
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
（補正後）基板にラミネートされる転写層が予め決められた基板端部より内側にラミネー
トされるための基板端部に相当する領域および基板と基板の間隔部に相当する領域の転写
層が基板及びラミネートロールなどの転写層の転写を必要としない領域に付着しないよう
に転写層を露光する機構、転写層と基板のラミネート機構、前記ラミネート機構に所定の
間隔を空けて基板を供給する基板搬送機構、前記ラミネート機構にベースフィルムに転写
層が形成された長尺積層フィルムを前記転写層が前記基板に面するようにして供給する長
尺積層フィルムの搬送機構、ラミネート後前記ベースフィルムを連続的に剥離する剥離機
構を備えたラミネート装置であって、
前記ラミネート機構と剥離機構が、対向する一対のラミネートロールと、前記長尺積層フ
ィルム側のラミネートロールの基板搬送方向の前方に設けられたベースフィルム剥離用ガ
イドロールからなることを特徴とするラミネート装置。
【請求項２】
対向する一対のラミネートロール間に、所定の間隔を空けて供給される基板とベースフィ
ルムに転写層が形成された長尺積層フィルムを前記転写層が前記基板に面するようにして
供給しベースフィルムを連続的に剥離するラミネートする方法であって、
前記長尺積層フィルム側のラミネートロールの基板搬送方向の前方に直径が前記長尺積層
フィルム側のラミネートロールの直径より小さいベースフィルム剥離用ガイドロールを設
け、前記基板の先端部のベースフィルムの剥離をベースフィルム剥離用ガイドロールで行
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い、前記基板の後端部のベースフィルムの剥離を長尺積層フィルム側のラミネートロール
で行うことを特徴とするラミネート方法。
【請求項３】
剥離用ガイドロールの直径は、長尺積層フィルム側のラミネートロールの直径の１／３以
下である請求項２記載のラミネート方法。
【請求項４】
剥離用ガイドロールの直径は、３０ｍｍ以下である請求項２又は３記載のラミネート方法
。
【請求項５】
長尺積層フィルム側のラミネートロールは加熱ロールであり、剥離用ガイドロールは非加
熱ロールである請求項２記載のラミネート方法。
【請求項６】
対向する一対のラミネートロール間に、所定の間隔を空けて供給される基板とベースフィ
ルムに転写層が形成された長尺積層フィルムを前記転写層が前記基板に面するようにして
供給しベースフィルムを連続的に剥離するラミネートする方法であって、前記長尺積層フ
ィルム側のラミネートロールの基板搬送方向の前方および後方にガイドロールを設け、ガ
イドロールまたはラミネートロールを上下方向に動かすことによって、ラミネートロール
と長尺積層フィルムの間に空隙を設けることを特徴とするラミネート方法。
【請求項７】
ガイドロールまたはラミネートロールを上下方向に動かすことによって、ラミネートロー
ルとフィルムの間に空隙を設けた後、空隙に熱遮蔽板を挿入することを特徴とするラミネ
ート方法。
【請求項８】
熱遮蔽板が自己冷却機能をもった熱遮蔽板である請求項７記載のラミネート方法。
【請求項９】
長尺積層フィルム側のラミネートロールの基板搬送方向の前方のガイドロールがベースフ
ィルムを剥離するためのガイドロールを兼ねる請求項６～９のいずれかに記載のラミネー
ト方法。
【請求項１０】
連続して供給される所定の間隔を空けて配置された基板に対し、ベースフィルム上に転写
層及びカバーフィルムが順に形成された長尺積層フィルムから転写層を連続的にラミネー
トする方法であって、長尺積層フィルムを連続的に送り出す工程、連続して供給される基
板と基板の間隔部と基板端部のラミネートされない部分の幅に対応した位置の部分をカバ
ーフィルムを切断することなく、カバーフィルム上から加熱バーで押圧し転写層を分離す
る工程、押圧された加熱バーに挟まれた基板と基板の間隔部と基板端部のラミネートされ
ない部分の幅に対応した領域の転写層を露光する工程、カバーフィルムを連続的に剥離す
る工程、連続して供給される所定の間隔を空けて配置された基板に転写層を、基板端部の
ラミネートされない部分の位置と加熱バーで分離された前記転写層の位置を合わせてラミ
ネートする工程、加熱バーにて押圧された部分に合わせてベースフィルムを基板上でハー
フカットする工程、カットされたベースフィルムを露光された転写層と共に剥離する工程
を備えることを特徴とするラミネート方法。
【発明の詳細な説明】
技術分野
本発明は、ベースフィルム上に転写層及びカバーフィルムが順に形成された長尺積層フィ
ルムから転写層を基板に連続的にラミネートする方法及びラミネート装置に関する。
背景技術
従来、基材フィルム上に形成された転写層を基板上にラミネートするために種々の方法が
提案されている。例えば特開平３－２０５１３４号公報には、初めに、ラミネートする積
層フィルムの先端側を積層フィルムの供給方向に対して垂直に切断し、この積層フィルム
の先端部を基板搬送方向の基板の先端部に圧着した後、ラミネートロールにて順次、積層
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フィルムを供給しながら基板にラミネートし、基板の後端に対しては、基板の長さに合わ
せて積層フィルムの後端を位置決めし切断した後、積層フィルムの後端を支持しながらラ
ミネートする方法が開示されている。この方法により積層フィルムをラミネートすると、
基板上に積層フィルムのカット部分からの転写層、中間層等が熱流動により流れだし基板
上に汚れとして付着する問題点がある。また、基板の先端と後端に合わせて積層フィルム
をカットし、張り合わせるため積層フィルムのテンション変動が発生し、積層フィルムの
膜厚むらやたわみによりしわなどが発生する。さらに積層フィルムの先端を仮付けしてか
らラミネートするためにラミネート動作の途中で一時停止など入るため高速化が難しく、
ラミネート後のベースフィルムを次工程で剥離する必要があり生産性に問題点がある。
その他の方法として、特開平５－３３８０４０号公報に示された方法がある。まず積層フ
ィルムのカバーフィルムを剥離した後、基板の先端部、後端部において接着すべき転写層
と接着しない転写層の界面にカッターで切れ目を入れておき、これを基板に位置合わせし
てラミネートする。このとき、ラミネートの不必要な部分である基板の先端部及び後端部
と基板と基板の間隔部では、ラミネートロールが圧着動作を行わない。このようなラミネ
ート動作を連続的に繰り返し基板に転写層をラミネートした後、積層フィルムのベースフ
ィルムを連続的に基板より剥離する。このときベースフィルムの剥離は、切れ目の入った
先端、後端部から必要な部分の転写層のみを残して行われる。また前もって基板と基板の
間隔部の感光層を取り除いておくことも可能である方法が開示されている。
この方法は、ラミネートが約０．５～０．８ｍ／分の低速度運転の場合において、基板と
基板の間に対して、転写層がロールに付着し、汚れるのを防ぐことは可能だが、頻繁に圧
着ロールのＯＮ、ＯＦＦ制御を行う高速ラミネート運転（１～３ｍ／分）の場合に、積層
フィルムのテンション変動が頻繁に起こり、積層フィルムの位置ずれによりラミネートの
位置精度が悪くなり基板の先端、後端部の設定位置をはずれてラミネートされる。この結
果、ベースフィルム剥離の際切れ目が基板の端部にかかり剥離面の転写層が剥離し難くく
なったり、圧着の必要な基板面の転写層が剥がれたりする。また、ラミネート時の積層フ
ィルムテンションが圧着ロールのＯＮ、ＯＦＦ制御時に変動するため圧着された基板の転
写層面にしわ、膜厚むらを発生させるという問題点が起きやすい。
発明の開示
本発明は、このような問題点を改善し基板の先端部、後端部を除いた基板面内の必要な部
分に転写層をむら、しわなく正確に、かつ高速にラミネートし、生産効率を向上させると
ともに基板に異物の発生要因となる転写層などのはみ出しのない基板を得ることができる
ラミネート装置及びラミネート方法を提供するものである。
本発明のラミネート装置は、基板にラミネートされる転写層が予め決められた基板端部よ
り内側にラミネートされるための基板端部に相当する領域および基板と基板の間隔部に相
当する領域の転写層が基板及びラミネートロールなどの転写層の転写を必要としない領域
に付着しないように転写層を露光する機構、転写層と基板のラミネート機構、前記ラミネ
ート機構に所定の間隔を空けて基板を供給する基板搬送機構、前記ラミネート機構にベー
スフィルムに転写層が形成された長尺積層フィルムを前記転写層が前記基板に面するよう
にして供給する長尺積層フィルムの搬送機構、ラミネート後前記ベースフィルムを連続的
に剥離する剥離機構を備えたラミネート装置であって、
前記ラミネート機構と剥離機構が、対向する一対のラミネートロールと、前記長尺積層フ
ィルム側のラミネートロールの基板搬送方向の前方に設けられたベースフィルム剥離用ガ
イドロールからなることを特徴とする。
本発明の第１のラミネート方法は、
対向する一対のラミネートロール間に、所定の間隔を空けて供給される基板とベースフィ
ルムに転写層が形成された長尺積層フィルムを前記転写層が前記基板に面するようにして
供給し、ベースフィルムを連続的に剥離するラミネート方法であって、
前記長尺積層フィルム側のラミネートロールの基板搬送方向の前方に直径が前記長尺積層
フィルム側のラミネートロールの直径より小さいベースフィルム剥離用ガイドロールを設
け、前記基板の先端部のベースフィルムの剥離をベースフィルム剥離用ガイドロールで行
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い、前記基板の後端部のベースフィルムの剥離を長尺積層フィルム側のラミネートロール
で行うことを特徴とする。
ベースフィルム剥離用ガイドロールの直径は、長尺積層フィルム側のラミネートロールの
直径の１／３以下であることが好ましく、またベースフィルム剥離用ガイドロールの直径
は、３０ｍｍ以下であることが好ましい。
長尺積層フィルム側のラミネートロールは加熱ロールであり、剥離用ガイドロールは非加
熱ロールであることが好ましい。
本発明の第２のラミネート方法は、対向する一対のラミネートロール間に、所定の間隔を
空けて供給される基板とベースフィルムに転写層が形成された長尺積層フィルムを前記転
写層が前記基板に面するようにして供給しベースフィルムを連続的に剥離するラミネート
方法であって、前記長尺積層フィルム側のラミネートロールの基板搬送方向の前方および
後方にガイドロールを設け、ガイドロールまたはラミネートロールを上下方向に動かすこ
とによって、ラミネートロールと長尺積層フィルムの間に空隙を設けることを特徴とする
。
ガイドロールまたはラミネートロールを上下方向に動かすことによって、ラミネートロー
ルと長尺積層フィルムの間に空隙を設けた後、空隙に熱遮蔽板を挿入するように構成する
ことが好ましい。熱遮蔽板は自己冷却機能をもった熱遮蔽板であることが好ましい。
長尺積層フィルム側のラミネートロールの基板搬送方向の前方のガイドロールはベースフ
ィルムを剥離するためのガイドを兼ねることが好ましい。
本発明の第３のラミネート方法は、連続して供給される所定の間隔を空けて配置された基
板に対し、ベースフィルム上に転写層及びカバーフィルムが順に形成された長尺積層フィ
ルムから転写層を連続的にラミネートする方法であって、長尺積層フィルムを連続的に送
り出す工程、連続して供給される基板と基板の間隔部と基板端部のラミネートされない部
分の幅に対応した位置の部分をカバーフィルムを切断することなく、カバーフィルム上か
ら加熱バーで押圧し転写層を分離する工程、押圧された加熱バーに挟まれた基板と基板の
間隔部と基板端部のラミネートされない部分の幅に対応した領域の転写層を露光する工程
、カバーフィルムを連続的に剥離する工程、連続して供給される所定の間隔を空けて配置
された基板に転写層を、基板端部のラミネートされない部分の位置と加熱バーで分離され
た前記転写層の位置を合わせてラミネートする工程、加熱バーにて押圧された部分に合わ
せてベースフィルムを基板上でハーフカットする工程、カットされたベースフィルムを露
光された転写層と共に剥離する工程を備えることを特徴とするラミネート方法である。
発明を実施するための最良の形態
本発明の一実施例を以下図面に基づいて説明する。
図 は、転写層であるドライフィルムレジストのラミネート法を実施するためのラミネー
ト装置である。このラミネート装置は、基板搬送部、基板予熱部、ラミネート部、フィル
ム基板間処理部、フィルム供給部、フィルムアキュムレート部、ベースフィルム連続剥離
部、カバーフィルム連続剥離部より構成される。
一連のラミネートの工程を、図１を参照しながら説明する。
ラミネートするフィルムは、ベースフィルム上に転写層及びカバーフィルムが順に形成さ
れた長尺積層フィルム１であり、フィルム供給部２より巻き出され、カバーフィルム付き
の状態で基板間処理部３に導かれる。基板間処理部の詳細を図２に示した。基板間処理部
は、機能的に２つ機能を有する。１つは、基板に対しラミネートする際にレジスト（転写
層）が分断された端面を平滑化する機能であり、もう１つは、基板にラミネートされるレ
ジストが予め決められた基板端部より内側にラミネートされるための基板端部に相当する
領域および基板と基板の間隔部に相当する領域のレジストが基板及びラミネートロールな
どのレジストの転写を必要としない領域に付着しないようにレジストを露光する機能であ
る。レジストの端面を分断し、平滑化するには加熱バーＡが基板の間隔に合わせて配置さ
れており、この間隔は、連続搬送された基板と基板の間隔と基板端部のラミネートされな
い部分の幅に一致する。
この場合、基板にラミネートされるレジストが予め決められた基板端部より内側にラミネ
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ートされるための基板端部に相当する領域および基板と基板の間隔部に相当する領域のレ
ジストが基板及びラミネートロールなどのレジストの転写を必要としない領域に付着しな
い方法として、特開平７－１１０５７５号公報に示されるように、予めカバーフィルム上
からベースフィルムを残してカバーフィルムとレジスト層をカッターＢにより、ハーフカ
ットし転写を必要とする部分のカバーフィルムのみを剥離してラミネートする方法（図３
参照）や、特開平６－７３３４３号公報に示されるように、カバーフィルムを剥離した後
、転写を必要としない領域にマスキングテープを貼りラミネートする方法などを用いても
よい。
上記基板間処理工程を通過した長尺積層フィルムは、フィルムアキュムレート部４にて基
板１枚分のラミネートに必要な長さを貯えられる。先に説明したフィルム基板間処理は、
長尺積層フィルムの流れを一時的に止めて処理するため、投入されてきた基板に対し常に
連続的に長尺積層フィルムをラミネートするためには、予め基板１枚分を先にフィルム基
板間処理しておき、さらに基板をラミネートしている時間内に、次に搬送される基板のフ
ィルム基板間処理を前倒しで行うことで対応できる。
上記アキュムレート部を通過後、カバーフィルム巻き取り機にて基板１枚分の長さのカバ
ーフィルムｆをカバーフィルム剥離ガイド５からカバーフィルム巻取り機１７に巻き取る
。先に述べたフィルム基板間処理で、長尺積層フィルムの流れが一時停止した場合、カバ
ーフィルムをレジストから剥離する位置が必ず長尺積層フィルム基板間処理した領域部ｃ
のフィルム流れ方向中心に来るように、カバーフィルム剥離ガイド５の位置を調整する（
図４参照）。ただし、剥離動作が連続的に行われる場合は、カバーフィルムの剥離一時停
止の位置を調整する必要はない。カバーフィルム剥離の後、ラミネートロールに長尺積層
フィルムが送られる。この時、長尺積層フィルムの張力は張力検出器６により検出された
数値をもとに張力調整ロール７によってロール９、１０、１１、１２の上下動や、ラミネ
ートの作動、停止状態に関わらず常に一定になるように調整される。一方、レジストが転
写される基板は、基板予熱部８に送られ予熱ヒータ（遠赤外ヒータなど）により所望の温
度（レジストの種類によって異なるが一般的に４０～１００℃）に加熱される。加熱によ
り基板は、上下面に対して均一に加熱されラミネート部に送られる。基板および長尺積層
フィルムは、常に位置制御センサなどにより位置制御されており、図５に示すように基板
間処理された長尺積層フィルムの部分ｃに、基板と基板の間隔および基板端面部が一致す
るようにラミネートされる。
ラミネートは一対のラミネートロール９、１０により行う。１５は、搬送ロールである。
ラミネート後、ベースフィルムは基板より剥離される。この時、基板の温度は、ロール温
度にほぼ近い状態でベースフィルムが基板より剥離される。ロール温度に近ければ近いほ
ど剥離性が向上する。例えば特開平８－２１１２２２号公報に記載されるような構造のレ
ジストフィルムであれば更にベースフィルムの連続剥離には望ましい。ラミネートロール
の基板搬送方向に対して、前方にベースフィルム剥離用ガイドロール１２がある。このガ
イドロールは上下または左右の自由方向に移動することで、ベースフィルムを巻き上げた
時に出来る基板面とベースフィルム間の角度、すなわちベースフィルムの剥離角度θを任
意に可変出来る構造となっている。図６に示すように、基板搬送方向に対する、基板上の
ベースフィルム剥離位置に合わせて、ベースフィルム剥離の角度θを任意に変えられる構
造になっている。たとえば、基板搬送方向に対して、基板のラミネート先端部であるラミ
ネート開始部分では、剥離角度θを大きくすることが可能になる。左図のように剥離角度
θ＝θ１（≧９０°）のときは、剥離用ガイドロール１２（θ１）を介して剥離されるた
め、剥離角度を大きくすることが出来る。一方、右図のように剥離用ガイドロール１２の
位置を上昇させると、ラミネートロールを介して剥離されるようになり、剥離用ガイドロ
ール上昇時の剥離角度θ＝θ２（＜３０°）は、剥離用ガイドロールからの剥離角度θ＝
θ１（≧９０°）に比べて小さくなる（θ１＞θ２）。これらの剥離角度を制御すること
により実際のベースフィルムの剥離に関わる力を制御することが可能になる。一般にフィ
ルムの剥離時の剥離に必要な力は次の式で表される。
ベースフィルム剥離力＝ｒｂ（１－ｓｉｎ  θ）  　　　　（０＜θ＜９０°）
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ｒ＝フィルムレジスト膜厚、ｂ＝界面密着エネルギー、θ＝剥離角度
つまり、ｒとｂが一定の状態では、剥離角度θが９０°に近いほど（剥離角度が大きくな
るほど）剥離に必要な力が小さくてすみ、逆に剥離角度θが０°に近いと（剥離角度が小
さい）剥離に必要な力が大きくなることが分かっている。
図７に長尺積層フィルムの層間密着力とベースフィルムの剥離性の関係を示す。レジスト
層ｅと基板ｋ間の密着力Ｆ１とレジストｅとベースフィルムｍ間の密着力Ｆ２のバランス
によって決まる（ベースフィルム剥離力はＦ２に当たる。）つまりＦ１＞Ｆ２の条件が成
立すれば、レジストの基板面への転写性が確保されベースフィルムの剥離性は良好になる
。しかし、実際のフィルムでは、Ｆ１とＦ２の密着バランスはＦ１≧Ｆ２と均衡している
場合が多く、特にベースフィルム剥がし始め（ベースフィルム剥離開始部分）である、基
板搬送方向に対して基板の先端部分では、レジストの転写が安定せず、Ｆ１＞Ｆ２のバラ
ンスが崩れ、転写不良が発生しやすい。このため、基板搬送方向に対して、基板先端部で
のベースフィルム剥離力は、剥離に必要な力（Ｆ２）を予め、小さくする必要がある。本
発明においては、ベースフィルム剥離開始部分である基板先端部でベースフィルムの剥離
角度を大きくしておくことで、ベースフィルム剥離力を小さくし、レジストの基板への連
続転写性を安定させることが可能になる。
このように、基板搬送方向に対して基板の先端部のベースフィルム剥離角度を大きくし基
板先端部でのレジストの転写性を高めることが可能になった。しかし一方で、ベースフィ
ルムの剥離位置が、図８に示されるようにラミネートロールの最下点Ｓから長さＬ離れた
位置にある場合、次の問題点が発生する。基板が連続的に順次、一定間隔で搬送される状
態では、ベースフィルム剥離位置Ｐとラミネート位置（ラミネートロールの最下点Ｓ）が
異なってもフィルム基板間処理部ｃと基板の位置合わせは順次行われ、基板はレジストの
ラミネート、ベースフィルムの剥離を経て排出される。しかし、連続的に一定間隔で搬送
されない状態では、一時的に次の基板搬送までフィルムラミネートを停止して、フィルム
基板間処理の位置をラミネートロール最下点Ｓに一致させた状態で待機する必要がある。
この場合、待機する直前に搬送された基板ｋ１は、図８にあるように、フィルム基板間処
理部がラミネートロール最下点Ｓで停止するため、ベースフィルム剥離の途中で剥離が止
まり終了しない。基板ｋ１は、次の基板ｋ２が搬送されて来るまでの間、ベースフィルム
の剥離が出来ず放置されることになる。この結果、基板毎でベースフィルム剥離までの放
置時間が異なることになり、場合によってはレジストの物性に悪影響を与えることがある
。
このような問題点を克服するため、ラミネートロールの最下点Ｓとベースフィルム剥離用
ガイドロール１２までの距離Ｌを小さくする方法も検討した。Ｌを極限まで小さくするに
は、剥離用ガイドロール１２の径を細くすることが必要であるが、剥離用ガイドロール１
２の機械的特性上困難であることが分かった。本発明では、ベースフィルム剥離用ガイド
ロール１２を上方向または、任意の位置に移動させることにより、ベースフィルムの剥離
位置を剥離用ガイドロール１２からラミネートロール最下点Ｓに移動する方法を採用した
。
図９に示すように、ラミネートされる基板の中で、ベースフィルムの剥離が開始される基
板先端部では、ベースフィルム剥離の位置をＰ点に置き、ベースフィルム剥離が終了に近
い基板搬送方向に対し後端部では、ベースフィルム剥離位置をＰ点（先端部剥離位置）か
らＳ点（ラミネートロール最下点）に移動させる。この結果、常にフィルム基板間処理さ
れたフィルム部分ｃがラミネートロール最下点Ｓでラミネート動作が停止しても、先に搬
送された基板のベースフィルムの剥離は完了しているので排出が可能になる。これにより
、問題となっていたベースフィルム剥離途中の基板が、次の基板の搬送待機により停止す
ることを防止できる。ベースフィルムの剥離がレジストｅの途中で停止するとレジストに
剥離の跡（線）が入り、次工程での露光、現像で障害が発生するので、製品となる部分で
停止することはできない。本発明ではｃの部分で停止するので剥離跡を防止できる。
基板が常に連続的に、一定間隔で搬送されない場合に起こる、基板待機時の問題点は、ベ
ースフィルム剥離に関する問題点の他に、基板待機中のフィルムへのラミネートロールの
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熱による変質がある。図１０ａに示すように基板搬送待ちでのフィルムの待機状態は、長
尺積層フィルムの基板間処理された部分がラミネートロールの最下点に来るように位置決
めされる。一般にラミネートロールは６０℃以上の高温に加熱されて、ラミネートされる
場合が多く、このような高温状態のロールにフィルムが停止したまま接触していると、温
度による長尺積層フィルムの変質や劣化が生ずる場合がある。たとえば、感光性樹脂など
の場合、１００℃のロールに１分以上接触させておくと感光性の機能が損なわれ、現像で
感光部の像を形成する際、現像のこりなどの不良を発生させることがある。これらを防止
するために、本装置では、以下の方法を採っている。まず、基板待機時に長尺積層フィル
ムがロールに接触し、加熱されるのを防止するため、基板待機中の間、ロールと長尺積層
フィルムを離すため図１０ｂに示すような構造の基板待機ガイドロール１１、１１’を基
板搬送方向に対してラミネートロールの後方と前方に設置した。基板を待機する場合は、
ガイドロール１１、１１’または、ラミネートロールを矢印の方向に上下移動させること
で、長尺積層フィルムとラミネートロールの間に空間を作る。この場合、ラミネートロー
ル９のみを上昇させ、かつガイドロール１１、１１’を下降させてラミネートロール９お
よび１０とフィルムの間に空隙を設けてもよく、さらにガイドロール１１、１１’を固定
しておきラミネートロール９を上昇、ラミネートロール１０を下降させて長尺積層フィル
ムとロールの間に空隙を設けても構わない。さらに、基板搬送方向に対し、ラミネートロ
ール前方のガイドロール１１’は、ベースフィルム剥離用ガイドロール１２と兼用しても
構わない。この場合、ベースフィルムの剥離用ガイドロール１２は、基板待機時は、ガイ
ドロール１１と連動して、ラミネートロールと長尺積層フィルムの間に空隙を作る動作を
行い、ラミネート時は、ベースフィルム剥離動作を行う。
基板待機時に、長尺積層フィルムとラミネートロール間に空隙を設け、直接ロールの熱が
フィルムに伝達するのを防ぐのみでは、ロール熱が高温の場合や、基板の待機時間が長時
間に及んだ場合、フィルム温度上昇を十分に防止できない場合がある。　特に、下側ラミ
ネートロール１０の上昇熱気流によりフィルムは加熱され易いため、フィルムとロール間
の空隙を長くとってもフィルム温度上昇を防げない場合がある。これを対策するために、
本発明の装置では、基板待機時、下側ラミネートロール１０と長尺積層フィルムとの空隙
に熱遮蔽板１６を挿入する方法を採用した。
熱遮蔽板１６は長尺積層フィルムおよびロールに接触することなく、断熱性をもち、長時
間の待機や、ロール高温時でもフィルムの温度上昇を防止することが可能である。
基板待機時以外は、図１０ｃに示すように、ロール円周上でラミネートに障害のならない
場所に待機する（例えば、図１０ｃに示すような下側ラミネートロールの下側）。また遮
蔽板は、自身のロールによる温度上昇を防ぐために、自己冷却機能を設けており、遮蔽板
自身の温度はラミネートロール温度に関わらず一定になるよう設計されている。この自己
冷却方法は、冷却水、冷風による冷却などがある。これを採用した結果、ロール温度１０
０℃で、１分間の基板待機を行った場合、フィルム温度は、不採用の場合が室温２３℃か
ら７０℃に上昇したのに対し、フィルム温度を３０℃までの温度上昇に抑制できた。
これら、ベースフィルム剥離用ガイドロールによるベースフィルム連続剥離動作と基板待
機用ガイドロールおよび熱遮蔽板の動作、ラミネートロールの各制御項目の動作を示す断
面図を図１２に示し、関連動作の時間変化のチャート図を図１３に示した。ラミネート～
剥離までの動作を経た後、ベースフィルム剥離用ガイドロールより剥離されたベースフィ
ルムは、基板側に転写せず残った基板間処理部のレジストが付いたまま巻き取り部１４で
巻き取られる。その様子を、図１１に示した。
以上のラミネート法は、プリント基板、カラーフィルタを始めとしたドライフィルム等の
積層フィルムの転写層のラミネートを行う分野に適用することが可能である。
本発明の他の実施例を以下図面に基づいて説明する。
図１４は、転写層であるドライフィルムレジストのラミネート法を実施するためのラミネ
ート装置である。このラミネート装置は、基板搬送部、基板予熱部、ラミネート部、フィ
ルム基板間処理部、フィルム巻き出し部、ベースフィルムカット分離部より構成される。
一連のラミネートの工程を、図を参照しながら説明する。ラミネートするフィルムは、ベ

10

20

30

40

50

(7) JP 3562468 B2 2004.9.8



ースフィルム上に転写層及びカバーフィルムが順に形成された長尺積層フィルム１０１で
あり、フィルム送り出し出し部１０４により巻き出され、カバーフィルム付きの状態で基
板間処理部１０３に導かれる。基板間処理部の詳細を図 に示した。基板間処理部は、
前述したとおりである。レジスト（転写層）の端面を平滑化する部分では加熱装置１１３
が基板 の間隔に合わせて配置されており、この間隔は、連続搬送された基板と基板
の間隔と基板端部のラミネートされない部分の幅に一致する。
レジスト端面平滑処理は、図１５に示すようにカバーフィルム 付きの状態のフィル
ム（１１９、１１７、１１８）のカバーフィルム１１９上から加熱バー（加熱された金属
性で先端の鋭い薄板）１１３を押し当てる。このとき、加熱バー１１３の先端形状はカバ
ーフィルム やベースフィルム を切断したり、損傷しない程度に丸みを帯びて
いるものとする。加熱バーの温度はベースフィルム、転写層及びカバーフィルムの材質に
よっても異なるが、一般的には８０℃～１２０℃が望ましい。約１～１０秒の加圧でレジ
スト層 （転写層）は、加熱バーを境に溶融分離され、分離されたレジスト界面（端
面）は平滑になる。このときレジスト層を除くカバーフィルム、ベースフィルムは連続巻
き取りに不具合を生じるようなダメージは受けない。このレジスト端面平滑処理と同時に
、加熱バーにて囲まれた領域のレジスト面に対して光源１２２により露光を行う。露光は
、図１５に示すようにカバーフィルムを介してレジスト層に対して行われ、紫外線（レジ
ストによって異なるが、紫外線波長帯は例えば２５０～４５０ｎｍ）が照射される。照射
後のレジスト（転写層）は、光重合作用により硬化反応が進み、著しくレジストの密着性
が損なわれると同時にベースフィルムとの密着性が向上する。その結果、露光レジストフ
ィルム面（転写層面）は、基板およびラミネートロールなどに付着することなくラミネー
ト後にベースフィルムに付着したままの状態で剥離される。ベースフィルムが剥離される
際、ベースフィルム側と基板側にそれぞれレジストが分離されるが、分離される界面（レ
ジスト端面）は、加熱バーにて予め溶融分離された面が現れるため平滑である。
上記基板間処理工程を通過したフィルムは、カバーフィルム剥離用ロール１０６を介して
カバーフィルム巻き取り部１０２にてカバーフィルムを連続的に巻き取る。１０５は基板
１枚分の長尺積層フィルムを貯えるアキュムレータでフィルムのテンションを一定にする
テンションロールも兼ねている。長尺積層フィルムは、連続的にラミネートロール部に送
られる。一方、レジストが転写される基板 は、基板予熱部に送られ予熱ヒータ（遠
赤外ヒータなど）１０９により所望の温度（レジストの種類によって異なるが一般的に４
０～１００℃）に加熱される。加熱により基板は、上下面に対して均一に加熱されラミネ
ート部に送られる。基板 は、常に先端位置制御センサ１０７などにより位置制御さ
れており、基板間処理された長尺積層フィルム１０１の部分に丁度、基板が一致するよう
にラミネートされる。ラミネート時は、基板のあるなしに関わらず常に一定のフィルムテ
ンションが掛かるようにテンション制御がアキュムレートロール１０５により与えられて
いる。これによりフィルムの凹凸への埋め込み性が面内で均一化する。
ラミネートは、一対のラミネートロール１０８により行う。１１１は搬送ロールである。
ラミネート後、ベースフィルムを基板上でハーフカットする。図１６は基板上でベースフ
ィルムをハーフカットする装置 の斜視図であり、図１７にハーフカッ
ト時のフィルム及び基板の断面を示した。この時カットする場所は、基板間処理の加熱バ
ーで予め転写層が分離されている部分１２０の上のベースフィルム をハーフカット
刃１１４でカットする。ハーフカットはベースフィルムのみをカットするように制御する
のが望ましい。ハーフカット後、基板間処理された基板上のフィルム１１６はフィルムピ
ール装置１１５によりフィルム１１６の端部を掴みながら引き剥がし除去され、図 に
示されるように、１１６が分離される。基板間隔部の剥離方法は、フィルム端部を掴んで
引き剥がす方法の他、基板間隔部フィルム全面を吸引し引き剥がす方法でも良い。
剥離されたベースフィルム１１８には、基板側に転写せず残った基板間処理部のレジスト
が付いたままの状態で存在する。基板側には基板間処理で加熱バーにて溶融分離した界面
を境にレジストと、基板上でハーフカットしたベースフィルムが各々、基板の内側に来る
ように内貼りされる。界面部分は、加熱バーにて溶融分離されているために平滑でレジス
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トのカット屑など飛び散りは発生しない。
ベースフィルムとしてはポリエチレンテレフタレートフィルム等で厚さは１０～１００μ
ｍ、転写層としては感光材料等で厚さは０．１～５０μｍ、カバーフィルムとしては延伸
ポリエチレン等で厚さは５～５０μｍのものが使用できる。
ベースフィルム上に転写層及びカバーフィルムが順に形成された長尺積層フィルムでは、
ベースフィルム／転写層／カバーフィルムがこの順に形成されておれば良く、これらの間
に他の層、例えばベースフィルム／転写層間にクッション層等が適宜形成されていても良
い。
以上のラミネート法は、プリント基板、カラーフィルタを初めとしたドライフィルム等の
長尺積層フィルムの転写層のラミネートを行う分野に適用することが可能である。
産業上の利用の可能性
本発明のラミネート装置及びラミネート方法により、基板上にレジスト等の転写層を位置
精度良く、転写層の膜厚むらなくかつ連続的に高速でラミネートすることができる。
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