクロン～約２０ミクロン、より好ましくは約０．５ミクロン
～約１０ミクロン、さらに好ましくは約１ミクロン～約７ミクロンの厚みでコーティング
される。少なくとも一部の場合では、無機ＬＴＨＣ層は、０．００１ミクロン～１０ミク
ロン、好ましくは０．００２ミクロン～１ミクロンの厚みでコーティングされる。
【００５６】
　放射線吸収剤物質は、ＬＴＨＣ層全体にわたって均一に配置することができ、あるいは
、不均一に分布させることができる。例えば、米国特許第６，４６８，７１５号に記載さ
れているように、不均一なＬＴＨＣ層を用いて、ドナー素子内の温度プロファイルを制御
することができる。これによって、転写特性の向上した（例えば、想定転写パターンと実
際の転写パターンの間のフィディリティが向上した）熱転写素子を生み出すことができる
。
【００５７】
　例えば、ドナー素子内で得られる最高温度を制御する目的、及び／又は転写層境界面で
得られる温度を制御する目的で、ＬＴＨＣ層に、不均一な分布の吸収剤物質を搭載するこ
とができる。例えば、ＬＴＨＣ層には、ドナーサブストレートに近づくほど密度が低くな
り、転写層に近づくほど密度が高くなる吸収剤物質分布を持たせることができる。多くの
場合では、このような設計によって、厚み及び光学密度が同じである均一なＬＴＨＣ層に
比べて、ＬＴＨＣ層のより深部で、吸収され熱に変換される放射線を多くすることができ
る。わかりやすくするために、「深部」という用語は、ＬＴＨＣ層内の位置を説明する目
的で用いる場合、熱質量転写素子のドナーサブストレート側から測定した、ＬＴＨＣ層の
厚み方向の距離を意味する。別の場合では、ドナーサブストレートに近づくほど密度が高
くなり、転写層に近づくほど密度が低くなる吸収剤物質分布を有するＬＴＨＣ層を搭載す
るのが有用である。
【００５８】
　ＬＴＨＣ層は、同種又は異種の物質が含まれている２つ以上のＬＴＨＣ層を組み合わせ
ることによって形成させることもできる。この点については、２つ以上のＬＴＨＣ層を用
いる場合、１つの層のみに、硬化波長における放射線吸収度を実質的に上昇させない結像
放射線吸収剤物質を含有させればよい。ＬＴＨＣ構造の別の例については、以下でさらに
詳細に論じる。
【００５９】
　熱質量転写ドナー素子には、不均一なＬＴＨＣ層を含めることができる。例えば、ＬＴ
ＨＣ層には、厚みによって変化する吸収剤物質の分布を持たせることができる。具体的に
言うと、ＬＴＨＣ層には、深部に行くほど上昇する吸収密度を持たせることができる。よ
り一般的には、ＬＴＨＣ層全体において同じ吸収剤物質の分布若しくは密度を変えること
によって、又はＬＴＨＣ層の異なる場所に異なる吸収剤物質又は層を搭載することによっ
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て、あるいは、この双方を行うことによって、ＬＴＨＣ層は、変動型吸収係数を有するよ
うに設計することができる。本開示の目的上、不均一という用語には、ＬＴＨＣ層内の少
なくとも１方向における、材料（単一又は複数）の異方性熱特性又は分布が含まれる。
【００６０】
　一般に、吸収係数は、ＬＴＨＣ層内の結像放射線の吸収率に比例している。均一なＬＴ
ＨＣ層では、吸収係数は、厚み全体にわたって一定であり、ＬＴＨＣ層の光学密度は、Ｌ
ＴＨＣ層の総厚に吸収係数を乗じた値にほぼ比例している。不均一なＬＴＨＣ層では、吸
収係数は変動することができる。代表的な不均一なＬＴＨＣ層の吸収係数は、ＬＴＨＣ層
の厚みの関数に応じて変動し、光学密度は、ＬＴＨＣの厚み範囲全体にわたる光学密度の
積分値に左右されることになる。
【００６１】
　不均一なＬＴＨＣ層には、ＬＴＨＣ層の平面内で変動する吸収係数を持たせることもで
きる。これに加えて、吸収剤物質は、異方性熱伝導を実現させる目的で、ＬＴＨＣ層の平
面内で配向させるか、又は不均一に分散させることができる（例えば、針状磁性粒子を吸
収粒子として用いることができるとともに、磁場の存在下で配向させることができる）。
このように、ＬＴＨＣ層は、熱エネルギーを前記層の厚みを通じて効率的に伝導させ、転
写層に熱を輸送する一方で、より低温の隣接区域、例えば、結像放射線を照射していない
区域に放散する熱を少なくする目的で前記層の平面内では熱伝導度が悪くなるように、作
製することができる。このような異方性熱伝導を用いて、本発明のドナー素子による熱パ
ターニングの解像度を向上させてよい。
【００６２】
　同様に、熱を別の層へ又は別の層から遠ざかるように輸送する作用を制御する異方性熱
伝導性が備わるように、熱質量転写ドナー素子のその他の層のいずれか（例えばサブスト
レート、下層、中間層、及び／又は熱転写層）を作製することができる。異方性熱伝導性
を有する層を作製する１つの方法は、層内の物質（異なる熱伝導性を含む）の異方性配向
又は分布をもたらすことである。別の方法は、１つ以上の層の表面に物理的構造を付与す
る（例えば、一部の場所の層を他の場所の層よりも薄くする）ことである。
【００６３】
　層の厚みとともに変動する吸収係数が備わるようにＬＴＨＣ層を設計することによって
、ドナー素子の結像性能を向上させることができる。例えば、厚みと光学密度が同じであ
る均一なＬＴＨＣ層と比べて、ドナー素子内で得られる最大温度が下がるか、及び／又は
、転写温度（すなわち、転写層とＬＴＨＣの境界面、又は転写層と中間層の境界面で得ら
れる温度）が上がるように、ＬＴＨＣ層を設計することができる。利点としては、ドナー
の過熱によってドナー素子又は転写パターンを損傷させることなく転写特性（例えば、転
写感度）の向上をもたらすことのできる結像条件を用いることができる点を挙げることが
できる。
【００６４】
　代表的な実施形態では、熱質量転写ドナー素子には、吸収係数が厚みとともに変動する
ＬＴＨＣ層が備わっている。このようなＬＴＨＣ層は、いずれかの適した技法によって作
製することができる。例えば、２つ以上の層を連続してコーティング、ラミネート、又は
その他の方法で形成させることができ、この場合、前記層の各々の吸収係数は異なってお
り、それによって、全体として不均一なＬＴＨＣ層が形成される。層間の境界線は、緩や
か（例えば、層間の拡散によって）にも急にもすることができる。不均一なＬＴＨＣ層は
、事前に形成された層の中に物質を拡散させて、厚みとともに変動する吸収係数をもたら
すことによって作製することもできる。例としては、吸収剤物質を結合剤の中に拡散させ
ること、酸素をアルミニウム薄層の中に拡散させることなどが挙げられる。
【００６５】
　不均一なＬＴＨＣ層を作製する適した方法としては、架橋結合剤中に分散している吸収
剤物質を含む２つ以上の層（各層の吸収係数は異なる）を連続的にコーティングするとと
もに、各コーティング工程の後に架橋を行うか、当該層をすべてコーティングした後に複
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数の層を一緒に架橋するかするもの、吸収係数が異なる２つ以上の層を連続的に蒸着させ
るもの、及び吸収係数が異なる２つ以上の層（少なくとも１つの層に、架橋可能な結合剤
中に分散している吸収剤物質が含まれているとともに、少なくとも１つの層が蒸着されて
おり、この場合、前記架橋可能な結合剤は、前記特定の層をコーティングした直後、又は
その他のコーティング工程を行った後に架橋してよい）を連続的に形成させるものが挙げ
られるが、これらに限らない。
【００６６】
　作製することができる不均一なＬＴＨＣ層の例としては、所望の層数にもよるが、深部
領域ほど吸収係数が高い２層構造体、深部領域ほど吸収係数が低い２層構造体、深部へ行
くほど吸収係数が順次的に大きくなる３層構造体、深部へ行くほど吸収係数が順次的に小
さくなる３層構造体、深部へ行くほど吸収係数が大きくなってから小さくなる３層構造体
、深部へ行くほど吸収係数が小さくなってから大きくなる３層構造体などが挙げられる。
吸収係数が異なる領域の数が増えるのに伴い、及び／又は領域が薄くなるに伴い、及び／
又は領域間の拡散性が増大するのに伴い、連続変動型吸収係数に近づく不均一なＬＴＨＣ
層を形成させることができる。
【００６７】
　ある１つの実施形態では、深部に行くほど吸収係数が大きくなる不均一なＬＴＨＣ層は
、ＬＴＨＣ層の浅部側からドナー素子に照射する際に、ＬＴＨＣ層内で得られる最大温度
を低下させる目的、及びドナー素子の転写温度を上昇させる目的で用いることができる。
ドナー素子内の最高温度を低下させる利点は、ＬＴＨＣ層又はその他の層の熱分解又は過
熱を原因とする問題の減少であり得る。このような問題としては、転写画像の変形、無用
にもＬＴＨＣ層の部分がレセプタに転写される問題、意図に反して転写画像が断片化する
問題、及び転写画像の表面粗度の向上又はその他の物理的若しくは化学的分解（例えば、
結像工程中のドナー素子の過熱によって１つ以上の層が力学的に変形することが原因）を
挙げることができる。このような問題は、総称して結像欠陥という。本発明と整合してい
る実施形態に従ってＬＴＨＣ層を設計することの別の利点は、より高出力の放射線源、及
び／又はより長いドウェル時間（例えば、より高いレーザー線量）を用いて、転写温度を
上昇させることができ、それによって、転写フィデリティが向上する上に、結像欠陥を引
き起こすであろうＬＴＨＣ層内温度を上回らない。
【００６８】
　本発明と整合している実施形態によるＬＴＨＣ層は、硬化波長（単一又は複数）の放射
線を実質的に吸収する小粒子吸収剤物質又はその他の結像放射線吸収剤物質が含まれてい
る類似のＬＴＨＣ層よりも高い可視光透過特性を示すであろう。一部の実施形態は、少な
くとも部分的に可視光を通すＬＴＨＣ層を含むＬＴＩＴドナーフィルムを含む。これによ
って例えば、製造プロセス中に、ＬＩＴＩドナーフィルムの欠陥の目視検査又はその他の
オンライン検査をさらに容易に行うことが可能になる。一部の実施形態では、ＬＩＴＩド
ナーフィルムは、少なくとも部分的に可視光を通すように、すなわち、事前にパターニン
グ済みのドナーフィルムを、パターニングするレセプタサブストレートと正確に位置合わ
せできるようにするとともに、パターニングする層の正確な位置決めが必要な複雑な多層
電子デバイスの製造を容易にするように、提供される。
【００６９】
　ＬＴＨＣ層は、多成分転写アセンブリを含む熱転写素子、及びデバイスの単一層又はそ
の他のアイテムを転写する際に用いる熱転写素子を含む、さまざまな熱転写素子で用いる
ことができる。ＬＴＨＣ層は、上述のとおり多層デバイスを形成させるのに有用な熱転写
素子、及びその他のアイテムを形成させる際に有用な熱転写素子とともに用いることがで
きる。例としては、熱転写によって形成させることができるカラーフィルター、スペーサ
層、ブラックマトリックス層、プリント回路基板、ディスプレイ（例えば、液晶ディスプ
レイ及び発光型ディスプレイ）、偏光子、ｚ‐軸伝導体、及びその他のアイテム、例えば
、米国特許第５，１５６，９３８号、同５，１７１，６５０号、同５，２４４，７７０号
、同５，２５６，５０６号、同５，３８７，４９６号、同５，５０１，９３８号、同５，



(18) JP 2012-186172 A 2012.9.27

10

20

30

40

50

５２１，０３５号、同５，５９３，８０８号、同５，６０５，７８０号、同５，６１２，
１６５号、同５，６２２，７９５号、同５，６８５，９３９号、同５，６９１，１１４号
、同５，６９３，４４６号、及び同５，７１０，０９７号、並びにＰＣＴ特許出願番号９
８／０３３４６号及び同９７／１５１７３号に記載されているものなどのアイテムが挙げ
られる。
【００７０】
　任意の中間層
　熱転写素子内に、任意の要素として中間層を搭載してよい。任意の中間層は、転写層の
転写部分の損傷と汚染を最小限に抑える目的で用いてよく、さらには、転写層の転写部分
の変形を軽減させるであろう。中間層はさらに、熱転写素子に対する転写層の接着性に影
響を及ぼすか、又は別に、結像及び非結像領域内の転写層の剥離をその他の方法で制御す
るであろう。典型的には、中間層は耐熱性が高く、結像条件下では、とりわけ転写像が機
能しなくなる程度まで変形又は化学分解することはない。中間層は典型的には、転写プロ
セス中、ＬＴＨＣ層と接触した状態を保つとともに、実質的に転写層とともに転写される
ことはない。
【００７１】
　適した中間層としては、例えば、ポリマーフィルム、金属層（例えば、蒸着金属層）、
無機物層（例えば、ゾル－ゲル付着層、及び無機酸化物（例えば、シリカ、チタニア及び
その他の金属酸化物）の蒸着層）、及び有機／無機複合層が挙げられる。中間層として適
している有機材料としては、熱硬化性物質と熱可塑性物質の双方が挙げられる。適した熱
硬化性物質としては、架橋済み又は架橋可能なポリアクリレート、ポリメタクリレート、
ポリエステル、エポキシ、及びポリウレタンを含む、熱、放射線、又は化学処理によって
架橋してよい樹脂が挙げられるが、これらに限定されない。熱硬化性物質は、例えば、熱
可塑性前駆体としてＬＴＨＣ層の上にコーティングした後、架橋して、架橋済み中間層を
形成させてよい。
【００７２】
　適した熱可塑性物質としては、例えば、ポリアクリレート、ポリメタクリレート、ポリ
スチレン、ポリウレタン、ポリスルフォン、ポリエステル、及びポリイミドが挙げられる
。これらの熱可塑性有機物質は、従来のコーティング技法（例えば、溶媒コーティング又
はスプレーコーティング）によって塗布してよい。典型的には、中間層で用いるのに適し
ている熱可塑性物質のガラス転移温度（Ｔｇ）は２５℃超、より好ましくは５０℃超、さ
らに好ましくは１００℃超、さらに好ましくは１５０℃超である。中間層は、結像放射波
長において、光透過性、光吸収性、光反射性、又はこれらの組み合わせであることができ
る。
【００７３】
　中間層材料として適している無機物質としては、例えば、金属、金属酸化物、金属硫化
物、及び無機炭素コーティングが挙げられ、結像光波長において高い透過性又は反射性を
示すこれらの物質が挙げられる。これらの物質は、従来の技法（例えば、真空スパッタリ
ング、真空蒸着、又はプラズマジェット堆積）によって光熱変換層に塗布されることがで
きる。
【００７４】
　中間層は、数多くの利点をもたらしてよい。中間層は、ＬＴＨＣ層からの物質の移動に
対するバリアになってよい。また、熱不安定及び／又は温度感受性物質を移動させること
ができるように、転写層内の温度調節も行ってよい。例えば、中間層は熱拡散子としての
役割を果たし、ＬＴＨＣ層内で得られる温度との関連で、中間層と転写層の境界面の温度
を制御することができる。これによって、転写層の品質（すなわち、表面粗度、縁部粗度
など）が向上するであろう。中間層の存在によって、プラスチックメモリの向上、又は転
写材の変形の軽減につながる。
【００７５】
　中間層には、添加物、例えば、光開始剤、界面活性剤、顔料、可塑剤、及びコーティン
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グ助剤を含有させてよい。中間層の厚みは、例えば、中間層の材料、ＬＴＨＣ層の材料、
転写層の材料、結像放射線の波長、及び熱転写素子への結像放射線の照射持続時間といっ
た要因に依存する。ポリマー中間層では、中間層の厚みは典型的には約０．０５ミクロン
～約１０ミクロンであり、より好ましくは約０．１ミクロン～約４ミクロン、さらに好ま
しくは約０．５ミクロン～約３ミクロン、及びさらに好ましくは約０．８ミクロン～約２
ミクロンである。無機中間層（例えば、金属又は金属化合物中間層）では、中間層の厚み
は典型的には約０．００５ミクロン～約１０ミクロンであり、より好ましくは約０．０１
ミクロン～約３ミクロン、さらに好ましくは約０．０２ミクロン～約１ミクロンである。
【００７６】
　転写層
　熱転写素子内に、転写層を搭載してよい。転写層は一般に、例えば、蒸着又はスパッタ
リング、均一層としてコーティング、又はデジタル印刷（例えば、デジタルインクジェッ
ト印刷又はデジタル電子写真印刷）、リソグラフ印刷、又はマスクを介した蒸着若しくは
スパッタリングを用いてパターン状に印刷することによって、ＬＴＨＣ層の上を覆うよう
に形成させる。既述のとおり、ＬＴＨＣ層と転写層の間に、その他の任意の層、例えば、
任意の中間層を組み込んでよい。
【００７７】
　転写層は典型的に、レセプタへ転写するための１つ以上の層を含む。これらの層は、例
えば、電子発光物質、又は電子活性物質を含む、有機物質、無機物質、有機金属、及びそ
の他の物質を用いて形成されてよい。転写層は、個別の層を含むものとして記載及び図示
してあるが、少なくとも一部の場合では、各層の少なくとも一部を含む界面領域があって
もよいことは明らかであろう。これは、例えば、転写層の転写の前、最中、又は後に、層
の混合又は層間の物質の拡散が見られる場合に生じるであろう。別の場合では、転写層の
転写の前、最中、又は後に、２つの層を完全又は部分的に混合してよい。
【００７８】
　転写層の１例としては、多層デバイス、例えば、レセプタ上の能動又は受動デバイスを
形成させる際に用いる多成分転写アセンブリが挙げられる。一部の場合では、転写層に、
能動又は受動デバイスに必要な層のすべてを搭載してよい。別の場合では、能動又は受動
デバイスの１つ以上の層をレセプタ上に搭載し、残りの層を転写層に搭載してよい。ある
いは、転写層を付着させた後に、能動又は受動デバイスの１つ以上の層をレセプタ上に転
写させてもよい。一部の場合では、転写層を用いて、能動又は受動デバイスの１つの層の
み、又はデバイス以外のアイテムの１つ又は複数の層を形成させる。多成分転写アセンブ
リを用いること（とりわけ、層を混合しない場合）の１つの利点は、熱転写アセンブリを
作製するとともに、好ましくは転写中に保持させる場合に、多成分転写アセンブリの層に
重要な界面特性を生み出せる点である。層を個別に転写すると、層間の境界面が最適でな
くなる可能性がある。
【００７９】
　熱転写素子には、例えば、電子回路、抵抗器、コンデンサ、ダイオード、整流器、エレ
クトロルミネセントランプ、記憶素子、電界効果トランジスタ、バイポーラトランジスタ
、単接トランジスタ、金属酸化膜半導体（ＭＯＳ）トランジスタ、金属絶縁体半導体トラ
ンジスタ、電荷結合デバイス、絶縁体－金属－絶縁体スタック、有機導電体－金属－有機
導電体スタック、集積回路、光検出器、レーザー、レンズ、導波管、格子、ホログラフィ
ック素子、フィルタ（例えば、アドドロップフィルタ、利得等化フィルタ、遮断フィルタ
など）、ミラー、スプリッタ、カップラー、コンバイナ、モジュレータ、センサー（例え
ば、エバネッセントセンサー、位相変調センサー、干渉センサーなど）、光キャビティ、
圧電デバイス、強誘電デバイス、薄膜電池、又はこれらの組み合わせ、例えば、光学ディ
スプレイのアクティブマトリックス配列としての電界効果トランジスタと有機エレクトロ
ルミネセントランプの組み合わせを形成させる際に用いることができる転写層を搭載する
ことができる。その他のアイテムは、多成分転写アセンブリ及び／又は単一層を転写させ
ることによって形成させてよい。
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【００８０】
　熱質量転写ドナー素子から選択的にパターン形成させることができる転写層の例として
は、着色剤（例えば、結合剤中に分散又は溶解している顔料及び／又は染料）、偏光子、
液晶材料、粒子（例えば、液晶ディスプレイ用スペーサ、磁性粒子、絶縁粒子、導電性粒
子）、電子放出物質（例えば、リン光体及び／又は有機エレクトロルミネセント物質）、
疎水性物質（例えば、インクジェットレセプタ用パーティションバンク）、親水性物質、
多層スタック（例えば、有機エレクトロルミネセントデバイスのような多層デバイス構造
）、微細構造又はナノ構造層、フォトレジスト、金属、ポリマー含有層、接着剤、結合剤
、酵素、若しくはその他の生体材料、又はその他の適した材料若しくは材料の適した混合
物が含まれている転写層が挙げられる。転写層の例は、米国特許第５，７２５，９８９号
、同５，７１０，０９７号、同５，６９３，４４６号、同５，６９１，０９８号、同５，
６８５，９３９号、同５，５２１，０３５号、同６，２２１，５４３号、同６，４６１，
７７５号及び同６，２２８，５４３号、国際公開番号ＷＯ９７／１５１７３号、ＷＯ９８
／０３３４６号及びＷＯ９９／４６９６１号、並びに共通譲渡の米国特許出願番号０９／
２３１，７２４号の文書に開示されている。
【００８１】
　とりわけ適している転写層には、ディスプレイ用途に適している光学デバイスで有用な
材料が挙げられる。フォトリソグラフベースのパターン形成技法よりもよりも少ないプロ
セス工程を用いて、レセプタ上の１つ以上の材料にパターンを非常に正確かつ精密に形成
させる目的で、熱質量転写を行うことができ、すなわち、熱質量転写は、ディスプレイ製
造で特に有用である可能性がある。例えば、レセプタへの熱転写後に、転写済み材料によ
って、単独、又は他の素子（同様の形でパターニングされていてもいなくてもよい）と組
み合わせる形でディスプレイで有用である可能性があるカラーフィルタ、ブラックマトリ
ックス、スペーサ、バリア、パーティション、偏光子、遅延層、波長板、有機導電体又は
半導体、無機導電体又は半導体、有機レクトロルミネセント層（蛍光及び／又はリン光）
、リン光層、有機レクトロルミネセントデバイス、有機トランジスタ、及びその他の素子
、デバイス、又はその部分が形成されるように、転写層を作製することができる。
【００８２】
　一部の実施形態では、転写層は、ドナー素子の上に事前にパターニングされており、放
射線誘起型結像プロセスを通じて、事前にパターニング済みの転写層の全部又は一部をレ
セプタに転写させる。転写層のサブストレートへの転写を容易にする目的で、さまざまな
層（例えば、接着層）を転写層の上にコーティングしてよい。
【００８３】
　ＬＩＴＩパターニング
　放射線（例えば、光）を用いる熱転写では、さまざまな放射線発光源を用いることがで
きる。アナログ技法（例えば、マスクを介した照射）では、高出力光源（例えば、キセノ
ンフラッシュランプとレーザー）が有用である。デジタル結像技法では、赤外レーザー、
可視レーザー、及び紫外レーザーが特に有用である。適したレーザーとしては例えば、高
出力（例えば、１００ｍＷ以上）のシングルモードレーザーダイオード、ファイバー結合
型レーザーダイオード、及びダイオード励起ソリッドステートレーザー（例えば、Ｎｄ：
ＹＡＧ及びＮｄ：ＹＬＦ）が挙げられる。レーザー照射持続時間は、例えば、約０．１マ
イクロ秒～１００マイクロ秒の範囲内にすることができ、レーザーフルエンスは、例えば
、約０．０１Ｊ／ｃｍ２～約１Ｊ／ｃｍ２の範囲内にすることができる。
【００８４】
　（例えば、高情報量フルカラーディスプレイ用途に合わせて）広いサブストレート区域
全体にわたって高いスポット配置精度を要する場合、レーザーは放射線源としてとりわけ
有用である。レーザー源は、大型硬質サブストレート（１メートル（ｍ）×１ｍ×１．１
ｍｍのガラスなど）と、連続又はシート状フィルムサブストレート（厚さ１００ミクロン
のポリイミドシートなど）の双方と適合性がある。
【００８５】
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　レセプタへの熱転写
　結像の最中、転写層の一部をレセプタに結像及び転写させるために、熱転写素子は典型
的にレセプタと密接に接触することになる。少なくとも一部の場合では、圧力又は真空を
用いて、レセプタと密接に接触した状態で熱転写素子を保持させてよい。続いて、例えば
、有機マイクロエレクトロニクスデバイスを形成させるためにパターンに従って転写層を
熱転写素子からレセプタに像様転写する目的で、放射線源を用いて、ＬＴＨＣ層（及び／
又は結像放射線吸収剤物質が含まれているその他の層（単一又は複数））を像様な形で（
例えば、デジタル処理で、又はマスクを介したアナログ照射によって）加熱してよい。
【００８６】
　典型的には、任意の中間層及びＬＴＨＣ層など、熱転写素子の転写層以外の層のいずれ
も転写させることなく、転写層をレセプタに転写する。ドナー及びレセプタ被膜内の接着
剤及び凝集力は、転写層を放射線照射領域内に転写させ、非照射領域内には転写させない
ように設定するのが好ましい。一部の場合では、中間層を介して透過する結像放射線のレ
ベルを弱めるとともに、転写層の転写済み部分へのいずれかの損傷で、透過放射線と転写
層及び／又はレセプタの相互作用が原因となるであろう損傷を軽減させる目的で、反射型
中間層を用いることができる。この作用は、レセプタが結像放射線に対する高い吸収性を
含む場合に発生するであろう熱損傷を減少させるのにとりわけ有益である。
【００８７】
　レーザーを照射中は、結像物質からの多重反射を原因とする干渉パターンの形成を最小
限に抑えるのが望ましいと思われ、これは、さまざまな方法によって実現させることがで
きる。最も一般的な方法は、米国特許第５，０８９，３７２号に記載されているように、
入射光のスケールで熱転写素子の表面を効果的に粗面化することである。この粗面化には
、入射光の空間コヒーレンスを壊す効果があり、したがって、自己干渉を最小化する。代
替的な方法は、サブストレートの片側又は両側の熱転写素子内で反射防止被膜を用いるこ
とである。反射防止被膜の利用は既知であり、米国特許第５，１７１，６５０号に記載さ
れているように、４分の１波長の厚みの被膜、例えばフッ化マグネシウムによって実施し
てよい。
【００８８】
　長さと幅の寸法が１メートル以上である熱転写素子など、大型熱転写素子を用いること
ができる。動作時、大型転写素子全体にわたってレーザーをラスター化するか、又は他の
方法で移動させることができ、前記レーザーを選択的に操作して、所望のパターンに従っ
て熱転写素子の一部を照らす。あるいは、レーザーは静的なものにしてよく、熱転写素子
を、レーザーの下で動かしてよい。
【００８９】
　一部の場合では、デバイスを形成させる際に２つ以上の異なる熱転写素子を連続的に用
いることが必要であるか、望ましいか、及び／又は好都合であってよい。例えば、ある１
つの熱転写素子を用いて、電界効果トランジスタのゲート電極を形成させてよく、別の熱
転写素子を用いてゲート絶縁層と半導電層を形成させてよく、さらに別の熱転写層を用い
て、ソース・ドレインコンタクトを形成させてよい。２つ以上の熱転写素子のその他のさ
まざまな組み合わせを用いてデバイスを形成させることができ、この場合、各熱転写素子
によってデバイスの１つ以上の層が形成される。これらの熱転写素子の各々には、多成分
転写アセンブリを搭載してよく、又はレセプタへ転写するための単一層しか搭載しなくて
もよい。続いて、２つ以上の熱転写アセンブリを連続的に用いて、デバイスの１つ以上の
層を付着させる。一部の場合では、２つ以上の熱転写素子の少なくとも１つに、多層転写
アセンブリが備わっている。
【００９０】
　レセプタ
　レセプタサブストレートは、ガラス、透明フィルム、反射フィルム、金属、半導体、各
種紙、及びプラスチックを含む、特定の用途に適しているアイテムであってよいが、これ
らに限らない）。例えば、レセプタサブストレートは、ディスプレイ用途に適しているい
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ずれかのタイプのサブストレート又はディスプレイ素子であってよい。液晶ディスプレイ
、又は発光型ディスプレイなどのディスプレイで用いるのに適しているレセプタサブスト
レートとしては、可視光を実質的に通す硬質又は可撓性サブストレートが挙げられる。硬
質レセプタサブストレートの例としては、ガラス、インジウム酸化スズ被覆ガラス、低温
ポリシリコン、及び硬質プラスチックが挙げられる。
【００９１】
　適した可撓性サブストレートとしては、実質的に透明かつ透過性であるポリマーフィル
ム、反射フィルム、非複屈折フィルム、半透過型フィルム、偏光フィルム、多層光学フィ
ルムなどが挙げられる。適したポリマーサブストレートとしては、ポリエステルベース（
例えば、ポリエチレンテレフタレート、ポリエチレンナフタレート）、ポリカーボネート
樹脂、ポリオレフィン樹脂、ポリビニル樹脂（例えば、ポリ塩化ビニル、ポリ塩化ビニリ
デン、ポリビニルアセタールなど）、セルロースエステルベース（例えば、セルロースト
リアセテート、セルロースアセテート）、及び各種結像技術で支持材として用いられるそ
の他の従来型のポリマーフィルムが挙げられる。０．０５ｍｍ～２．５４ｍｍ（すなわち
２ミル～１００ミル）の透明ポリマーフィルムベースが好ましい。
【００９２】
　ガラスレセプタサブストレートの場合、典型的な厚みは０．２ｍｍ～２．０ｍｍである
。厚みが１．０ｍｍ以下、さらには厚みが０．７ｍｍ以下のガラスサブストレートを用い
るのが望ましい場合が多い。薄いサブストレートほど、ディスプレイの厚みが薄くなると
ともに、重量が軽くなる。ただし、特定の処理、操作、及び組み立て条件では、上記より
も厚いサブストレートが必要になるであろう。例えば、一部の組み立て条件では、サブス
トレート間に配置されているスペーサの位置を調整する目的で、ディスプレイアセンブリ
の圧縮が必要になるであろう。より軽量なディスプレイのための薄いサブストレートと、
信頼性の高い操作及び処理のための厚いサブストレートという相反する懸案事項のバラン
スを取って、特定のディスプレイ寸法に合った好ましい構造を実現させることができる。
【００９３】
　レセプタサブストレートがポリマーフィルムである場合、統合させなければならないデ
ィスプレイ動作への干渉を実質的に回避するためには、フィルムは非複屈折フィルムであ
るのが好ましいと思われ、あるいは、所望の光学的作用を実現させるためには、フィルム
は複屈折フィルムであるのが好ましいであろう。代表的な非複屈折レセプタサブストレー
トは、溶媒キャストさせたポリエステルである。前記ポリエステルの典型例は、９，９－
ビス－（４－ヒドロキシフェニル）－フルオレン、及びイソフタル酸、テレフタル酸、又
はこれらの混合物から誘導された反復型共重合単位から成るか、又は実質的に成るポリマ
ーから誘導されたものであり、前記ポリマーは、均一なフィルムの形成が可能となるよう
に、オリゴマー（すなわち、分子量が約８０００以下である化学種）の含有量が実質的に
少ない。このポリマーは、熱転写受像素子内の１つの成分として、米国特許第５，３１８
，９３８号に開示されている。別の部類の非複屈折サブストレートは、非晶質ポリオレフ
ィン（例えば、ゼオネックス（Zeonex）ＴＭの商品名で日本ゼオン株式会社から販売され
ているもの）である。代表的な複屈折ポリマーレセプタとしては、米国特許第５，８８２
，７７４号及び同５，８２８，４８８号、並びに国際公開番号ＷＯ９５／１７３０３号に
開示されているような多層偏光子又はミラーが挙げられる。
【００９４】
　転写層のレセプタサブストレートへの転写を容易にする目的で、さまざまな層（例えば
、接着層）を最終レセプタサブストレートの上にコーティングしてよい。多層デバイスの
一部を形成させる目的で、その他の層を最終レセプタサブストレートの上にコーティング
してよい。例えば、熱転写素子から転写層を転写する前に、レセプタサブストレート上に
形成されている金属アノード又はカソードを含むレセプタサブストレートを用いて、有機
発光ダイオード（ＯＬＥＤ）又はその他の電子デバイスを形成させてよい。この金属アノ
ード又はカソードは、例えば、レセプタサブストレート上に導電層を付着させるとともに
、例えばフォトリソグラフィー技術を用いて１つ以上のアノード又はカソードに層をパタ
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ーニングすることによって、形成させてよい。
【００９５】
　ＬＩＴＩドナーによるマイクロエレクトロニクスデバイスの製造
　放射線硬化型ＬＴＩＴドナーフィルムを用いて、さまざまな電子デバイス及び光学デバ
イスを製造することができる。一部の場合では、複数の熱転写素子を用いてデバイス又は
その他の物体を形成させてよい。複数の熱転写素子としては、多成分転写アセンブリを含
む熱転写素子、及び単一層を転写させる熱転写素子を挙げてよい。例えば、多成分転写ア
センブリを含む１つ以上の熱転写素子、及び単一層を転写させる１つ以上の熱転写素子を
用いて、デバイス又はその他の物体を形成させてよい。
【００９６】
　転写層の多成分転写アセンブリを用いて形成する多層デバイスは、例えば電子デバイス
又は光学デバイスであってよい。このようなデバイスの例としては、電子回路、抵抗器、
コンデンサ、ダイオード、整流器、エレクトロルミネセントランプ、エレクトロルミネセ
ントデバイス、記憶素子、電界効果トランジスタ、バイポーラトランジスタ、単接トラン
ジスタ、ＭＯＳトランジスタ、金属－絶縁体－半導体トランジスタ、電荷結合デバイス、
絶縁体－金属－絶縁体スタック、有機導電体－金属－有機導電体スタック、集積回路、光
検出器、レーザー、レンズ、導波管、格子、ホログラフィック素子、フィルタ（例えば、
アドドロップフィルタ、利得等化フィルタ、遮断フィルタなど）、ミラー、スプリッタ、
カップラー、コンバイナ、モジュレータ、センサー（例えば、エバネッセントセンサー、
位相変調センサー、干渉センサーなど）、光キャビティ、圧電デバイス、強誘電デバイス
、薄膜電池、又はこれらの組み合わせが挙げられる。形成可能なその他の導電デバイスと
しては、例えば、電極及び導電素子が挙げられる。
【００９７】
　本発明と整合性のある一部の実施形態は、受動又は能動デバイスの少なくとも一部を形
成させる際に用いられる多成分転写アセンブリが含まれている転写層を提供する。例とし
て、１つの実施形態では、転写層に、多層デバイスの少なくとも２つの層を形成させるこ
とができる多成分転写アセンブリが含まれている。多層デバイスのこの２つの層は、転写
層の２つの層に相当する場合が多い。この例では、多成分転写アセンブリの転写によって
形成される層の１つは、能動層（すなわち、デバイス内で、導電層、半導電層、超電導層
、導波層、周波数逓倍層、光生成層（例えば、ルミネッセンス層、発光層、蛍光層、又は
リン光層）、電子生成層、若しくは、穴生成層として、及び／又はデバイス内で光学又は
電子利得をもたらす層として機能する層）である。
【００９８】
　多成分転写アセンブリの転写によって形成される第２の層は、別の能動層又は動作層（
すなわち、デバイス内で、絶縁層、導電層、半導電層、超電導層、導波層、周波数逓倍層
、光生成層（例えば、蛍光層又はリン光層）、電子生成層、穴生成層、光吸収層、反射層
、回折層、位相遅延層、散乱層、分散層、若しくは拡散層として、及び／又はデバイス内
で光学又は電子利得をもたらす層として機能する層）である。また、多成分転写アセンブ
リを用いて、追加の能動層及び／又は動作層、並びに非動作層（すなわち、デバイスの動
作中に機能を発揮することがなく、例えば、転写アセンブリのレセプタサブストレートへ
の転写を容易にする目的、及び／又は転写アセンブリをレセプタサブストレートに接着さ
せる目的で設けられている層）を形成させてもよい。
【００９９】
　レセプタへの接着を容易にするために、転写層に、転写層の外面に配置されている接着
層を含めてよい。例えば、接着層がレセプタと転写層の他の層の間に電気を通す場合には
、接着層は動作層であってよく、例えば、接着層が転写層をレセプタに接着させるのみで
ある場合には、接着層は非動作層であってよい。接着層は、例えば、導電及び非導電性ポ
リマー、導電及び非導電性充填ポリマー、並びに／又は導電及び非導電性分散体を含む、
熱可塑ポリマーを用いて形成してよい。適したポリマーの例としては、アクリルポリマー
、ポリアニリン、ポリチオフェン、ポリ（フェニレンビニレン）、ポリアセチレン、及び
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『導電性分子及び導電性ポリマーハンドブック（Handbook of Conductive Molecules and
 Polymers）』第１～４巻（Ｈ．Ｓ．ナルワ（Nalwa）編、ジョン・ワイリー・アンド・サ
ンズ（John Wiley and Sons）、チチェスター（Chichester)、１９９７年）に列挙されて
いるようなその他の導電性有機物質が挙げられる。適した導電性分散体の例としては、カ
ーボンブラック、グラファイト、超微粒子インジウムスズ酸化物、超微細アンチモンスズ
酸化物、並びにナノフェーズテクノロジーズコーポレーション（Nanophase Technologies
 Corporation）（イリノイ州バーリッジ（Burr Ridge)）及びメテック（Metech）（ペン
シルバニア州エルバーソン（Elverson)）などの企業から市販されている物質が含まれて
いるインクが挙げられる。
【０１００】
　転写層には、熱転写素子の残部と接している転写層面の上に配置されている任意の剥離
層も含めてよい。この剥離層は、部分的又は完全に、転写層の残部とともに転写させてよ
く、あるいは、転写層の転写時に、剥離層の実質的にすべてを熱転写素子に残してもよい
。
【０１０１】
　転写層は別個の層を用いて形成させてよいが、少なくとも一部の場合では、転写層に、
複数の成分、及び／又はデバイス内で複数の用途を含む層を含めてもよいことが分かるで
あろう。また、少なくとも一部の実施形態では、転写中に、２つ以上の別個の層を一緒に
溶融するか、又は他の方法で混合若しくは組み合わせてよいことが分かる。
【０１０２】
　ＯＬＥＤの製造
　ＯＬＥＤの少なくとも一部を形成させるために多層転写アセンブリを転写することによ
って、熱転写素子を用いて能動デバイスを形成させることの説明に役立つ非限定例が得ら
れる。多成分転写ユニットの例は、米国特許６，４１０，２０１号に記載されている。少
なくとも一部の例では、ＯＬＥＤデバイスに、カソードとアノードの間に挟み込まれてい
る、適した有機材の薄層（単一又は複数）が備わっている。カソードから有機層（単一又
は複数）の中に電子を注入させ、アノードから有機層（単一又は複数）の中に正孔を注入
させる。注入電荷は、逆帯電電極の方に移動するにつれ再結合して、典型的には励起子と
呼ばれている電子－正孔の対を形成させる。これらの励起子、又は励起状態の種は、基底
状態に戻る時に、光の形状でエネルギーを発する（例えば、Ｔ．ツツイ（Tsutsui）の『
ＭＲＳ紀要』２２巻、３９～４５ページ（１９９７年）を参照のこと）。
【０１０３】
　ＯＬＥＤ構造の実例は、当業者には既知である（例えば、『有機エレクトロルミネセン
ス（Organic Electroluminescence）』（ザキヤ・カファフィ（Zakya Kafafi）（編）、
ＣＲＣプレス（CRC Press）ニューヨーク、２００５年）を参照のこと）。ＯＬＥＤ構造
の実例は、ポリマーマトリックス中に電荷伝達種及び／又は放電種が分散している分子分
散ポリマーデバイス（Ｊ．キド（Kido）『ポリマー材ベースの有機エレクトロルミネセン
スデバイス（Organic Electroluminescent devices Based on Polymeric Materials）』
（『ポリマー科学の動向（Trends in Polymer Science）』２巻、３５０～３５５ページ
（１９９４年））を参照のこと）、ポリフェニレンビニレンのようなポリマーの層が電荷
伝達種及び／又は放電種として機能する共役ポリマーデバイス（Ｊ．Ｊ．Ｍ．ホールズ（
Halls）ら『固体薄フィルム（Thin Solid Films）』２７６巻、１３～２０ページ（１９
９６年）を参照のこと）、蒸着小分子ヘテロ構造デバイス（米国特許第５，０６１，５６
９号及びＣ．Ｈ．チェン（Chen）ら『分子有機エレクトロルミネセンス材料の最近の成果
（Recent Developments in Molecular Organic Electroluminescent Materials）』（『
マクロモレキュラーシンポジア（Macromolecular Symposia）』１２５巻、１～４８ペー
ジ（１９９７年））を参照のこと）、発光電気化学セル（Ｑ．ペイ（Pei）ら、『米国化
学会誌（J. Amer. Chem. Soc.）』１１８巻、３９２２～３９２９ページ（１９９６年）
を参照のこと）、並びに複数の波長の光を発することのできる垂直積層有機発光ダイオー
ド（米国特許第５，７０７，７４５号及びＺ．シェン（Shen）ら、『科学（Science）』
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る色の光の放出は、電子輸送／エミッタ層２０６内で異なるエミッタ及びドーパントを用
いることによって実現させることができる（Ｃ．Ｈ．チェン（Chen）ら『分子有機エレク
トロルミネセンス材料の最近の成果（Recent Developments in Molecular Organic Elect
roluminescent Materials）』（『マクロモレキュラーシンポジア（Macromolecular Symp
osia）』１２５巻、１～４８ページ（１９９７年））を参照のこと）。
【０１０４】
　その他のＯＬＥＤ多層デバイス構造は、異なる転写層を用いて転写してよい。さらには
、別個のエミッタ層を層の間に差し込むこともできる。多層アセンブリをレセプタの上に
転写して、ＯＬＥＤを形成させることができる。例えば、緑色ＯＬＥＤをレセプタサブス
トレートの上に転写することができる。続いて青色ＯＬＥＤ、次に赤色ＯＬＥＤを転写し
てよい。緑色ＯＬＥＤ、青色ＯＬＥＤ、赤色ＯＬＥＤの各々は、それぞれ緑色熱転写素子
、青色熱転写素子、赤色熱転写素子を用いて別々に転写して、ディスプレイのサブピクセ
ルを形成させる。あるいは、赤色熱転写素子、緑色熱転写素子、及び青色熱転写素子をそ
れぞれの上部に転写して、米国特許第５，７０７，７４５号に開示されているタイプのマ
ルチカラー積層型ＯＬＥＤデバイスを作製することができる。
【０１０５】
　フルカラーデバイスを形成させるための別の方法としては、数列の正孔輸送層材を付着
させ、続いて、正孔輸送材と平行又は垂直に赤色、緑色、及び青色電子輸送／エミッタ多
成分転写アセンブリを連続的に付着させるものが挙げられる。フルカラーデバイスを形成
させるためのさらに別の方法としては、赤色、緑色、及び青色カラーフィルター（従来型
の透過型フィルター、蛍光フィルター、又はリン光体のいずれか）を付着させ、続いて、
白色光又は青色光エミッタに対応する多成分転写アセンブリを付着させるものが挙げられ
る。
【０１０６】
　形成された後は、ＯＬＥＤは典型的には、ドライバに結合しているとともに、損傷を防
ぐ目的で密閉されている。熱転写素子は、適した転写層でコーティングされている小型、
又は比較的大型のシートにすることができる。これらのデバイスを転写する際に、レーザ
ー光、又はその他の類似の発光源を用いることによって、熱転写素子から幅の狭いライン
、及びその他の形状を形成することが可能になる。レーザー又はその他の光源を用いて、
レセプタ（長さと幅が数メートルであるレセプタも含む）上に転写層のパターンを形成す
ることができる。
【０１０７】
　以下の例は、放射線硬化型ＬＩＴＩドナーフィルム、及び本発明と整合性のある一部の
実施例による放射線硬化型熱転写素子の利用を例証している。当業者であれば、これらの
実施形態による放射線硬化型熱転写素子を用いることのいくつかの利点が分かるであろう
。例えば、従来のフォトリソグラフィー法と比べて、処理工程の数が減少するであろう。
これは、複数のエッチング及びマスキング工程を用いるのではなく、各ＯＬＥＤの層の多
くを同時に転写するためである。さらには、パターン付き転写素子を作製するのに要する
時間も短縮できる。これに加えて、異なる熱素子の同じ結像ハードウェアを用いて複数の
デバイスとパターンを作製することができる。
【実施例】
【０１０８】
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【表１】

【０１０９】
　（実施例１）
　カーボンブラックとプルシアンブルー（アイアンブルー及びピグメントブルー２７とし
ても知られている）を含有させて、８０８ナノメートルの吸収度が同程度であるＬＴＨＣ
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層を調製した。
【０１１０】
　以下の方法でタイプ１を調製した。ＬＴＨＣ溶液の塗布前に、１５．２ｍ／分（５０フ
ィート／分）のライン速度、及び３００ワットの出力で窒素を用いて、ベースフィルムサ
ブストレート（Ｍ７Ｑ、バージニア州ホープウェル（Hopewell)のデュポン帝人フィルム
ズ（DuPont Teijin Films）から入手可能な厚み０．０７ｍｍ（２．８８ミル）のポリエ
チレンテレフタレート）の内側にコロナ処理を施した。続いて、リバースマイクログラビ
アコーティング法（康井精機のテストコーターモデルＣＡＧ－１５０）を用いて、コロナ
処理済みのＭ７Ｑフィルム上に、表Ｉに示されている組成を有するプルシアンブルーベー
スのＬＴＨＣ溶液（非小粒子吸収剤）を適用した。約２．８ミクロンの乾燥厚を実現させ
るために、６．１ｍ／分（２０フィート／分）のライン速度を用いるとともに、１８０Ｒ
のマイクログラビアを２．７ｍ／分（９．０フィート／分）に設定した。被膜は、一連の
３つのオーブン（７５／７５／８０℃）によってライン内で乾燥させて、フュージョンＵ
Ｖシステムズ（Fusion UV Systems）（メリーランド州ゲイサーズバーグ（Gaithersburg)
）製の、６００Ｗ／インチ、出力設定７０％のＤバルブ付きランプから発せられる紫外製
（ＵＶ）放射のもとで光硬化させた。硬化済み被膜の６７０ｎｍにおける光学密度は約２
．７であった。
【０１１１】
　タイプ２は以下の方法で調整した。リバースマイクログラビアコーティング法（康井精
機のテストコーターモデルＣＡＧ－１５０）を用いて、中間層溶液Ｉを硬化済みＬＴＨＣ
層、タイプ１の上に塗布した。約２．６ミクロンの乾燥厚を実現させるために、６．１ｍ
／分（２０フィート／分）のライン速度を用いるとともに、１８０Ｒのマイクログラビア
を２．４ｍ／分（８．０フィート／分）に設定した。被膜は、一連の３つのオーブン（４
０／５０／５０℃）によってライン内で乾燥させて、フュージョンＵＶシステムズ（Fusi
on UV Systems）製の、６００Ｗ／インチ、出力設定７０％のＨ＋バルブ付きランプから
発せられる紫外製（ＵＶ）放射のもとで光硬化させた。
【０１１２】
　タイプ３は、以下の方法で調製した。ＬＴＨＣ溶液の塗布前に、１５．２ｍ／分（５０
フィート／分）のライン速度、及び３００ワットの出力で窒素を用いて、厚み０．０７ｍ
ｍ（２．８８ミル）のポリエチレンテレフタレートであるベースフィルムサブストレート
Ｍ７Ｑ（バージニア州ホープウェル（Hopewell）のデュポン帝人フィルムズ（DuPont Tei
jin Films））の内側にコロナ処理を施した。続いて、コロナ処理済みのＭ７Ｑフィルム
上に、表Ｉに示されている組成を有する９Ｂ９５０Ｄ（小粒子吸収剤）を用いて調製した
カーボンブラックベースのＬＴＨＣ溶液を塗布した。ＬＴＨＣ溶液は、リバースマイクロ
グラビアコーティング法（康井精機のテストコーターモデルＣＡＧ－１５０）を用いて塗
布した。約０．０７ｍｍ（２．８ミクロン）の乾燥厚を実現させるために、６．１ｍ／分
（２０フィート／分）のライン速度を用いるとともに、１８０Ｒのマイクログラビアを９
．７８ｍ／分（３２．１フィート／分）に設定した。被膜は、一連の３つのオーブン（７
５／７５／８０℃）によってライン内で乾燥させて、フュージョンＵＶシステムズ（Fusi
on UV Systems）製の、６００Ｗ／インチ、出力設定７０％のＤバルブ付きランプから発
せられる紫外線（ＵＶ）放射のもとで光硬化させた。硬化済み被膜の６７０ｎｍにおける
光学密度は約２．６であった。
【０１１３】
　タイプ４は以下の方法で調製した。リバースマイクログラビアコーティング法（康井精
機のテストコーターモデルＣＡＧ－１５０）を用いて、中間層溶液Ｉを硬化済みＬＴＨＣ
層、タイプ３の上に塗布した。約１．４ミクロンの乾燥厚を実現させるために、６．１ｍ
／分（２０フィート／分）のライン速度を用いるとともに、２００Ｒのマイクログラビア
を２．０ｍ／分（６．５フィート／分）に設定した。被膜は、一連の３つのオーブン（４
０／５０／５０℃）によってライン内で乾燥させて、フュージョンＵＶシステムズ（Fusi
on UV Systems）の６００Ｗ／インチ、出力設定７０％のＨ＋バルブ付きランプから発せ
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られる紫外製（ＵＶ）放射のもとで光硬化させた。
【０１１４】
　２つのＬＴＨＣ層配合の組成は表１に列挙されており、乾燥フィルムは表ＩＩに列挙さ
れている。ＬＴＨＣ層被膜の特性比較データは表ＩＩＩに示されている。抽出した未反応
のＴＭＰＴＡはＨＰＬＣを用いて割り出した。抽出した未反応の総アクリレートは、サー
トマー（Sartomer）が公表したＴＭＰＴＡモノマー中のＴＭＰＴＡの推定比率（％）でＴ
ＭＰＴＡの数値を除すことによって算出した。抽出可能データは、プルシアンブルーＬＴ
ＨＣ層（タイプ１）と、中間層を含むプルシアンブルーＬＴＨＣ層（タイプ２）のＵＶ透
過率の上昇によって、カーボンブラックＬＴＨＣ層（タイプ３）と中間層を含むカーボン
ブラックＬＴＨＣ層（タイプ４）に比べて、いかにコーティング化学反応の向上につなが
り、抽出可能なＴＭＰＴＡモノマーの量を大幅に減少させるかを示している。
【０１１５】
　プルシアンブルー及びカーボンブラック充填ＬＴＨＣ層及びドナーフィルムから取った
表面粗度データは、タッピングモードの原子間力顕微鏡（ＡＦＭ）と表面干渉分光法を用
いて割り出した。デジタルインストルメントディメンション５０００ＳＰＭ（Digital In
struments Dimension 5000 SPM）という計器を用いて、タッピングモードＡＦＭによる５
ミクロン×５ミクロンの領域上の領域プロファイリングを行った。２乗平均平方根（Ｒｑ
）表面粗度は、前記領域全体を対象に、５１２×５１２ピクセルの解像度で割り出した。
表面干渉分光法は、ＶＳＩモードで動作している光学プロファイラＷｙｋｏ ＮＴ３３０
０を用いて行った。２乗平均平方根（Ｒｑ）表面粗度は、６０３ミクロン×４２９ミクロ
ンのサイズスケールで割り出した。２乗平均平方根値は、タイプ１、２、３及び４のもの
を表ＩＩＩに記載してある。
【０１１６】
　結像放射線吸収剤物質としてプルシアンブルーが含まれているＬＴＨＣ層と比べて、カ
ーボンブラック充填ＬＴＨＣ層の表面粗度が高いことは、容易に理解できる。これに加え
て、中間層をコーティングする前は高い表面粗度を示すカーボンブラック充填ＬＴＨＣ層
性能とは対照的に、プルシアンブルーＬＴＨＣ層の表面粗度は、中間層被膜がない場合は
中間層被膜とほぼ一致している。抽出可能物がより少ないこと、表面粗度がより低いこと
はいずれも、熱転写効率と転写済み画像の質を向上させるのに好都合となる可能性がある
。
【０１１７】
　（実施例２）
　顔料充填量が異なる一連のＬＴＨＣ層被膜を表ＩＶに示されている組成から調製した。
【０１１８】
　タイプ５は、以下の方法で調製した。ＬＴＨＣ溶液の塗布前に、１５．２ｍ／分（５０
フィート／分）のライン速度、及び３００ワットの出力で窒素を用いて、厚み０．０７ｍ
ｍ（２．８８ミル）のポリエチレンテレフタレートであるベースフィルムサブストレート
Ｍ７Ｑ（バージニア州ホープウェル（Hopewell）のデュポン帝人フィルムズ（DuPont Tei
jin Films））の内側にコロナ処理を施した。続いて、コロナ処理済みのＭ７Ｑフィルム
上に、表ＩＶに示されている組成を有する９Ｓ９２８Ｄ（非小粒子吸収剤）が用いられて
いるプルシアンブルーベースのＬＴＨＣ溶液を塗布した。ＬＴＨＣ溶液は、リバースマイ
クログラビアコーティング法（康井精機のテストコーターモデルＣＡＧ－１５０）を用い
て塗布した。約１．２５ミクロンの乾燥厚を実現させるために、６．１ｍ／分（２０フィ
ート／分）のライン速度を用いるとともに、２００Ｒのマイクログラビアを１．９ｍ／分
（６．２フィート／分）に設定した。被膜は、一連の３つのオーブン（７５／７５／８０
℃）によってライン内で乾燥させて、フュージョンＵＶシステムズ（Fusion UV Systems
）製の、６００Ｗ／インチ、出力設定７０％のＤバルブ付きランプから発せられる紫外線
（ＵＶ）放射のもとで光硬化させた。硬化済み被膜の６７０ｎｍにおける光学密度は約０
．６８２であった。
【０１１９】
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　続いて、リバースマイクログラビアコーティング法（康井精機のテストコーターモデル
ＣＡＧ－１５０）を用いて、中間層溶液ＩＩを硬化済みＬＴＨＣ層の上に塗布した。約１
．１６ミクロンの乾燥厚を実現させるために、６．１ｍ／分（２０フィート／分）のライ
ン速度を用いるとともに、２００Ｒのマイクログラビアを１．３ｍ／分（１０．２フィー
ト／分）に設定した。被膜は、一連の３つのオーブン（４０／５０／５０℃）によってラ
イン内で乾燥させて、フュージョンＵＶシステムズ（Fusion UV Systems）の６００Ｗ／
インチ、出力設定７０％のＨ＋バルブ付きランプから発せられる紫外製（ＵＶ）放射のも
とで光硬化させた。
【０１２０】
　タイプ６は以下の方法で調製した。ＬＴＨＣ溶液の塗布前に、１５．２ｍ／分（５０フ
ィート／分）のライン速度、及び３００ワットの出力で窒素を用いて、厚み０．０７ｍｍ
（２．８８ミル）のポリエチレンテレフタレートであるベースフィルムサブストレートＭ
７Ｑ（バージニア州ホープウェル（Hopewell）のデュポン帝人フィルムズ（DuPont Teiji
n Films））の内側にコロナ処理を施した。続いて、コロナ処理済みのＭ７Ｑフィルム上
に、表ＩＶに示されている組成を有する９Ｓ９２８Ｄ（非小粒子吸収剤）が用いられてい
るプルシアンブルーベースのＬＴＨＣ溶液を塗布した。ＬＴＨＣ溶液は、リバースマイク
ログラビアコーティング法（康井精機のテストコーターモデルＣＡＧ－１５０）を用いて
塗布した。約０．０６９９ｍｍ（２．７５ミクロン）の乾燥厚を実現させるために、６．
１ｍ／分（２０フィート／分）のライン速度を用いるとともに、１８０Ｒのマイクログラ
ビアを２．６ｍ／分（８．６フィート／分）に設定した。被膜は、一連の３つのオーブン
（７５／７５／８０℃）によってライン内で乾燥させて、フュージョンＵＶシステムズ（
Fusion UV Systems）製の、６００Ｗ／インチ、出力設定７０％のＤバルブ付きランプか
ら発せられる紫外線（ＵＶ）放射のもとで光硬化させた。硬化済み被膜の６７０ｎｍにお
ける光学密度は約１．４３であった。
【０１２１】
　続いて、リバースマイクログラビアコーティング法（康井精機のテストコーターモデル
ＣＡＧ－１５０）を用いて、中間層溶液ＩＩを硬化済みＬＴＨＣ層の上に塗布した。約０
．０３ｍｍ（１．１８ミクロン）の乾燥厚を実現させるために、６．１ｍ／分（２０フィ
ート／分）のライン速度を用いるとともに、２００Ｒのマイクログラビアを３．１２ｍ／
分（１０．２フィート／分）に設定した。被膜は、一連の３つのオーブン（４０／５０／
５０℃）によってライン内で乾燥させて、フュージョンＵＶシステムズ（Fusion UV Syst
ems）の６００Ｗ／インチ、出力設定７０％のＨ＋バルブ付きランプから発せられる紫外
製（ＵＶ）放射のもとで光硬化させた。
【０１２２】
　タイプ７は以下の方法で調製した。ＬＴＨＣ溶液の塗布前に、１５．２ｍ／分（５０フ
ィート／分）のライン速度、及び３００ワットの出力で窒素を用いて、厚み０．０７ｍｍ
（２．８８ミル）のポリエチレンテレフタレートであるベースフィルムサブストレートＭ
７Ｑ（バージニア州ホープウェル（Hopewell）のデュポン帝人フィルムズ（DuPont Teiji
n Films））の内側にコロナ処理を施した。続いて、コロナ処理済みのＭ７Ｑフィルム上
に、表ＩＶに示されている組成を有する９Ｓ９２８Ｄ（非小粒子吸収剤）が用いられてい
るプルシアンブルーベースのＬＴＨＣ溶液を塗布した。ＬＴＨＣ溶液は、リバースマイク
ログラビアコーティング法（康井精機のテストコーターモデルＣＡＧ－１５０）を用いて
塗布した。約２．７５ミクロンの乾燥厚を実現させるために、６．１ｍ／分（２０フィー
ト／分）のライン速度を用いるとともに、１８０Ｒのマイクログラビアを２．４１ｍ／分
（７．９フィート／分）に設定した。被膜は、一連の３つのオーブン（７５／７５／８０
℃）によってライン内で乾燥させて、フュージョンＵＶシステムズ（Fusion UV Systems
）製の、６００Ｗ／インチ、出力設定７０％のＤバルブ付きランプから発せられる紫外線
（ＵＶ）放射のもとで光硬化させた。7硬化済み被膜の６７０ｎｍにおける光学密度は約
３．１２７であった。
【０１２３】
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　続いて、リバースマイクログラビアコーティング法（康井精機のテストコーターモデル
ＣＡＧ－１５０）を用いて、中間層溶液ＩＩを硬化済みＬＴＨＣ層の上に塗布した。約１
．１６ミクロンの乾燥厚を実現させるために、６．１ｍ／分（２０フィート／分）のライ
ン速度を用いるとともに、２００Ｒのマイクログラビアを３．１１ｍ／分（１０．２フィ
ート／分）に設定した。被膜は、一連の３つのオーブン（４０／５０／５０℃）によって
ライン内で乾燥させて、フュージョンＵＶシステムズ（Fusion UV Systems）の６００Ｗ
／インチ、出力設定７０％のＨ＋バルブ付きランプから発せられる紫外製（ＵＶ）放射の
もとで光硬化させた。
【０１２４】
　タイプ８（比較対象）は以下の方法で調製した。ＬＴＨＣ溶液の適用前に、１５．２ｍ
／分（５０フィート／分）のライン速度、及び３００ワットの出力で窒素を用いて、厚み
０．０７ｍｍ（２．８８ミル）のポリエチレンテレフタレートであるベースフィルムサブ
ストレートＭ７Ｑ（バージニア州ホープウェル（Hopewell）のデュポン帝人フィルムズ（
DuPont Teijin Films））の内側にコロナ処理を施した。続いて、コロナ処理済みのＭ７
Ｑフィルム上に、表ＩＶに示されている組成を有する９Ｂ９５０Ｄ（小粒子吸収剤）を用
いたカーボンブラックベースのＬＴＨＣ溶液を塗布した。ＬＴＨＣ溶液は、リバースマイ
クログラビアコーティング法（康井精機のテストコーターモデルＣＡＧ－１５０）を用い
て塗布した。約１．２５ミクロンの乾燥厚を実現させるために、６．１ｍ／分（２０フィ
ート／分）のライン速度を用いるとともに、１８０Ｒのマイクログラビアを１．５ｍ／分
（５．０フィート／分）に設定した。被膜は、一連の３つのオーブン（７５／７５／８０
℃）によってライン内で乾燥させて、フュージョンＵＶシステムズ（Fusion UV Systems
）製の、６００Ｗ／インチ、出力設定７０％のＤバルブ付きランプから発せられる紫外線
（ＵＶ）放射のもとで光硬化させた。硬化済み被膜の６７０ｎｍにおける光学密度は約０
．４６であった。
【０１２５】
　タイプ９（比較対象）は以下の方法で調製した。ＬＴＨＣ溶液の塗布前に、１５．２ｍ
／分（５０フィート／分）のライン速度、及び３００ワットの出力で窒素を用いて、厚み
０．０７ｍｍ（２．８８ミル）のポリエチレンテレフタレートであるベースフィルムサブ
ストレートＭ７Ｑ（バージニア州ホープウェル（Hopewell）のデュポン帝人フィルムズ（
DuPont Teijin Films））の内側にコロナ処理を施した。続いて、コロナ処理済みのＭ７
Ｑフィルム上に、表ＩＶに示されている組成を有する９Ｂ９５０Ｄ（小粒子吸収剤）を用
いたカーボンブラックベースのＬＴＨＣ溶液を塗布した。ＬＴＨＣ溶液は、リバースマイ
クログラビアコーティング法（康井精機のテストコーターモデルＣＡＧ－１５０）を用い
て塗布した。約１．２５ミクロンの乾燥厚を実現させるために、６．１ｍ／分（２０フィ
ート／分）のライン速度を用いるとともに、２００Ｒのマイクログラビアを１．６ｍ／分
（５．４フィート／分）に設定した。被膜は、一連の３つのオーブン（７５／７５／８０
℃）によってライン内で乾燥させて、フュージョンＵＶシステムズ（Fusion UV Systems
）製の、６００Ｗ／インチ、出力設定７０％のＤバルブ付きランプから発せられる紫外線
（ＵＶ）放射のもとで光硬化させた。硬化済み被膜の６７０ｎｍにおける光学密度は約０
．９５であった。
【０１２６】
　硬化済み被膜の対応重量比率（％）は表Ｖに示してある。表ＶＩは、代表的な近紫外線
結像放射線吸収剤物質がさまざまな充填量で含まれている表Ｖの被膜の可視光及び紫外線
積分透過特性の比較と、高重量充填量、低重量充填量という２つのカーボンブラックの比
較を提供する。結像レーザー波長における光学密度が１．４９ほどの高さでも（この場合
、入射光の９７％が吸収される）、非小粒子吸収剤ＬＴＨＣ層の可視光領域及び紫外線領
域の双方における転写は、結像レーザー波長における吸収度が実質的に非小粒子吸収剤Ｌ
ＴＨＣ層よりも小さいカーボンブラック充填ＬＴＨＣ層をはるかに上回っている。
【０１２７】
　（実施例３）
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　実施例２のタイプ７として上述したプルシアンブルーＬＩＴＩドナーフィルムで、厚み
２．７５マイクロメートルのＬＴＨＣ中に２１．６％の顔料充填率で分散している結像放
射線吸収剤物質としてプルシアンブルー顔料が含まれている放射線硬化型熱転写素子を含
むドナーフィルムを用いて、ＯＬＥＤ層の放出層のパターニングを行った。
【０１２８】
　レセプタサブストレートは、ＩＴＯ被覆ガラス（厚み０．７ｍｍ）の上で作製した（Ｉ
ＴＯは、マサチューセッツ州メシューエン（Methuen）のＵＬＶＡＣテクノロジーズ（ULV
AC Technologies）からＳ－ＩＴＯ（１５０ＮＭ）として入手可能である）。約６０ｎｍ
の乾燥厚を実現させるために、前記サブストレートをバイトロン（Baytron）Ｐ ＶＰ Ｃ
Ｈ８０００（マサチューセッツ州ニュートン（Newton）のＨ．Ｃ．スタルク（H.C. Starc
k））でスピンコートし、続いて、窒素パージオーブン内で５分間、２００℃まで加熱し
た。続いて、約１００ｎｍの乾燥厚を実現させるために、被覆サブストレートをＨＴＭ－
００１（ドイツ、フランクフルトのコビオンオーガニックセミコンダクターズ社（Covion
 Organic Semiconductors, GmbH）製の正孔輸送ポリマー）とトルエンの溶液で、さらに
はアルゴンパージグローブボックス内で、スピンコートした。最後に、レセプタ構造を仕
上げるために、バルザース（Balzers）の真空槽内において、上部において９．３Ｅ－５
Ｐａ（１０－７トール）の背圧で標準的な熱蒸発手順を用いて、スピロ－ＴＡＤ（ドイツ
、フランクフルトのコビオンオーガニックセミコンダクターズ社（Covion Organic Semic
onductors, GmbH））の約２０ｎｍの層に真空コーティングを施した。
【０１２９】
　Ｉｒｐｐｙ（イリジウムトリ－フェニルピリジン（Ｉｒｐｐｙ）、緑色リン光染料）が
９重量％ドープされている、所望の厚み３０ｎｍのＴＭＭ００４層（コビオン（Covion）
が所有権を有するＯＬＥＤホスト）を実現させるように制御させたホストと染料の同時蒸
発とともに、バルザース（Balzers）の真空槽内において、９．３Ｅ－５Ｐａ（１０－７
トール）の背圧で標準的な熱蒸発手順を用いて、実施例２のタイプ７のＬＩＴＩドナーフ
ィルムに真空コーティングを施した。次に、レーザー誘起型熱結像（ＬＩＴＩ）を用いて
、ホスト／染料システムをドナーシートからレセプタ表面に転写した。結像平面において
１ワットの出力でシングルモードのＮｄ：ＹＡＧレーザーを用いて、前記サブストレート
の裏側からドナーを結像した。テレセントリック構造に近い構造の一部としてｆθスキャ
ンレンズを用いて像平面上に焦点を合わせたレーザービームとともに、線形検流計のシス
テムを用いてスキャニングを行った。レーザースポットサイズは、１／ｅ２の強度で測定
したところ、１８×２５０ミクロンであった。三角形のディザパターン及び４００ｋＨｚ
の周波数とともに、１方向スキャンを用いた。ピッチ１６５ミクロンとともに、所要線幅
は１１０ミクロンであった。転写層には、高い縁部粗度が備わるとともに、熱損傷又は中
心線欠陥の可視的兆候はなかった。
【０１３０】
　バルザース（Balzers）の真空槽内において、９．３Ｅ－５Ｐａ（１０－７トール）の
背圧で標準的な熱蒸発手順を用いて、ＬＴＴＩ結像レセプタの上に、引き続き、Ｂａｌｑ
（１００Ａ）／Ａｌｑ（２００Ａ）／ＬｉＦ（７Ａ）／Ａｌ（４０Ａ）／Ａｇ（４０００
Ａ）というスタックをコーティングすることによって、デバイスの製造を終わらせた。前
記デバイスを密閉し、得られる光、電流、及び電圧の特徴についてテストした。２００ニ
トにおける当該ＯＬＥＤデバイスの輝度効率は５．５Ｃｄ／Ａ、電圧は６．５Ｖであった
。
【０１３１】
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【手続補正書】
【提出日】平成24年5月17日(2012.5.17)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　サブストレートと、
　前記サブストレートの上を覆う光熱変換層と
　を含む熱転写素子であって、
　前記光熱変換層は、
　結像放射線吸収剤物質と、
　硬化波長の放射線の照射によって硬化可能な放射線硬化型物質と
　を含み、
　前記結像放射線吸収剤物質は非小粒子吸収剤物質から構成され、
　前記非小粒子吸収剤物質は結像放射線を吸収する一方で前記硬化波長を実質的に吸収せ
ず、
　前記非小粒子吸収剤物質はプルシアンブルーである熱転写素子。
【請求項２】
　サブストレートと、前記サブストレートの上を覆って結像放射線吸収剤物質及び放射線
硬化型物質から形成された光熱変換層とを含む熱転写素子を作製するための方法であって
、
　前記サブストレートの上に前記光熱変換層をコーティングする工程と、



(37) JP 2012-186172 A 2012.9.27

　前記結像放射線吸収剤物質を非小粒子吸収剤物質から構成させる工程と、
　前記非小粒子吸収剤物質が結像放射線を吸収する一方で前記硬化波長を実質的に吸収し
ないで、前記放射線硬化型物質を放射線硬化させる工程と
　を含み、
　前記非小粒子吸収剤物質はプルシアンブルーである方法。
【請求項３】
　前記結像放射線吸収剤物質は、可視スペクトルにおいて前記放射線が実質的に吸収され
ない、請求項１に記載の熱転写素子。
【請求項４】
　前記可視スペクトルにおける透過性が、前記光熱変換層のコーティングを行っている最
中における光検査方法ができる程度である、請求項３に記載の熱転写素子。
【請求項５】
　前記可視スペクトルにおける透過性が、前記放射線を照射する装置の前記サブストレー
トに対する位置合わせができる程度である、請求項３に記載の熱転写素子。
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