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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
（Ａ）顔料、（Ｂ）分散剤、（Ｃ）バインダ樹脂、（Ｄ）多官能モノマー、（Ｅ）光重合
開始剤系を含有するカラーフィルタ用着色樹脂組成物であって、（Ｂ）分散剤の固形分に
おけるアミン価が８０ｍｇＫＯＨ／ｇ以上１５０ｍｇＫＯＨ／ｇ以下であり、かつ、（Ｂ
）分散剤が、側鎖にアミノ基を有するＢ－ブロックと、アミノ基を有さないＡ－ブロック
からなるブロック共重合体であり、（Ｂ）分散剤のＡ－ブロックが、Ａ－ブロック中で下
記式（I）で表される部分構造を５乃至４０モル％含有する、カラーフィルタ用着色樹脂
組成物。
【化１】
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（上記式（Ｉ）において、nは1～５のいずれかの整数を示す。Ｒ1は、水素原子またはメ
チル基を表す。）
【請求項２】
さらに（Ｆ－１）窒素原子を含有するグラフト共重合体、（Ｆ－２）その他のアクリル系
ブロック共重合体、（Ｆ－３）ウレタン樹脂分散剤から選ばれた少なくとも一つを含有し
てなる、請求項１に記載のカラーフィルタ用着色樹脂組成物。
【請求項３】
（Ａ）顔料が平均一次粒径１０乃至３０ｎｍである有機顔料を含む、請求項１または２に
記載のカラーフィルタ用着色樹脂組成物。
【請求項４】
請求項１ないし３のいずれか一項に記載の着色樹脂組成物を用いて形成された画素を有す
る、カラーフィルタ。
【請求項５】
請求項４に記載のカラーフィルタを用いて形成したことを特徴とする液晶表示装置。
【請求項６】
請求項４に記載のカラーフィルタを用いて形成したことを特徴とする、有機ＥＬディスプ
レイ。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、着色樹脂組成物（以下、任意に「レジスト」と称することがある。）、カラ
ーフィルタ、液晶表示装置及び有機ＥＬディスプレイに関する。詳しくは、高度に微粒化
された顔料を少量の添加量で効率よく分散することが可能で、色特性が非常に優れ、製版
プロセスに適した現像性を有する着色樹脂組成物、この着色樹脂組成物を用いて画素を形
成したカラーフィルタ、及びこのカラーフィルタを備えた液晶表示装置並びに有機ＥＬデ
ィスプレイに関する。 
【背景技術】
【０００２】
　従来、液晶表示装置等に用いられるカラーフィルタを製造する方法としては、顔料分散
法、染色法、電着法、印刷法が知られている。中でも、分光特性、耐久性、パターン形状
及び精度等の観点から、平均的に優れた特性を有する顔料分散法が最も広範に採用されて
いる。
　近年、技術革新の流れは急速であり、カラーフィルタに対しては、より高透過率、且つ
高コントラストが要求されてきた。高コントラストのカラーフィルタを形成するには、高
度に微粒化し、かつ粒度分布を狭く制御した顔料を分散する必要があり、顔料粒径の制御
の技術も急速に発展している。必然的に顔料の表面積は増大する方向であり、分散剤等の
添加量は増加する傾向にある。
　一方で、一定の色濃度を有し、かつ膜厚の薄い画素を形成するには、着色樹脂組成物に
含まれる、顔料以外の成分を制限する必要もある。しかし、感光性、溶解性、硬化性など
の画像形成性に寄与する成分が相対的に減少することにより、本来必要な画像形成性能が
失われるという問題が生じやすい。即ち、例えば顔料の高濃度化による画素厚さの低減（
低膜厚化）を試みると、組成物の硬化性が低下することにより画素の表面平滑性が低下し
、液晶の配向不良を引き起こす。また、分散剤の増量により現像液に対する溶解性が低下
することや、分散剤により現像液に対する溶解性が低下することで、所定の時間内に現像
が出来ない場合や、現像可能であっても現像後の非画像部への着色樹脂組成物の未溶解物
が残存し易くなる場合がある。更に基板上の非画素部に着色樹脂組成物の未溶解物が残存
すると、得られるカラーフィルタは、透過率やコントラストの低下などを引き起こすほか
、パターンエッジ部に残存した場合には、ＩＴＯ膜の剥離や、液晶セル化工程でのシール
性劣化を起こすなど、後工程にまで影響を及ぼすような事態となる。
　また近年、電気的信頼性も非常に重視されている。液晶表示素子の電極間に充電された



(3) JP 5487564 B2 2014.5.7

10

20

30

40

電荷が、種々の要因により時間にとともに減衰し、液晶層に所定の電荷が印加されなくな
るという問題が起こることがある（電圧保持率の低下）。公知の分散剤にはこの要因とな
り、電気的信頼性が低いものが多い。
【０００３】
　こうした問題を解決するために、アクリル系ブロック共重合体の構造や酸価等を改良し
、少量の添加で顔料分散性を改良する試みがなされている（特許文献１、２、３、４参照
）。 
【特許文献１】特開２００４－２８７２９８号
【特許文献２】特開２００４－２８７３６６号
【特許文献３】特開２００６－２６５５２８号
【特許文献４】特開２００６－３２１９７９号
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、公知の分散剤では、近年の高度に微粒化された顔料を少量の添加量で効
率よく分散するためには分散性が不十分であった。
【０００５】
　本発明は上述の課題に鑑みてなされたもので、その目的は下記の通りである。 
（１）近年の高度に微粒化された顔料を、少量の添加量で効率よく分散でき、その結果、
高透過率、高コントラスト、低膜厚のカラーフィルタを製造し得る着色樹脂組成物を提供
すること。 
（２）現像液に対する溶解性が良好で、現像工程において所定の時間内で現像が可能で、
また、基板上の非画素部に着色樹脂組成物の未溶解物が残存することがなく、基板との密
着性にも優れ、硬化性等の画像形成能を低下させることがなく、高透過率、高コントラス
ト、低膜厚のカラーフィルタを製造し得る着色樹脂組成物を提供すること。
（３）高透過率、高コントラスト、かつ低膜厚の画素を有するカラーフィルタを提供し、
また、該カラーフィルタを用いて形成された高品質の液晶表示装置並びに有機ＥＬディス
プレイを提供すること。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明者らは、上記課題を解決すべく鋭意検討した結果、比較的アミン価の高い、特定
の構造を有するブロック共重合体である分散剤を用いることで、近年の高度に微粒化され
た顔料に対する分散剤の添加量の少ない安定な着色樹脂組成物を得ることができ、硬化性
等の画像形成能を低下させることなく、所定の現像時間で現像可能で、基板上の非画素部
への未溶解物が残存することなく、基板との密着性に優れ、高濃度の色画素を均一に形成
できることを見出し、本発明を完成するに至った。本発明は、複数の関連する発明から成
り、各発明の要旨は次の通りである。
　即ち、本発明は、（Ａ）顔料、（Ｂ）分散剤、（Ｃ）バインダ樹脂、（Ｄ）多官能モノ
マー、（Ｅ）光重合開始系を含有するカラーフィルタ用着色樹脂組成物であって、（Ｂ）
分散剤の固形分におけるアミン価が８０ｍｇＫＯＨ／ｇ以上１５０ｍｇＫＯＨ／ｇ以下で
あり、かつ、（Ｂ）分散剤が側鎖にアミノ基を有するＢ－ブロックと、アミノ基を有さな
いＡ－ブロックからなるブロック共重合体である、カラーフィルタ用着色樹脂組成物であ
る。
　また、本発明は、（Ｂ）分散剤のＡ－ブロックが、Ａ－ブロック中で下記一般式（I）
で表される部分構造を５乃至４０モル％含有する、上記のカラーフィルタ用着色樹脂組成
物である。
【０００７】
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【化２】

（上記一般式（Ｉ）において、nは1～５のいずれかの整数を示す。Ｒ１は、水素原子また
はメチル基を表す。）
　また、本発明は、さらに（Ｆ－１）窒素原子を含有するグラフト共重合体、（Ｆ－２）
その他のアクリル系ブロック共重合体、（Ｆ－３）ウレタン樹脂分散剤から選ばれた少な
くとも一つを含有してなる、上記のカラーフィルタ用着色樹脂組成物である。
　また、本発明は、（Ａ）顔料が平均一次粒径１０乃至３０ｎｍである有機顔料を含む、
上記のカラーフィルタ用着色樹脂組成物である。
　また、本発明は、上記の着色樹脂組成物を用いて形成された画素を有する、カラーフィ
ルタである。
　また、本発明は、上記のカラーフィルタを用いて形成したことを特徴とする液晶表示装
置である。
　また、本発明は、上記のカラーフィルタを用いて形成したことを特徴とする、有機ＥＬ
ディスプレイである。
【発明の効果】
【０００８】
　本発明によれば、（１）近年の高度に微粒化された顔料を、少量の分散剤で効率よく分
散でき、その結果、高透過率、高コントラスト、低膜厚のカラーフィルタを製造し得る着
色樹脂組成物を提供できる。また、（２）現像液に対する溶解性が良好で、現像工程にお
いて所定の時間内で現像が可能で、また、基板上の非画素部に着色樹脂組成物の未溶解物
が残存することがなく、基板との密着性にも優れ、硬化性等の画像形成能を低下させるこ
とがなく、高透過率、高コントラスト、低膜厚のカラーフィルタを製造し得る着色樹脂組
成物を提供できる。さらに、高透過率、高コントラスト、かつ低膜厚の画素を有するカラ
ーフィルタを提供し、また該カラーフィルタを用いて形成された高品質の液晶表示装置並
びに有機ＥＬディスプレイを提供できる。
【発明を実施するための最良の形態】
【０００９】
　以下に、本発明の実施の形態を詳細に説明するが、これらは本発明の実施態様の一例で
あり、本発明はこれらの内容に限定されるものではない。
　尚、「（メタ）アクリル」、「（メタ）アクリレート」等は、「アクリル及び／又はメ
タクリル」、「アクリレート及び／又はメタクリレート」等を意味するものとし、例えば
「（メタ）アクリル酸」は「アクリル酸及び／又はメタクリル酸」を意味するものとする
。また「全固形分」とは、後記する溶剤成分以外の本発明の硬化性組成物の全成分を意味
するものとする。
【００１０】
［１－１］（Ａ）顔料 
　本発明の着色樹脂組成物は、（Ａ）顔料を必須成分とし、例えばカラーフィルタの画素
等を形成する場合には、赤色顔料、青色顔料、緑色顔料、黄色顔料、紫色顔料、オレンジ
顔料、ブラウン顔料等各種の色の顔料を使用することができる。又、その化学構造として
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は、例えばアゾ系、フタロシアニン系、キナクリドン系、ベンツイミダゾロン系、イソイ
ンドリノン系、ジオキサジン系、インダンスレン系、ペリレン系等の有機顔料が挙げられ
る。この他に種々の無機顔料等も利用可能である。以下、使用できる顔料の具体例をピグ
メントナンバーで示す。以下に挙げる「Ｃ．Ｉ．」は、カラーインデックス（Ｃ．Ｉ．）
を意味する。 
【００１１】
　赤色顔料としては、例えば、Ｃ．Ｉ．ピグメントレッド１、２、３、４、５、６、７、
８、９、１２、１４、１５、１６、１７、２１、２２、２３、３１、３２、３７、３８、
４１、４７、４８、４８：１、４８：２、４８：３、４８：４、４９、４９：１、４９：
２、５０：１、５２：１、５２：２、５３、５３：１、５３：２、５３：３、５７、５７
：１、５７：２、５８：４、６０、６３、６３：１、６３：２、６４、６４：１、６８、
６９、８１、８１：１、８１：２、８１：３、８１：４、８３、８８、９０：１、１　０
１、１０１：１、１０４、１０８、１０８：１、１０９、１１２、１１３、１１４、１２
２、１２３、１４４、１４６、１４７、１４９、１５１、１６６、１６８、１６９、１７
０、１７２、１７３、１７４、１７５、１７６、１７７、１７８、１７９、１８１、１８
４、１８５、１８７、１８８、１９０、１９３、１９４、２００、２０２、２０６、２０
７、２０８、２０９、２１０、２１４、２１６、２２０、２２１、２２４、２３０、２３
１、２３２、２３３、２３５、２３６、２３７、２３８、２３９、２４２、２４３、２４
５、２４７、２４９、２５０、２５１、２５３、２５４、２５５、２５６、２５７、２５
８、２５９、２６０、２６２、２６３、２６４、２６５、２６６、２６７、２６８、２６
９、２７０、２７１、２７２、２７３、２７４、２７５、２７６などを挙げることができ
る。これらの中で、好ましくはＣ．Ｉ．ピグメントレッド４８：１、１２２、１６８、１
７７、２０２、２０６、２０７、２０９、２２４、２４２、または２５４であり、更に好
ましくはＣ．Ｉ．ピグメントレッド１７７、２０９、２２４、または２５４である。 
【００１２】
　青色顔料としては、例えばＣ．Ｉ．ピグメントブルー１、１：２、９、１４、１５、１
５：１、１５：２、１５：３、１５：４、１５：６、１６、１７、１９、２５、２７、２
８、２９、３３、３５、３６、５６、５６：１、６０、６１、６１：１、６２、６３、６
６、６７、６８、７１、７２、７３、７４、７５、７６、７８、７９などを挙げることが
できる。これらの中で、好ましくはＣ．Ｉ．ピグメントブルー１５、１５：１、１５：２
、１５：３、１５：４、または１５：６であり、更に好ましくはＣ．Ｉ．ピグメントブル
ー１５：６である。 
【００１３】
　緑色顔料としては、例えばＣ．Ｉ．ピグメントグリーン１、２、４、７、８、１０、１
３、１４、１５、１７、１８、１９、２６、３６、４５、４８、５０、５１、５４、５５
または５８を挙げることができる。これらの中で、好ましくはＣ．Ｉ．ピグメントグリー
ン７、３６または５８である。 
【００１４】
　黄色顔料としては、例えばＣ．Ｉ．ピグメントイエロー１、１：１、２、３、４、５、
６、９、１０、１２、１３、１４、１６、１７、２４、３１、３２、３４、３５、３５：
１、３６、３６：１、３７、３７：１、４０、４１、４２、４３、４８、５３、５５、６
１、６２、６２：１、６３、６５、７３、７４、７５，８１、８３、８７、９３、９４、
９５、９７、１００、１０１、１０４、１０５、１０８、１０９、１１０、１１１、１１
６、１１７、１１９、１２０、１２６、１２７、１２７：１、１２８、１２９、１３３、
１３４、１３６、１３８、１３９、１４２、１４７、１４８、１５０、１５１、１５３、
１５４、１５５、１５７、１５８、１５９、１６０、１６１、１６２、１６３、１６４、
１６５、１６６、１６７、１６８、１６９、１７０、１７２、１７３、１７４、１７５、
１７６、１８０、１８１、１８２、１８３、１８４、１８５、１８８、１８９、１９０、
１９１、１９１：１、１９２、１９３、１９４、１９５、１９６、１９７、１９８、１９
９、２００、２０２、２０３、２０４、２０５、２０６、２０７、２０８などを挙げるこ
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とができる。これらの中で、好ましくはＣ．Ｉ．ピグメントイエロー８３、１１７、１２
９、１３８、１３９、１５０、１５４、１５５、１８０、または１８５であり、更に好ま
しくはＣ．Ｉ．ピグメントイエロー８３、１３８、１３９、１５０、または１８０である
。 
【００１５】
　紫色顔料としては、例えばＣ．Ｉ．ピグメントバイオレット１、１：１、２、２：２、
３、３：１、３：３、５、５：１、１４、１５、１６、１９、２３、２５、２７、２９、
３１、３２、３７、３９、４２、４４、４７、４９、５０などを挙げることができる。こ
れらの中で、好ましくはＣ．Ｉ．ピグメントバイオレット１９、または２３であり、更に
好ましくはＣ．Ｉ．ピグメントバイオレット２３である。 
【００１６】
　オレンジ顔料としては、例えばＣ．Ｉ．ピグメントオレンジ１、２、５、１３、１６、
１７、１９、２０、２１、２２、２３、２４、３４、３６、３８、３９、４３、４６、４
８、４９、６１、６２、６４、６５、６７、６８、６９、７０、７１、７２、７３、７４
、７５、７７、７８、７９などを挙げることができる。これらの中で、好ましくはＣ．Ｉ
．ピグメントオレンジ３８、または７１である。 
【００１７】
　又、無機顔料として、例えば、硫酸バリウム、硫酸鉛、酸化チタン、黄色鉛、ベンガラ
、酸化クロム等が挙げられる。 
　上記の各種の顔料は、複数種を併用することもできる。例えば、色度の調整のために、
顔料として、緑色顔料と黄色顔料とを併用したり、青色顔料と紫色顔料とを併用したりす
ることができる。 
　尚、これらの顔料は、平均粒径が通常１μｍ以下、好ましくは０．５μｍ以下、更に好
ましくは０．３μｍ以下となるよう分散処理して使用することが好ましい。
【００１８】
　また、これら顔料の平均一次粒径は、通常１００ｎｍ以下、好ましくは５０ｎｍ以下、
より好ましくは４０ｎｍ以下、特に好ましくは１０ｎｍ以上３０ｎｍ以下である。本発明
は、高度に微粒化された顔料を含む組成物の場合に特に有効であるため、平均一次粒径１
０ｎｍ以上３０ｎｍ以下である顔料を含む場合が特に好ましい。
【００１９】
　本発明の着色樹脂組成物を使用してカラーフィルタの樹脂ブラックマトリックスを形成
する場合には、黒色顔料を使用することができる。黒色顔料は単独で使用してもよく、ま
た、上述の赤色、緑色、青色等の顔料を混合して使用してもよい。単独使用可能な黒色顔
料としては、カーボンブラック、アセチレンブラック、ランプブラック、ボーンブラック
、黒鉛、鉄黒、チタンブラック等が挙げられる。これらの中では、遮光率、画像特性の観
点からカーボンブラック、チタンブラックが好ましい。 
　カーボンブラックの例としては、例えば、三菱化学社製の商品として、ＭＡ７、ＭＡ８
、ＭＡ１１、ＭＡ１００、ＭＡ１００Ｒ、ＭＡ２２０、ＭＡ２３０、ＭＡ６００、＃５、
＃１０、＃２０、＃２５、＃３０、＃３２、＃３３、＃４０、＃４４、＃４５、＃４７、
＃５０、＃５２、＃５５、＃６５０、＃７５０、＃８５０、＃９５０、＃９６０、＃９７
０、＃９８０、＃９９０、＃１０００、＃２２００、＃２３００、＃２３５０、＃２４０
０、＃２６００、＃３０５０、＃３１５０、＃３２５０、＃３６００、＃３７５０、＃３
９５０、＃４０００、＃４０１０、ＯＩＬ７Ｂ、ＯＩＬ９Ｂ、ＯＩＬ１１Ｂ、ＯＩＬ３０
Ｂ、ＯＩＬ３１Ｂ等が、デグサ社製の商品として、Ｐｒｉｎｔｅｘ３、Ｐｒｉｎｔｅｘ３
ＯＰ、Ｐｒｉｎｔｅｘ３０、Ｐｒｉｎｔｅｘ３０ＯＰ、Ｐｒｉｎｔｅｘ４０、Ｐｒｉｎｔ
ｅｘ４５、Ｐｒｉｎｔｅｘ５５、Ｐｒｉｎｔｅｘ６０、Ｐｒｉｎｔｅｘ７５、Ｐｒｉｎｔ
ｅｘ８０、Ｐｒｉｎｔｅｘ８５、Ｐｒｉｎｔｅｘ９０、Ｐｒｉｎｔｅｘ　Ａ、Ｐｒｉｎｔ
　ｅｘ　Ｌ、Ｐｒｉｎｔｅｘ　Ｇ、Ｐｒｉｎｔｅｘ　Ｐ、Ｐｒｉｎｔｅｘ　Ｕ、Ｐｒｉｎ
ｔｅｘ　Ｖ、ＰｒｉｎｔｅｘＧ、ＳｐｅｃｉａｌＢｌａｃｋ５５０、ＳｐｅｃｉａｌＢｌ
ａｃｋ　３５０、ＳｐｅｃｉａｌＢｌａｃｋ２５０、ＳｐｅｃｉａｌＢｌａｃｋ１００、
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ＳｐｅｃｉａｌＢｌａｃｋ６、ＳｐｅｃｉａｌＢｌａｃｋ５、ＳｐｅｃｉａｌＢｌａｃｋ
４、Ｃｏｌｏｒ　Ｂｌａｃｋ　ＦＷ１、Ｃｏｌｏｒ　Ｂｌａｃｋ　ＦＷ２、Ｃｏｌｏｒ　
Ｂｌａｃｋ　ＦＷ２Ｖ、Ｃｏｌｏｒ　Ｂｌａｃｋ　ＦＷ１８、Ｃｏｌｏｒ　Ｂｌａｃｋ　
ＦＷ１８、Ｃｏｌｏｒ　Ｂｌａｃｋ　ＦＷ２００、Ｃｏｌｏｒ　Ｂｌａｃｋ　Ｓ１６０、
Ｃｏｌｏｒ　Ｂｌａｃｋ　Ｓ１７０等が、キャボット社製の商品として、Ｍｏｎａｒｃｈ
１２０、Ｍｏｎａｒｃｈ２８０、Ｍｏｎａｒｃｈ４６０、Ｍｏｎａｒｃｈ８００、Ｍｏｎ
ａｒｃｈ８８０、Ｍｏｎａｒｃｈ９００、Ｍｏｎａｒｃｈ１０００、Ｍｏｎａｒｃｈ１１
００、Ｍｏｎａｒｃｈ１３００、Ｍｏｎａｒｃｈ１４００、Ｍｏｎａｒｃｈ４６３０、Ｒ
ＥＧＡＬ９９、ＲＥＧＡＬ９９Ｒ、ＲＥＧＡＬ４１５、ＲＥＧＡＬ４１５Ｒ、ＲＥＧＡＬ
２５０、ＲＥＧＡＬ２５０Ｒ、ＲＥＧＡＬ３３０、ＲＥＧＡＬ４００Ｒ、ＲＥＧＡＬ５５
Ｒ０、ＲＥＧＡＬ６６０Ｒ、ＢＬＡＣＫ　ＰＥＡＲＬＳ４８０、ＰＥＡＲＬＳ１３０、Ｖ
ＵＬＣＡＮ　ＸＣ７２Ｒ、ＥＬＦＴＥＸ－８等が、コロンビヤンカーボン社製の商品とし
て、ＲＡＶＥＮ１１、ＲＡＶＥＮ１４、ＲＡＶＥＮ１５、ＲＡＶＥＮ１６、ＲＡＶＥＮ２
２ＲＡＶＥＮ３０、ＲＡＶＥＮ３５、ＲＡＶＥＮ４０、ＲＡＶＥＮ４１０、ＲＡＶＥＮ４
２０、ＲＡＶＥＮ４５０、ＲＡＶＥＮ５００、ＲＡＶＥＮ７８０、ＲＡＶＥＮ８５０、Ｒ
ＡＶＥＮ８９０Ｈ、ＲＡＶＥＮ１０００、ＲＡＶＥＮ１０２０、ＲＡＶＥＮ１０４０、Ｒ
ＡＶＥＮ１０６０Ｕ、ＲＡＶＥＮ１０８０Ｕ、ＲＡＶＥＮ１１７０、ＲＡＶＥＮ１１９０
Ｕ、ＲＡＶＥＮ１２５０、ＲＡＶＥＮ１５００、ＲＡＶＥＮ２０００、ＲＡＶＥＮ２５０
０Ｕ、ＲＡＶＥＮ３５００、ＲＡＶＥＮ５０００、ＲＡＶＥＮ５２５０、ＲＡＶＥＮ５７
５０、ＲＡＶＥＮ７０００等が、それぞれ挙げられる。 
　尚、高い光学濃度及び高い表面抵抗率を有する樹脂ブラックマトリックスの製造には、
樹脂被覆されたカーボンブラックを用いるのが特に好ましい。なお、樹脂被覆されたカー
ボンブラックは、例えば特開平９－２６５７１号公報、同９－７１７３３号公報、同９－
９５６２５号公報、同９－２３８８６３号公報、又は同１１－６０９８９号公報に記載の
方法で、公知のカーボンブラックを処理することにより、得ることができる。 
【００２０】
　又、チタンブラックの作製方法としては、二酸化チタンと金属チタンの混合体を還元雰
囲気下で加熱し還元させる方法（特開昭４９－５４３２号公報）、四塩化チタンの高温加
水分解で得られた超微細二酸化チタンを、水素を含む還元雰囲気中で還元する方法（特開
昭５７－２０５３２２号公報）、二酸化チタン又は水酸化チタンをアンモニア存在下で高
温還元する方法（特開昭６０－６５０６９号公報、特開昭６１－２０１６１０号公報）、
二酸化チタン又は水酸化チタンにバナジウム化合物を付着させ、アンモニア存在下で高温
還元する方法（特開昭６１－２０１６１０号公報）、等があるがこれらに限定されるもの
ではない。チタンブラックの市販品の例としては、三菱マテリアル社製のチタンブラック
１０Ｓ、１２Ｓ、１３Ｒ、１３Ｍ、１３Ｍ－Ｃ等が挙げられる。 
【００２１】
　他の黒色顔料の例としては、赤色、緑色、青色の三色の顔料を混合して黒色顔料として
用いることができる。黒色顔料を調製するために混合使用可能な色材としては、ビクトリ
アピュアブルー（４２５９５）、オーラミンＯ（４１０００）、カチロンブリリアントフ
ラビン（ベーシック１３）、ローダミン６ＧＣＰ（４５１６０）、ローダミンＢ（４５１
７０）、サフラニンＯＫ７０：１００（５０２４０）、エリオグラウシンＸ（４２０８０
）、Ｎｏ．１２０／リオノールイエロー（２１０９０）、リオノールイエローＧＲＯ（２
１０９０）、シムラーファーストイエロー８ＧＦ（２１１０５）、ベンジジンイエロー４
Ｔ－５６４Ｄ（２１０９５）、シムラーファーストレッド４０１５（１２３５５）、リオ
ノールレッド７Ｂ４４０１（１５８５０）、ファーストゲンブルーＴＧＲ－Ｌ（７４１６
０）、リオノールブルーＳＭ（２６１５０）、リオノールブルーＥＳ（ピグメントブルー
１５：６）、リオノーゲンレッドＧＤ（ピグメントレッド１６８）、リオノールグリーン
２ＹＳ（ピグメントグリーン３６）等が挙げられる。なお、上記の括弧内の数字は、カラ
ーインデックス（Ｃ．Ｉ．）を意味する。 
　又、更に、他の混合使用可能な顔料について、Ｃ．Ｉ．ナンバーにて示すと、例えば、



(8) JP 5487564 B2 2014.5.7

10

20

30

40

50

Ｃ．Ｉ．黄色顔料２０、２４、８６、９３、１０９、１１０、１１７、１２５、１３７、
１３８、１４７、１４８、１５３、１５４、１６６、Ｃ．Ｉ．オレンジ顔料３６、４３、
５１、５５、５９、６１、Ｃ．Ｉ．赤色顔料９、９７、１２２、１２３、１４９、１６８
、１７７、１８０、１９２、２１５、２１６、２１７、２２０、２２３、２２４、２２６
、２２７、２２８、２４０、Ｃ．Ｉ．バイオレット顔料１９、２３、２９、３０、３７、
４０、５０、Ｃ．Ｉ．青色顔料１５、１５：１、１５：４、２２、６０、６４、Ｃ．Ｉ．
緑色顔料７、Ｃ．Ｉ．ブラウン顔料２３、２５、２６等を挙げることができる。
　これら黒色顔料の粒径についても、黒色以外の顔料につき前述したものと同様の範囲が
好ましい。なお、顔料の平均一次粒径は、次の方法で求めることができる。まず顔料をク
ロロホルム中に超音波分散し、コロジオン膜貼り付けメッシュ上に滴下して、乾燥させ、
透過電子顕微鏡（ＴＥＭ）観察により、顔料の一次粒子像を得る。有機顔料及びチタンブ
ラック顔料の場合は、個々の顔料粒子の粒径を、同じ面積となる円の直径に換算した面積
円相当径として、複数個（通常２００～３００個程度）の顔料粒子についてそれぞれ粒径
を求める。
　得られた一次粒径の値を用い、下式の計算式の通り個数平均値を計算し平均粒径を求め
る。
 
　個々の顔料粒子の粒径：Ｘ１，Ｘ２，Ｘ３，Ｘ４，・・・・，Ｘｉ，・・・・Ｘｍ
　平均粒径　＝　ΣＸｉ／ｍ
 
　一方、黒色顔料としてカーボンブラックを使用する（以下「カーボンブラック顔料」と
称することがある）場合、平均一次粒径は０．０１～０．０８μｍが好ましく、現像性の
点から更に好ましくは０．０２～０．０５μｍである。ＤＢＰ吸収量は４０～１００ｃｃ
／１００ｇが好ましく、分散性・現像性の点から更に好ましくは５０～８０ｃｃ／１００
ｇである。窒素吸着比表面積は５０～１２０ｍ２／ｇが好ましく、分散安定性の点から更
に好ましくは６０～９５ｍ２／ｇである。
　カーボンブラック顔料の場合は、粒子形状が有機顔料などと違い、１次粒子が串団子の
様に融着したストラクチャーと呼ばれる状態で存在し、また後処理により粒子表面に微細
な細孔を形成させる場合がある。従ってカーボンブラック顔料の粒子形状を表すため、一
般的には、前記有機顔料と同じ方法で求められる１次粒子の平均粒径の他に、ＤＢＰ吸収
量（ＪＩＳ　Ｋ６２２１）と窒素吸着比表面積（ＪＩＳ　Ｋ６２１７）を測定しストラク
チャーや細孔量の指標とする。
【００２２】
　本発明の着色樹脂組成物において、これら（Ａ）顔料の含有割合は、全固形分中、通常
１重量％以上、好ましくは５重量％以上、又、通常８０重量％以下、好ましくは７０重量
％以下である。 
　（Ａ）顔料の割合が少な過ぎると、色濃度に対する膜厚が大きくなり過ぎて、液晶セル
化の際のギャップ制御等に悪影響を及ぼすおそれがある。一方で、逆に（Ａ）顔料の割合
が多過ぎると、十分な画像形成性が得られなくなることがある。 
　なお、後述するカラーフィルタの各色の画素毎に、これを形成する着色樹脂組成物中の
色材量を最適な範囲に調製することも好ましい。例えば、一般にカラーフィルタに設けら
れる赤色、緑色および青色画素を形成する場合、好ましくは全固形分中５～６０重量％、
より好ましくは１０～５０重量％の（Ａ）顔料を含むものが挙げられる。 
　また、樹脂ブラックマトリックスの場合、黒色着色樹脂組成物としては、好ましくは全
固形分中２０～８０重量％、より好ましくは３０～７０重量％の（Ａ）顔料を含むものが
挙げられる。
【００２３】
［１－２］（Ｂ）分散剤
　本発明は、固形分におけるアミン価が８０ｍｇＫＯＨ／ｇ以上１５０ｍｇＫＯＨ／ｇ以
下であり、かつ側鎖にアミノ基を有するＢ－ブロックと、アミノ基を有さないＡ－ブロッ
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クからなるブロック共重合体である（Ｂ）分散剤を使用する点を特徴とする。
　中でも、アクリル系ブロック共重合体が好ましく、以下、アクリル系ブロック共重合体
である場合を例に（Ｂ）分散剤について説明する。
【００２４】
　Ｂ－ブロックは、アミノ基を有する。アミノ基は、好ましくは－ＮＲ４１Ｒ４２（但し
、Ｒ４１及びＲ４２は、各々独立に、置換基を有していてもよい環状又は鎖状のアルキル
基、置換基を有していてもよいアリール基、又は置換基を有していてもよいアラルキル基
を表す。）で表わされ、これを含む部分構造として好ましいものは、例えば下記式で表さ
れる。 
【００２５】
【化３】

【００２６】
（但し、Ｒ４１及びＲ４２は、上記のＲ４１及びＲ４２と同義であり、Ｒ４３は炭素数１
以上のアルキレン基であり、Ｒ４４は水素原子又はメチル基を表す。） 
　中でも、Ｒ４１及びＲ４２はメチル基が好ましく、Ｒ４３はメチレン基、またはエチレ
ン基が好ましく、Ｒ４４はメチル基であるのが好ましい。このような化合物として下記式
で表される部分構造が挙げられる。 
【００２７】
【化４】

【００２８】
　上記の如きアミノ基を含有する部分構造は、１つのＢ－ブロック中に２種以上含有され
ていてもよい。その場合、２種以上のアミノ基含有部分構造は、該Ｂ－ブロック中におい
てランダム共重合又はブロック共重合の何れの態様で含有されていてもよい。また、本発
明の効果を損なわない範囲で、アミノ基を含有しない部分構造が、Ｂ－ブロック中に一部
含まれていてもよく、そのような部分構造の例としては、（メタ）アクリル酸エステル系
モノマー由来の部分構造等が挙げられる。かかるアミノ基を含まない部分構造の、Ｂ－ブ
ロック中の含有量は、好ましくは０～５０重量％、より好ましくは０～２０重量％である
が、かかるアミノ基非含有部分構造はＢ－ブロック中に含まれないことが最も好ましい。
【００２９】
　一方、（Ｂ）分散剤のブロック共重合体を構成するＡ－ブロックは、上述のＢ－ブロッ
クを構成するモノマーと共重合しうるものであり、かつアミノ基を有さないモノマーから
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　例えば、スチレン、α－メチルスチレンなどのスチレン系モノマー；（メタ）アクリル
酸メチル、（メタ）アクリル酸エチル（メタ）アクリル酸プロピル、（メタ）アクリル酸
イソプロピル、（メタ）アクリル酸ブチル、（メタ）アクリル酸オクチル、（メタ）アク
リル酸２－エチルヘキシル、グリシジル（メタ）アクリレート、ベンジル（メタ）アクリ
レート、ヒドロキシエチル（メタ）アクリレート、エチルアクリル酸グリシジル、ポリエ
チレングリコール（メタ）アクリレート、ポリプロピレングリコール（メタ）アクリレー
トなどの（メタ）アクリル酸エステル系モノマー；（メタ）アクリル酸クロライドなどの
（メタ）アクリル酸塩系モノマー；酢酸ビニル系モノマー；アリルグリシジルエーテル、
クロトン酸グリシジルエーテルなどのグリシジルエーテル系モノマーなどのコモノマーを
共重合させたポリマー構造が挙げられる。
　中でも、Ａ－ブロックとしては、ポリエチレングリコール（メタ）アクリレート、ポリ
プロピレングリコール（メタ）アクリレートなどのポリアルキレングリコール（メタ）ア
クリレートを共重合成分として含む（すなわち、ポリアルキレングリコール（メタ）アク
リレート由来の部分構造を含む）ものが好ましく、特に下記一般式（I）で表される部分
構造を有するＡ－ブロックが好ましい。
【００３０】
【化５】

【００３１】
（上記一般式（Ｉ）において、ｎは１～５の整数を表し、Ｒ１は水素原子またはメチル基
を表す。）
　上記一般式（I）で表される部分構造は、Ａ－ブロック中に５～４０モル％含まれてい
ることが、特に好ましい。
　ポリアルキレングリコール（メタ）アクリレート由来の部分構造、特に前記一般式（Ｉ
）にて表される部分構造を有することにより、適度な顔料凝集防止効果が認められ、分散
系の安定化に寄与するため、好ましい。本発明におけるアクリル系ブロック共重合体は、
このようなＡ－ブロックとＢ－ブロックとからなる、Ａ－Ｂブロック又はＡ－Ｂ－Ａブロ
ック共重合型高分子化合物であるが、このようなブロック共重合体は、例えば以下に示す
リビング重合法にて調製される。 
　リビング重合法にはアニオンリビング重合法、カチオンリビング重合法、ラジカルリビ
ング重合法がある。アニオンリビング重合法は、重合活性種がアニオンであり、例えば下
記スキームで示される。 
【００３２】
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【化６】

【００３３】
　ラジカルリビング重合法は重合活性種がラジカルであり、例えば下記スキームで示され
る。 
【００３４】
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【００３５】
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【化８】

【００３６】
　このようなアクリル系ブロック共重合体を合成するに際しては、特開昭６０－８９４５
２号公報、特開平９－６２００２号公報、P.　Lutz,　P.　Masson　et　al,　Polym.　Bu
ll.　12,　79　(1984)、B.　C.　Anderson,　G.　D.　Andrews　et　al,　Macromolecule
s,　14,　1601　(1981)、K.　Hatada,　K.　Ute,　et　al,　Polym.　J.　17,　977　(19
85)、K.　Hatada,　K.　Ute,　et　al,　Polym.　J.18,　1037　(1986)、右手浩一、畑田
耕一、高分子加工、３６、３６６（１９８７）、東村敏延、沢本光男、高分子論文集、４
６、１８９（１９８９）、M.　Kuroki,　T.　Aida,　J.　Am.　Chem.　Sic,　109,　4737
　(1987)、相田卓三、井上祥平、有機合成化学、４３，３００（１９８５）、D.　Y.　So
goh,　W.　R.　Hertler　et　al,　Macromolecules,　20,　1473　(1987)、K.　Matyasze
wski　et　al,　Chem.　Rev.2001,101,2921-2990などに記載の公知の方法を採用すること
ができる。 
【００３７】
　本発明に係るＡ－Ｂブロック共重合体およびＡ－Ｂ－Ａブロック共重合体の、１ｇ中の
アミン価は８０ｍｇＫＯＨ／ｇ以上１５０ｍｇＫＯＨ／ｇ以下であり、好ましくは９０ｍ
ｇＫＯＨ／ｇ以上、より好ましくは１００ｍｇＫＯＨ／ｇ以上である。
　なお、本発明における（Ｂ）分散剤のアミン価は、分散剤試料中の溶剤を除いた固形分
１ｇあたりの塩基量と当量のＫＯＨの重量で表し、次の方法により測定する。
　１００ｍＬのビーカーに分散剤の０．５～１．５ｇを精秤し、５０ｍＬの酢酸で溶解す
る。ｐＨ電極を備えた自動滴定装置を使って、この溶液を０．１ｍｏｌ／ＬのＨＣＬＯ４
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酢酸溶液にて中和滴定する。滴定ｐＨ曲線の変曲点を滴定終点とし次式によりアミン価を
求める。
　　アミン価　［ｍｇＫＯＨ／ｇ］＝（５６１×Ｖ）／（Ｗ×Ｓ）
（但し、Ｗ：分散剤試料秤取量［ｇ］、Ｖ：滴定終点での滴定量［ｍＬ］、Ｓ：分散剤試
料の固形分濃度［ｗｔ％］である。）
【００３８】
　また、（Ｂ）分散剤の酸価は、該酸価の元となる酸性基の有無及び種類にもよるが、一
般に低い方が好ましく、通常１０ｍｇＫＯＨ／ｇ以下であり、その分子量は、ＧＰＣで測
定したポリスチレン換算の重量平均分子量（Ｍｗ）で通常１０００以上、１００，０００
以下の範囲である。ブロック共重合体の分子量が小さすぎると分散安定性が低下し、大き
すぎると現像性や解像性が低下する傾向にある。 
　本発明においては、上述のものと同様の構造を有する市販のアクリル系ブロック共重合
体を適用することもできる。
【００３９】
　本発明の着色樹脂組成物において、（Ｂ）分散剤の含有割合は、（Ａ）顔料に対して、
通常９５重量％以下、好ましくは６５重量％以下、更に好ましくは５０重量％以下であり
、また、通常５重量％以上、好ましくは７重量％以上、特に好ましくは１０重量％以上で
ある。分散剤の含有割合が少なすぎると、（Ａ）顔料への吸着が不足し、凝集を防ぐこと
ができず、高粘度化ないしゲル化してしまうことがあるため、分散安定性が悪化し、再凝
集や増粘等の問題が発生する可能性がある。逆に多すぎると、相対的に（Ａ）顔料の割合
が減るため、着色力が低くなり、色濃度に対して膜厚が厚くなりすぎて、カラーフィルタ
に用いた場合、液晶セル化工程でのセルギャップ制御不良が出ることがある。 
【００４０】
［１－３］（Ｃ）バインダ樹脂 
　本発明の着色樹脂組成物は（Ｃ）バインダ樹脂を必須成分とする。（Ｃ）バインダ樹脂
としては、例えば、特開平７－２０７２１１号、特開平８－２５９８７６号、特開平１０
－３００９２２号、特開平１１－１４０１４４号、特開平１１－１７４２２４号、特開２
０００－５６１１８号、特開２００３－２３３１７９号などの各号公報等に記載された公
知の高分子化合物を使用することができるが、（Ｃ）バインダ樹脂として特に好ましいも
のにつき、以下に説明する。 
（Ｃ－１）：「エポキシ基含有（メタ）アクリレートと、他のラジカル重合性モノマーと
の共重合体に対し、該共重合体が有するエポキシ基の少なくとも一部に不飽和一塩基酸を
付加させてなる樹脂、或いは、更に該付加反応により生じた水酸基の少なくとも一部に多
塩基酸無水物を付加させて得られるアルカリ可溶性樹脂」
　本発明における（Ｃ）バインダ樹脂として特に好ましいものの１つとして、「エポキシ
基含有（メタ）アクリレートと、他のラジカル重合性モノマーとの共重合体に対し、該共
重合体が有するエポキシ基の少なくとも一部に不飽和一塩基酸を付加させてなる樹脂、或
いは、更に該付加反応により生じた水酸基の少なくとも一部に多塩基酸無水物を付加させ
て得られるアルカリ可溶性樹脂」（以下（Ｃ－１）樹脂と称することがある）が挙げられ
る。より具体的には、「エポキシ基含有（メタ）アクリレート５～９０モル％と、他のラ
ジカル重合性モノマー１０～９５モル％との共重合体に対し、該共重合体が有するエポキ
シ基の１０～１００モル％に不飽和一塩基酸を付加させてなる樹脂、或いは、更に該付加
反応により生じた水酸基の１０～１００モル％に多塩基酸無水物を付加させて得られるア
ルカリ可溶性樹脂」が挙げられる。 
　（Ｃ－１）樹脂を構成するエポキシ基含有（メタ）アクリレートとしては、例えば、グ
リシジル（メタ）アクリレート、３，４－エポキシブチル（メタ）アクリレート、（３，
４－エポキシシクロヘキシル）メチル（メタ）アクリレート、４－ヒドロキシブチル（メ
タ）アクリレートグリシジルエーテル等が例示できる。中でもグリシジル（メタ）アクリ
レートが好ましい。これらのエポキシ基含有（メタ）アクリレートは１種を単独で用いて
もよく、２種以上を併用してもよい。 
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【００４１】
　上記エポキシ基含有（メタ）アクリレートと共重合させる他のラジカル重合性モノマー
としては、下記一般式（２）で表される構造を有するモノ（メタ）アクリレートが好まし
い。 
【００４２】
【化９】

【００４３】
　上記一般式(２)において、Ｒ1～Ｒ８は各々独立して、水素原子、又は炭素数１～３の
アルキル基を示すが、Ｒ7及びＲ8は互いに連結して環を形成していてもよい。 
　一般式(２)において、Ｒ7とＲ8が連結して形成される環は、脂肪族環であるのが好まし
く、飽和又は不飽和の何れでもよく、又、炭素数が５～６であるのが好ましい。 
　中でも、一般式(２)で表される構造としては、下記式(２a)、(２b)、又は(２c)で表さ
れる構造が好ましい。 
　バインダ樹脂にこれらの構造を導入することによって、本発明の着色樹脂組成物をカラ
ーフィルタや液晶表示素子に使用する場合に、該着色樹脂組成物の耐熱性を向上させたり
、該着色樹脂組成物を用いて形成された画素の強度を増すことが可能である。 
　尚、一般式(２)で表される構造を有するモノ（メタ）アクリレートは、１種を単独で用
いてもよく、２種以上を併用してもよい。 
【００４４】

【化１０】

【００４５】
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前記一般式(２)で表される構造を有するモノ（メタ）アクリレートとしては、当該構造を
有する限り公知の各種のものが使用できるが、特に下記一般式(３)で表されるものが好ま
しい。 
【００４６】
【化１１】

【００４７】
　上記一般式(３)において、Ｒ9は水素原子又はメチル基を示し、Ｒ10は前記一般式(２)
で表される構造を示す。 
　前記エポキシ基含有（メタ）アクリレートと、他のラジカル重合性モノマーとの共重合
体において、前記一般式(２) で表される構造を有するモノ（メタ）アクリレートに由来
する繰返し単位は、「他のラジカル重合性モノマー」に由来する繰返し単位中、５～９０
モル％含有するものが好ましく、１０～７０モル％含有するものが更に好ましく、１５～
５０モル％含有するものが特に好ましい。 
【００４８】
　尚、前記一般式(２)で表される構造を有するモノ（メタ）アクリレート以外の、「他の
ラジカル重合性モノマー」としては、特に限定されるものではない。具体的には、例えば
、スチレン、スチレンのα－、ｏ－、ｍ－、ｐ－アルキル、ニトロ、シアノ、アミド、エ
ステル誘導体等のビニル芳香族類；ブタジエン、２，３－ジメチルブタジエン、イソプレ
ン、クロロプレン等のジエン類；（メタ）アクリル酸メチル、（メタ）アクリル酸エチル
、（メタ）アクリル酸－ｎ－プロピル、（メタ）アクリル酸－ｉｓｏ－プロピル、（メタ
）アクリル酸－ｎ－ブチル、（メタ）アクリル酸－ｓｅｃ－ブチル、（メタ）アクリル酸
－ｔｅｒｔ－ブチル、（メタ）アクリル酸ペンチル、（メタ）アクリル酸ネオペンチル、
（メタ）アクリル酸イソアミル、（メタ）アクリル酸ヘキシル、（メタ）アクリル酸－２
－エチルヘキシル、（メタ）アクリル酸ラウリル、（メタ）アクリル酸ドデシル、（メタ
）アクリル酸シクロペンチル、（メタ）アクリル酸シクロヘキシル、（メタ）アクリル酸
－２－メチルシクロヘキシル、（メタ）アクリル酸ジシクロヘキシル、（メタ）アクリル
酸イソボロニル、（メタ）アクリル酸アダマンチル、（メタ）アクリル酸プロパギル、（
メタ）アクリル酸フェニル、（メタ）アクリル酸ナフチル、（メタ）アクリル酸アントラ
セニル、（メタ）アクリル酸アントラニノニル、（メタ）アクリル酸ピペロニル、（メタ
）アクリル酸サリチル、（メタ）アクリル酸フリル、（メタ）アクリル酸フルフリル、（
メタ）アクリル酸テトラヒドロフリル、（メタ）アクリル酸ピラニル、（メタ）アクリル
酸ベンジル、（メタ）アクリル酸フェネチル、（メタ）アクリル酸クレジル、（メタ）ア
クリル酸－１，１，１－トリフルオロエチル、（メタ）アクリル酸パーフルオルエチル、
（メタ）アクリル酸パーフルオロ－ｎ－プロピル、（メタ）アクリル酸パーフルオロ－ｉ
ｓｏ－プロピル、（メタ）アクリル酸トリフェニルメチル、（メタ）アクリル酸クミル、
（メタ）アクリル酸３－（Ｎ，Ｎ－ジメチルアミノ）プロピル、（メタ）アクリル酸－２
－ヒドロキシエチル、（メタ）アクリル酸－２－ヒドロキシプロピル等の（メタ）アクリ
ル酸エステル類；（メタ）アクリル酸アミド、（メタ）アクリル酸Ｎ，Ｎ－ジメチルアミ
ド、（メタ）アクリル酸Ｎ，Ｎ－ジエチルアミド、（メタ）アクリル酸Ｎ，Ｎ－ジプロピ
ルアミド、（メタ）アクリル酸Ｎ，Ｎ－ジ－ｉｓｏ－プロピルアミド、（メタ）アクリル
酸アントラセニルアミド等の（メタ）アクリル酸アミド；（メタ）アクリル酸アニリド、
（メタ）アクリロイルニトリル、アクロレイン、塩化ビニル、塩化ビニリデン、フッ化ビ
ニル、フッ化ビニリデン、Ｎ－ビニルピロリドン、ビニルピリジン、酢酸ビニル等のビニ
ル化合物類；シトラコン酸ジエチル、マレイン酸ジエチル、フマル酸ジエチル、イタコン
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酸ジエチル等の不飽和ジカルボン酸ジエステル類；Ｎ－フェニルマレイミド、Ｎ－シクロ
ヘキシルマレイミド、Ｎ－ラウリルマレイミド、Ｎ－（４－ヒドロキシフェニル）マレイ
ミド等のモノマレイミド類；Ｎ－（メタ）アクリロイルフタルイミド等が挙げられる。 
【００４９】
　これら「他のラジカル重合性モノマー」の中で、着色樹脂組成物に優れた耐熱性及び強
度を付与させるためには、スチレン、ベンジル（メタ）アクリレート、及びモノマレイミ
ドから選択された少なくとも一種を使用することが有効である。特に「他のラジカル重合
性モノマー」に由来する繰返し単位中、これらスチレン、ベンジル（メタ）アクリレート
、及びモノマレイミドから選択された少なくとも一種に由来する繰返し単位の含有割合が
、１～７０モル％であるものが好ましく、３～５０モル％であるものが更に好ましい。 
　尚、前記エポキシ基含有（メタ）アクリレートと、前記他のラジカル重合性モノマーと
の共重合反応には、公知の溶液重合法が適用される。使用する溶剤はラジカル重合に不活
性なものであれば特に限定されるものではなく、通常用いられている有機溶剤を使用する
ことができる。 
　その溶剤の具体例としては、酢酸エチル、酢酸イソプロピル、セロソルブアセテート、
ブチルセロソルブアセテート等のエチレングリコールモノアルキルエーテルアセテート類
；ジエチレングリコールモノメチルエーテルアセテート、カルビトールアセテート、ブチ
ルカルビトールアセテート等のジエチレングリコールモノアルキルエーテルアセテート類
；プロピレングリコールモノアルキルエーテルアセテート類；ジプロピレングリコールモ
ノアルキルエーテルアセテート類等の酢酸エステル類；エチレングリコールジアルキルエ
ーテル類；メチルカルビトール、エチルカルビトール、ブチルカルビトール等のジエチレ
ングリコールジアルキルエーテル類；トリエチレングリコールジアルキルエーテル類；プ
ロピレングリコールジアルキルエーテル類；ジプロピレングリコールジアルキルエーテル
類；１，４－ジオキサン、テトラヒドロフラン等のエーテル類；アセトン、メチルエチル
ケトン、メチルイソブチルケトン、シクロヘキサノン等のケトン類；ベンゼン、トルエン
、キシレン、オクタン、デカン等の炭化水素類；石油エーテル、石油ナフサ、水添石油ナ
フサ、ソルベントナフサ等の石油系溶剤；乳酸メチル、乳酸エチル、乳酸ブチル等の乳酸
エステル類；ジメチルホルムアミド、Ｎ－メチルピロリドン等が挙げられる。これらの溶
剤は単独で用いてもよく、２種以上を併用してもよい。これらの溶剤の使用量は得られる
共重合体１００重量部に対し、通常３０～１０００重量部、好ましくは５０～８００重量
部である。溶剤の使用量がこの範囲外では、共重合体の分子量の制御が困難となる。 
【００５０】
　又、共重合反応に使用されるラジカル重合開始剤は、ラジカル重合を開始できるもので
あれば特に限定されるものではなく、通常用いられている有機過酸化物触媒やアゾ化合物
触媒を使用することができる。その有機過酸化物触媒としては、公知のケトンパーオキサ
イド、パーオキシケタール、ハイドロパーオキサイド、ジアリルパーオキサイド、ジアシ
ルパーオキサイド、パーオキシエステル、パーオキシジカーボネートに分類されるものが
挙げられる。その具体例としては、ベンゾイルパーオキサイド、ジクミルパーオキサイド
、ジイソプロピルパーオキサイド、ジ－ｔ－ブチルパーオキサイド、ｔ－ブチルパーオキ
シベンゾエート、ｔ－ヘキシルパーオキシベンゾエート、ｔ－ブチルパーオキシ－２－エ
チルヘキサノエート、ｔ－ヘキシルパーオキシ－２－エチルヘキサノエート、１，１－ビ
ス（ｔ－ブチルパーオキシ）－３，３，５－トリメチルシクロヘキサン、２，５－ジメチ
ル－２，５－ビス（ｔ－ブチルパーオキシ）ヘキシル－３、３－イソプロピルヒドロパー
オキサイド、ｔ－ブチルヒドロパーオキサイド、ジクミルパーオキサイド、ジクミルヒド
ロパーオキサイド、アセチルパーオキサイド、ビス（４－ｔ－ブチルシクロヘキシル）パ
ーオキシジカーボネート、ジイソプロピルパーオキシジカーボネート、イソブチルパーオ
キサイド、３，３，５－トリメチルヘキサノイルパーオキサイド、ラウリルパーオキサイ
ド、１，１－ビス（ｔ－ブチルパーオキシ）３，３，５－トリメチルシクロヘキサン、１
，１－ビス（ｔ－ヘキシルパーオキシ）３，３，５－トリメチルシクロヘキサン等が挙げ
られる。又、アゾ化合物触媒としては、アゾビスイソブチロニトリル、アゾビスカルボン
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アミド等が挙げられる。これらの中から、重合温度に応じて、適当な半減期のラジカル重
合開始剤が１種又は２種以上使用される。ラジカル重合開始剤の使用量は、共重合反応に
使用されるモノマーの合計１００重量部に対して、０．５～２０重量部、好ましくは１～
１０重量部である。 
　共重合反応は、共重合反応に使用されるモノマー及びラジカル重合開始剤を溶剤に溶解
し、攪拌しながら昇温して行ってもよいし、ラジカル重合開始剤を添加したモノマーを、
昇温、攪拌した溶剤中に滴下して行ってもよい。又、溶剤中にラジカル重合開始剤を添加
し昇温した中にモノマーを滴下してもよい。反応条件は、目標とする分子量に応じて自由
に変えることができる。 
【００５１】
　本発明において、前記エポキシ基含有（メタ）アクリレートと前記他のラジカル重合性
モノマーとの共重合体としては、エポキシ基含有（メタ）アクリレートに由来する繰返し
単位５～９０モル％と、他のラジカル重合性モノマーに由来する繰返し単位１０～９５モ
ル％と、からなるものが好ましく、前者２０～８０モル％と、後者８０～２０モル％とか
らなるものが更に好ましく、前者３０～７０モル％と、後者７０～３０モル％とからなる
ものが特に好ましい。 
　エポキシ基含有（メタ）アクリレートが少なすぎると、後述する重合性成分及びアルカ
リ可溶性成分の付加量が不十分となる場合があり、一方、エポキシ基含有（メタ）アクリ
レートが多すぎて、他のラジカル重合性モノマーが少なすぎると、耐熱性や強度が不十分
となる可能性がある。 
【００５２】
　続いて、エポキシ樹脂含有（メタ）アクリレートと、他のラジカル重合性モノマーとの
共重合体のエポキシ基部分に、不飽和一塩基酸（重合性成分）と、多塩基酸無水物（アル
カリ可溶性成分）とを反応させる。 
　エポキシ基に付加させる不飽和一塩基酸としては、公知のものを使用することができ、
例えば、エチレン性不飽和二重結合を有する不飽和カルボン酸が挙げられる。 
　具体例としては、（メタ）アクリル酸、クロトン酸、ｏ－、ｍ－、ｐ－ビニル安息香酸
、α－位がハロアルキル基、アルコキシル基、ハロゲン原子、ニトロ基、又はシアノ基な
どで置換された（メタ）アクリル酸等のモノカルボン酸等が挙げられる。中でも好ましく
は（メタ）アクリル酸である。これらの１種を単独で用いてもよく、２種以上を併用して
もよい。 
　このような成分を付加させることにより、本発明で用いるバインダ樹脂に重合性を付与
することができる。 
【００５３】
　これらの不飽和一塩基酸は、通常、前記共重合体が有するエポキシ基の１０～１００モ
ル％に付加させるが、好ましくは３０～１００モル％、より好ましくは５０～１００モル
％に付加させる。不飽和一塩基酸の付加割合が少なすぎると、着色樹脂組成物の経時安定
性等に関して、残存エポキシ基による悪影響が懸念される。尚、共重合体のエポキシ基に
不飽和一塩基酸を付加させる方法としては、公知の方法を採用することができる。 
【００５４】
　更に、共重合体のエポキシ基に不飽和一塩基酸を付加させたときに生じる水酸基に付加
させる多塩基酸無水物としては、公知のものが使用できる。 
　例えば、無水マレイン酸、無水コハク酸、無水イタコン酸、無水フタル酸、テトラヒド
ロ無水フタル酸、ヘキサヒドロ無水フタル酸、無水クロレンド酸等の二塩基酸無水物；無
水トリメリット酸、無水ピロメリット酸、ベンゾフェノンテトラカルボン酸無水物、ビフ
ェニルテトラカルボン酸無水物等の三塩基以上の酸の無水物が挙げられる。中でも、テト
ラヒドロ無水フタル酸、及び／又は無水コハク酸が好ましい。これらの多塩基酸無水物は
１種を単独で用いてもよく、２種以上を併用してもよい。 
　このような成分を付加させることにより、本発明で用いるバインダ樹脂にアルカリ可溶
性を付与することができる。 
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【００５５】
　これらの多塩基酸無水物は、通常、前記共重合体が有するエポキシ基に、不飽和一塩基
酸を付加させることにより生じる水酸基の１０～１００モル％に付加させるが、好ましく
は２０～９０モル％、より好ましくは３０～８０モル％に付加させる。この付加割合が多
すぎると、現像時の残膜率が低下する場合があり、少なすぎると溶解性が不十分となる可
能性がある。尚、当該水酸基に多塩基酸無水物を付加させる方法としては、公知の方法を
採用することができる。 
【００５６】
　更に、光感度を向上させるために、前述の多塩基酸無水物を付加させた後、生成したカ
ルボキシル基の一部にグリシジル（メタ）アクリレートや重合性不飽和基を有するグリシ
ジルエーテル化合物を付加させてもよい。 
　また、現像性を向上させるために、生成したカルボキシル基の一部に、重合性不飽和基
を有さないグリシジルエーテル化合物を付加させてもよい。 
　又、この両方を付加させてもよい。 
　重合性不飽和基を有さないグリシジルエーテル化合物の具体例としては、フェニル基や
アルキル基を有するグリシジルエーテル化合物等が挙げられる。市販品として、例えば、
ナガセ化成工業社製の商品名「デナコールＥＸ－１１１」、「デナコールＥＸ－１２１」
、「デナコールＥＸ－１４１」、「デナコールＥＸ－１４５」、「デナコールＥＸ－１４
６」、「デナコールＥＸ－１７１」、「デナコールＥＸ－１９２」等がある。 
　尚、このような樹脂の構造に関しては、例えば特開平８－２９７３６６号公報や特開２
００１－８９５３３号公報に記載されている。 
【００５７】
　上述のバインダ樹脂の、ＧＰＣで測定したポリスチレン換算の重量平均分子量（Ｍｗ）
は、３０００～１０００００が好ましく、５０００～５００００が特に好ましい。分子量
が３０００未満であると、耐熱性や膜強度に劣る可能性があり、１０００００を超えると
現像液に対する溶解性が不足する傾向がある。又、分子量分布の目安として、重量平均分
子量（Ｍｗ）／数平均分子量（Ｍｎ）の比は、２．０～５．０が好ましい。 
【００５８】
（Ｃ－２）：カルボキシル基含有直鎖状アルカリ可溶性樹脂
　カルボキシル基含有直鎖状アルカリ可溶性樹脂（以下「（Ｃ－２）樹脂」と称すること
がある）としては、カルボキシル基を有していれば特に限定されず、通常、カルボキシル
基を含有する重合性モノマーを重合して得られる。 
　カルボキシル基含有重合性モノマーとしては、例えば、（メタ）アクリル酸、マレイン
酸、クロトン酸、イタコン酸、フマル酸、２－（メタ）アクリロイルオキシエチルコハク
酸、２－（メタ）アクリロイルオキシエチルアジピン酸、２－（メタ）アクリロイルオキ
シエチルマレイン酸、２－（メタ）アクリロイルオキシエチルヘキサヒドロフタル酸、２
－（メタ）アクリロイルオキシエチルフタル酸、２－（メタ）アクリロイルオキシプロピ
ルコハク酸、２－（メタ）アクリロイルオキシプロピルアジピン酸、２－（メタ）アクリ
ロイルオキシプロピルマレイン酸、２－（メタ）アクリロイルオキシプロピルヒドロフタ
ル酸、２－（メタ）アクリロイルオキシプロピルフタル酸、２－（メタ）アクリロイルオ
キシブチルコハク酸、２－（メタ）アクリロイルオキシブチルアジピン酸、２－（メタ）
アクリロイルオキシブチルマレイン酸、２－（メタ）アクリロイルオキシブチルヒドロフ
タル酸、２－（メタ）アクリロイルオキシブチルフタル酸等のビニル系モノマー；アクリ
ル酸にε－カプロラクトン、β－プロピオラクトン、γ－ブチロラクトン、δ－バレロラ
クトン等のラクトン類を付加させたものであるモノマー；ヒドロキシアルキル（メタ）ア
クリレートにコハク酸、マレイン酸、フタル酸、或いはそれらの無水物等の酸或いは無水
物を付加させたモノマー等が挙げられる。これらは複数種使用してもよい。 
　中でも好ましいのは、（メタ）アクリル酸、２－（メタ）アクリロイルオキシエチルコ
ハク酸であり、更に好ましいのは、（メタ）アクリル酸である。 
【００５９】
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　又、（Ｃ－２）樹脂は、上記のカルボキシル基含有重合性モノマーに、カルボキシル基
を有さない他の重合性モノマーを共重合させてもよい。 
　他の重合性モノマーとしては、特に限定されないが、メチル（メタ）アクリレート、エ
チル（メタ）アクリレート、プロピル（メタ）アクリレート、イソプロピル（メタ）アク
リレート、ブチル（メタ）アクリレート、イソブチル（メタ）アクリレート、ベンジル（
メタ）アクリレート、フェニル（メタ）アクリレート、シクロヘキシル（メタ）アクリレ
ート、フェノキシエチル（メタ）アクリレート、フェノキシメチル（メタ）アクリレート
、２－エチルヘキシル（メタ）アクリレート、イソボルニル（メタ）アクリレート、２－
ヒドロキシエチル（メタ）アクリレート、グリセロールモノ（メタ）アクリレート、テト
ラヒドロフルフリル（メタ）アクリレート等の（メタ）アクリル酸エステル類；スチレン
及びその誘導体等のビニル芳香族類；Ｎ－ビニルピロリドン等のビニル化合物類；Ｎ－シ
クロヘキシルマレイミド、Ｎ－フェニルマレイミド、Ｎ－ベンジルマレイミド等のＮ－置
換マレイミド類；ポリメチル（メタ）アクリレートマクロモノマー、ポリスチレンマクロ
モノマー、ポリ２－ヒドロキシエチル（メタ）アクリレートマクロモノマー、ポリエチレ
ングリコールマクロモノマー、ポリプロピレングリコールマクロモノマー、ポリカプロラ
クトンマクロモノマー等のマクロモノマー類等が挙げられる。これらは複数種併用しても
よい。 
　特に好ましいのは、スチレン、メチル（メタ）アクリレート、シクロヘキシル（メタ）
アクリレート、ベンジル（メタ）アクリレート、４－ヒドロキシブチル（メタ）アクリレ
ート、２－ヒドロキシエチル（メタ）アクリレート、ヒドロキシプロピル（メタ）アクリ
レート、ブチル（メタ）アクリレート、イソブチル（メタ）アクリレート、Ｎ－シクロヘ
キシルマレイミド、Ｎ－ベンジルマレイミド、Ｎ－フェニルマレイミドである。 
【００６０】
　（Ｃ－２）樹脂が、さらに水酸基を有していてもよい。水酸基含有モノマーとしては、
例えば、２－ヒドロキシエチル（メタ）アクリレート、ヒドロキシプロピル（メタ）アク
リレート、４－ヒドロキシブチル（メタ）アクリレート等のヒドロキシアルキル（メタ）
アクリレート、グリセロールモノ（メタ）アクリレート等が挙げられる。これらを上述の
各種モノマーと共重合させることにより、カルボキシル基および水酸基を有する樹脂を得
ることができる。 
【００６１】
　（Ｃ－２）樹脂として、具体的には、例えば、（メタ）アクリル酸と、メチル（メタ）
アクリレート、ベンジル（メタ）アクリレート、ブチル（メタ）アクリレート、イソブチ
ル（メタ）アクリレート、シクロヘキシル（メタ）アクリレート、シクロヘキシルマレイ
ミド等の水酸基を含まない重合性モノマーと、２－ヒドロキシエチル（メタ）アクリレー
ト、ヒドロキシプロピル（メタ）アクリレート、４－ヒドロキシブチル（メタ）アクリレ
ート等の水酸基含有モノマーとの共重合体；（メタ）アクリル酸と、メチル（メタ）アク
リレート、ベンジル（メタ）アクリレート、ブチル（メタ）アクリレート、イソブチル（
メタ）アクリレート、２－ヒドロキシエチルメタクリレート等の（メタ）アクリル酸エス
テルとの共重合体；（メタ）アクリル酸とスチレンとの共重合体；（メタ）アクリル酸と
スチレンとα－メチルスチレンとの共重合体；（メタ）アクリル酸とシクロヘキシルマレ
イミドとの共重合体等が挙げられる。 
　顔料分散性に優れる点からは、特にベンジル（メタ）アクリレートを含む共重合体樹脂
が好ましい。 
【００６２】
　本発明における（Ｃ－２）カルボキシル基含有直鎖状アルカリ可溶性樹脂の酸価は、通
常３０～５００ｍｇＫＯＨ／ｇ、好ましくは４０～３５０ｍｇＫＯＨ／ｇ、さらに好まし
くは５０～３００ｍｇＫＯＨ／ｇである。 
　また、ＧＰＣで測定したポリスチレン換算の重量平均分子量は、通常２０００～８００
００、好ましくは３０００～５００００、さらに好ましくは４０００～３００００である
。重量平均分子量が小さすぎると、着色樹脂組成物の安定性に劣る傾向があり、大きすぎ
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が悪化する傾向がある。 
【００６３】
（Ｃ－３）：（Ｃ－２）樹脂のカルボキシル基部分に、エポキシ基含有不飽和化合物を付
加させた樹脂
　前記（Ｃ－２）カルボキシル基含有樹脂の、カルボキシル基部分にエポキシ基含有不飽
和化合物を付加させた樹脂（以下「（Ｃ－３）樹脂」と称することがある）も特に好まし
い。 
　エポキシ基含有不飽和化合物としては、分子内にエチレン性不飽和基及びエポキシ基を
有するものであれば特に限定されるものではない。 
　例えば、グリシジル（メタ）アクリレート、アリルグリシジルエーテル、グリシジル－
α－エチルアクリレート、クロトニルグリシジルエーテル、（イソ）クロトン酸グリシジ
ルエーテル、Ｎ－（３，５－ジメチル－４－グリシジル）ベンジルアクリルアミド、４－
ヒドロキシブチル（メタ）アクリレートグリシジルエーテル等の非環式エポキシ基含有不
飽和化合物も挙げることができるが、耐熱性や、前述の（Ａ）顔料の分散性の観点から、
脂環式エポキシ基含有不飽和化合物が好ましい。 
【００６４】
　ここで、脂環式エポキシ基含有不飽和化合物としては、その脂環式エポキシ基として、
例えば、２，３－エポキシシクロペンチル基、３，４－エポキシシクロヘキシル基、７，
８－エポキシ〔トリシクロ［５．２．１．０］デシ－２－イル〕基等が挙げられる。又、
エチレン性不飽和基としては、（メタ）アクリロイル基に由来するものであるのが好まし
く、好適な脂環式エポキシ基含有不飽和化合物としては、下記一般式(４a)～(４m)で表さ
れる化合物が挙げられる。 
【００６５】
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【化１２】

【００６６】
式(４a)～(４m)中、Ｒ11は水素原子又はメチル基を、Ｒ12はアルキレン基を、Ｒ13は２価
の炭化水素基をそれぞれ示し、ｎは１～１０の整数である。 
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　一般式(４a)～(４m)における、Ｒ１２のアルキレン基は、炭素数１～１０であるものが
好ましい。具体的には、メチレン基、エチレン基、プロピレン基、ブチレン基等が例示で
きるが、好ましくはメチレン基、エチレン基、プロピレン基である。又、Ｒ13の炭化水素
基としては、炭素数が１～１０であるものが好ましく、アルキレン基、フェニレン基等が
挙げられる。 
【００６７】
　これらの脂環式エポキシ基含有不飽和化合物は、１種類を単独で使用してもよく、２種
以上を併用してもよい。 
　中でも、一般式(４c)で表される化合物が好ましく、３，４－エポキシシクロヘキシル
メチル（メタ）アクリレートが特に好ましい。 
　前記（Ｃ－２）カルボキシル基含有樹脂のカルボキシル基部分に、前記エポキシ基含有
不飽和化合物を付加させるには、公知の手法を用いることができる。例えば、カルボキシ
ル基含有樹脂とエポキシ基含有不飽和化合物とを、トリエチルアミン、ベンジルメチルア
ミン等の３級アミン；ドデシルトリメチルアンモニウムクロライド、テトラメチルアンモ
ニウムクロライド、テトラエチルアンモニウムクロライド、テトラブチルアンモニウムク
ロライド、ベンジルトリエチルアンモニウムクロライド等の４級アンモニウム塩；ピリジ
ン、トリフェニルホスフィン等の触媒の存在下、有機溶剤中、反応温度５０～１５０℃で
数時間～数十時間反応させることにより、樹脂のカルボキシル基にエポキシ基含有不飽和
化合物を導入することができる。 
【００６８】
　エポキシ基含有不飽和化合物を導入したカルボキシル基含有樹脂の酸価は、通常１０～
２００ＫＯＨｍｇ／ｇ、好ましくは２０～１５０ＫＯＨｍｇ／ｇ、より好ましくは３０～
１５０ＫＯＨｍｇ／ｇである。 
　又、ＧＰＣで測定したポリスチレン換算の重量平均分子量は、通常２０００～１０００
００、好ましくは４０００～５００００、更に好ましくは５０００～３００００である。
【００６９】
（Ｃ－４）：（メタ）アクリル系樹脂
（Ｃ－４）（メタ）アクリル系樹脂としては、（メタ）アクリル酸及び／又は（メタ）ア
クリル酸エステルをモノマー成分とし、これらを重合してなるポリマーをいう。好ましい
（Ｃ－４）（メタ）アクリル系樹脂（以下「（Ｃ－４）樹脂」と称することがある）とし
ては、例えば、（Ｃ－４－１）：下記一般式（１）及び／又は（５）で示される化合物を
必須とするモノマー成分を重合してなるポリマー、を挙げることができる。 
【００７０】
【化１３】

【００７１】
　上記一般式（１）において、Ｒ1ａおよびＲ2ａは、それぞれ独立して、水素原子または
置換基を有していてもよい炭素数１～２５の炭化水素基を表す。 
【００７２】
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【化１４】

【００７３】
　上記一般式（５）において、Ｒ１ｂは水素原子又は置換基を有していてもよいアルキル
基を表し、Ｌ３は２価の連結基又は直接結合を表し、Ｘは下記式（６）で示される基又は
置換されていてもよいアダマンチル基を示す。 
【００７４】

【化１５】

【００７５】
　上記一般式（６）において、Ｒ２ｂ、Ｒ３ｂ、及びＲ４ｂはそれぞれ独立に、水素原子
、水酸基、ハロゲン原子、アミノ基、又は有機基を表し、Ｌ１及びＬ２はそれぞれ独立に
２価の連結基を表すか、或いは前記一般式（５）におけるＬ３と結合して環を形成する。
【００７６】
（Ｃ－４－１）：一般式（１）及び／又は（５）で示される化合物を必須とするモノマー
成分を重合してなるポリマー（以下「（Ｃ－４－１）樹脂」と称することがある） 
　まず、一般式（１）の化合物について説明する。 
　一般式（１）で表されるエーテルダイマーにおいて、Ｒ1ａおよびＲ2ａで表される置換
基を有していてもよい炭素数１～２５の炭化水素基としては、特に制限はないが、例えば
、メチル、エチル、ｎ－プロピル、イソプロピル、ｎ－ブチル、イソブチル、ｔ－ブチル
、ｔ－アミル、ステアリル、ラウリル、２－エチルヘキシル等の直鎖状または分岐状のア
ルキル基；フェニル等のアリール基；シクロヘキシル、ｔ－ブチルシクロヘキシル、ジシ
クロペンタジエニル、トリシクロデカニル、イソボルニル、アダマンチル、２－メチル－
２－アダマンチル等の脂環式基；１－メトキシエチル、１－エトキシエチル等のアルコキ
シで置換されたアルキル基；ベンジル等のアリール基で置換されたアルキル基；等が挙げ
られる。これらの中でも特に、メチル、エチル、シクロヘキシル、ベンジル等のような酸
や熱で脱離しにくい１級または２級炭素の置換基が耐熱性の点で好ましい。なお、Ｒ1ａ

およびＲ2ａは、同種の置換基であってもよいし、異なる置換基であってもよい。 
【００７７】
　前記エーテルダイマーの具体例としては、例えば、ジメチル－２，２′－［オキシビス
（メチレン）］ビス－２－プロペノエート、ジエチル－２，２′－［オキシビス（メチレ
ン）］ビス－２－プロペノエート、ジ（ｎ－プロピル）－２，２′－［オキシビス（メチ
レン）］ビス－２－プロペノエート、ジ（イソプロピル）－２，２′－［オキシビス（メ
チレン）］ビス－２－プロペノエート、ジ（ｎ－ブチル）－２，２′－［オキシビス（メ
チレン）］ビス－２－プロペノエート、ジ（イソブチル）－２，２′－［オキシビス（メ
チレン）］ビス－２－プロペノエート、ジ（ｔ－ブチル）－２，２′－［オキシビス（メ
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チレン）］ビス－２－プロペノエート、ジ（ｔ－アミル）－２，２′－［オキシビス（メ
チレン）］ビス－２－プロペノエート、ジ（ステアリル）－２，２′－［オキシビス（メ
チレン）］ビス－２－プロペノエート、ジ（ラウリル）－２，２′－［オキシビス（メチ
レン）］ビス－２－プロペノエート、ジ（２－エチルヘキシル）－２，２′－［オキシビ
ス（メチレン）］ビス－２－プロペノエート、ジ（１－メトキシエチル）－２，２′－［
オキシビス（メチレン）］ビス－２－プロペノエート、ジ（１－エトキシエチル）－２，
２′－［オキシビス（メチレン）］ビス－２－プロペノエート、ジベンジル－２，２′－
［オキシビス（メチレン）］ビス－２－プロペノエート、ジフェニル－２，２′－［オキ
シビス（メチレン）］ビス－２－プロペノエート、ジシクロヘキシル－２，２′－［オキ
シビス（メチレン）］ビス－２－プロペノエート、ジ（ｔ－ブチルシクロヘキシル）－２
，２′－［オキシビス（メチレン）］ビス－２－プロペノエート、ジ（ジシクロペンタジ
エニル）－２，２′－［オキシビス（メチレン）］ビス－２－プロペノエート、ジ（トリ
シクロデカニル）－２，２′－［オキシビス（メチレン）］ビス－２－プロペノエート、
ジ（イソボルニル）－２，２′－［オキシビス（メチレン）］ビス－２－プロペノエート
、ジアダマンチル－２，２′－［オキシビス（メチレン）］ビス－２－プロペノエート、
ジ（２－メチル－２－アダマンチル）－２，２′－［オキシビス（メチレン）］ビス－２
－プロペノエート等が挙げられる。これらの中でも特に、ジメチル－２，２′－［オキシ
ビス（メチレン）］ビス－２－プロペノエート、ジエチル－２，２′－［オキシビス（メ
チレン）］ビス－２－プロペノエート、ジシクロヘキシル－２，２′－［オキシビス（メ
チレン）］ビス－２－プロペノエート、ジベンジル－２，２′－［オキシビス（メチレン
）］ビス－２－プロペノエートが好ましい。これらエーテルダイマーは、１種のみ単独で
使用してもよいし、２種以上併用してもよい。 
【００７８】
　前記（Ｃ－４－１）樹脂を得る際の、モノマー成分中における前記エーテルダイマーの
割合は、特に制限されないが、全モノマー成分中、通常２～６０重量％、好ましくは５～
５５重量％、さらに好ましくは５～５０重量％である。エーテルダイマーの量が多すぎる
と、重合の際、低分子量のものを得ることが困難になったり、あるいはゲル化し易くなっ
たりするおそれがあり、一方、少なすぎると、透明性や耐熱性などの塗膜性能が不充分と
なるおそれがある。 
【００７９】
　続いて、一般式（５）の化合物について説明する。 
　一般式（５）中、Ｒ1ｂは、好ましくは水素原子、炭素数１～５のアルキル基を表し、
さらに好ましくは水素原子、メチル基である。 
　また、一般式（６）中、Ｒ2ｂ、Ｒ3ｂ、Ｒ4ｂの有機基とは、それぞれ独立に、アルキ
ル基、シクロアルキル基、アルケニル基、シクロアルケニル基、アルコキシ基、アルキル
チオ基、アシル基、カルボキシル基、又はアシルオキシ基であり、好ましくは、例えば炭
素数１～１８のアルキル基、炭素数３～１８のシクロアルキル基、炭素数２～１８のアル
ケニル基、炭素数３～１８のシクロアルケニル基、炭素数１～１５のアルコキシ基、炭素
数１～１５のアルキルチオ基、炭素数１～１５のアシル基、炭素数１のカルボキシル基、
又は炭素数１～１５のアシルオキシ基などが挙げられ、更に好ましくは、炭素数１～１０
のアルキル基、又は炭素数３～１５のシクロアルキル基が挙げられる。
　Ｒ2ｂ、Ｒ3ｂ、Ｒ4ｂの中で好ましい置換基としては、水素原子、水酸基、炭素数１～
１０のアルキル基である。 
　Ｌ1及びＬ2はそれぞれ独立に、２価の連結基を表すか、或いは前記一般式（５）におけ
るＬ3と結合して環を形成するが、少なくともＬ1又はＬ2のどちらかは炭素数１以上の連
結基であるのが好ましい。また、Ｌ3は２価の連結基又は直接結合であれば特に限定を受
けない。Ｌ1、Ｌ2、及びＬ3はそれぞれ独立に、直接結合、炭素数１～１５のアルキレン
、－Ｏ－、－Ｓ－、－Ｃ（＝Ｏ）－、炭素数１～１５のアルケニレン基、フェニレン基、
あるいはそれらの組み合わせが好ましい。 
　Ｌ1、Ｌ2及びＬ3の好ましい組合せとしては、例えばＬ3は直接結合、または炭素数１～
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５のアルキレン基であるか、或いは一般式（６）におけるＲ3ｂあるいはＲ4ｂと結合して
環を形成し、Ｌ1及びＬ2はそれぞれ独立に炭素数１～５のアルキレン基である場合が挙げ
られる。 
　また、一般式（６）の好ましいものとしては、下記一般式（７）で示される構造を挙げ
ることができる。 
【００８０】
【化１６】

【００８１】
　上記一般式（７）において、、Ｒ2ｂ、Ｒ3ｂ、Ｒ4ｂ、Ｌ1及びＬ2は、いずれも前記一
般式（６）におけると同義であり、Ｒ5ｂ及びＲ6ｂはそれぞれ独立に、水素原子、水酸基
、ハロゲン原子、アミノ基、又は有機基を表わす。 
　一般式（７）中、Ｒ5ｂ及びＲ6ｂの有機基とは、それぞれ独立に、アルキル基、シクロ
アルキル基、アルケニル基、シクロアルケニル基、アルコキシ基、アルキルチオ基、アシ
ル基、カルボキシル基、又はアシルオキシ基であり、好ましくは、例えば炭素数１～１８
のアルキル基、炭素数３～１８のシクロアルキル基、炭素数２～１８のアルケニル基、炭
素数３～１８のシクロアルケニル基、炭素数１～１５のアルコキシ基、炭素数１～１５の
アルキルチオ基、炭素数１～１５のアシル基、炭素数１のカルボキシル基、又は炭素数１
～１５のアシルオキシ基などが挙げられ、更に好ましくは、炭素数１～１０のアルキル基
、又は炭素数３～１５のシクロアルキル基が挙げられる。 
　Ｒ5ｂ及びＲ6ｂとして好ましい置換基としては、それぞれ独立に水素原子、水酸基、ま
たは炭素数１～１０のアルキル基である。 
　また、Ｒ1ｂのアルキル基、Ｒ2ｂ、Ｒ3ｂ、Ｒ4ｂ、の各有機基、Ｌ1、Ｌ2、Ｌ3の２価
の連結基、Ｘのアダマンチル基は、それぞれ独立して置換基を有していてよく、具体的に
は以下の置換基を挙げることができる。 
【００８２】
　ハロゲン原子；水酸基；ニトロ基；シアノ基；メチル基、エチル基、ｎ－プロピル基、
イソプロピル基、ｎ－ブチル基、イソブチル基、ｔ－ブチル基、アミル基、ｔ－アミル基
、ｎ－ヘキシル基、ｎ－ヘプチル基、ｎ－オクチル基、ｔ－オクチル基等の炭素数１～１
８の直鎖又は分岐のアルキル基；シクロプロピル基、シクロブチル基、シクロペンチル基
、シクロヘキシル基、アダマンチル基等の炭素数３～１８のシクロアルキル基；ビニル基
、プロペニル基、ヘキセニル基等の炭素数２～１８の直鎖又は分岐のアルケニル基；シク
ロペンテニル基、シクロヘキセニル基等の炭素数３～１８のシクロアルケニル基；メトキ
シ基、エトキシ基、ｎ－プロポキシ基、イソプロポキシ基、ｎ－ブトキシ基、ｓ－ブトキ
シ基、ｔ－ブトキシ基、アミルオキシ基、ｔ－アミルオキシ基、ｎ－ヘキシルオキシ基、
ｎ－ヘプチルオキシ基、ｎ－オクチルオキシ基、ｔ－オクチルオキシ基等の炭素数１～１
８の直鎖又は分岐のアルコキシ基；メチルチオ基、エチルチオ基、ｎ－プロピルチオ基、
イソプロピルチオ基、ｎ－ブチルチオ基、ｓ－ブチルチオ基、ｔ－ブチルチオ基、アミル
チオ基、ｔ－アミルチオ基、ｎ－ヘキシルチオ基、ｎ－ヘプチルチオ基、ｎ－オクチルチ
オ基、ｔ－オクチルチオ基等の炭素数１～１８の直鎖又は分岐のアルキルチオ基；フェニ
ル基、トリル基、キシリル基、メシチル基等の炭素数６～１８のアリール基；ベンジル基
、フェネチル基等の炭素数７～１８のアラルキル基；ビニルオキシ基、プロペニルオキシ
基、ヘキセニルオキシ基等の炭素数２～１８の直鎖又は分岐のアルケニルオキシ基；ビニ
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ルケニルチオ基；－ＣＯＲ17で表されるアシル基；カルボキシル基；－ＯＣＯＲ18で表さ
れるアシルオキシ基；－ＮＲ19Ｒ20で表されるアミノ基；－ＮＨＣＯＲ21で表されるアシ
ルアミノ基；－ＮＨＣＯＯＲ22で表されるカーバメート基；－ＣＯＮＲ23Ｒ24で表される
カルバモイル基；－ＣＯＯＲ25で表されるカルボン酸エステル基；－ＳＯ3ＮＲ26Ｒ27で
表されるスルファモイル基；－ＳＯ3Ｒ

28で表されるスルホン酸エステル基；２－チエニ
ル基、２－ピリジル基、フリル基、オキサゾリル基、ベンゾキサゾリル基、チアゾリル基
、ベンゾチアゾリル基、モルホリノ基、ピロリジニル基、テトラヒドロチオフェンジオキ
サイド基等の飽和もしくは不飽和の複素環基；トリメチルシリル基などのトリアルキルシ
リル基等。 
　なお、Ｒ17～Ｒ28は、それぞれ水素原子、置換基を有していてもよいアルキル基、置換
基を有していてもよいアルケニル基、置換基を有していてもよいアリール基、または置換
基を有していてもよいアラルキル基を表す。 
　また、上記置換基の位置関係は特に限定されず、複数の置換基を有する場合、同種でも
異なっていてもよい。 
　一般式（５）で表される化合物の具体例としては例えば下記化合物が挙げられる。 
【００８３】
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【００８４】
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【化１８】

【００８５】
　本発明に係る（Ｃ－４－１）樹脂を構成するモノマー成分中、一般式（５）で表される
化合物の割合は、特に制限されないが、通常は全モノマー成分中０．５～６０重量％、好
ましくは１～５５重量％、さらに好ましくは５～５０重量％である。多すぎると、分散剤
として使用する場合、分散体の分散安定性が低下する可能性があり、一方、少なすぎると
、地汚れ適性が低下する場合がある。 
【００８６】
　本発明における（Ｃ－４）樹脂は、（Ｃ－４－１）樹脂を含め、いずれも酸基を有する
ことが好ましい。酸基を有することにより、得られる着色樹脂組成物が、酸基とエポキシ
基が反応してエステル結合を形成する架橋反応（以下、酸－エポキシ硬化と略する）によ
り硬化が可能な着色樹脂組成物、あるいは未硬化部をアルカリ現像液で顕像可能な組成物
、とすることができる。前記酸基としては、特に制限されないが、例えば、カルボキシル
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基、フェノール性水酸基、カルボン酸無水物基等が挙げられる。これら酸基は、１種のみ
であってもよいし、２種以上であってもよい。 
【００８７】
　（Ｃ－４）樹脂に酸基を導入するには、例えば、酸基を有するモノマーおよび／または
「重合後に酸基を付与しうるモノマー」（以下「酸基を導入するためのモノマー」と称す
ることもある。）を、モノマー成分として使用すればよい。なお「重合後に酸基を付与し
うるモノマー」をモノマー成分として使用する場合には、重合後に、後述するような酸基
を付与するための処理が必要となる。 
【００８８】
　前記酸基を有するモノマーとしては、例えば、（メタ）アクリル酸やイタコン酸等のカ
ルボキシル基を有するモノマー；Ｎ－ヒドロキシフェニルマレイミド等のフェノール性水
酸基を有するモノマー；無水マレイン酸、無水イタコン酸等のカルボン酸無水物基を有す
るモノマー等が挙げられるが、これらの中でも特に、（メタ）アクリル酸が好ましい。 
　前記重合後に酸基を付与しうるモノマーとしては、例えば、２－ヒドロキシエチル（メ
タ）アクリレート等の水酸基を有するモノマー；グリシジル（メタ）アクリレート等のエ
ポキシ基を有するモノマー；２－イソシアナートエチル（メタ）アクリレート等のイソシ
アネート基を有するモノマー等が挙げられる。 
　これら酸基を導入するためのモノマーは、１種のみであってもよいし、２種以上であっ
てもよい。 
【００８９】
　（Ｃ－４）樹脂を得る際のモノマー成分が、前記酸基を導入するためのモノマーをも含
む場合、その含有割合は特に制限されないが、通常は全モノマー成分中５～７０重量％、
好ましくは１０～６０重量％である。 
　また（Ｃ－４）樹脂は、ラジカル重合性二重結合を有するものであってもよい。 
【００９０】
　前記（Ｃ－４）樹脂にラジカル重合性二重結合を導入するには、例えば「重合後にラジ
カル重合性二重結合を付与しうるモノマー」（以下「ラジカル重合性二重結合を導入する
ためのモノマー」と称することもある。）を、モノマー成分として重合した後に、後述す
るようなラジカル重合性二重結合を付与するための処理を行えばよい。 
　重合後にラジカル重合性二重結合を付与しうるモノマーとしては、例えば、（メタ）ア
クリル酸、イタコン酸等のカルボキシル基を有するモノマー；無水マレイン酸、無水イタ
コン酸等のカルボン酸無水物基を有するモノマー；グリシジル（メタ）アクリレート、３
，４－エポキシシクロヘキシルメチル（メタ）アクリレート、ｏ－（またはｍ－、または
ｐ－）ビニルベンジルグリシジルエーテル等のエポキシ基を有するモノマー等が挙げられ
る。これらラジカル重合性二重結合を導入するためのモノマーは、１種のみであってもよ
いし、２種以上であってもよい。 
【００９１】
　（Ｃ－４）樹脂を得る際のモノマー成分が、前記ラジカル重合性二重結合を導入するた
めのモノマーをも含む場合、その含有割合は特に制限されないが、通常は全モノマー成分
中５～７０重量％、好ましくは１０～６０重量％である。 
　本発明の（Ｃ－４）樹脂が、（Ｃ－４－１）樹脂のうち、前記一般式（１）で表される
化合物を必須のモノマー成分とするポリマーである場合、エポキシ基を有することが好ま
しい。 
　エポキシ基を導入するには、例えば、エポキシ基を有するモノマー（以下「エポキシ基
を導入するためのモノマー」と称することもある。）を、モノマー成分として重合すれば
よい。
【００９２】
　前記エポキシ基を有するモノマーとしては、例えば、グリシジル（メタ）アクリレート
、３，４－エポキシシクロヘキシルメチル（メタ）アクリレート、ｏ－（またはｍ－、ま
たはｐ－）ビニルベンジルグリシジルエーテル等が挙げられる。これらエポキシ基を導入
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するためのモノマーは、１種のみであってもよいし、２種以上であってもよい。 
　（Ｃ－４）樹脂を得る際のモノマー成分が、前記エポキシ基を導入するためのモノマー
をも含む場合、その含有割合は特に制限されないが、通常は全モノマー成分中５～７０重
量％、好ましくは１０～６０重量％であるのがよい。 
【００９３】
　（Ｃ－４）樹脂を得る際のモノマー成分は、上記必須のモノマー成分のほかに、必要に
応じて、他の共重合可能なモノマーを含んでいてもよい。 
　他の共重合可能なモノマーとしては、例えば、（メタ）アクリル酸メチル、（メタ）ア
クリル酸エチル、（メタ）アクリル酸ｎ－プロピル、（メタ）アクリル酸イソプロピル、
（メタ）アクリル酸ｎ－ブチル、（メタ）アクリル酸イソブチル、（メタ）アクリル酸ｔ
－ブチル、（メタ）アクリル酸メチル２－エチルヘキシル、（メタ）アクリル酸シクロヘ
キシル、（メタ）アクリル酸ベンジル、（メタ）アクリル酸２－ヒドロキシエチル等の（
メタ）アクリル酸エステル類；スチレン、ビニルトルエン、α－メチルスチレン等の芳香
族ビニル化合物；Ｎ－フェニルマレイミド、Ｎ－シクロヘキシルマレイミド等のＮ－置換
マレイミド類；ブタジエン、イソプレン等のブタジエンまたは置換ブタジエン化合物；エ
チレン、プロピレン、塩化ビニル、アクリロニトリル等のエチレンまたは置換エチレン化
合物；酢酸ビニル等のビニルエステル類等が挙げられる。 
　これらの中でも、（メタ）アクリル酸メチル、（メタ）アクリル酸シクロヘキシル、（
メタ）アクリル酸ベンジル、スチレンが、透明性が良好で、耐熱性を損ないにくい点で好
ましい。これら共重合可能な他のモノマーは、１種のみ用いても２種以上を併用してもよ
い。 
　また、特に（Ｃ－４）樹脂の一部または全部を、後述するように分散剤として用いる場
合は、（メタ）アクリル酸ベンジルを用いることが好ましく、その含有量は、通常全モノ
マー成分中１～７０重量％、好ましくは５～６０重量％であるのがよい。 
【００９４】
　前記（Ｃ－４）樹脂を得る際のモノマー成分が、前記共重合可能な他のモノマーをも含
む場合、その含有割合は特に制限されないが、９５重量％以下が好ましく、８５重量％以
下がより好ましい。 
【００９５】
　次に、（Ｃ－４）樹脂の製造方法（重合方法）について説明する。 
　前記モノマー成分の重合方法に特に制限はなく、従来公知の各種方法を採用することが
できるが、特に、溶液重合法によることが好ましい。なお、重合温度や重合濃度（重合濃
度＝［モノマー成分の全重量／（モノマー成分の全重量＋溶媒重量）］×１００とする）
は、使用するモノマー成分の種類や比率、目標とするポリマーの分子量によって異なる。
重合温度に関しては、好ましくは４０～１５０℃、さらに好ましくは重合温度６０～１３
０℃である。また重合濃度に関しては、好ましくは重合濃度５～５０％、さらに好ましく
は１０～４０％である。 
【００９６】
　また、重合時に溶媒を用いる場合には、通常のラジカル重合反応で使用される溶媒を用
いればよい。具体的には、例えば、テトラヒドロフラン、ジオキサン、エチレングリコー
ルジメチルエーテル、ジエチレングリコールジメチルエーテル等のエーテル類；アセトン
、メチルエチルケトン、メチルイソブチルケトン、シクロヘキサノン等のケトン類；酢酸
エチル、酢酸ブチル、プロピレングリコールモノメチルエーテルアセテート、３－メトキ
シブチルアセテート等のエステル類；メタノール、エタノール、イソプロパノール、ｎ－
ブタノール、エチレングリコールモノメチルエーテル、プロピレングリコールモノメチル
エーテル等のアルコール類；トルエン、キシレン、エチルベンゼン等の芳香族炭化水素類
；クロロホルム；ジメチルスルホキシド等が挙げられる。これら溶媒は、１種のみを用い
ても２種以上を併用してもよい。 
【００９７】
　前記モノマー成分を重合する際には、必要に応じて、重合開始剤を使用してもよい。重
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合開始剤に特に制限は無いが、例えば、クメンハイドロパーオキサイド、ジイソプロピル
ベンゼンハイドロパーオキサイド、ジ－ｔ－ブチルパーオキサイド、ラウロイルパーオキ
サイド、ベンゾイルパーオキサイド、ｔ－ブチルパーオキシイソプロピルカーボネート、
ｔ－アミルパーオキシ－２－エチルヘキサノエート、ｔ－ブチルパーオキシ－２－エチル
ヘキサノエート等の有機過酸化物；２，２′－アゾビス（イソブチロニトリル）、１，１
′－アゾビス（シクロヘキサンカルボニトリル）、２，２′－アゾビス（２，４－ジメチ
ルバレロニトリル）、ジメチル２，２′－アゾビス（２－メチルプロピオネート）等のア
ゾ化合物が挙げられる。これら重合開始剤は、１種のみを用いても２種以上を併用しても
よい。 
　なお、開始剤の使用量は、用いるモノマーの組み合わせや、反応条件、目標とするポリ
マーの分子量等に応じて適宜設定すればよく、特に限定されないが、ゲル化することなく
重量平均分子量が数千～数万のポリマーを得ることができる点で、通常は全モノマー成分
に対して０．１～１５重量％、より好ましくは０．５～１０重量％である。 
【００９８】
　また分子量調整のために、連鎖移動剤を添加してもよい。連鎖移動剤としては、例えば
、ｎ－ドデシルメルカプタン、メルカプト酢酸、メルカプト酢酸メチル等のメルカプタン
系連鎖移動剤、α－メチルスチレンダイマー等が挙げられるが、好ましくは、連鎖移動効
果が高く、残存モノマーを低減でき、入手も容易な、ｎ－ドデシルメルカプタン、メルカ
プト酢酸がよい。連鎖移動剤を使用する場合、その使用量は、用いるモノマーの組み合わ
せや、反応条件、目標とするポリマーの分子量等に応じて適宜設定すればよく、特に限定
されないが、ゲル化することなく重量平均分子量が数千～数万のポリマーを得ることがで
きる点で、通常は全モノマー成分に対して０．１～１５重量％、より好ましくは０．５～
１０重量％である。 
【００９９】
　なお、一般式（５）の化合物を必須のモノマー成分として使用する場合、前記重合反応
においては、エーテルダイマーの環化反応が同時に進行するものと考えられるが、このと
きのエーテルダイマーの環化率は必ずしも１００モル％である必要はない。 
　前記（Ｃ－４）樹脂を得る際に、モノマー成分として、前述した酸基を付与しうるモノ
マーを用いることにより酸基を導入する場合、重合後に酸基を付与するための処理を行う
必要がある。該処理は、用いるモノマーの種類によって異なるが、例えば、２－ヒドロキ
シエチル（メタ）アクリレートのような水酸基を有するモノマーを用いた場合には、コハ
ク酸無水物、テトラヒドロフタル酸無水物、マレイン酸無水物等の酸無水物を付加させれ
ばよい。グリシジル（メタ）アクリレート等のエポキシ基を有するモノマーを用いた場合
には、Ｎ－メチルアミノ安息香酸、Ｎ－メチルアミノフェノール等のアミノ基と酸基を有
する化合物を付加させるか、もしくは、まず（メタ）アクリル酸のような酸を付加させ、
結果生じた水酸基に、コハク酸無水物、テトラヒドロフタル酸無水物、マレイン酸無水物
等の酸無水物を付加させればよい。２－イソシアナートエチル（メタ）アクリレート等の
イソシアネート基を有するモノマーを用いた場合には、例えば、２－ヒドロキシ酪酸等の
水酸基と酸基を有する化合物を付加させればよい。 
【０１００】
　前記（Ｃ－４）樹脂を得る際に、モノマー成分として、前述したラジカル重合性二重結
合を付与しうるモノマーを用いることによりラジカル重合性二重結合を導入する場合、重
合後にラジカル重合性二重結合を付与するための処理を行う必要がある。 
　該処理は、用いるモノマーの種類によって異なるが、例えば、（メタ）アクリル酸やイ
タコン酸等のカルボキシル基を有するモノマーを用いた場合には、グリシジル（メタ）ア
クリレート、３，４－エポキシシクロヘキシルメチル（メタ）アクリレート、ｏ－（また
はｍ－、またはｐ－）ビニルベンジルグリシジルエーテル等の、エポキシ基とラジカル重
合性二重結合とを有する化合物を付加させればよい。無水マレイン酸や無水イタコン酸等
のカルボン酸無水物基を有するモノマーを用いた場合には、２－ヒドロキシエチル（メタ
）アクリレート等の、水酸基とラジカル重合性二重結合とを有する化合物を付加させれば
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よい。グリシジル（メタ）アクリレート、３，４－エポキシシクロヘキシルメチル（メタ
）アクリレート、ｏ－（またはｍ－、またはｐ－）ビニルベンジルグリシジルエーテル等
の、エポキシ基を有するモノマーを用いた場合には、（メタ）アクリル酸等の酸基とラジ
カル重合性二重結合とを有する化合物を付加させればよい。 
【０１０１】
　本発明の（Ｃ－４）樹脂の重量平均分子量は、特に制限されないが、好ましくはＧＰＣ
にて測定したポリスチレン換算の重量平均分子量が１，０００～２００，０００、より好
ましくは２，０００～５０，０００、特に好ましくは２，０００～３０，０００である。
重量平均分子量が２００，０００を超える場合、高粘度となりすぎ塗膜を形成しにくくな
る場合があり、一方２，０００未満であると、十分な耐熱性を発現しにくくなる傾向があ
る。 
　前記（Ｃ－４）樹脂が酸基を有する場合、好ましい酸価は、固形分において３０～５０
０ｍｇＫＯＨ／ｇ、より好ましくは５０～２００ｍｇＫＯＨ／ｇである。酸価が３０ｍｇ
ＫＯＨ／ｇ未満の場合、アルカリ現像に適用することが難しくなる場合があり、５００ｍ
ｇＫＯＨ／ｇを超える場合、高粘度となりすぎ合成が困難になる傾向がある。 
【０１０２】
　尚、前記（Ｃ－４）樹脂成分のうち、前記一般式（１）で表される化合物を必須のモノ
マー成分とするポリマーとしては、例えば、特開２００４－３００２０３号公報及び特開
２００４－３００２０４号公報に記載の化合物を挙げることが出来る。 
【０１０３】
（Ｃ－５）：カルボキシル基を有するエポキシアクリレート樹脂 
　カルボキシル基を有するエポキシアクリレート樹脂（以下、「（Ｃ－５）樹脂」と称す
ることがある）は、エポキシ樹脂にα，β－不飽和モノカルボン酸又はエステル部分にカ
ルボキシル基を有するα，β－不飽和モノカルボン酸エステルを付加させ、さらに、多塩
基酸無水物を反応させることにより合成される。かかる反応生成物は化学構造上、実質的
にエポキシ基を有さず、かつ「アクリレート」に限定されるものではないが、エポキシ樹
脂が原料であり、かつ「アクリレート」が代表例であるので、慣用に従いこのように命名
したものである。 
【０１０４】
　原料となるエポキシ樹脂として、例えばビスフェノールＡ型エポキシ樹脂（例えば、油
化シェルエポキシ社製の「エピコート８２８」、「エピコート１００１」、「エピコート
１００２」、「エピコート１００４」等）、ビスフェノールＡ型エポキシ樹脂のアルコー
ル性水酸基とエピクロルヒドリンの反応により得られるエポキシ樹脂（例えば、日本化薬
社製の「ＮＥＲ－１３０２」（エポキシ当量３２３，軟化点７６℃））、ビスフェノール
Ｆ型樹脂（例えば、油化シェルエポキシ社製の「エピコート８０７」、「ＥＰ－４００１
」、「ＥＰ－４００２」、「ＥＰ－４００４等」）、ビスフェノールＦ型エポキシ樹脂の
アルコール性水酸基とエピクロルヒドリンの反応により得られるエポキシ樹脂（例えば、
日本化薬社製の「ＮＥＲ－７４０６」（エポキシ当量３５０，軟化点６６℃））、ビスフ
ェノールＳ型エポキシ樹脂、ビフェニルグリシジルエーテル（例えば、油化シェルエポキ
シ社製の「ＹＸ－４０００」）、フェノールノボラック型エポキシ樹脂（例えば、日本化
薬社製の「ＥＰＰＮ－２０１」、油化シェルエポキシ社製の「ＥＰ－１５２」、「ＥＰ－
１５４」、ダウケミカル社製の「ＤＥＮ－４３８」）、（ｏ，ｍ，ｐ－）クレゾールノボ
ラック型エポキシ樹脂（例えば、日本化薬社製の「ＥＯＣＮ－１０２Ｓ」、「ＥＯＣＮ－
１０２０」、「ＥＯＣＮ－１０４Ｓ」）、トリグリシジルイソシアヌレート（例えば、日
産化学社製の「ＴＥＰＩＣ」）、トリスフェノールメタン型エポキシ樹脂（例えば、日本
化薬社製の「ＥＰＰＮ－５０１」、「ＥＰＮ－５０２」、「ＥＰＰＮ－５０３」）、フル
オレンエポキシ樹脂（例えば、新日鐵化学社製のカルドエポキシ樹脂「ＥＳＦ－３００」
）、脂環式エポキシ樹脂（ダイセル化学工業社製の「セロキサイド２０２１Ｐ」、「セロ
キサイドＥＨＰＥ」）、ジシクロペンタジエンとフェノールの反応によるフェノール樹脂
をグリシジル化したジシクロペンタジエン型エポキシ樹脂（例えば、日本化薬社製の「Ｘ
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Ｄ－１０００」、大日本インキ社製の「ＥＸＡ－７２００」、日本化薬社製の「ＮＣ－３
０００」、「ＮＣ－７３００」）、および下記構造式で示されるエポキシ樹脂（特開平４
－３５５４５０号公報参照）、等を好適に用いることができる。 
【化１９】

　これらは１種を単独で用いてもよく、２種以上を併用してもよい。 
【０１０５】
　エポキシ樹脂の他の例としては共重合型エポキシ樹脂が挙げられる。共重合型エポキシ
樹脂としては、例えば、グリシジル（メタ）アクリレート、（メタ）アクリロイルメチル
シクロヘキセンオキサイド、ビニルシクロヘキセンオキサイドなど（以下「共重合型エポ
キシ樹脂の第１成分」と称す。）とこれら以外の１官能エチレン性不飽和基含有化合物（
以下、「共重合型エポキシ樹脂の第２成分」と称す。）、例えば、メチル（メタ）アクリ
レート、エチル（メタ）アクリレート、ブチル（メタ）アクリレート、２－ヒドロキシエ
チルアクリレート、２－ヒドロキシプロピル（メタ）アクリレート、（メタ）アクリル酸
、スチレン、フェノキシエチル（メタ）アクリレート、ベンジル（メタ）アクリレート、
α－メチルスチレン、グリセリンモノ（メタ）アクリレート、及び下記一般式（８）で表
される化合物から選ばれる１種又は２種以上、とを反応させて得られた共重合体が挙げら
れる。 
【０１０６】
【化２０】

　上記一般式（８）において、Ｒ６１は水素原子又はエチル基を示し、Ｒ６２は水素原子
又は炭素数１～６のアルキル基を示し、ｒは２～１０の整数を示す。 
【０１０７】
　一般式（８）で表される化合物としては、例えば、ジエチレングリコールモノ（メタ）
アクリレート、トリエチレングリコールモノ（メタ）アクリレート、テトラエチレングリ
コールモノ（メタ）アクリレート等のポリエチレングリコールモノ（メタ）アクリレート
；メトキシジエチレングリコールモノ（メタ）アクリレート、メトキシトリエチレングリ
コールモノ（メタ）アクリレート、メトキシテトラエチレングリコールモノ（メタ）アク
リレート、等のアルコキシポリエチレングリコール（メタ）アクリレート等が挙げられる
。 
【０１０８】
　上記共重合型エポキシ樹脂の分子量は約１０００～２０００００が好ましい。また、上
記共重合型エポキシ樹脂の第１成分の使用量は、上記共重合型エポキシ樹脂の第２成分に
対して好ましくは１０重量％以上、特に好ましくは２０重量％以上であり、好ましくは７
０重量％以下、特に好ましくは５０重量％以下である。 
【０１０９】
　このような共重合型エポキシ樹脂としては、具体的には日本油脂社製の「ＣＰ－１５」
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、「ＣＰ－３０」、「ＣＰ－５０」、「ＣＰ－２０ＳＡ」、「ＣＰ－５１０ＳＡ」、「Ｃ
Ｐ－５０Ｓ」、「ＣＰ－５０Ｍ」、「ＣＰ－２０ＭＡ」等が例示される。 
【０１１０】
　原料エポキシ樹脂の分子量は、ＧＰＣで測定したポリスチレン換算の重量平均分子量と
して、通常２００～２００，０００、好ましくは３００～１００，０００の範囲である。
重量平均分子量が上記範囲未満であると被膜形成性に問題を生じる場合が多く、逆に、上
記範囲を越えた樹脂ではα，β－不飽和モノカルボン酸の付加反応時にゲル化が起こりや
すく製造が困難となる可能性がある。 
【０１１１】
　α，β－不飽和モノカルボン酸としては、イタコン酸、クロトン酸、桂皮酸、アクリル
酸、メタクリル酸等が挙げられ、好ましくは、アクリル酸及びメタクリル酸であり、特に
アクリル酸が反応性に富むため好ましい。 
　エステル部分にカルボキシル基を有するα，β－不飽和モノカルボン酸エステルとして
は、アクリル酸－２－サクシノイルオキシエチル、アクリル酸－２－マレイノイルオキシ
エチル、アクリル酸－２－フタロイルオキシエチル、アクリル酸－２－ヘキサヒドロフタ
ロイルオキシエチル、メタクリル酸－２－サクシノイルオキシエチル、メタクリル酸－２
－マレイノイルオキシエチル、メタクリル酸－２－フタロイルオキシエチル、メタクリル
酸－２－ヘキサヒドロフタロイルオキシエチル、クロトン酸－２－サクシノイルオキシエ
チル等が挙げられ、好ましくは、アクリル酸－２－マレイノイルオキシエチル及びアクリ
ル酸－２－フタロイルオキシエチルであり、特にアクリル酸－２－マレイノイルオキシエ
チルが好ましい。これらは１種を単独で用いてもよく、２種以上を併用してもよい。 
【０１１２】
　α，β－不飽和モノカルボン酸又はそのエステルとエポキシ樹脂との付加反応は、公知
の手法を用いることができ、例えば、エステル化触媒存在下、５０～１５０℃の温度で反
応させることにより実施することができる。エステル化触媒としてはトリエチルアミン、
トリメチルアミン、ベンジルジメチルアミン、ベンジルジエチルアミン等の３級アミン；
テトラメチルアンモニウムクロライド、テトラエチルアンモニウムクロライド、ドデシル
トリメチルアンモニウムクロライド等の４級アンモニウム塩等を用いることができる。 
【０１１３】
　α，β－不飽和モノカルボン酸又はそのエステルの使用量は、原料エポキシ樹脂のエポ
キシ基１当量に対し０．５～１．２当量の範囲が好ましく、さらに好ましくは０．７～１
．１当量の範囲である。α，β－不飽和モノカルボン酸又はそのエステルの使用量が少な
いと不飽和基の導入量が不足し、引き続く多塩基酸無水物との反応も不十分となる。また
、多量のエポキシ基が残存することも有利ではない。一方、該使用量が多いとα，β－不
飽和モノカルボン酸又はそのエステルが未反応物として残存する。いずれの場合も硬化特
性が悪化する傾向が認められる。 
【０１１４】
　α，β－不飽和カルボン酸又はそのエステルが付加したエポキシ樹脂に、更に付加させ
る多塩基酸無水物としては、無水マレイン酸、無水コハク酸、無水イタコン酸、無水フタ
ル酸、無水テトラヒドロフタル酸、無水ヘキサヒドロフタル酸、無水ピロメリット酸、無
水トリメリット酸、ベンゾフェノンテトラカルボン酸二無水物、無水メチルヘキサヒドロ
フタル酸、無水エンドメチレンテトラヒドロフタル酸、無水クロレンド酸、無水メチルテ
トラヒドロフタル酸、ビフェニルテトラカルボン酸二無水物等が挙げられ、好ましくは、
無水マレイン酸、無水コハク酸、無水イタコン酸、無水フタル酸、無水テトラヒドロフタ
ル酸、無水ヘキサヒドロフタル酸、無水ピロメリット酸、無水トリメリット酸、ビフェニ
ルテトラカルボン酸二無水物であり、特に好ましい化合物は、無水テトラヒドロフタル酸
及びビフェニルテトラカルボン酸二無水物である。これらは１種を単独で用いてもよく、
２種以上を併用してもよい。 
【０１１５】
　多塩基酸無水物の付加反応に関しても公知の手法を用いることができ、α，β－不飽和
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カルボン酸又はそのエステルの付加反応と同様な条件下で継続反応させることにより実施
することができる。 
　多塩基酸無水物の付加量は、生成するエポキシアクリレート樹脂の酸価が１０～１５０
ｍｇＫＯＨ／ｇの範囲となるような量が好ましく、更に２０～１４０ｍｇＫＯＨ／ｇの範
囲が特に好ましい。樹脂の酸価が小さすぎるとアルカリ現像性に乏しくなり、また、樹脂
の酸価が大きすぎると硬化性能に劣る傾向が認められる。 
【０１１６】
　その他、カルボキシル基を有するエポキシアクリレート樹脂としては、例えば特開平６
－４９１７４号公報記載のナフタレン含有樹脂；特開２００３－８９７１６号公報、特開
２００３－１６５８３０号公報、特開２００５－３２５３３１号公報、特開２００１－３
５４７３５号公報記載のフルオレン含有樹脂；特開２００５－１２６６７４号公報、特開
２００５－５５８１４号公報、特開２００４－２９５０８４号公報等に記載の樹脂を挙げ
ることができる。 
　また、市販のカルボキシル基を有するエポキシアクリレート樹脂を用いることもでき、
市販品としては例えばダイセル社製の「ＡＣＡ－２００Ｍ」等を挙げることが出来る。 
【０１１７】
　バインダ樹脂としては、また、例えば特開２００５－１５４７０８号公報などに記載の
アクリル系のバインダも用いることができる。 
【０１１８】
　本発明における（Ｃ）バインダ樹脂としては、前述の各種バインダ樹脂のうち１種を単
独で用いてもよく、２種以上を併用してもよい。前述の各種バインダ樹脂は、特に前述の
（Ｂ）分散剤および後述の（Ｆ）さらなる分散剤等との併用で、基板上の非画素部に未溶
解物が残存することなく、基板との密着性に優れた、高濃度の色画素を形成し得るといっ
た効果を奏し、好ましい。 
　具体的には、（Ｃ）バインダ樹脂の一部を前述の（Ｂ）分散剤や、後述する（Ｆ）さら
なる分散剤とともに、後述する分散処理工程に使用する。この時、（Ｃ）バインダ樹脂は
（Ａ）顔料に対して５～２００重量％程度使用することが好ましく、１０～１００重量％
程度使用することがより好ましい。
　このように、分散処理工程に使用する（Ｃ）バインダ樹脂としては、（Ｃ）バインダ樹
脂の項で記載した各種樹脂を使用することができるが、特に（Ｃ－４）アクリル系樹脂が
好ましく、その中でも前記一般式（１）で表される化合物を必須とするモノマー成分を重
合してなるポリマーが最も好ましい。
　本発明の着色樹脂組成物において、（Ｃ）バインダ樹脂の含有割合は、全固形分中、通
常０．１重量％以上、好ましくは１重量％以上であり、又、通常８０重量％以下、好まし
くは６０重量％以下である。バインダ樹脂の含有量がこの範囲よりも少ないと、膜が脆く
なり、基板への密着性が低下することがある。逆に、この範囲よりも多いと、露光部への
現像液の浸透性が高くなり、画素の表面平滑性や感度が悪化する場合がある。 
【０１１９】
［１－４］（Ｄ）多官能モノマー
　本発明の着色樹脂組成物は、（Ｄ）多官能モノマーを必須成分とする。（Ｄ）多官能モ
ノマーは、重合可能な低分子化合物であれば特に制限はないが、エチレン性二重結合を少
なくとも１つ有する付加重合可能な化合物（以下、「エチレン性化合物」と言う場合があ
る。）が好ましい。 
　エチレン性化合物は、本発明の着色樹脂組成物が活性光線の照射を受けた場合、後述す
る光重合開始系の作用により付加重合し、硬化するようなエチレン性二重結合を有する化
合物である。尚、本発明におけるモノマーは、いわゆる高分子物質に相対する概念を意味
し、狭義のモノマー以外に二量体、三量体、オリゴマーも含有する。 
【０１２０】
　エチレン性化合物としては、例えば、（メタ）アクリル酸等の不飽和カルボン酸、モノ
ヒドロキシ化合物と不飽和カルボン酸とのエステル、脂肪族ポリヒドロキシ化合物と不飽



(37) JP 5487564 B2 2014.5.7

10

20

30

40

50

和カルボン酸とのエステル、芳香族ポリヒドロキシ化合物と不飽和カルボン酸とのエステ
ル、不飽和カルボン酸と多価カルボン酸及び前述の脂肪族ポリヒドロキシ化合物、芳香族
ポリヒドロキシ化合物等の多価ヒドロキシ化合物とのエステル化反応により得られるエス
テル、ポリイソシアネート化合物と（メタ）アクリロイル基含有ヒドロキシ化合物とを反
応させたウレタン骨格を有するエチレン性化合物等が挙げられる。 
【０１２１】
　脂肪族ポリヒドロキシ化合物と不飽和カルボン酸とのエステルとしては、エチレングリ
コールジ（メタ）アクリレート、トリエチレングリコールジ（メタ）アクリレート、トリ
メチロールプロパントリ（メタ）アクリレート、トリメチロールエタントリ（メタ）アク
リレート、ペンタエリスリトールジ（メタ）アクリレート、ペンタエリスリトールトリ（
メタ）アクリレート、ペンタエリスリトールテトラ（メタ）アクリレート、ジペンタエリ
スリトールテトラ（メタ）アクリレート、ジペンタエリスリトールペンタ（メタ）アクリ
レート、ジペンタエリスリトールヘキサ（メタ）アクリレート、グリセロール（メタ）ア
クリレート等の（メタ）アクリル酸エステルが挙げられる。又、これらアクリレートの（
メタ）アクリル酸部分を、イタコン酸部分に代えたイタコン酸エステル、クロトン酸部分
に代えたクロトン酸エステル、或いは、マレイン酸部分に代えたマレイン酸エステル等が
挙げられる。 
　又、芳香族ポリヒドロキシ化合物と不飽和カルボン酸とのエステルとしては、ハイドロ
キノンジ（メタ）アクリレート、レゾルシンジ（メタ）アクリレート、ピロガロールトリ
（メタ）アクリレート等が挙げられる。又、不飽和カルボン酸と多価カルボン酸及び多価
ヒドロキシ化合物とのエステル化反応により得られるエステルは、必ずしも単一物ではな
く、混合物であってもよい。代表例としては、（メタ）アクリル酸、フタル酸、及びエチ
レングリコールの縮合物；（メタ）アクリル酸、マレイン酸、及びジエチレングリコール
の縮合物；（メタ）アクリル酸、テレフタル酸、及びペンタエリスリトールの縮合物；（
メタ）アクリル酸、アジピン酸、ブタンジオール、及びグリセリンの縮合物等が挙げられ
る。 
【０１２２】
　ポリイソシアネート化合物と（メタ）アクリロイル基含有ヒドロキシ化合物とを反応さ
せたウレタン骨格を有するエチレン性化合物としては、ヘキサメチレンジイソシアネート
、トリメチルヘキサメチレンジイソシアネート等の脂肪族ジイソシアネート；シクロヘキ
サンジイソシアネート、イソホロンジイソシアネート等の脂環式ジイソシアネート；トリ
レンジイソシアネート、ジフェニルメタンジイソシアネート等の芳香族ジイソシアネート
と、２－ヒドロキシエチル（メタ）アクリレート、３－ヒドロキシ〔１，１，１－トリ（
メタ）アクリロイルオキシメチル〕プロパン等の（メタ）アクリロイル基含有ヒドロキシ
化合物との反応物が挙げられる。 
【０１２３】
　その他、本発明に用いられるエチレン性化合物の例としては、エチレンビス（メタ）ア
クリルアミド等の（メタ）アクリルアミド類；フタル酸ジアリル等のアリルエステル類；
ジビニルフタレート等のビニル基含有化合物等が挙げられる。 
　又、エチレン性化合物は酸価を有するモノマーであってもよい。酸価を有するモノマー
としては、例えば、脂肪族ポリヒドロキシ化合物と不飽和カルボン酸とのエステルであり
、脂肪族ポリヒドロキシ化合物の未反応のヒドロキシル基に非芳香族カルボン酸無水物を
反応させて酸基を持たせた多官能モノマーが好ましく、特に好ましくは、このエステルに
おいて、脂肪族ポリヒドロキシ化合物がペンタエリスリトール及び／又はジペンタエリス
リトールであるものである。これらのモノマーは１種を単独で用いてもよいが、製造上、
単一の化合物を得ることは難しいことから、２種以上を混合して用いてもよい。又、必要
に応じてモノマーとして酸基を有しない多官能モノマーと酸基を有する多官能モノマーを
併用してもよい。 
【０１２４】
　酸基を有する多官能モノマーの好ましい酸価としては、０．１～４０ｍｇＫＯＨ／ｇで
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あり、特に好ましくは５～３０ｍｇＫＯＨ／ｇである。多官能モノマーの酸価が低すぎる
と現像溶解特性が低下する傾向があり、高すぎると製造や取扱いが困難になる場合があり
、また光重合性能が落ちたり、画素の表面平滑性等の硬化性が劣る場合がある。従って、
異なる酸基の多官能モノマーを２種以上併用する場合、或いは酸基を有しない多官能モノ
マーを併用する場合、全体の多官能モノマーとしての酸基が上記範囲に入るように調整す
ることが好ましい。 
　本発明において、より好ましい酸基を有する多官能モノマーは、東亞合成社製の「ＴＯ
１３８２」として市販されているジペンタエリスリトールヘキサアクリレート、ジペンタ
エリスリトールペンタアクリレート、ジペンタエリスリトールペンタアクリレートのコハ
ク酸エステルを主成分とする混合物である。この多官能モノマーと他の多官能モノマーを
組み合わせて使用することもできる。 
【０１２５】
　本発明の着色樹脂組成物において、これらのモノマーの含有割合は、全固形分中、通常
０重量％以上、好ましくは５重量％以上、更に好ましくは１０重量％以上であり、又、通
常８０重量％以下、好ましくは７０重量％以下、更に好ましくは５０重量％以下、特に好
ましくは４０重量％以下である。又、後述する色材に対する比率は、通常０重量％以上、
好ましくは５重量％以上、更に好ましくは１０重量％以上、特に好ましくは２０重量％以
上であり、又、通常２００重量％以下、好ましくは１００重量％以下、更に好ましくは８
０重量％以下である。
【０１２６】
［１－５］（Ｅ）光重合開始剤系 
　本発明の着色樹脂組成物は、（Ｅ）光重合開始剤系を必須成分とする。（Ｅ）光重合開
始剤系は、通常、光重合開始剤、及び必要に応じて添加される重合加速剤との混合物とし
て用いられ、光を直接吸収し、或いは光増感されて分解反応又は水素引き抜き反応を起こ
し、重合活性ラジカルを発生する機能を有する成分である。 
【０１２７】
　（Ｅ）光重合開始剤系を構成する光重合開始剤としては、例えば、特開昭５９－１５２
３９６号、特開昭６１－１５１１９７号各公報等に記載のチタノセン誘導体類；特開平１
０－３００９２２号、特開平１１－１７４２２４号、特開２０００－５６１１８号各公報
等に記載されるヘキサアリールビイミダゾール誘導体類；特開平１０－３９５０３号公報
等に記載のハロメチル化オキサジアゾール誘導体類、ハロメチル－ｓ－トリアジン誘導体
類、Ｎ－フェニルグリシン等のＮ－アリール－α－アミノ酸類、Ｎ－アリール－α－アミ
ノ酸塩類、Ｎ－アリール－α－アミノ酸エステル類等のラジカル活性剤、α- アミノアル
キルフェノン誘導体類；特開２０００－８００６８号公報等に記載のオキシムエステル系
誘導体類等が挙げられる。 
【０１２８】
　具体的には、例えば、チタノセン誘導体類としては、ジシクロペンタジエニルチタニウ
ムジクロライド、ジシクロペンタジエニルチタニウムビスフェニル、ジシクロペンタジエ
ニルチタニウムビス（２，３，４，５，６－ペンタフルオロフェニ－１一イル）、ジシク
ロペンタジエニルチタニウムビス（２，３，５，６－テトラフルオロフェニ－１－イル）
、ジシクロペンタジエニルチタニウムビス（２，４，６－トリフルオロフェニ－１－イル
）、ジシクロペンタジエニルチタニウムジ（２，６－ジフルオロフェニ－１－イル）、ジ
シクロペンタジエニルチタニウムジ（２，４－ジフルオロフェニ－１－イル）、ジ（メチ
ルシクロペンタジエニル）チタニウムビス（２，３，４，５，６－ペンタフルオロフェニ
－１－イル）、ジ（メチルシクロペンタジエニル）チタニウムビス（２，６－ジフルオロ
フェニ－１－イル）、ジシクロペンタジエニルチタニウム〔２，６－ジ－フルオロ－３－
（ピロ－１－イル）－フェニ－１－イル〕等が挙げられる。 
　又、ビイミダゾール誘導体類としては、２－（２’－クロロフェニル）－４，５－ジフ
ェニルイミダソール２量体、２－（２’－クロロフェニル）－４，５－ビス（３’－メト
キシフェニル）イミダゾール２量体、２－（２’－フルオロフェニル）－４，５－ジフェ
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ニルイミダゾール２量体、２－（２’－メトキシフエニル）－４，５－ジフェニルイミダ
ゾール２量体、（４’－メトキシフエニル）－４，５－ジフェニルイミダゾール２量体等
が挙げられる。 
　又、ハロメチル化オキサジアゾール誘導体類としては、２－トリクロロメチル－５－（
２’－ベンゾフリル）－１，３，４－オキサジアゾール、２－トリクロロメチル－５－〔
β－（２’－ベンゾフリル）ビニル〕－１，３，４－オキサジアゾール、２－トリクロロ
メチル－５－〔β－（２’－（６''－ベンゾフリル）ビニル）〕－１，３，４－オキサジ
アゾール、２－トリクロロメチル－５一フリル－１，３，４－オキサジアゾール等が挙げ
られる。 
　又、ハロメチル化トリアジン誘導体類としては、２－（４－メトキシフェニル）－４，
６－ビス（トリクロロメチル）－ｓ－トリアジン、２－（４－メトキシナフチル）－４，
６－ビス（トリクロロメチル）－ｓ－トリアジン、２－（４－エトキシナフチル）－４，
６－ビス（トリクロロメチル）－ｓ－トリアジン、２－（４－エトキシカルボニルナフチ
ル）－４，６－ビス（トリクロロメチル）－ｓ－トリアジン等が挙げられる。 
　又、α－アミノアルキルフェノン誘導体類としては、２－メチル－１〔４－（メチルチ
オ）フェニル〕－２－モルフォリノプロパン－１－オン、２－ベンジル－２－ジメチルア
ミノ－１－（４－モルフォリノフェニル）－ブタノン－１、２－ベンジル－２－ジメチル
アミノ－１－（４－モルフォリノフェニル)ブタン－１－オン、４－ジメチルアミノエチ
ルベンゾエ－ト、４－ジメチルアミノイソアミルベンゾエ－ト、４－ジエチルアミノアセ
トフェノン、４－ジメチルアミノプロピオフェノン、２－エチルヘキシル－１，４－ジメ
チルアミノベンゾエート、２，５－ビス（４－ジエチルアミノベンザル)シクロヘキサノ
ン、７－ジエチルアミノ－３－（４－ジエチルアミノベンゾイル）クマリン、４－（ジエ
チルアミノ）カルコン等が挙げられる。 
　又、オキシムエステル系誘導体類としては、１，２－オクタンジオン、１－〔４－（フ
ェニルチオ）フェニル〕、２－（ｏ－ベンゾイルオキシム）、エタノン、１－〔９－エチ
ル－６－（２－メチルベンゾイル）－９Ｈ－カルバゾール－３－イル〕、１－（ｏ－アセ
チルオキシム）等が挙げられる。 
【０１２９】
　その他に、ベンゾインメチルエーテル、ベンゾインフェニルエーテル、ベンゾインイソ
ブチルエーテル、ベンゾインイソプロピルエーテル等のベンゾインアルキルエーテル類；
２－メチルアントラキノン、２－エチルアントラキノン、２－ｔ－ブチルアントラキノン
、１－クロロアントラキノン等のアントラキノン誘導体類；ベンゾフェノン、ミヒラーズ
ケトン、２－メチルベンゾフェノン、３－メチルベンゾフェノン、４－メチルベンゾフェ
ノン、２－クロロベンゾフェノン、４－ブロモベンゾフェノン、２－カルボキシベンゾフ
ェノン等のベンゾフェノン誘導体類；２，２－ジメトキシ－２－フェニルアセトフェノン
、２，２－ジエトキシアセトフェノン、１－ヒドロキシシクロへキシルフェニルケトン、
α－ヒドロキシ－２－メチルフェニルプロパノン、１－ヒドロキシ－１－メチルエチル－
（ｐ－イソプロピルフェニル）ケトン、１－ヒドロキシ－１－（ｐ－ドデシルフェニル）
ケトン、２－メチル－（４’－メチルチオフェニル）－２－モルホリノ－１－プロパノン
、１，１，１－トリクロロメチル－（ｐ一ブチルフェニル）ケトン等のアセトフェノン誘
導体類；チオキサントン、２－エチルチオキサントン、２－イソプロピルチオキサントン
、２－クロロチオキサントン、２，４－ジメチルチオキサントン、２，４－ジエチルチオ
キサントン、２，４－ジイソプロピルチオキサントン等のチオキサントン誘導体類；ｐ－
ジメチルアミノ安息香酸エチル、ｐ－ジエチルアミノ安息香酸エチル等の安息香酸エステ
ル誘導体類；９－フェニルアクリジン、９－（ｐメトキシフェニル）アクリジン等のアク
リジン誘導体類；９，１０－ジメチルベンズフェナジン等のフェナジン誘導体類；ベンズ
アンスロン等のアンスロン誘導体類等も挙げられる。 
【０１３０】
　必要に応じて用いられる重合加速剤としては、例えば、Ｎ，Ｎ－ジメチルアミノ安息香
酸エチルエステル等のＮ，Ｎ－ジアルキルアミノ安息香酸アルキルエステル類；２－メル
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カプトベンゾチアゾール、２－メルカプトベンゾオキサゾール、２－メルカプトベンゾイ
ミダゾール等の複素環を有するメルカプト化合物；又は脂肪族多官能メルカプト化合物等
のメルカプト化合物類等が挙げられる。 
　これらの光重合開始剤及び重合加速剤は、それぞれ１種を単独で用いてもよく、２種以
上を併用してもよい。 
　本発明の着色樹脂組成物において、これらの（Ｅ）光重合開始剤系の含有割合は、全固
形分中、通常０．１重量％以上、好ましくは０．５重量％以上、又、通常４０重量％以下
、好ましくは３０重量％以下である。この含有割合が著しく低いと露光光線に対する感度
が低下する原因となることがあり、反対に著しく高いと未露光部分の現像液に対する溶解
性が低下し、現像不良を誘起させることがある。 
【０１３１】
　又、必要に応じて感応感度を高める目的で、増感色素が併用される。増感色素は、露光
光源の波長に応じて、適切なものが用いられるが、例えば特開平４－２２１９５８号、特
開平４－２１９７５６号各公報等に記載のキサンテン系色素；特開平３－２３９７０３号
、特開平５－２８９３３５号各公報等に記載の複素環を有するクマリン系色素；特開平３
－２３９７０３号、特開平５－２８９３３５号各公報等に記載の３－ケトクマリン系色素
；特開平６－１９２４０号公報等に記載のピロメテン系色素；特開昭４７－２５２８号、
特開昭５４－１５５２９２号、特公昭４５－３７３７７号、特開昭４８－８４１８３号、
特開昭５２－１１２６８１号、特開昭５８－１５５０３号、特開昭６０－８８００５号、
特開昭５９－５６４０３号、特開平２－６９号、特開昭５７－１６８０８８号、特開平５
－１０７７６１号、特開平５－２１０２４０号、特開平４－２８８８１８号各公報等に記
載のジアルキルアミノベンゼン骨格を有する色素等を挙げることができる。 
【０１３２】
　これらの増感色素のうち好ましいものは、アミノ基含有増感色素であり、更に好ましい
ものは、アミノ基及びフェニル基を同一分子内に有する化合物である。特に、好ましいの
は、例えば、４，４’－ジメチルアミノベンゾフェノン、４，４’－ジエチルアミノベン
ゾフェノン、２－アミノベンゾフェノン、４－アミノベンゾフェノン、４，４’－ジアミ
ノベンゾフェノン、３，３’－ジアミノベンゾフェノン、３，４－ジアミノベンゾフェノ
ン等のベンゾフェノン系化合物；２－（ｐ－ジメチルアミノフェニル）ベンゾオキサゾー
ル、２－（ｐ－ジエチルアミノフェニル）ベンゾオキサゾール、２－（ｐ－ジメチルアミ
ノフェニル）ベンゾ〔４，５〕ベンゾオキサゾール、２－（ｐ－ジメチルアミノフェニル
）ベンゾ〔６，７〕ベンゾオキサゾール、２，５－ビス（ｐ－ジエチルアミノフェニル）
－１，３，４－オキサゾール、２－（ｐ－ジメチルアミノフェニル）ベンゾチアゾール、
２－（ｐ－ジエチルアミノフェニル）ベンゾチアゾール、２－（ｐ－ジメチルアミノフェ
ニル）ベンズイミダゾール、２－（ｐ－ジエチルアミノフェニル）ベンズイミダゾール、
２，５－ビス（ｐ－ジエチルアミノフェニル）－１，３，４－チアジアゾール、（ｐ－ジ
メチルアミノフェニル）ピリジン、（ｐ－ジエチルアミノフェニル）ピリジン、（ｐ－ジ
メチルアミノフェニル）キノリン、（ｐ－ジエチルアミノフェニル）キノリン、（ｐ－ジ
メチルアミノフェニル）ピリミジン、（ｐ－ジエチルアミノフェニル）ピリミジン等のｐ
－ジアルキルアミノフェニル基含有化合物等である。このうち最も好ましいものは、４，
４’－ジアルキルアミノベンゾフェノンである。増感色素もまた１種を単独で用いてもよ
く、２種以上を併用してもよい。 
【０１３３】
　本発明の着色樹脂組成物において、これらの増感色素の含有割合は、全固形分中、通常
０重量％以上、好ましくは０．２重量％以上、更に好ましくは０．５重量％以上、又、通
常２０重量％以下、好ましくは１５重量％以下、更に好ましくは１０重量％以下の範囲で
ある。 
【０１３４】
［１－６］（Ｆ）さらなる分散剤 
　本発明の着色樹脂組成物は、本発明の効果を損なわない範囲で（Ｂ）分散剤と併用して
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明の効果を損なわない限り特に制限はないが、（Ｆ－１）：窒素原子を含有するグラフト
共重合体、（Ｆ－２）：その他のアクリル系ブロック共重合体、（Ｆ－３）：ウレタン樹
脂分散剤から選ばれた１以上の分散剤を含有することが好ましい。これらの中でも（Ｆ－
１）または（Ｆ－２）がより好ましく、（Ｆ－２）が特に好ましい。
【０１３５】
　（Ｆ－１）：窒素原子を含有するグラフト共重合体、および（Ｆ－２）：その他のアク
リル系ブロック共重合体は、これに含まれる窒素原子が顔料表面に対して親和性をもち、
窒素原子以外の部分が媒質に対する親和性を高めることにより、全体として分散安定性の
向上に寄与するものと推定される。 
　分散剤の性能は、その固体表面に対する吸着挙動により大きく左右される。分子のアー
キテクチャーと吸着挙動の関係については、同じユニットを用いた場合は、ランダム共重
合＜グラフト共重合体＜ブロック共重合体、の順で吸着挙動が優れていることが知られて
いる。（例えば、Jones　and　Richards,”Polymers　at　Surfaces　and　Interfaces”
、1999、 p281）。 
　詳しいメカニズムは不明だが、以下のことが推察される。 
　即ち、通常のランダム共重合体の場合、共重合体を構成するモノマーは、重合体形成時
に、立体的に及び／又は電気的に、共重合体中に安定的に配置される確率が高くなる。モ
ノマーが安定的に配置された部分（分子）は、立体的に及び／又は電気的に安定している
ため、顔料に吸着するとき、かえって障害となる場合がある。これに対し、グラフト共重
合体あるいはブロック共重合体のように分子配列が制御された樹脂は、分散剤の吸着を妨
げる部分を、顔料と分散剤との吸着部から離れた位置に配置することができる。つまり、
顔料と分散剤との吸着部には吸着に最適な部分を、溶媒親和性が必要な部分にはそれに適
した部分を配置することができる。特に結晶子サイズの小さい顔料を含有する色材の分散
には、この分子配置が良好な分散性に影響するものと推察される。 
【０１３６】
（Ｆ－１）：窒素原子を含有するグラフト共重合体
　窒素原子を含有するグラフト共重合体は、（Ａ）顔料を極めて効率よく分散しうる点で
好ましい。その理由は明らかではないが、顔料と分散剤との吸着の障害となる部分（分子
）が、顔料への吸着部周辺に配置することを、積極的に排斥し得る構造を有しているため
と推察される。窒素原子を含有するグラフト共重合体としては、主鎖に窒素原子を含有す
る繰り返し単位を有するものが好ましい。中でも、下記一般式（II）で表される繰り返し
単位及び／又は一般式（III）で表される繰り返し単位を有することが好ましい。 
【０１３７】
【化２１】

【０１３８】
　上記一般式（II）において、Ｒ５１は炭素数１～５のアルキレン基を表し、Ａは水素原
子または下記一般式（IV）～（VI）で表される構造のいずれかを表す。 
　一般式（II）における、Ｒ５１は、メチレン基、エチレン基、プロピレン基等の直鎖状
または分岐状の炭素数１～５のアルキレン基を表し、好ましくは炭素数２～３であり、更
に好ましくはエチレン基である。Ａは水素原子または下記一般式（IV）～（VI）で表され
る構造のいずれかを表すが、好ましくは一般式（IV）で表される構造ある。 
【０１３９】
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【０１４０】
　上記一般式（III）において、Ｒ５１及びＡは、それぞれ前記一般式（II）におけるＲ
５１及びＡと同義である。 
【０１４１】

【化２３】

【０１４２】
　上記一般式（IV）において、Ｗ1は炭素数２～１０の直鎖状または分岐状のアルキレン
基を表し、中でもブチレン基、ペンチレン基、ヘキシレン基等の炭素数４～７のアルキレ
ン基が好ましい。ｐは１～２０の整数を表し、好ましくは５～１０の整数である。 
【０１４３】

【化２４】

【０１４４】
　上記一般式（V）において、Ｙ1は２価の連結基を表し、中でもエチレン基、プロピレン
基等の炭素数１～４のアルキレン基、又はエチレンオキシ基、プロピレンオキシ基等の炭
素数１～４のアルキレンオキシ基が好ましい。Ｗ2はエチレン基、プロピレン基、ブチレ
ン基等の直鎖状または分岐状の炭素数２～１０のアルキレン基を表し、中でもエチレン基
、プロピレン基等の炭素数２～３のアルキレン基が好ましい。Ｙ2は水素原子または－Ｃ
Ｏ－Ｒ５２（Ｒ５２はエチル基、プロピル基、ブチル基、ペンチル基、ヘキシル基等の炭
素数１～１０のアルキル基を表し、中でもエチル基、プロピル基、ブチル基、ペンチル基
等の炭素数２～５のアルキル基が好ましい。）を表す。ｑは、１～２０の整数を表し、好
ましくは５～１０の整数である。 
【０１４５】
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【化２５】

【０１４６】
　上記一般式（VI）において、Ｗ3は炭素数１～５０のアルキル基または水酸基を１～５
有する炭素数１～５０のヒドロキシアルキル基を表し、中でもステアリル等の炭素数１０
～２０のアルキル基、モノヒドロキシステアリル等の水酸基を１～２個有する炭素数１０
～２０のヒドロキシアルキル基が好ましい。 
　本発明のグラフト共重合体における式（II）または（III）で表される繰り返し単位の
含有率は、高い方が好ましく、通常５０モル％以上であり、好ましくは７０モル％以上で
ある。式（II）で表される繰り返し単位と、式（III）で表される繰り返し単位の、両方
を併有してもよく、その含有比率に特に制限は無いが、式（II）の繰り返し単位を多く含
有していた方が好ましい。式（II）または式（III）で表される繰り返し単位の合計数は
、１分子中に通常１～１００、好ましくは１０～７０、更に好ましくは２０～５０である
。
　また、式（II）及び式（III）以外の繰り返し単位を含んでいてもよく、他の繰り返し
単位としては、例えばアルキレン基、アルキレンオキシ基などが例示できる。本発明のグ
ラフト共重合体は、その末端が－ＮＨ2及び－Ｒ５１－ＮＨ2（Ｒ５１は、前記Ｒ５１と同
義）のものが好ましい。
【０１４７】
　尚、本発明のグラフト共重合体であれば、主鎖が直鎖状であっても分岐していてもよい
。 
　本発明のグラフト共重合体のアミン価は、通常５～１００ｍｇＫＯＨ／ｇであり、好ま
しくは１０～７０ｍｇＫＯＨ／ｇであり、更に好ましくは１５～４０ｍｇＫＯＨ／ｇ以下
である。アミン価が低すぎると分散安定性が低下し、粘度が不安定になることがあり、逆
に高すぎると残渣が増加したり、液晶パネルを形成した後の電気特性が低下することがあ
る。 
【０１４８】
　上記分散剤のＧＰＣで測定したポリスチレン換算の重量平均分子量は、３０００～１０
００００が好ましく、５０００～５００００が特に好ましい。重量平均分子量が３０００
未満であると、色材の凝集を防ぐことができず、高粘度化ないしはゲル化してしまうこと
があり、１０００００を超えるとそれ自体が高粘度となり、また有機溶媒への溶解性が不
足する場合がある。 
【０１４９】
　上記分散剤の合成方法は、公知の方法が採用でき、例えば特公昭６３－３００５７号公
報に記載の方法を用いることができる。 
　本発明においては、上述のものと同様の構造を有する市販のグラフト共重合体を適用す
ることもできる。 
【０１５０】
（Ｆ－２）：その他のアクリル系ブロック共重合体
　その他のアクリル系ブロック共重合体は、（Ａ）顔料を効率よく分散しうる点で好まし
い。その理由は明らかではないが、分子配列が制御されていることにより、分散剤が顔料
に吸着する際に障害となる構造が少ないためと推察される。 
　その他のアクリル系ブロック共重合体としては、側鎖に４級アンモニウム塩基を有する
Ｂ’－ブロックと、４級アンモニウム塩基を有さないＡ’－ブロックとからなる、Ａ’－
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【０１５１】
　その他のアクリル系ブロック共重合体のブロック共重合体を構成するＢ’－ブロックは
、４級アンモニウム塩基を有する。 
　４級アンモニウム塩基は、好ましくは－Ｎ+Ｒ３１Ｒ３２Ｒ３３・Ｚ－（但し、Ｒ３１

、Ｒ３２及びＲ３３は、各々独立に、水素原子、又は置換されていてもよい環状若しくは
鎖状の炭化水素基を表す。或いは、Ｒ３１、Ｒ３２及びＲ３３のうち２つ以上が互いに結
合して、環状構造を形成していてもよい。Ｚ－は、対アニオンを表す。）で表わされる４
級アンモニウム塩基を有する。この４級アンモニウム塩基は、直接主鎖に結合していても
よいが、２価の連結基を介して主鎖に結合していてもよい。 
【０１５２】
　－Ｎ+Ｒ３１Ｒ３２Ｒ３３・Ｚ－において、Ｒ３１、Ｒ３２及びＲ３３のうち２つ以上
が互いに結合して形成する環状構造としては、例えば５～７員環の含窒素複素環単環又は
これらが２個縮合してなる縮合環が挙げられる。該含窒素複素環は芳香性を有さないもの
が好ましく、飽和環であればより好ましい。具体的には、例えば下記のものが挙げられる
。 
【０１５３】
【化２６】

【０１５４】
上記式中、ＲはＲ３１、Ｒ３２、及びＲ３３のうち何れかの基を表す。 
　これらの環状構造は、更に置換基を有していてもよい。 
　－Ｎ+Ｒ３１Ｒ３２Ｒ３３におけるＲ３１、Ｒ３２、Ｒ３３としては、それぞれ独立に
、より好ましいのは、置換基を有していてもよい炭素数１～３のアルキル基、置換基を有
していてもよいフェニル基、又は置換基を有していてもよいベンジル基である。 
【０１５５】
　４級アンモニウム塩基を有するＢ’－ブロックとしては、下記一般式（VII）で表わさ
れる部分構造を含有するものが好ましい。 
【０１５６】
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【化２７】

【０１５７】
　上記一般式（VII）中、Ｒ３１、Ｒ３２及びＲ３３は各々独立に、水素原子、又は置換
されていてもよい環状若しくは鎖状の炭化水素基を表す。或いは、Ｒ３１、Ｒ３２、及び
Ｒ３３のうち２つ以上が互いに結合して、環状構造を形成していてもよい。Ｒ３４は、水
素原子又はメチル基を表す。Ｘ１は、２価の連結基を表し、Ｚ－は、対アニオンを表す。
　一般式（VII）において、Ｒ３１、Ｒ３２、及びＲ３３の炭化水素基は、それぞれ独立
して、炭素数１～１０のアルキル基、炭素数６～２０の芳香族基を有する置換基が好まし
い。具体的には、メチル基、エチル基、プロピル基、イソプロピル基、ブチル基、イソブ
チル基、ベンジル基、フェニル基等を挙げることができる。中でもメチル基、エチル基、
プロピル基、ベンジル基が好ましい。 
　一般式（VII）において、２価の連結基Ｘ１としては、例えば、炭素数１～１０のアル
キレン基、アリーレン基、－ＣＯＮＨ－Ｒ３５－、－ＣＯＯ－Ｒ３６－（但し、Ｒ３５及
びＲ３６は、それぞれ独立に、直接結合、炭素数１～１０のアルキレン基、又は炭素数１
～１０のエーテル基（－Ｒ３７－Ｏ－Ｒ３８－：Ｒ３７及びＲ３８は、各々独立にアルキ
レン基）を表わす。）等が挙げられ、好ましくは－ＣＯＯ－Ｒ３６－である。 
【０１５８】
　また、対アニオンのＺ－としては、例えばＣｌ-、Ｂｒ-、Ｉ-、ＣｌＯ4

-、ＢＦ4
-、Ｃ

Ｈ3ＣＯＯ-、ＰＦ6
-等が挙げられる。

【０１５９】
　なお、これら「その他のアクリル系ブロック共重合体」は、Ｂ’－ブロック中に、本発
明の特徴である前記（Ｂ）分散剤と同様の３級アミノ基を若干有していてもよい。これは
、３級アミノ基の４級化反応が完全に完了していない場合に残るものであり、そのアミン
価は、通常１０ｍｇＫＯＨ／ｇ以下程度である。
【０１６０】
　上記の如き特定の４級アンモニウム塩基を含有する部分構造は、１つのＢ’－ブロック
中に２種以上含有されていてもよい。その場合、２種以上の４級アンモニウム塩基含有部
分構造は、該Ｂ’－ブロック中においてランダム共重合又はブロック共重合の何れの態様
で含有されていてもよい。また、該４級アンモニウム塩基を含有しない部分構造が、Ｂ’
－ブロック中に含まれていてもよく、該部分構造の例としては、後述の（メタ）アクリル
酸エステル系モノマー由来の部分構造等が挙げられる。かかる４級アンモニウム塩基を含
まない部分構造の、Ｂ’－ブロック中の含有量は、好ましくは０～５０重量％、より好ま
しくは０～２０重量％であるが、かかる４級アンモニウム塩基非含有部分構造はＢ’－ブ
ロック中に含まれないことが最も好ましい。 
【０１６１】
　一方、分散剤のブロック共重合体を構成するＡ’－ブロックとしては、例えば、スチレ
ン、α－メチルスチレンなどのスチレン系モノマー；（メタ）アクリル酸メチル、（メタ
）アクリル酸エチル（メタ）アクリル酸プロピル、（メタ）アクリル酸イソプロピル、（
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メタ）アクリル酸ブチル、（メタ）アクリル酸オクチル、（メタ）アクリル酸２－エチル
ヘキシル、グリシジル（メタ）アクリレート、ベンジル（メタ）アクリレート、ヒドロキ
シエチル（メタ）アクリレート、エチルアクリル酸グリシジルなどの（メタ）アクリル酸
エステル系モノマー；（メタ）アクリル酸クロライドなどの（メタ）アクリル酸塩系モノ
マー；酢酸ビニル系モノマー；アリルグリシジルエーテル、クロトン酸グリシジルエーテ
ルなどのグリシジルエーテル系モノマーなどのコモノマーを共重合させたポリマー構造が
挙げられる。 
【０１６２】
　Ａ’－ブロックは、特に下記一般式（VIII）で表される、（メタ）アクリル酸エステル
系モノマー由来の部分構造であることが好ましい。 
【０１６３】
【化２８】

【０１６４】
（上記一般式（VIII）中、Ｒ３９は、水素原子又はメチル基を表す。Ｒ４０は、置換基を
有していてもよい環状又は鎖状のアルキル基、置換基を有していてもよいアリル基、又は
置換基を有していてもよいアラルキル基を表す。） 
　上記（メタ）アクリル酸エステル系モノマー由来の部分構造は、１つのＡ’－ブロック
中に２種以上含有されていてもよい。もちろん該Ａ’－ブロックは、更にこれら以外の部
分構造を含有していてもよい。２種以上のモノマー由来の部分構造が、４級アンモニウム
塩基を含有しないＡ’－ブロック中に存在する場合、各部分構造は該Ａ’－ブロック中に
おいてランダム共重合又はブロック共重合の何れの態様で含有されていてもよい。Ａ’－
ブロック中に上記（メタ）アクリル酸エステル系モノマー由来の部分構造以外の部分構成
を含有する場合、当該（メタ）アクリル酸エステル系モノマー以外の部分構造の、Ａ’－
ブロック中の含有量は、好ましくは０～９９重量％、より好ましくは０～８５重量％であ
る。
【０１６５】
　これら「その他のアクリル系ブロック共重合体」は、本発明の特徴である（Ｂ）分散剤
と同様の方法にて重合することができる。
【０１６６】
　また、このブロック共重合体の酸価は、該酸価の元となる酸性基の有無及び種類にもよ
るが、一般に低い方が好ましく、通常１００ｍｇＫＯＨ／ｇ以下であり、その分子量は、
ＧＰＣで測定したポリスチレン換算の重量平均分子量（Ｍｗ）で通常１０００以上、１０
０，０００以下の範囲である。ブロック共重合体の分子量が小さすぎると分散安定性が低
下し、大きすぎると現像性、解像性が低下する傾向にある。 
　本発明においては、上述のものと同様の構造を有する市販のアクリル系ブロック共重合
体を適用することもできる。 
【０１６７】
（Ｆ－３）：ウレタン樹脂分散剤 
　（Ｆ－３）ウレタン樹脂分散剤としては、ポリイソシアネート化合物と、同一分子内に
水酸基を１個又は２個有する化合物と、同一分子内に活性水素と３級アミノ基を有する化
合物とを反応させることによって得られるウレタン樹脂が特に好ましい。 
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【０１６８】
　上記ポリイソシアネート化合物の例としては、パラフェニレンジイソシアネート、２，
４－トリレンジイソシアネート、２，６－トリレンジイソシアネート、４，４′－ジフェ
ニルメタンジイソシアネート、ナフタレン－１，５－ジイソシアネート、トリジンジイソ
シアネート等の芳香族ジイソシアネート；ヘキサメチレンジイソシアネート、リジンメチ
ルエステルジイソシアネート、２，４，４－トリメチルヘキサメチレンジイソシアネート
、ダイマー酸ジイソシアネート等の脂肪族ジイソシアネート；イソホロンジイソシアネー
ト、４，４′－メチレンビス（シクロヘキシルイソシアネート）、ω，ω′－ジイソシネ
ートジメチルシクロヘキサン等の脂環族ジイソシアネート；キシリレンジイソシアネート
、α，α，α′，α′－テトラメチルキシリレンジイソシアネート等の芳香環を有する脂
肪族ジイソシアネート；リジンエステルトリイソシアネート、１，６，１１－ウンデカン
トリイソシアネート、１，８－ジイソシアネート－４－イソシアネートメチルオクタン、
１，３，６－ヘキサメチレントリイソシアネート、ビシクロヘプタントリイソシアネート
、トリス（イソシアネートフェニルメタン）、トリス（イソシアネートフェニル）チオホ
スフェート等のトリイソシアネート；及び、これらの３量体、水付加物、並びにこれらの
ポリオール付加物等が挙げられる。ポリイソシアネートとして好ましいのは有機ジイソシ
アネートの三量体で、最も好ましいのはトリレンジイソシアネートの三量体とイソホロン
ジイソシアネートの三量体であり、これらを単独で用いても、複数種併用してもよい。 
【０１６９】
　イソシアネートの三量体の製造方法としては、前記ポリイソシアネート類を適当な三量
化触媒、例えば第３級アミン類、ホスフィン類、アルコキシド類、金属酸化物、カルボン
酸塩類等を用いてイソシアネート基の部分的な三量化を行い、触媒毒の添加により三量化
を停止させた後、未反応のポリイソシアネートを溶剤抽出、薄膜蒸留により除去して目的
のイソシアヌレート基含有ポリイソシアネートを得る方法が挙げられる。 
【０１７０】
　上記同一分子内に水酸基を１個又は２個有する化合物としては、ポリエーテルグリコー
ル、ポリエステルグリコール、ポリカーボネートグリコール、ポリオレフィングリコール
等、又はこれらの化合物の片末端水酸基が炭素数１～２５のアルキル基でアルコキシ化さ
れたもの、若しくはこれら２種類以上の混合物が挙げられる。 
　ポリエーテルグリコールとしては、ポリエーテルジオール、ポリエーテルエステルジオ
ール、又はこれら２種類以上の混合物が挙げられる。ポリエーテルジオールとしては、ア
ルキレンオキシドを単独又は共重合させて得られるもの、例えば、ポリエチレングリコー
ル、ポリプロピレングリコール、ポリエチレン－プロピレングリコール、ポリオキシテト
ラメチレングリコール、ポリオキシヘキサメチレングリコール、ポリオキシオクタメチレ
ングリコール、又はそれらの２種以上の混合物が挙げられる。ポリエーテルエステルジオ
ールとしては、エーテル基含有ジオール若しくは他のグリコールとの混合物をジカルボン
酸又はそれらの無水物と反応させるか、ポリエステルグリコールにアルキレンオキシドを
反応させることによって得られるもの、例えば、ポリ（ポリオキシテトラメチレン）アジ
ペート等が挙げられる。ポリエーテルグリコールとして最も好ましいのは、ポリエチレン
グリコール、ポリプロピレングリコール、ポリオキシテトラメチレングリコール、又はこ
れらの化合物の片末端水酸基が炭素数１～２５のアルキル基でアルコキシ化された化合物
である。 
【０１７１】
　ポリエステルグリコールとしては、例えば、コハク酸、グルタル酸、アジピン酸、セバ
シン酸、フマル酸、マレイン酸、フタル酸等のジカルボン酸類又はそれらの無水物と、例
えば、エチレングリコール、ジエチレングリコール、トリエチレングリコール、プロピレ
ングリコール、ジプロピレングリコール、トリプロピレングリコール、１，２－ブタンジ
オール、１，３－ブタンジオール、１，４－ブタンジオール、２，３－ブタンジオール、
３－メチル－１，５－ペンタンジオール、ネオペンチルグリコール、２－メチル－１，３
－プロパンジオール、２－メチル－２－プロピル－１，３－プロパンジオール、２－ブチ
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ル－２－エチル－１，３－プロパンジーオル、１，５－ペンタンジオール、１，６－ヘキ
サンジオール、２－メチル－２，４－ペンタンジオール、２，２，４－トリメチル－１，
３－ペンタンジオール、２－エチル－１，３－ヘキサンジオール、２，５－ジメチル－２
，５－ヘキサンジオール、１，８－オクタメチレングリコール、２－メチル－１，８－オ
クタメチレングリコール、１，９－ノナンジオール等の脂肪族グリコール；ビスヒドロキ
シメチルシクロヘキサン等の脂環族グリコール；キシリレングリコール、ビスヒドロキシ
エトキシベンゼン等の芳香族グリコール；Ｎ－メチルジエタノールアミン等のＮ－アルキ
ルジアルカノールアミン等のジオール類と、を重縮合させて得られたもの、例えば、ポリ
エチレンアジペート、ポリブチレンアジペート、ポリヘキサメチレンアジペート、ポリエ
チレン／プロピレンアジペート等、又は前記ジオール類若しくは炭素数１～２５の１価ア
ルコールを開始剤として用いて得られるポリラクトンジオールあるいはポリラクトンモノ
オール、例えば、ポリカプロラクトングリコール、ポリメチルバレロラクトン、又はこれ
らの２種以上の混合物が挙げられる。ポリエステルグリコールとして最も好ましいのは、
ポリカプロラクトングリコール又は炭素数１～２５のアルコールを開始剤としたポリカプ
ロラクトン、より具体的には、モノオールにε－カプロラクトンを開環付加重合して得ら
れる化合物である。 
【０１７２】
　ポリカーボネートグリコールとしては、ポリ（１，６－ヘキシレン）カーボネート、ポ
リ（３－メチル－１，５－ペンチレン）カーボネート等が挙げられる。 
又、ポリオレフィングリコールとしては、ポリブタジエングリコール、水素添加型ポリブ
タジエングリコール、水素添加型ポリイソプレングリコール等が挙げられる。 
　これらの同一分子内に水酸基を１個又は２個有する化合物のうち、特にポリエーテルグ
リコールとポリエステルグリコールが好ましい。尚、同一分子内に水酸基を１個又は２個
有する化合物の数平均分子量は、通常３００～１０，０００、好ましくは５００～６，０
００、更に好ましくは１，０００～４，０００である。 
【０１７３】
　上記同一分子内に活性水素と３級アミノ基を有する化合物において、活性水素、即ち、
酸素原子、窒素原子、又は硫黄原子に直接結合している水素原子としては、水酸基、アミ
ノ基、チオール基等の官能基中の水素原子が挙げられ、中でもアミノ基、特に１級のアミ
ノ基の水素原子が好ましい。又、３級アミノ基としては、例えば、メチル、エチル、イソ
プロピル、ｎ－ブチル等の炭素数１～４のアルキル基を有するジアルキルアミノ基や、該
ジアルキルアミノ基が連結してヘテロ環構造を形成している基、より具体的には、イミダ
ゾール環、又はトリアゾール環が挙げられるが、中でもジメチルアミノ基及びイミダゾー
ル環が分散安定性に優れるため好ましい。 
【０１７４】
　このような同一分子内に活性水素と３級アミノ基を有する化合物を例示するならば、Ｎ
，Ｎ－ジメチル－１，３－プロパンジアミン、Ｎ，Ｎ－ジエチル－１，３－プロパンジア
ミン、Ｎ，Ｎ－ジプロピル－１，３－プロパンジアミン、Ｎ，Ｎ－ジブチル－１，３－プ
ロパンジアミン、Ｎ，Ｎ－ジメチルエチレンジアミン、Ｎ，Ｎ－ジエチルエチレンジアミ
ン、Ｎ，Ｎ－ジプロピルエチレンジアミン、Ｎ，Ｎ－ジブチルエチレンジアミン、Ｎ，Ｎ
－ジメチル－１，４－ブタンジアミン、Ｎ，Ｎ－ジエチル－１，４－ブタンジアミン、Ｎ
，Ｎ－ジプロピル－１，４－ブタンジアミン、Ｎ，Ｎ－ジブチル－１，４－ブタンジアミ
ン等か挙げられる。 
【０１７５】
　又、３級アミノ基が窒素含有ヘテロ環であるものとして、ピラゾール環、イミダゾール
環、トリアゾール環、テトラゾール環、インドール環、カルバゾール環、インダゾール環
、ベンズイミダゾール環、ベンゾトリアゾール環、ベンゾオキサゾール環、ベンゾチアゾ
ール環、ベンゾチアジアゾール環等の窒素原子含有ヘテロ５員環；ピリジン環、ピリダジ
ン環、ピリミジン環、トリアジン環、キノリン環、アクリジン環、イソキノリン環等の窒
素原子含有ヘテロ６員環が挙げられる。これらのイミダゾール環と１級アミノ基を有する
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化合物を具体的に例示するならば、１－（３－アミノプロピル）イミダゾール、ヒスチジ
ン、２－アミノイミダゾール、１－（２－アミノエチル）イミダゾール等が挙げられる。
又、トリアゾール環と１級アミノ基を有する化合物を具体的に例示するならば、３－アミ
ノ－１，２，４－トリアゾール、５－（２－アミノ－５－クロロフェニル）－３－フェニ
ル－１Ｈ－１，２，４－トリアゾール、４－アミノ－４Ｈ－１，２，４－トリアゾール－
３，５－ジオール、３－アミノ－５－フェニル－１Ｈ－１，３，４－トリアゾール、５－
アミノ－１，４－ジフェニル－１，２，３－トリアゾール、３－アミノ－１－ベンジル－
１Ｈ－２，４－トリアゾール等が挙げられる。これらの中でも、Ｎ，Ｎ－ジメチル－１，
３－プロパンジアミン、Ｎ，Ｎ－ジエチル－１，３－プロパンジアミン、１－（３－アミ
ノプロピル）イミダゾール、３－アミノ－１，２，４－トリアゾール等が好ましい。 
【０１７６】
　これらの（Ｆ－３）ウレタン樹脂分散剤原料の好ましい使用比率は、ポリイソシアネー
ト化合物１００重量部に対し、同一分子内に水酸基を１個又は２個有する化合物が、通常
１０～２００重量部、好ましくは２０～１９０重量部、更に好ましくは３０～１８０重量
部、同一分子内に活性水素と３級アミノ基を有する化合物が、通常０．２～２５重量部、
好ましくは０．３～２４重量部である。 
【０１７７】
　又、（Ｆ－３）ウレタン樹脂分散剤の製造は、ウレタン樹脂製造の公知の方法に従って
行われる。製造する際の溶媒としては、通常、アセトン、メチルエチルケトン、メチルイ
ソブチルケトン、シクロペンタノン、シクロヘキサノン、イソホロン等のケトン類；酢酸
エチル、酢酸ブチル、酢酸セロソルブ等のエステル類；ベンゼン、トルエン、キシレン、
ヘキサン等の炭化水素類；ダイアセトンアルコール、イソプロパノール、第二ブタノール
、第三ブタノール等の一部のアルコール類；塩化メチレン、クロロホルム等のハロゲン化
炭化水素類；テトラヒドロフラン、ジエチルエーテル等のエーテル類；ジメチルホルムア
ミド、Ｎ－メチルピロリドン、ジメチルスルホキサイド等の非プロトン性極性溶媒等が用
いられる。又、製造する際の触媒としては、通常のウレタン化反応触媒が用いられる。例
えば、ジブチルチンジラウレート、ジオクチルチンジラウレート、ジブチルチンジオクト
エート、スタナスオクトエート等の錫系；鉄アセチルアセトナート、塩化第二鉄等の鉄系
；トリエチルアミン、トリエチレンジアミン等の３級アミン系等が挙げられる。 
　又、同一分子内に活性水素と３級アミノ基を有する化合物の導入量は、反応後の分散剤
分子のアミン価で１～１００ｍｇＫＯＨ／ｇの範囲に制御するのが好ましく、より好まし
くは５～８０ｍｇＫＯＨ／ｇの範囲であり、更に好ましくは１０～６０ｍｇＫＯＨ／ｇの
範囲である。アミン価が上記範囲以下であると分散能力が低下する傾向があり、又、上記
範囲を超えると現像性が低下しやすくなる。尚、以上の反応で分散剤分子中にイソシアネ
ート基が残存する場合には、更にアルコールやアミノ化合物でイソシアネート基を潰すと
該分散剤の経時安定性が高くなるので好ましい。 
【０１７８】
　尚、これらウレタン樹脂分散剤のＧＰＣで測定されるポリスチレン換算の重量平均分子
量は、通常１，０００～２００，０００、好ましくは２，０００～１００，０００、より
好ましくは３，０００～５０，０００の範囲である。分子量１，０００以下では分散性及
び分散安定性が劣り、２００，０００以上では溶解性が低下し分散性が劣ると同時に反応
の制御が困難となる。 
【０１７９】
（Ｆ－４）：その他の分散剤 
　本発明の着色樹脂組成物に用いられる分散剤は上記の各種分散剤以外に、その他の分散
剤を含有していてもよい。 
　その他の分散剤としては、例えば、ポリアリルアミン系分散剤、アミノ基を持つモノマ
ーとマクロモノマーからなる分散剤、ポリオキシエチレンアルキルエーテル系分散剤、ポ
リオキシエチレンジエステル系分散剤、ポリエーテルリン酸系分散剤、ポリエステルリン
酸系分散剤、ソルビタン脂肪族エステル系分散剤、脂肪族変性ポリエステル系分散剤等を



(50) JP 5487564 B2 2014.5.7

10

20

30

40

50

挙げることができる。 
　このような分散剤の具体例としては、ＥＦＫＡ（エフカーケミカルズビーブイ（ＥＦＫ
Ａ）社製）、Ｄｉｓｐｅｒｂｙｋ（ビックケミー社製）、ディスパロン（楠本化成社製）
、ＳＯＬＳＰＥＲＳＥ（ルーブリゾール社製）、ＫＰ（信越化学工業社製）、ポリフロー
（共栄社化学社製）、アジスパー（味の素社製）等のシリーズ名で市販のものを挙げるこ
とができる。これらの高分子分散剤は１種を単独で使用してもよく、又は２種以上を併用
してもよい。 
【０１８０】
　本発明の着色樹脂組成物において、（Ｆ）さらなる分散剤の含有割合は、前述の（Ｂ）
分散剤と併せた合計量として、（Ａ）顔料に対して、通常９５重量％以下、好ましくは６
５重量％以下、更に好ましくは５０重量％以下であり、また、通常１重量％以上、好まし
くは３重量％以上、特に好ましくは５重量％以上である。分散剤の含有割合が少なすぎる
と、（Ａ）顔料への吸着量が不足し、（Ａ）顔料の凝集を防ぐことができず、高粘度化な
いしゲル化してしまうことがあるため、分散安定性が悪化し、再凝集や増粘等の問題が発
生する可能性がある。逆に多すぎると、相対的に顔料の割合が減るため、着色力が低くな
り、色濃度に対して膜厚が厚くなりすぎて、カラーフィルタに用いた場合、液晶セル化工
程でのセルギャップ制御不良が出ることがある。 
【０１８１】
［１－７］溶剤 
　本発明の着色樹脂組成物は、溶剤を含むことが好ましい。溶剤は、前記各成分を溶解又
は分散させ、粘度を調節する機能を有する。 
　かかる溶剤としては、着色樹脂組成物を構成する各成分を溶解または分散させることが
できるものであればよく、沸点が１００～３００℃の範囲のものを選択するのが好ましい
。より好ましくは１２０～２５０℃の沸点をもつものである。 
　このような溶剤としては、例えば、エチレングリコールモノメチルエーテル、エチレン
グリコールモノエチルエーテル、エチレングリコールモノプロピルエーテル、エチレング
リコールモノブチルエーテル、プロピレングリコールモノメチルエーテル、プロピレング
リコール－ｔ－ブチルエーテル、ジエチレングリコールモノメチルエーテル、ジエチレン
グリコールモノエチルエーテル、メトキシメチルペンタノール、プロピレングリコールモ
ノエチルエーテル、ジプロピレングリコールモノエチルエーテル、ジプロピレングリコー
ルモノメチルエーテル、３－メチル－３－メトキシブタノール、トリプロピレングリコー
ルメチルエーテルのようなグリコールモノアルキルエーテル類； 
【０１８２】
　エチレングリコールジメチルエーテル、エチレングリコールジエチルエーテル、ジエチ
レングリコールジメチルエーテル、ジエチレングリコールジエチルエーテル、ジエチレン
グリコールジプロピルエーテル、ジエチレングリコールジブチルエーテルのようなグリコ
ールジアルキルエーテル類； 
　エチレングリコールモノメチルエーテルアセテート、エチレングリコールモノエチルエ
ーテルアセテート、プロピレングリコールモノメチルエーテルアセテート、プロピレング
リコールモノエチルエーテルアセテート、プロピレングリコールモノプロピルエーテルア
セテート、メトキシブチルアセテート、３－メトキシブチルアセテート、メトキシペンチ
ルアセテート、ジエチレングリコールモノエチルエーテルアセテート、ジエチレングリコ
ールモノブチルエーテルアセテート、ジプロピレングリコールモノメチルエーテルアセテ
ート、３－メチル－３－メトキシブチルアセテートのようなグリコールアルキルエーテル
アセテート類； 
　アミルエーテル、プロピルエーテル、ジエチルエーテル、ジプロピルエーテル、ジイソ
プロピルエーテル、ブチルエーテル、ジアミルエーテル、エチルイソブチルエーテル、ジ
ヘキシルエーテルのようなエーテル類； 
【０１８３】
　アセトン、メチルエチルケトン、メチルアミルケトン、メチルイソプロピルケトン、メ
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チルイソアミルケトン、ジイソプロピルケトン、ジイソブチルケトン、メチルイソブチル
ケトン、シクロヘキサノン、エチルアミルケトン、メチルブチルケトン、メチルヘキシル
ケトン、メチルノニルケトンのようなケトン類； 
　エタノール、プロパノール、ブタノール、ヘキサノール、シクロヘキサノール、エチレ
ングリコール、プロピレングリコール、ジエチレングリコール、ジプロピレングリコール
、グリセリンのような１価又は多価アルコール類； 
　ｎ－ペンタン、ｎ－オクタン、ジイソブチレン、ｎ－ヘキサン、ヘキセン、イソプレン
、ジペンテン、ドデカンのような脂肪族炭化水素類； 
　シクロヘキサン、メチルシクロヘキサン、メチルシクロヘキセン、ビシクロヘキシルの
ような脂環式炭化水素類； 
【０１８４】
　ベンゼン、トルエン、キシレン、クメンのような芳香族炭化水素類； 
　アミルホルメート、エチルホルメート、酢酸エチル、酢酸ブチル、酢酸プロピル、酢酸
アミル、メチルイソブチレート、エチレングリコールアセテート、エチルプロピオネート
、プロピルプロピオネート、酪酸ブチル、酪酸イソブチル、イソ酪酸メチル、エチルカプ
リレート、ブチルステアレート、エチルベンゾエート、３－エトキシプロピオン酸メチル
、３－エトキシプロピオン酸エチル、３－メトキシプロピオン酸メチル、３－メトキシプ
ロピオン酸メチル、３－メトキシプロピオン酸エチル、３－メトキシプロピオン酸プロピ
ル、３－メトキシプロピオン酸ブチル、γ－ブチロラクトンのような鎖状又は環状エステ
ル類； 
　３－メトキシプロピオン酸、３－エトキシプロピオン酸のようなアルコキシカルボン酸
類； 
【０１８５】
　ブチルクロライド、アミルクロライドのようなハロゲン化炭化水素類； 
　メトキシメチルペンタノンのようなエーテルケトン類； 
　アセトニトリル、ベンゾニトリルのようなニトリル類である。 
　上記に該当する市販の溶剤としては、ミネラルスピリット、バルソル＃２、アプコ＃１
８ソルベント、アプコシンナー、ソーカルソルベントＮｏ．１及びＮｏ．２、ソルベッソ
＃１５０、シェルＴＳ２８　ソルベント、カルビトール、エチルカルビトール、ブチルカ
ルビトール、メチルセロソルブ、エチルセロソルブ、エチルセロソルブアセテート、メチ
ルセロソルブアセテート、ジグライム（いずれも商品名）などが挙げられる。これらの溶
媒は、１種を単独で用いてもよく、２種以上を併用してもよい。 
【０１８６】
　上記溶剤中、塗布性、表面張力などのバランスが良く、組成物中の構成成分の溶解度が
比較的高い点からは、グリコールアルキルエーテルアセテート類が好ましい。 
　また、グリコールアルキルエーテルアセテート類は、単独で使用してもよいが、他の溶
剤を併用してもよい。併用する溶剤として、特に好ましいのはグリコールモノアルキルエ
ーテル類である。中でも、特に組成物中の構成成分の溶解性からプロピレングリコールモ
ノメチルエーテルが好ましい。なお、グリコールモノアルキルエーテル類は極性が高く、
添加量が多すぎるとレジスト顔料が凝集しやすく、着色樹脂組成物の粘度が上がっていく
などの保存安定性が低下する傾向があるので、溶剤中のグリコールモノアルキルエーテル
類の割合は５重量％～３０重量％が好ましく、５重量％～２０重量％がより好ましい。 
　また、１５０℃以上の沸点をもつ溶剤を併用することも好ましい。このような溶剤を併
用することにより、着色樹脂組成物は乾きにくくなるが、急激に乾燥することによる顔料
分散体の相互関係（後述する）の破壊を起こし難くする効果がある。高沸点溶剤の含有量
は、溶剤に対して３重量％～５０重量％が好ましく、５重量％～４０重量％がより好まし
く、５重量％～３０重量％が特に好ましい。 
　なお沸点１５０℃以上の溶剤が、グリコールアルキルエーテルアセテート類であっても
、またグリコールアルキルエーテル類であってもよく、この場合は、沸点１５０℃以上の
溶剤を別途含有させなくてもかまわない。 
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　本発明の着色樹脂組成物において、溶剤の含有割合に特に制限はないが、その上限は通
常９９重量％とする。溶剤が９９重量％を超える場合は、溶剤を除く各成分の濃度が小さ
くなり過ぎて、塗布膜を形成するには不適当となるおそれがある。一方、溶剤含有割合の
下限値は、塗布に適した粘性等を考慮して、通常７５重量％、好ましくは８０重量％、更
に好ましくは８２重量％である。
【０１８７】
［１－８］界面活性剤 
　本発明の着色樹脂組成物は、さらに界面活性剤を含有していてもよい。界面活性剤とし
ては、アニオン性、カチオン性、非イオン性、両性界面活性剤等、各種のものを用いるこ
とができるが、電圧保持率や有機溶媒に対する相溶性等の諸特性に悪影響を及ぼす可能性
が低い点で、非イオン性界面活性剤を用いるのが好ましい。 
　アニオン性界面活性剤としては、例えば、花王社製の「エマール１０」等のアルキル硫
酸エステル塩系界面活性剤、花王社製の「ペレックスＮＢ－Ｌ」等のアルキルナフタレン
スルフォン酸塩系界面活性剤、花王社製の「ホモゲノールＬ－１８」、「ホモゲノールＬ
－１００」等の特殊高分子系界面活性剤等が挙げられる。これらのうち、特殊高分子系界
面活性剤が好ましく、特殊ポリカルボン酸型高分子系界面活性剤が更に好ましい。 
【０１８８】
　カチオン性界面活性剤としては、例えば、花王社製の「アセタミン２４」等のアルキル
アミン塩系界面活性剤、花王社製の「コータミン２４Ｐ」、「コータミン８６Ｗ」等の第
４級アンモニウム塩系界面活性剤等が挙げられる。これらのうち、第４級アンモニウム塩
系界面活性剤が好ましく、ステアリルトリメチルアンモニウム塩系界面活性剤が更に好ま
しい。 
　非イオン系性面活性剤としては、例えば、トーレシリコーン社製の「ＳＨ８４００」；
シリコーン社製の「ＫＰ３４１」等のシリコーン系界面活性剤；住友３Ｍ社製の「ＦＣ４
３０」；大日本インキ化学工業社製の「Ｆ４７０」；ネオス社製の「ＤＦＸ－１８」等の
弗素系界面活性剤；花王社製の「エマルゲン１０４Ｐ」、「エマルゲンＡ６０」等のポリ
オキシエチレン系界面活性剤等が挙げられる。これらのうち、シリコーン系界面活性剤が
好ましく、ポリジメチルシロキサンにポリエーテル基又はアラルキル基の側鎖が付加され
た構造を有する、いわゆるポリエーテル変性又はアラルキル変性シリコーン系界面活性剤
が更に好ましい。 
【０１８９】
　界面活性剤は２種類以上を併用してもよく、例えばシリコーン系界面活性剤／弗素系界
面活性剤、シリコーン系界面活性剤／特殊高分子系界面活性剤、弗素系界面活性剤／特殊
高分子系界面活性剤の組み合わせ等が挙げられる。中でも、シリコーン系界面活性剤／弗
素系界面活性剤の組み合わせが好ましい。 
　このシリコーン系界面活性剤／弗素系界面活性剤の組み合わせとしては、例えばポリエ
ーテル変性シリコーン系界面活性剤／オリゴマー型弗素系界面活性剤の組み合わせ等が挙
げられる。具体的には、例えば、ジーイー東芝シリコーン社製「ＴＳＦ４４６０」／ネオ
ス社製「ＤＦＸ－１８」、ビックケミー社製「ＢＹＫ－３００」／セイミケミカル社製「
Ｓ－３９３」、信越シリコーン社製「ＫＰ３４０」／大日本インキ化学工業社製「Ｆ－４
７８」、トーレシリコーン社製「ＳＨ７ＰＡ」／ダイキン社製「ＤＳ－４０１」、日本ユ
ニカー社製「Ｌ－７７」／住友３Ｍ社製「ＦＣ４４３０」等の組み合わせが挙げられる。
【０１９０】
　本発明の着色樹脂組成物において、これら界面活性剤の含有割合は、全固形分中、通常
０．００１重量％以上、好ましくは０．００５重量％以上、更に好ましくは０．０１重量
％以上、特に好ましくは０．０２重量％以上である。又、通常１０重量％以下、好ましく
は１重量％以下、更に好ましくは０．１重量％以下、特に好ましくは０．０５重量％以下
の範囲で用いられる。 
【０１９１】
［１－９］その他成分 
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　本発明の着色樹脂組成物は、前記各成分の外に、分散助剤、有機カルボン酸又は／及び
有機カルボン酸無水物、可塑剤、染料、熱重合防止剤、保存安定剤、表面保護剤、密着向
上剤、現像改良剤等を含有していてもよい。 
　分散助剤は、前記（Ａ）顔料の分散性の向上、分散安定性の向上等のために用いられ、
例えば、アゾ系、フタロシアニン系、キナクリドン系、ベンツイミダゾロン系、キノフタ
ロン系、イソインドリノン系、ジオキサジン系、アントラキノン系、インダンスレン系、
ペリレン系、ペリノン系、ジケトピロロピロール系、ジオキサジン系顔料等の誘導体が挙
げられる。 
　これらの顔料誘導体の置換基としては、スルホン酸基、スルホンアミド基及びその４級
塩、フタルイミドメチル基、ジアルキルアミノアルキル基、水酸基、カルボキシル基、ア
ミド基等が挙げられる。これらの置換基は顔料骨格に直接結合していてもよく、又はアル
キル基、アリール基、複素環基等を介して結合していてもよい。前記置換基のうち、スル
ホンアミド基及びその４級塩、スルホン酸基が好ましく、スルホン酸基がより好ましい。
　これら置換基は、一つの顔料骨格に複数置換していてもよいし、置換数の異なる化合物
の混合物でもよい。 
　顔料誘導体の具体例としては、例えばアゾ系顔料のスルホン酸誘導体、フタロシアニン
系顔料のスルホン酸誘導体、キノフタロン系顔料のスルホン酸誘導体、アントラキノン系
顔料のスルホン酸誘導体、キナクリドン系顔料のスルホン酸誘導体、ジケトピロロピロー
ル系顔料のスルホン酸誘導体、ジオキサジン系顔料のスルホン酸誘導体等が挙げられる。
中でも好ましくは、ピグメントイエロー１３８のスルホン酸誘導体、ピグメントイエロー
１３９のスルホン酸誘導体、ピグメントレッド２５４のスルホン酸誘導体、ピグメントレ
ッド２５５のスルホン酸誘導体、ピグメントレッド２６４のスルホン酸誘導体、ピグメン
トレッド２７２のスルホン酸誘導体、ピグメントレッド２０９のスルホン酸誘導体、ピグ
メントオレンジ７１のスルホン酸誘導体、ピグメントバイオレット２３のスルホン酸誘導
体であり、より好ましくはピグメントイエロー１３８のスルホン酸誘導体、ピグメントレ
ッド２５４のスルホン酸誘導体である。
　また、分散助剤は、上述のような顔料自体の誘導体でなくとも、これに類似した化学構
造を有する化合物であってもよい。
【０１９２】
　本発明の着色樹脂組成物において、これらの分散助剤の含有割合は、前記（Ａ）顔料に
対して、通常０．１重量％以上であり、又、通常３０重量％以下、好ましくは２００重量
％以下、更に好ましくは１０重量％以下、特に好ましくは５重量％以下である。添加量が
少ないとその効果が発揮されない傾向があり、逆に添加量が多過ぎると分散性、分散安定
性がかえって悪くなる場合があるためである。 
【０１９３】
　本発明の着色樹脂組成物は、後述するようにカラーフィルタに使用した場合、高いパタ
ーン密着性を保ちながら、樹脂組成物の未溶解物の残存をより一層低減するために、分子
量１０００以下の有機カルボン酸又は／及び有機カルボン酸無水物を含有していてもよい
。これらは前述の（Ｆ）さらなる分散剤として、（Ｆ－３）ウレタン樹脂分散剤を含む場
合に含有されていることが好ましい。 
　その有機カルボン酸として、具体的には、例えば脂肪族カルボン酸及び芳香族カルボン
酸等が挙げられる。 
　脂肪族カルボン酸としては、例えば蟻酸、酢酸、プロピオン酸、酪酸、吉草酸、ピバル
酸、カプロン酸、グリコール酸、（メタ）アクリル酸、等のモノカルボン酸；蓚酸、マロ
ン酸、コハク酸、グルタル酸、アジピン酸、ピメリン酸、シクロヘキサンジカルボン酸、
シクロヘキセンジカルボン酸、イタコン酸、シトラコン酸、マレイン酸、フマル酸等のジ
カルボン酸；トリカルバリル酸、アコニット酸等のトリカルボン酸等が挙げられる。又、
芳香族カルボン酸としては、例えば安息香酸、フタル酸等のフェニル基に直接カルボキシ
ル基が結合したカルボン酸、フェニル基から炭素結合を介してカルボキシル基が結合した
カルボン酸等が挙げられる。 
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　これらの中では、分子量６００以下のものが好ましく、とりわけ分子量５０～５００の
ものが好ましい。具体的には、マレイン酸、マロン酸、コハク酸、イタコン酸が好ましい
。 
　有機カルボン酸無水物としては、脂肪族カルボン酸無水物、芳香族カルボン酸無水物が
挙げられ、具体的には無水酢酸、無水トリクロロ酢酸、無水トリフルオロ酢酸、無水テト
ラヒドロフタル酸、無水コハク酸、無水マレイン酸、無水シトラコン酸、無水イタコン酸
、無水グルタル酸、無水１，２－シクロヘキセンジカルボン酸、無水ｎ－オクタデシルコ
ハク酸、無水５－ノルボルネン－２，３－ジカルボン酸等の脂肪族カルボン酸無水物が挙
げられる。芳香族カルボン酸無水物としては、無水フタル酸、トリメリット酸無水物、ピ
ロメリット酸無水物、無水ナフタル酸等が挙げられる。 
　これらの中では、分子量６００以下のものが好ましく、とりわけ分子量５０～５００の
ものが好ましい。具体的には無水マレイン酸、無水コハク酸、無水シトラコン酸、または
無水イタコン酸が好ましい。 
【０１９４】
　本発明の着色樹脂組成物において、これらの有機カルボン酸又は／及び有機カルボン酸
無水物の含有割合は、全固形分中、通常０．０１重量％以上、好ましくは０．０３重量％
以上、更に好ましくは０．０５重量％以上であり、又、通常１０重量％以下、好ましくは
５重量％以下、更に好ましくは３重量％以下である。 
【０１９５】
　本発明の着色樹脂組成物は、染料を含有していてもよく、例えばアゾ系染料、アントラ
キノン系染料、フタロシアニン系染料、キノンイミン系染料、キノリン系染料、ニトロ系
染料、カルボニル系染料、メチン系染料等が挙げられる。 
　アゾ系染料としては、例えば、Ｃ．Ｉ．アシッドイエロー１１、Ｃ．Ｉ．アシッドオレ
ンジ７、Ｃ．Ｉ．アシッドレッド３７、Ｃ．Ｉ．アシッドレッド１８０、Ｃ．Ｉ．アシッ
ドブルー２９、Ｃ．Ｉ．ダイレクトレッド２８、Ｃ．Ｉ．ダイレクトレッド８３、Ｃ．Ｉ
．ダイレクトイエロー１２、Ｃ．Ｉ．ダイレクトオレンジ２６、Ｃ．Ｉ．ダイレクトグリ
ーン２８、Ｃ．Ｉ．ダイレクトグリーン５９、Ｃ．Ｉ．リアクティブイエロー２、Ｃ．Ｉ
．リアクティブレッド１７、Ｃ．Ｉ．リアクティブレッド１２０、Ｃ．Ｉ．リアクティブ
ブラック５、Ｃ．Ｉ．ディスパースオレンジ５、Ｃ．Ｉ．ディスパースレッド５８、Ｃ．
Ｉ．ディスパースブルー１６５、Ｃ．Ｉ．ベーシックブルー４１、Ｃ．Ｉ．ベーシックレ
ッド１８、Ｃ．Ｉ．モルダントレッド７、Ｃ．Ｉ．モルダントイエロー５、Ｃ．Ｉ．モル
ダントブラック７等が挙げられる。 
【０１９６】
　アントラキノン系染料としては、例えば、Ｃ．Ｉ．バットブルー４、Ｃ．Ｉ．アシッド
ブルー４０、Ｃ．Ｉ．アシッドグリーン２５、Ｃ．Ｉ．リアクティブブルー１９、Ｃ．Ｉ
．リアクティブブルー４９、Ｃ．Ｉ．ディスパースレッド６０、Ｃ．Ｉ．ディスパースブ
ルー５６、Ｃ．Ｉ．ディスパースブルー６０等が挙げられる。 
　フタロシアニン系染料として、例えば、Ｃ．Ｉ．パッドブルー５等が、キノンイミン系
染料として、例えば、Ｃ．Ｉ．ベーシックブルー３、Ｃ．Ｉ．ベーシックブルー９等が、
キノリン系染料として、例えば、Ｃ．Ｉ．ソルベントイエロー３３、Ｃ．Ｉ．アシッドイ
エロー３、Ｃ．Ｉ．ディスパースイエロー６４等が、ニトロ系染料として、例えば、Ｃ．
Ｉ．アシッドイエロー１、Ｃ．Ｉ．アシッドオレンジ３、Ｃ．Ｉ．ディスパースイエロー
４２等が挙げられる。 
　本発明の着色樹脂組成物は、可塑剤を含有していてもよく、その可塑剤としては、例え
ば、ジオクチルフタレート、ジドデシルフタレート、トリエチレングリコールジカプリレ
ート、ジメチルグリコールフタレート、トリクレジルホスフェート、ジオクチルアジペー
ト、ジブチルセバケート、トリアセチルグリセリン等が挙げられる。これら可塑剤の含有
割合は、全固形分中、１０重量％以下の範囲であるのが好ましい。 
【０１９７】
　又、本発明の着色樹脂組成物は、熱重合防止剤を含有していてもよく、その熱重合防止
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剤としては、例えば、ハイドロキノン、ｐ－メトキシフェノール、ピロガロール、カテコ
ール、２，６－ｔ－ブチル－ｐ－クレゾール、β－ナフトール等が挙げられる。これら熱
重合防止剤の含有割合は、全固形分中、３重量％以下の範囲であるのが好ましい。 
【０１９８】
［２］着色樹脂組成物の調製方法 
　次に、本発明の着色樹脂組成物を調製する方法を説明する。 
　先ず（Ａ）顔料、（Ｂ）分散剤、および任意成分である溶剤や（Ｆ）さらなる分散剤を
各所定量秤量し、分散処理工程において、（Ａ）顔料を分散させてインキ状液体（顔料分
散液）とする。この分散処理工程では、ペイントコンディショナー、サンドグラインダー
、ボールミル、ロールミル、ストーンミル、ジェットミル、ホモジナイザー等を使用する
ことができる。この分散処理を行なうことによって（Ａ）顔料が微粒子化されるため、着
色樹脂組成物の塗布特性が向上し、製品のカラーフィルタ基板等の透過率が向上する。 
　また、前述したように、（Ａ）顔料を分散処理する際には、（Ｃ）バインダ樹脂の一部
及び分散助剤等を適宜併用するのが好ましい。又、サンドグラインダーを用いて分散処理
を行なう場合は、０．１～数ｍｍ径のガラスビーズ、又はジルコニアビーズを用いるのが
好ましい。分散処理する際の温度は、通常０℃以上、好ましくは室温以上、又、通常１０
０℃以下、好ましくは８０℃以下の範囲に設定する。尚、分散時間は、インキ状液体の組
成、及びサンドグラインダーの装置の大きさ等により適正時間が異なるため、適宜調整す
る必要がある。 
【０１９９】
　上記分散処理によって得られたインキ状液体に、更に必須成分である（Ｃ）バインダ樹
脂、（Ｄ）多官能モノマー、（Ｅ）光重合開始剤系、及び任意成分である溶剤、界面活性
剤、並びにそれら以外の成分を混合し、均一な分散溶液とすることにより、着色樹脂組成
物を得る。尚、分散処理工程及び混合の各工程において、微細なゴミが混入することがあ
るため、得られたインキ状液体をフィルター等によって濾過処理することが好ましい。 
【０２００】
［３］着色樹脂組成物の応用 
　本発明の着色樹脂組成物は、通常、すべての構成成分が溶剤中に溶解或いは分散された
状態である。これが基板上へ供給され、カラーフィルタや液晶表示装置の構成部材が形成
される。 
【０２０１】
　以下、本発明の着色樹脂組成物の応用例として、カラーフィルタのブラックマトリック
スや画素としての応用、及びそれらを用いた液晶表示装置（パネル）や有機ＥＬディスプ
レイについて、説明する。 
【０２０２】
［３－１］カラーフィルタの画素及びブラックマトリックス 
　カラーフィルタの透明基板としては、透明で適度の強度があれば、その材質は特に限定
されるものではない。材質としては、例えば、ポリエチレンテレフタレート等のポリエス
テル系樹脂；ポリプロピレン、ポリエチレン等のポリオレフィン系樹脂；ポリカーボネー
ト系樹脂；ポリメチルメタクリレート等のアクリル系樹脂；ポリスルホン系樹脂等の熱可
塑性樹脂製シート；エポキシ樹脂、不飽和ポリエステル樹脂等の熱硬化性樹脂シート；又
は各種ガラス等が挙げられる。この中でも、耐熱性の観点からガラス、耐熱性樹脂が好ま
しい。これらの透明基板には、接着性等の表面物性の改良のため、必要に応じ、コロナ放
電処理やオゾン処理等の表面処理、シランカップリング剤やウレタン系樹脂等の各種樹脂
等による薄膜形成処理等を行なってもよい。透明基板の厚さは、通常０．０５ｍｍ以上、
好ましくは０．１ｍｍ以上、又、通常１０ｍｍ以下、好ましくは７ｍｍ以下の範囲とされ
る。又、各種樹脂による薄膜形成処理を行なう場合、その膜厚は、通常０．０１μｍ以上
、好ましくは０．０５μｍ以上、又、通常１０μｍ以下、好ましくは５μｍ以下の範囲で
ある。 
　上述の透明基板上にブラックマトリックスを設け、更に通常は赤色、緑色、青色の画素
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を形成することにより、カラーフィルタを作製することができる。 
　ブラックマトリックスは、遮光金属薄膜、又は本発明の着色樹脂組成物を利用して、透
明基板上に形成される。 
【０２０３】
　その遮光金属材料としては、金属クロム、酸化クロム、窒化クロム等のクロム化合物、
ニッケルとタングステン合金等が用いられ、これらを複数層状に積層させたものであって
もよい。これらの遮光金属薄膜は、一般にスパッタリング法によって形成され、ポジ型フ
ォトレジストにより、膜状に所望のパターンを形成する。 
　クロムに対しては硝酸第二セリウムアンモニウムと過塩素酸及び／又は硝酸とを混合し
たエッチング液を用い、その他の材料に対しては、材料に応じたエッチング液を用いて蝕
刻され、最後にポジ型フォトレジストを専用の剥離剤で剥離することによって、ブラック
マトリックスを形成することができる。この場合、先ず、蒸着又はスパッタリング法等に
より、透明基板上にこれら金属又は金属・金属酸化物の薄膜を形成する。次いで、この薄
膜上にポジ型フォトレジスト用樹脂組成物の塗布膜を形成する。次いで、ストライプ、モ
ザイク、トライアングル等の繰り返しパターンを有するフォトマスクを用いて、塗布膜を
露光・現像し、画像を形成する。その後、この塗布膜にエッチング処理を施してブラック
マトリックスを形成することができる。 
【０２０４】
　本発明の着色樹脂組成物を利用する場合は、黒色の（Ａ）顔料を含有する着色樹脂組成
物を使用して、ブラックマトリックスを形成する。例えば、カーボンブラック、黒鉛、鉄
黒、チタンブラック等の黒色顔料を単独又は複数、もしくは、無機又は有機の顔料の中か
ら適宜選択される赤色、緑色、青色等の顔料を混合して得られる黒色顔料を含有する着色
樹脂組成物を使用し、後述する赤色、緑色、青色の画素を形成する方法と同様にして、ブ
ラックマトリックスを形成することができる。 
　上記着色樹脂組成物は、これら黒色、赤色、緑色、青色のうち少なくとも一種の画素形
成用塗布液として使用される。黒色の着色樹脂組成物に関しては、透明基板上に、赤色、
緑色、青色の着色樹脂組成物に関しては、透明基板上に形成された樹脂ブラックマトリッ
クス形成面上、又は、クロム化合物その他の遮光金属材料を用いて形成された金属ブラッ
クマトリックス形成面上に、塗布、加熱乾燥、露光、現像及び熱硬化の各処理を経て、各
色の画素が形成される。 
　この操作を、赤色、緑色、青色の三色の着色樹脂組成物について各々行うことによって
、カラーフィルタ画像を形成することができる。 
【０２０５】
　着色樹脂組成物の基板への供給方法としては、従来公知の方法、例えば、スピナー法、
ワイヤーバー法、フローコート法、スリット・アンド・スピン法、ダイコート法、ロール
コート法、スプレーコート法等が挙げられる。中でも、スリット・アンド・スピン法、及
びダイコート法が好ましい。
　スリット・アンド・スピン法、及びダイコート法による塗布条件は、着色樹脂組成物の
組成や、作製するカラーフィルタの種類等によって適宜選択すればよい。例えば、両方法
のいずれにおいても、ノズル先端のリップ幅は５０～５００μｍとし、ノズル先端と基板
面との間隔は３０～３００μｍとするのが好ましい。 
　ダイコート法によれば、塗布膜の厚さを調節するためには、リップの走行速度、及びリ
ップからの液状の樹脂組成物の吐出量を調整すればよく、スリット・アンド・スピン法に
よれば、主にスリット塗布後のスピン回転数および回転時間によって調整すればよい。 
　塗布膜の厚さは、厚過ぎるとパターン現像が困難となるとともに、液晶セル化工程での
ギャップ調整が困難となることがある一方で、薄過ぎると顔料濃度を高めることが困難と
なり、所望の色発現が不可能となることがある。塗布膜の厚さは、乾燥後の膜厚として、
通常０．２μｍ以上、好ましくは０．５μｍ以上、より好ましくは０．８μｍ以上、又、
通常２０μｍ以下、好ましくは１０μｍ以下、より好ましくは５μｍ以下の範囲である。
　本発明の着色樹脂組成物は、ダイコート法に用いた時に、その有効性が顕著である。 
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【０２０６】
　基板に着色樹脂組成物を塗布した後の塗布膜の乾燥は、ホットプレート、ＩＲオーブン
、コンベクションオーブンを使用した乾燥法によるのが好ましい。通常は、予備乾燥の後
、再度加熱させて乾燥させる。予備乾燥の条件は、前記溶剤成分の種類、使用する乾燥機
の性能等に応じて適宜選択することができる。乾燥温度及び乾燥時間は、溶剤成分の種類
、使用する乾燥機の性能等に応じて選択されるが、具体的には、乾燥温度は通常４０℃以
上、好ましくは５０℃以上、又、通常８０℃以下、好ましくは７０℃以下の範囲であり、
乾燥時間は通常１５秒以上、好ましくは３０秒以上、又、通常５分間以下、好ましくは３
分間以下の範囲である。又、再加熱乾燥の温度条件は、予備乾燥温度より高い温度が好ま
しく、具体的には、通常５０℃以上、好ましくは７０℃以上、又、通常２００℃以下、好
ましくは１６０℃以下、特に好ましくは１３０℃以下の範囲である。又、乾燥時間は、加
熱温度にもよるが、通常１０秒以上、好ましくは１５秒以上、又、通常１０分以下、好ま
しくは５分以下の範囲とするのが好ましい。乾燥温度は、高いほど透明基板に対する接着
性が向上するが、高過ぎるとバインダ樹脂が分解し、熱重合を誘発して現像不良を生ずる
場合がある。尚、この塗布膜の乾燥工程としては、温度を高めず減圧チャンバー内で乾燥
を行なう減圧乾燥法を用いてもよい。 
【０２０７】
　露光は、着色樹脂組成物の塗布膜上に、ネガのマトリックスパターンを重ね、このマス
クパターンを介し、紫外線又は可視光線の光源を照射して行う。この際、必要に応じ、酸
素による光重合性層の感度の低下を防ぐため、光重合性層上にポリビニルアルコール層等
の酸素遮断層を形成した後に露光を行ってもよい。上記の露光に使用される光源は、特に
限定されるものではない。光源としては、例えば、キセノンランプ、ハロゲンランプ、タ
ングステンランプ、高圧水銀灯、超高圧水銀灯、メタルハライドランプ、中圧水銀灯、低
圧水銀灯、カーボンアーク、蛍光ランプ等のランプ光源；アルゴンイオンレーザー、ＹＡ
Ｇレーザー、エキシマレーザー、窒素レーザー、ヘリウムカドミニウムレーザー、半導体
レーザー等のレーザー光源等が挙げられる。特定の波長の光を照射して使用する場合には
、光学フィルターを利用することもできる。 
【０２０８】
　カラーフィルタは、着色樹脂組成物の塗布膜に対し、上記の光源によって露光を行なっ
た後、有機溶剤、又は、界面活性剤とアルカリ性化合物とを含む水溶液を用いて現像を行
うことによって、基板上に画像を形成して作製することができる。この水溶液には、更に
有機溶剤、緩衝剤、錯化剤、染料又は顔料を含ませることができる。 
　ここで、アルカリ性化合物としては、水酸化ナトリウム、水酸化カリウム、水酸化リチ
ウム、炭酸ナトリウム、炭酸カリウム、炭酸水素ナトリウム、炭酸水素カリウム、珪酸ナ
トリウム、珪酸カリウム、メタ珪酸ナトリウム、燐酸ナトリウム、燐酸カリウム、燐酸水
素ナトリウム、燐酸水素カリウム、燐酸二水素ナトリウム、燐酸二水素カリウム、水酸化
アンモニウム等の無機アルカリ性化合物；モノ－・ジ－・又はトリ－エタノールアミン、
モノ－・ジ－・又はトリ－メチルアミン、モノ－・ジ－・又はトリ－エチルアミン、モノ
－・又はジ－イソプロピルアミン、ｎ－ブチルアミン、モノ－・ジ－・又はトリ－イソプ
ロパノールアミン、エチレンイミン、エチレンジイミン、テトラメチルアンモニウムヒド
ロキシド（ＴＭＡＨ）、コリン等の有機アルカリ性化合物が挙げられる。これらのアルカ
リ性化合物は、２種以上の混合物であってもよい。 
　界面活性剤としては、例えば、ポリオキシエチレンアルキルエーテル類、ポリオキシエ
チレンアルキルアリールエーテル類、ポリオキシエチレンアルキルエステル類、ソルビタ
ンアルキルエステル類、モノグリセリドアルキルエステル類等のノニオン系界面活性剤；
アルキルベンゼンスルホン酸塩類、アルキルナフタレンスルホン酸塩類、アルキル硫酸塩
類、アルキルスルホン酸塩類、スルホコハク酸エステル塩類等のアニオン性界面活性剤；
アルキルベタイン類、アミノ酸類等の両性界面活性剤が挙げられる。 
　有機溶剤としては、例えば、イソプロピルアルコール、ベンジルアルコール、エチルセ
ロソルブ、ブチルセロソルブ、フェニルセロソルブ、プロピレングリコール、ジアセトン
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アルコール等が挙げられる。有機溶剤は、単独でも水溶液と併用して使用できる。 
【０２０９】
　現像処理の条件には特に制限はないが、現像温度は通常１０℃以上、中でも１５℃以上
、更には２０℃以上、又、通常５０℃以下、中でも４５℃以下、更には４０℃以下の範囲
が好ましい。 
　現像方法は、例えば浸漬現像法、スプレー現像法、ブラシ現像法、超音波現像法等の何
れかの方法により行うことができる。 
　尚、本発明におけるカラーフィルタは、上記した作製方法の他に、（１）本発明の（Ｂ
）分散剤、溶剤、顔料及びバインダ樹脂としてのポリイミド系樹脂を含む着色樹脂組成物
を、基板に塗布し、エッチング法により画素を形成する方法によっても作製することがで
きる。又、（２）本発明の（Ｂ）分散剤、及び顔料を含む着色樹脂組成物を着色インキと
して用い、印刷機によって、透明基板上に直接画素を形成する方法、（３）本発明の（Ｂ
）分散剤、及び顔料を含む着色樹脂組成物を電着液として用い、基板をこの電着液に浸漬
させ所定パターンにされたＩＴＯ電極上に、着色膜を析出させる方法、更に、（４）本発
明の（Ｂ）分散剤、及び顔料を含む着色樹脂組成物を塗布したフィルムを、透明基板に貼
りつけて剥離し、露光、現像し画素を形成する方法、（５）本発明の（Ｂ）分散剤、及び
顔料を含む着色樹脂組成物を着色インキとして用い、インクジェットプリンターにより画
素を形成する方法、等によっても作製することができる。カラーフィルタの作製方法は、
本発明の着色樹脂組成物の組成に応じ、これに適した方法が採用される。 
【０２１０】
　現像の後のカラーフィルタには、熱硬化処理を施すことが好ましい。この際の熱硬化処
理条件は、温度は通常１００℃以上、好ましくは１５０℃以上、又、通常２８０℃以下、
好ましくは２５０℃以下の範囲で選ばれ、時間は５分間以上、６０分間以下の範囲で選ば
れる。これら一連の工程を経て、一色のパターニングは終了する。この工程を順次繰り返
し、ブラック、赤色、緑色、青色をパターニングし、カラーフィルタを形成する。尚、４
色のパターニングの順番は、上記した順番に限定されるものではない。 
【０２１１】
　更に、カラーフィルタは、このままの状態で画素上にＩＴＯ等の透明電極を形成して、
カラーディスプレー、液晶表示装置等の部品の一部として使用されるが、表面平滑性や耐
久性を高めるため、必要に応じ、画素上にポリアミド、ポリイミド等のトップコート層を
設けることもできる。又、一部、平面配向型駆動方式（ＩＰＳモード）等の用途において
は、透明電極を形成しないこともある。 
　又、垂直配向型駆動方式（ＭＶＡモード）では、リブを形成することもある。又、ビー
ズ散布型スペーサに代わり、フォトリソによる柱構造（フォトスペーサー）を形成するこ
ともある。 
【０２１２】
［３－２］液晶表示装置（パネル） 
　本発明に係る液晶表示装置は、例えば、前記［３－１］カラーフィルタ（以降、「カラ
ーフィルタ基板」と称することがある）と、薄膜トランジスタ（ＴＦＴ）による駆動基板
とを、液晶層を介して対向した構造により構成することができる。より具体的には、配向
膜材料を塗布し配向処理を施したカラーフィルタ基板と、同じくＴＦＴ駆動基板とを、周
辺シール材を介して貼り合わせ、その空隙に液晶材料を注入することで、液晶表示装置と
することができる。 
【０２１３】
　本発明に係る液晶表示装置は、通常、上記本発明に係るカラーフィルタ上に配向膜を形
成し、この配向膜上にスペーサを散布した後、対向基板と貼り合わせて液晶セルを形成し
、形成した液晶セルに液晶を注入し、対向電極に結線して作製される。 
　配向膜は、ポリイミド等の樹脂膜が好適である。配向膜の形成には、通常、グラビア印
刷法及び／又はフレキソ印刷法が採用され、配向膜の厚さは数１０ｎｍとされる。熱焼成
によって配向膜の硬化処理を行った後、紫外線の照射やラビング布による処理によって表



(59) JP 5487564 B2 2014.5.7

10

20

30

40

50

面処理し、液晶の傾きを調整しうる表面状態に加工される。 
【０２１４】
　スペーサは、対向基板とのギャップ（隙間）に応じた大きさのものが用いられ、通常２
～８μｍのものが好適である。カラーフィルタ基板上に、フォトリソグラフィ法によって
透明樹脂膜のフォトスペーサー（ＰＳ）を形成し、これをスペーサの代わりに活用するこ
ともできる。 
　対向基板としては、通常、アレイ基板が用いられ、特にＴＦＴ（薄膜トランジスタ）基
板が好適である。又、対向基板との貼り合わせのギャップは、液晶パネルの用途によって
異なるが、通常２μｍ以上、８μｍ以下の範囲で選ばれる。対向基板と貼り合わせた後、
液晶注入口以外の部分は、エポキシ樹脂等のシール材によって封止する。シール材は、Ｕ
Ｖ照射及び／又は加熱することによって硬化させ、液晶セル周辺がシールされる。 
【０２１５】
　周辺をシールされた液晶セルは、パネル単位に切断した後、真空チャンバー内で減圧と
し、上記液晶注入口を液晶に浸漬した後、チャンバー内をリークすることによって、液晶
を液晶セル内に注入する。液晶セル内の減圧度は、通常１×１０-2Ｐａ以上、好ましくは
１×１０-3以上、又、通常１×１０-7Ｐａ以下、好ましくは１×１０-6Ｐａ以下の範囲で
ある。又、減圧時に液晶セルを加温するのが好ましく、加温温度は通常３０℃以上、好ま
しくは５０℃以上、又、通常１００℃以下、好ましくは９０℃以下の範囲である。減圧時
の加温保持は、通常１０分間以上、６０分間以下の範囲とされ、その後、液晶中に浸漬さ
れる。 
　液晶を注入した液晶セルは、液晶注入口をＵＶ硬化樹脂を硬化させて封止することによ
って、液晶表示装置が完成する。尚、液晶の種類には特に制限がなく、芳香族系、脂肪族
系、多環状化合物等、従来から知られている液晶であって、リオトロピック液晶、サーモ
トロピック液晶等の何れでもよい。サーモトロピック液晶には、ネマティック液晶、スメ
スティック液晶及びコレステリック液晶等が知られているが、何れであってもよい。 
　［３－３］有機ＥＬディスプレイ
　本発明のカラーフィルタを用いて有機ＥＬディスプレイを作成する場合、例えば図４に
示すように、まず透明支持基板１０上に、着色樹脂組成物により形成されたパターン（す
なわち、画素２０、及び隣接する画素２０の間に設けられた樹脂ブラックマトリックス（
図示せず））が形成されてなるカラーフィルタを作製し、該カラーフィルタ上に有機保護
層３０及び無機酸化膜４０を介して有機発光体５００を積層することによって、有機ＥＬ
素子１００を作製することができる。なお、画素２０及び樹脂ブラックマトリックスの内
、少なくとも一つは本発明の着色樹脂組成物を用いて作製されたものである。有機発光体
５００の積層方法としては、カラーフィルタ上面へ透明陽極５０、正孔注入層５１、正孔
輸送層５２、発光層５３、電子注入層５４、及び陰極５５を逐次形成していく方法や、別
基板上へ形成した有機発光体５００を無機酸化膜４０上に貼り合わせる方法などが挙げら
れる。このようにして作製された有機ＥＬ素子１００を用い、例えば「有機ＥＬディスプ
レイ」（オーム社，２００４年８月２０日発光，時任静士、安達千波矢、村田英幸著）に
記載された方法等にて、有機ＥＬディスプレイを作製することができる。 
　なお、本発明のカラーフィルタは、パッシブ駆動方式の有機ＥＬディスプレイにもアク
ティブ駆動方式の有機ＥＬディスプレイにも適用可能である。
【実施例】
【０２１６】
　以下に、実施例及び比較例を挙げて本発明をより具体的に説明する。尚、本発明はその
要旨を超えない限り、以下の実施例の記載に限定されるものではない。 
【０２１７】
［１］（Ｃ）バインダ樹脂の合成
合成例１：バインダ樹脂Ｄ（（Ｃ－４）一般式（１）で示される化合物を必須とするモノ
マー成分を重合してなるポリマー）の合成
　反応槽として冷却管を付けたセパラブルフラスコを準備し、プロピレングリコールモノ
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メチルエーテルアセテート４００重量部を仕込み、窒素置換したあと、攪拌しながらオイ
ルバスで加熱して反応槽の温度を９０℃まで昇温した。
　一方、モノマー槽中にジメチル－２，２’－［オキシビス（メチレン）］ビス－２－プ
ロペノエート３０重量部、メタクリル酸６０重量部、メタクリル酸シクロヘキシル１１０
重量部、ｔ－ブチルパーオキシ－２－エチルヘキサノエート５．２重量部、プロピレング
リコールモノメチルエーテルアセテート４０重量部を仕込み、連鎖移動剤槽にｎ－ドデシ
ルメルカプタン５．２重量部、プロピレングリコールモノメチルエーテルアセテート２７
重量部を仕込み、反応槽の温度が９０℃に安定してからモノマー槽および連鎖移動剤槽か
ら滴下を開始し、重合を開始させた。温度を９０℃に保ちながら滴下をそれぞれ１３５分
かけて行い、滴下が終了して６０分後に昇温を開始して反応槽を１１０℃にした。３時間
、１１０℃を維持した後、セパラブルフラスコにガス導入管を付け、酸素／窒素＝５／９
５（ｖ／ｖ）混合ガスのバブリングを開始した。次いで、反応槽に、メタクリル酸グリシ
ジル３９．６部、２，２’－メチレンビス（４－メチル－６－ｔ－ブチルフェノール）０
．４部、トリエチルアミン０．８部を仕込み、そのまま１１０℃で９時間反応させた。
　室温まで冷却し、重量平均分子量８０００，酸化１０１ｍｇＫＯＨ／ｇの重合体溶液を
得た。
【０２１８】
合成例２：バインダ樹脂Ｅ（（Ｃ－４）一般式（１）で示される化合物を必須とするモノ
マー成分を重合してなるポリマー）の合成
　反応槽として冷却管を付けたセパラブルフラスコを準備し、プロピレングリコールモノ
メチルエーテルアセテート４００重量部を仕込み、窒素置換したあと、攪拌しながらオイ
ルバスで加熱して反応槽の温度を９０℃まで昇温した。
　一方、モノマー槽中にジメチル－２，２’－［オキシビス（メチレン）］ビス－２－プ
ロペノエート３０重量部、メタクリル酸６０重量部、メタクリル酸ベンジル１１０重量部
、ｔ－ブチルパーオキシ－２－エチルヘキサノエート５．２重量部、プロピレングリコー
ルモノメチルエーテルアセテート４０重量部を仕込み、連鎖移動剤槽にｎ－ドデシルメル
カプタン５．２重量部、プロピレングリコールモノメチルエーテルアセテート２７重量部
を仕込み、反応槽の温度が９０℃に安定してからモノマー槽および連鎖移動剤槽から滴下
を開始し、重合を開始させた。温度を９０℃に保ちながら滴下をそれぞれ１３５分かけて
行い、滴下が終了して６０分後に昇温を開始して反応槽を１１０℃にした。３時間、１１
０℃を維持した後、セパラブルフラスコにガス導入管を付け、酸素／窒素＝５／９５（ｖ
／ｖ）混合ガスのバブリングを開始した。次いで、反応槽に、メタクリル酸グリシジル５
６．１部、２，２’－メチレンビス（４－メチル－６－ｔ－ブチルフェノール）０．４部
、トリエチルアミン０．８部を仕込み、そのまま１１０℃で９時間反応させた。
　室温まで冷却し、重量平均分子量８７００，酸化６８ｍｇＫＯＨ／ｇの重合体溶液を得
た。
【０２１９】
合成例３：バインダ樹脂Ｆの合成
　プロピレングリコールモノメチルエーテルアセテート１４５重量部を、窒素置換しなが
ら攪拌し、１２０℃に昇温した。ここにスチレン１０重量部、グリシジルメタクリレート
８５．２重量部およびトリシクロデカン骨格を有するモノアクリレート（日立化成社製Ｆ
Ａ－５１３Ｍ）６６重量部を滴下し、さらに２，２’－アゾビス－２－メチルブチロニト
リル８．４７重量部を３時間かけて滴下し、９０℃で２時間攪拌し続けた。
　次に反応容器内を空気置換し、アクリル酸４３．２重量部に、トリスジメチルアミノメ
チルフェノール０．７重量部およびハイドロキノン０．１２重量部を投入し、１００℃で
１２時間反応を続けた。その後、テトラヒドロ無水フタル酸（ＴＨＰＡ）２８．５重量部
、トリエチルアミン０．７重量部を加え、１００℃で３．５時間反応させた。
　こうして得られたバインダー樹脂の、ＧＰＣにより測定した重量平均分子量Ｍｗは約８
４００、酸価は３３ｍｇＫＯＨ／ｇであった。
【０２２０】



(61) JP 5487564 B2 2014.5.7

10

20

30

40

合成例４：バインダ樹脂Ｇの合成
　プロピレングリコールモノメチルエーテルアセテート３５部、１－メトキシ－２－プロ
パノール８．８部、Ｖ－５９（和光純薬（株）製　アゾ系重合開始剤）１．５部を反応容
器に仕込み、窒素雰囲気下に、８０℃に昇温し、ベンジルメタクリレート９．５部、メチ
ルメタクリレート６．５部、２－ヒドロキシエチルメタクリレート３．５部、メタクリル
酸１０．７部を２時間かけて滴下、さらに４時間撹拌を行い、重合反応液を得た。さらに
この重合反応液に、プロピレングリコールモノメチルエーテルアセテート２５．５部を加
え、ｐ－メトキシフェノール０．０５部、トリフェニルホスフィン０．３部を添加、溶解
させた後、（３，４－エポキシシクロヘキシル）メチルアクリレート１７．５部を滴下し
、８５℃、２４時間反応させ、側鎖にエチレン性不飽和基を有する樹脂溶液を得た。この
ようにして得られたバインダ樹脂のＧＰＣによる重合平均分子量はポリスチレン換算で１
８０００、またＫＯＨによる中和滴定を行ったところ、酸価は５０であった。（３，４－
エポキシシクロヘキシル）メチルアクリレートによるカルボン酸への導入率は、反応前後
の酸価から６６％であった。
＜実施例１～４及び比較例１、２＞ 
【０２２１】
［２］着色樹脂組成物の調製 
　（Ａ）顔料として、平均一次粒径１５ｎｍのＣ．Ｉ．ピグメントグリーン３６を６．８
５重量部、平均一次粒径２５ｎｍのＣ．Ｉ．ピグメントイエロー１５０を２．９３重量部
、溶剤としてプロピレングリコールモノメチルエーテルアセテート６０．００重量部、（
Ｂ）分散剤として表－１に記載の各種を固形分換算で１．９６重量部、および表－１に記
載の（Ｃ）バインダ樹脂を固形分換算で３．２６重量部、径０．５ｍｍのジルコニアビー
ズ２２５重量部をステンレス容器に充填し、ペイントシェーカーにて６時間分散させて緑
色顔料分散液を調製した。
　続いて、前記の緑色顔料分散液に、表－２記載の各成分を混合して、着色樹脂組成物を
調製した。
【表１】

分散剤Ａ：以下の方法にて合成した（Ｂ）分散剤。
　共重合体中のアミノ基（ジメチルアミノ基）を４級化しなかった以外は、特開平１－２
２９０１４号公報の実施例１に準じて、３級アミノ基を有するメタクリル系Ａ－Ｂブロッ
ク共重合体を合成した。得られた共重合体の重量平均分子量Ｍｗは９０００、アミン価は
１２１ｍｇＫＯＨ／ｇ、酸価は０ｍｇＫＯＨ／ｇであった。またＢ－ブロックにおける「
側鎖にアミノ基を有する繰り返し単位」が下記式（ｉ）で表される構造であり、また下記
式（ii）で表される繰り返し単位の、Ａ－ブロックにおける割合は１１モル％であった。
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【化２９】

　なおアミン価は、以下の方法で測定した。
＜アミン価の測定＞
　１００ｍＬのビーカーに分散剤の０．５～１．５ｇを精秤し、５０ｍＬの酢酸で溶解す
る。ｐＨ電極を備えた自動滴定装置を使って、この溶液を０．１ｍｏｌ／ＬのＨＣＬＯ４

酢酸溶液にて中和滴定する。滴定ｐＨ曲線の変曲点を滴定終点とし次式によりアミン価を
求める。
　　アミン価　［ｍｇＫＯＨ／ｇ］＝（５６１×Ｖ）／（Ｗ×Ｓ）
（但し、Ｗ：分散剤試料秤取量［ｇ］、Ｖ：滴定終点での滴定量［ｍＬ］、Ｓ：分散剤試
料の固形分濃度［ｗｔ％］である。）
 
分散剤Ｂ：ルーブリゾール社製「Solsperse 24000GR」
　（Ｆ－１）窒素原子を含有するグラフト共重合体に相当。吸着基が下記構造であり、ア
ミン価が３９ｍｇＫＯＨ／ｇ、酸価が３３ｍｇＫＯＨ／ｇであるポリエステル酸アミドア
ミン塩である高分子分散剤。

【化３０】

分散剤Ｃ：ビックケミー社製「Disperbyk2000」
　（Ｆ－２）その他のアクリル系ブロック共重合体に相当。吸着基が主に下記構造
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【化３１】

であり、アミン価が１０ｍｇＫＯＨ／ｇ程度である、主鎖がメタクリル酸由来の繰り返し
単位からなるポリマーであるブロック共重合体。

【表２】

　得られた着色樹脂組成物につき、粘度変化、着色樹脂膜の溶解時間、コントラスト比を
測定した。測定方法は、各々以下に記し、測定結果は表－１に示す。
【０２２２】
［３］着色樹脂組成物の粘度変化 
　［２］で得られた着色樹脂組成物について、製造（調製）直後、及び、２３℃の恒温槽
に２週間静置した後の粘度（20rpm）を東機産業社製E型粘度計「RE-80L」を用いて測定し
た。各実施例及び比較例の着色樹脂組成物についての粘度と２週間（１４日間）での粘度
変化率を比較し、４％未満であったものを○、４％以上１０％未満であったものを△、１
０％以上であったものを×とした。その結果を表－１に示す。 
【０２２３】
［４］着色樹脂膜の製造 
　クロムが蒸着されたガラス基板に、［２］で得られた着色樹脂組成物をそれぞれスピン
コート塗布し、８０℃のホットプレートにて３分間プリベークを行った。塗布に際しては
乾燥後、色座標y=0.6となる膜厚となるように回転数を調整した。
【０２２４】
［５］着色樹脂膜の現像溶解時間の評価 
　［４］で得られた着色樹脂膜に対し、高圧水銀灯によりマスクパターンを通して６０ｍ
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Ｊ／ｃｍ2で露光した後、０．０４重量％水酸化カリウム水溶液（現像液温度２３℃）を
使用して圧力０．２５ＭＰａのスプレー現像を行い、着色樹脂膜が溶解し、基板面が露出
するまでの時間（現像溶解時間）を測定した。各実施例及び比較例の着色樹脂組成物につ
いての現像溶解時間を測定し、１００秒未満であったものを○、１００秒以上１２０未満
であったものを△、１２０以上であったものを×とした。その結果を表－１に示す。
【０２２５】
［６］カラーフィルタの製造 
　透明ガラス基板上に、上記［４］と同様にして形成された着色樹脂膜に対し、上記［５
］と同様に現像を行い、十分な水でリンスした後、クリーンエアで乾燥した。その後、２
３０℃のオーブンにて３０分間ポストベークを行った。乾燥後の着色樹脂膜の膜厚は２．
１μｍ程度であった。 
【０２２６】
［７］［カラーフィルタのコントラスト比の測定］
　図２（ａ），（ｂ）は、いずれも、着色板の平行透過光および直交透過光の色度を測定
する方法を説明するための模式的な図である。まず、図２（ａ）に示すように、上記［６
］で得られたカラーフィルタ（以下「着色板３４」と称す）の両側に偏光板３３，３５を
重ねて、偏光板３３，３５の偏光軸を互いに平行にした状態で、一方の偏光板３５の側か
らバックライト３７の光３６を当てて、他方の偏光板３３を透過した光の輝度Ｌｐ（平行
透過光の輝度）を色彩輝度計トプコンテクノハウス製「ＢＭ－５Ａ」３２を使用して、２
゜視野の条件で測定した。
　次に、図２（ｂ）に示すように、偏光板３３，３５の偏光軸を互いに直交させた状態で
、一方の偏光板３５側からバックライト３７の光３６を当て、他方の偏光板３３を透過し
た光の輝度Ｌｃ（直交透過光の輝度）を、色彩輝度計３２にて上記Ｌｐと同様に測定した
。 
【０２２７】
　なお、バックライト３７は、図１に示すような発光スペクトルを有するものを用いた。
このスペクトルの測定は、コニカミノルタ製分光放射輝度計ＣＳ－１０００Ａと、光量を
制御し、測定を容易にするため、ケンコー社製のフィルター「ＮＤフィルターＮＤ４」を
用いて測定し、算出した。
　また、偏光板３３，３５は、図３のスペクトル特性を持つものを用いた。 
　［６］で得られた各実施例および比較例のカラーフィルタのコントラスト比は、平行透
過光の輝度Ｌｐと直交透過光の輝度Ｌｃから式Ｌｐ／Ｌｃを用いて算出した。結果を表－
１に示す。
【産業上の利用可能性】
【０２２８】
　本発明によれば、（１）近年の高度に微粒化された顔料を、少量の添加量で効率よく分
散でき、その結果、高透過率、高コントラスト、低膜厚のカラーフィルタを製造し得る着
色樹脂組成物を提供できる。また、（２）現像液に対する溶解性が良好で、現像行程にお
いて所定の時間内で現像が可能で、また、基板上の非画像部に着色樹脂組成物の未溶解物
が残存することがなく、基板との密着性にも優れ、硬化性等の画像形成能を低下させるこ
とながなく、高透過率、高コントラスト、低膜厚のカラーフィルタを製造し得る着色樹脂
組成物を提供できる。さらに、（３）前記に記載のカラーフィルタ基板を使用した、高品
質の液晶表示装置を提供できる。
【図面の簡単な説明】
【０２２９】
【図１】図１は、バックライト３７の発光スペクトルを表す図である。
【図２】図２は、着色板の平行透過光および直交透過光の色度を測定する方法を説明する
ための模式的な図である。
【図３】図３は、偏光板３３、３５のスペクトル特性を示す図である。
【図４】図４は、本発明のカラーフィルタを備えた有機ＥＬ素子の一例を示す断面概略図
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である。
【符号の説明】
【０２３０】
　１０　透明支持基板 
　２０　画素 
　３０　有機保護層 
　３２　色彩輝度計
　３３，３５　偏光板
　３４　着色板
　３６　光
　３７　バックライト
　４０　無機酸化膜 
　５０　透明陽極 
　５１　正孔注入層 
　５２　正孔輸送層 
　５３　発光層 
　５４　電子注入層 
　５５　陰極 
　１００　有機ＥＬ素子 
　５００　有機発光体
 

【図１】



(66) JP 5487564 B2 2014.5.7

【図２】

【図３】
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