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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　支持体上に、ポリウレタン樹脂バインダーを含有する感光層を有する感光性平版印刷版
であって、
　前記ポリウレタン樹脂が、
　（Ａ）ヒドロキシル基および－ＮＨＲ１基（Ｒ１は水素原子または置換基を有していて
もよい炭素数１から２０までの１価の炭化水素基を表す）からなる群から選ばれる基を２
個、（Ｂ）脂肪族環状構造、並びに、（Ｃ）カルボキシル基、を有する化合物と、ジイソ
シアネート化合物との反応によって得られるポリウレタン樹脂であることを特徴とする感
光性平版印刷版。
【請求項２】
　前記（Ａ）ヒドロキシル基および－ＮＨＲ１基からなる群から選ばれる基を２個、（Ｂ
）脂肪族環状構造、並びに、（Ｃ）カルボキシル基、を有する化合物が、下記一般式（Ｉ
）で表されることを特徴とする請求項１記載の感光性平版印刷版。

【化１】

（式中、Ａは置換基を有していてもよい脂肪族環状構造を有する炭素数３から８０までの
（ｎ＋２）価の炭化水素基を表す。Ｘはそれぞれ独立してヒドロキシル基、または－ＮＨ
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Ｒ1基を表す（Ｒ1は水素原子、または置換基を有していてもよい炭素数１から２０までの
１価の炭化水素基を表す）。ｎは１から５までの整数を表す。）
【請求項３】
　感光層に、さらに少なくとも光または熱重合開始剤、および付加重合可能なエチレン性
不飽和結合を有する化合物を含有してなることを特徴とする請求項１又は請求項２記載の
感光性平版印刷版。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は感光性平版印刷版に関し、特にレーザー光による描画に適した感光性平版印刷版
に関する。
【０００２】
【従来の技術】
従来、感光性平版印刷版としては親水性支持体上に親油性の感光性樹脂層を設けた構成を
有するＰＳ版が広く用いられ、その製版方法として、通常は、リスフイルムを介してマス
ク露光（面露光）後、非画像部を溶解除去することにより所望の印刷版を得ていた。
【０００３】
近年、画像情報をコンピューターを用いて電子的に処理、蓄積、出力する、デジタル化技
術が広く普及してきている。そして、その様なデジタル化技術に対応した新しい画像出力
方式が種々実用される様になってきた。その結果レーザー光のような指向性の高い光をデ
ジタル化された画像情報に従って走査し、リスフイルムを介す事無く、直接印刷版を製造
するコンピューター　トゥ　プレート（ＣＴＰ）技術が切望されており、これに適応した
感光性平版印刷版を得ることが重要な技術課題となっている。
【０００４】
このような走査露光可能な感光性平版印刷版としては、親水性支持体上にレーザー露光に
よりラジカルやブロンズテッド酸などの活性種を発生しうる感光性化合物を含有した親油
性感光性樹脂層（以下、感光層ともいう）を設けた構成が提案され、既に上市されている
。この感光性平版印刷版をデジタル情報に基づきレーザー走査し活性種を発生せしめ、そ
の作用によって感光層に物理的、あるいは化学的な変化を起こし不溶化あるいは可溶化さ
せ、引き続き現像処理することによってネガ型あるいはポジ型の平版印刷版を得ることが
できる。
【０００５】
特に、親水性支持体上に感光スピードに優れる光重合開始剤、付加重合可能なエチレン性
不飽和化合物、およびアルカリ現像液に可溶な高分子バインダーとを含有する光重合型の
感光層、および必要に応じて酸素遮断性の保護層とを設けたネガ型感光性平版印刷版は、
生産性に優れ、さらに現像処理が簡便であり、解像度や着肉性も良いといった利点から、
望ましい印刷性能を有する刷版となりうる。
【０００６】
従来、印刷版を高耐刷化する目的で特公平７－１２００４０号公報、特公平７－１２００
４１号公報、特公平７－１２００４２号公報、特公平８－１２４２４号公報、特開昭６３
－２８７９４４号公報、特開昭６３－２８７９４７号公報、特開平１－２７１７４１号公
報等に記載のようにウレタン樹脂バインダーが用いられてきた。しかし、これら特許公報
においてはレーザー走査露光による描画に関する記載は全くなされていない。また、特願
平１１－１１６２３２号明細書には、ウレタンバインダーを含有するレーザー走査露光に
好適な平版印刷版の記載があるが、耐刷性、生産性の点で充分なものではなかった。つま
り、生産性をさらに高める目的で走査スピードを上げていくと、単位面積当たりの露光エ
ネルギーがそれに応じて小さくなるため、露光部／未露光部のディスクリミネーションが
小さくなってしまい、現像液中のアルカリ成分によって画像部がダメージを受け易くなる
ため、高い耐刷性が得られないといった問題を有していた。
【０００７】
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【発明が解決しようとする課題】
本発明は、上記従来の技術の欠点を克服し、非常に高い耐刷性を有する平版印刷版を与え
ことができ、レーザ光による走査露光に適しており、高速での書き込みが可能であり、高
い生産性を併せ持つ感光性平版印刷版を提供することを目的とするものである。
【０００８】
【課題を解決するための手段】
　本発明者は、上記目的を達成すべく鋭意検討を重ねた結果、感光層を構成する高分子バ
インダーとして用いるウレタン樹脂に現像性を付与する成分として、カルボキシル基を直
接または間接的に置換基として有する脂肪族環状構造を有するものを用いることにより、
上記目的が達成されることを見出し、本発明を成すに至った。すなわち、本発明は、
（１）支持体上に、ポリウレタン樹脂バインダーを含有する感光層を有する感光性平版印
刷版であって、前記ポリウレタン樹脂が、（Ａ）ヒドロキシル基および－ＮＨＲ１基（Ｒ
１は水素原子または置換基を有していてもよい炭素数１から２０までの１価の炭化水素基
を表す）からなる群から選ばれる基を２個、（Ｂ）脂肪族環状構造、並びに、（Ｃ）カル
ボキシル基、を有する化合物と、ジイソシアネート化合物との反応によって得られるポリ
ウレタン樹脂であることを特徴とする感光性平版印刷版、
（２）前記（Ａ）ヒドロキシル基および－ＮＨＲ１基からなる群から選ばれる基を２個、
（Ｂ）脂肪族環状構造、並びに、（Ｃ）カルボキシル基、を有する化合物が、下記一般式
（Ｉ）で表されることを特徴とする上記（１）記載の感光性平版印刷版、
【化２】

（式中、Ａは置換基を有していてもよい脂肪族環状構造を有する炭素数３から８０までの
（ｎ＋２）価の炭化水素基を表す。Ｘはそれぞれ独立してヒドロキシル基、または－ＮＨ
Ｒ1基を表す（Ｒ1は水素原子、または置換基を有していてもよい炭素数１から２０までの
１価の炭化水素基を表す）。ｎは１から５までの整数を表す。）
（３）　感光層に、さらに少なくとも光または熱重合開始剤、および付加重合可能なエチ
レン性不飽和結合を有する化合物を含有してなることを特徴とする上記（１）又は（２）
記載の感光性平版印刷版、
である。
【０００９】
本発明の感光性平版印刷版の特徴の一つは、高分子バインダーとして用いるウレタン樹脂
にアルカリ現像性を付与する成分として、カルボキシル基を直接または間接的に置換基と
して有する脂肪族環状構造を有するものを用いることにある。これによって本発明の感光
性平版印刷版に、単位面積当たりの照射エネルギーが少ない露光条件においても充分な耐
刷性と、高い生産性を付与することができる。
【００１０】
本発明によって得られる効果の原因は未だ明らかでないが、従来公知のウレタンバインダ
ーでは照射エネルギーが少ないことに起因して画像部への現像液の浸透、感光層のダメー
ジが起き易く、耐刷性が低いのに対し、カルボン酸の近傍に疎水性の高い環状脂肪族炭化
水素構造を導入することによって、現像液の浸透が抑制され、高い耐刷性を発現するもの
と考えられる。これによって、生産性と耐刷性を兼ね備えた印刷版が得られる。
【００１１】
【発明の実施の形態】
以下、本発明の感光性平版印刷版の感光層について詳細に説明する。
［高分子バインダー］
最初に、本発明の特徴である高分子バインダーについて説明する。
本発明における感光性平版印刷版の感光層に使用する高分子バインダーは、カルボキシル
基を直接または間接的に置換基として有する脂肪族環状構造を有するポリウレタン樹脂バ
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インダーを含有する。
【００１２】
　本発明におけるポリウレタン樹脂は、脂肪族環状構造とカルボキシル基とヒドロキシル
基および－ＮＨＲ1基（Ｒ1は水素原子または置換基を有していてもよい炭素数１から２０
までの１価の炭化水素基を表す）からなる群から選ばれる基を２個有する化合物とジイソ
シアネート化合物との反応によって得られるポリウレタン樹脂である。脂肪族環状構造と
カルボキシル基とヒドロキシル基および－ＮＨＲ1基（Ｒ1は水素原子または置換基を有し
ていてもよい炭素数１から２０までの１価の炭化水素基を表す）からなる群から選ばれる
基を２個有する化合物としては、一般式（Ｉ）で表される化合物が好ましい。
【００１３】
【化１】

【００１４】
（式中、Ａは置換基を有していてもよい脂肪族環状構造を有する炭素数３から８０までの
（ｎ＋２）価の炭化水素基を表す。Ｘはそれぞれ独立してヒドロキシル基、または－ＮＨ
Ｒ1基を表す（Ｒ1は水素原子、または置換基を有していてもよい炭素数１から２０までの
１価の炭化水素基を表す）。ｎは１から５までの整数を表す。）
【００１５】
一般式（Ｉ）におけるＡとしての置換基を有していてもよい脂肪族環状構造を有する炭素
数３から８０までの（ｎ＋２）価の炭化水素基としては、任意の置換基によって一個以上
置換されていてもよいシクロプロパン、シクロペンタン、シクロヘキサン、シクロヘプタ
ン、シクロオクタン、シクロデカン、ジシクロヘキシル、ターシクロヘキシル、ノルボル
ナン、デカヒドロナフタレン、パーヒドロフルオレン、トリシクロ［５．２．１．０2.6

］デカン、アダマンタン、クアドリシクラン、コングレッサン、キュバン、スピロ［４．
４］オクタン、シクロペンテン、シクロヘキセン、シクロヘプテン、シクロオクテン、シ
クロデセン、シクロヘキサジエン、シクロヘプタジエン、シクロオクタジエン、シクロヘ
プタトリエン、シクロデカトリエン、シクロオクタテトラエン、ノルボルニレン、オクタ
ヒドロナフタレン、ビシクロ［２．２．１］ヘプタジエン、ビシクロ［４．３．０］ノナ
ジエン、ジシクロペンタジエン、ヘキサヒドロアントラセン、スピロ［４．５］デカジエ
ン等の脂肪族環状構造を有する化合物を構成する任意の炭素原子上の水素原子を（ｎ＋２
）個除き、（ｎ＋２）価の炭化水素基としたものを挙げることができる。
【００１６】
脂肪族環状構造を構成する化合物の任意の炭素原子は、窒素原子、酸素原子、または硫黄
原子から選ばれるヘテロ原子で、一個以上置き換えられていてもよい。
【００１７】
耐刷性の点で、Ａは５から８員環までの単環脂肪族炭化水素、４個以下の環から構成され
る縮合多環脂肪族炭化水素、スピロ脂肪族炭化水素、脂肪族炭化水素環集合であることが
好ましい。
【００１８】
置換基としては水素を除く１価の非金属原子団を挙げることができ、ハロゲン原子（－Ｆ
、－Ｂｒ、－Ｃｌ、－Ｉ）、アルコキシ基、アリーロキシ基、アルキルチオ基、アリール
チオ基、アルキルジチオ基、アリールジチオ基、Ｎ，Ｎ－ジアルキルアミノ基、Ｎ，Ｎ－
ジアリールアミノ基、Ｎ－アルキル－Ｎ－アリールアミノ基、アシルオキシ基、カルバモ
イルオキシ基、Ｎ－アルキルカルバモイルオキシ基、Ｎ－アリールカルバモイルオキシ基
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、Ｎ，Ｎ－ジアルキルカルバモイルオキシ基、Ｎ，Ｎ－ジアリールカルバモイルオキシ基
、Ｎ－アルキル－Ｎ－アリールカルバモイルオキシ基、アルキルスルホキシ基、アリール
スルホキシ基、アシルチオ基、アシルアミノ基、Ｎ－アルキルアシルアミノ基、Ｎ－アリ
ールアシルアミノ基、ウレイド基、Ｎ′－アルキルウレイド基、Ｎ′，Ｎ′－ジアルキル
ウレイド基、Ｎ′－アリールウレイド基、Ｎ′，Ｎ′－ジアリールウレイド基、Ｎ′－ア
ルキル－Ｎ′－アリールウレイド基、Ｎ－アルキルウレイド基、Ｎ－アリールウレイド基
、Ｎ′－アルキル－Ｎ－アルキルウレイド基、Ｎ′－アルキル－Ｎ－アリールウレイド基
、Ｎ′，Ｎ′－ジアルキル－Ｎ－アルキルウレイド基、Ｎ′，Ｎ′－ジアルキル－Ｎ－ア
リールウレイド基、Ｎ′－アリール－Ｎ－アルキルウレイド基、Ｎ′－アリール－Ｎ－ア
リールウレイド基、Ｎ′，Ｎ′－ジアリール－Ｎ－アルキルウレイド基、Ｎ′，Ｎ′－ジ
アリール－Ｎ－アリールウレイド基、Ｎ′－アルキル－Ｎ′－アリール－Ｎ－アルキルウ
レイド基、Ｎ′－アルキル－Ｎ′－アリール－Ｎ－アリールウレイド基、アルコキシカル
ボニルアミノ基、アリーロキシカルボニルアミノ基、Ｎ－アルキル－Ｎ－アルコキシカル
ボニルアミノ基、Ｎ－アルキル－Ｎ－アリーロキシカルボニルアミノ基、Ｎ－アリール－
Ｎ－アルコキシカルボニルアミノ基、Ｎ－アリール－Ｎ－アリーロキシカルボニルアミノ
基、ホルミル基、アシル基、カルボキシル基及びその共役塩基基、アルコキシカルボニル
基、アリーロキシカルボニル基、カルバモイル基、Ｎ－アルキルカルバモイル基、Ｎ，Ｎ
－ジアルキルカルバモイル基、Ｎ－アリールカルバモイル基、Ｎ，Ｎ－ジアリールカルバ
モイル基、Ｎ－アルキル－Ｎ－アリールカルバモイル基、アルキルスルフィニル基、アリ
ールスルフィニル基、アルキルスルホニル基、アリールスルホニル基、スルホ基（－ＳＯ

3Ｈ）及びその共役塩基基、アルコキシスルホニル基、アリーロキシスルホニル基、スル
フィナモイル基、Ｎ－アルキルスルフィナモイル基、Ｎ，Ｎ－ジアルキルスルフィナモイ
ル基、Ｎ－アリールスルフィナモイル基、Ｎ，Ｎ－ジアリールスルフィナモイル基、Ｎ－
アルキル－Ｎ－アリールスルフィナモイル基、スルファモイル基、Ｎ－アルキルスルファ
モイル基、Ｎ，Ｎ－ジアルキルスルファモイル基、Ｎ－アリールスルファモイル基、Ｎ，
Ｎ－ジアリールスルファモイル基、Ｎ－アルキル－Ｎ－アリールスルファモイル基、Ｎ－
アシルスルファモイル基及びその共役塩基基、Ｎ－アルキルスルホニルスルファモイル基
（－ＳＯ2ＮＨＳＯ2（ａｌｋｙｌ））及びその共役塩基基、Ｎ－アリールスルホニルスル
ファモイル基（－ＳＯ2ＮＨＳＯ2（ａｒｙｌ））及びその共役塩基基、Ｎ－アルキルスル
ホニルカルバモイル基（－ＣＯＮＨＳＯ2（ａｌｋｙｌ））及びその共役塩基基、Ｎ－ア
リールスルホニルカルバモイル基（－ＣＯＮＨＳＯ2（ａｒｙｌ））及びその共役塩基基
、アルコキシシリル基（－Ｓｉ（Ｏａｌｋｙｌ）3）、アリーロキシシリル基（－Ｓｉ（
Ｏａｒｙｌ）3）、ヒドロキシシリル基（－Ｓｉ（ＯＨ）3）及びその共役塩基基、ホスホ
ノ基（－ＰＯ3Ｈ2）及びその共役塩基基、ジアルキルホスホノ基（－ＰＯ3（ａｌｋｙｌ
）2）、ジアリールホスホノ基（－ＰＯ3（ａｒｙｌ）2）、アルキルアリールホスホノ基
（－ＰＯ3（ａｌｋｙｌ）（ａｒｙｌ））、モノアルキルホスホノ基（－ＰＯ3Ｈ（ａｌｋ
ｙｌ））及びその共役塩基基、モノアリールホスホノ基（－ＰＯ3Ｈ（ａｒｙｌ））及び
その共役塩基基、ホスホノオキシ基（－ＯＰＯ3Ｈ2）及びその共役塩基基、ジアルキルホ
スホノオキシ基（－ＯＰＯ3（ａｌｋｙｌ）2）、ジアリールホスホノオキシ基（－ＯＰＯ

3（ａｒｙｌ）2）、アルキルアリールホスホノオキシ基（－ＯＰＯ3（ａｌｋｙｌ）（ａ
ｒｙｌ））、モノアルキルホスホノオキシ基（－ＯＰＯ3Ｈ（ａｌｋｙｌ））及びその共
役塩基基、モノアリールホスホノオキシ基（－ＯＰＯ3Ｈ（ａｒｙｌ））及びその共役塩
基基、シアノ基、ニトロ基、ジアルキルボリル基（－Ｂ（ａｌｋｙｌ）2 ）、ジアリール
ボリル基（－Ｂ（ａｒｙｌ）2）、アルキルアリールボリル基（－Ｂ（ａｌｋｙｌ）（ａ
ｒｙｌ））、ジヒドロキシボリル基（－Ｂ（ＯＨ）2）およびその共役塩基基、アルキル
ヒドロキシボリル基（－Ｂ（ａｌｋｙｌ）（ＯＨ））およびその共役塩基基、アリールヒ
ドロキシボリル基（－Ｂ（ａｒｙｌ）（ＯＨ））およびその共役塩基基、アルキル基、ア
リール基、アルケニル基、アルキニル基が挙げられる。
【００１９】
好ましい置換基としては、ハロゲン原子、アルキル基、アルコキシ基、アリーロキシ基、
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一般式（Ｉ）中、Ｘは、ヒドロキシル基、または－ＮＨＲ1基（Ｒ1は水素原子または置換
基を有していてもよい炭素数１から２０までの一価の炭化水素基を表す）を表す。
【００２０】
炭素数１から２０までの一価の炭化水素基としては、アルキル基、アリール基、アルケニ
ル基、アルキニル基が挙げられる。
Ｒ1が有していてもよい置換基としては、Ａが有しうる置換基として挙げたものと同様で
ある。
【００２１】
合成が容易であることから、Ａはそれぞれ独立してヒドロキシル基、またはアミノ基であ
ることが好ましく、そのうち少なくとも１個はヒドロキシル基であることがより好ましく
、１級のヒドロキシル基であることがさらに好ましい。
【００２２】
nは１から５までの整数を表す。耐刷の点で好ましくは１から３のであり、１がさらに好
ましい。
【００２３】
以下に一般式（Ｉ）で表される化合物の好ましい具体例を示すが、本発明はこれらに限定
されるものではない。
【００２４】
【化２】
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【００２５】
【化３】
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【００２６】
【化４】
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【００２７】
【化５】
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【００２８】
【化６】
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【００２９】
一般式（Ｉ）で表される化合物由来の構造は、ウレタン樹脂バインダー中に１種類だけで
あってもよいし、２種類以上含有していてもよい。
【００３０】
本発明におけるウレタン樹脂ポリマーは、ジイソシアネート化合物と、一般式（Ｉ）で表
される化合物だけから合成されてもよいが、通常、他のジオール化合物類と組み合わされ
て合成される。
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【００３１】
このような組み合わせによって合成されるウレタン樹脂ポリマーにおける一般式（Ｉ）で
表される繰り返し単位の総含有量は、その構造や、感光層の設計等によって適宜決められ
るが、好ましくはポリマー成分の総モル量に対し、１から５０モル％、より好ましくは１
０から５０モル％、さらに好ましくは２０から５０モル％の範囲で含有される。
【００３２】
ジイソソアネート化合物、および、一般式（Ｉ）で表される化合物と組み合わせて使用さ
れる他のジオール化合物類は、従来公知のものを制限なく使用できる。具体的には、「高
分子データハンドブック－基礎編－（高分子学会編、培風館、１９８６）」記載の化合物
が挙げられる。このようなジイソソアネート化合物、および、一般式（Ｉ）で表される化
合物と組み合わせて使用される他のジオール化合物類は、それぞれ単独で使用してもよい
し、２種類以上を組み合わせて使用してもよい。
【００３３】
ジイソシアネート化合物の具体例としては、２，４－トリレンジイソシアネート、２，４
－トリレンジイソシアネートの二量体、２，６－トリレンジイソシアネート、ｐ－キシリ
レンジイソシアネート、ｍ－キシ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、１，５－ナフチレンジイソシアネート、３，３’－ジメチルビフェニ
ル－４，４’－ジイソシアネート等のような芳香族ジイソシアネート化合物；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、リジンジイソシア
ネート、ダイマー酸ジイソシアネート等のような脂肪族ジイソシアネート化合物；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）、メ
チルシクロヘキサン－２，４（または２，６）ジイソシアネート、１，３－（イソシアネ
ートメチル）シクロヘキサン等のような脂環族ジイソシアネート化合物；１，３－ブチレ
ングリコール１モルとトリレンジイソシアネート２モルとの付加体等のようなジオールと
ジイソシアネートとの反応物であるジイソシアネート化合物等が挙げられる。
【００３４】
ジオール化合物類の具体例としては、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、テトラ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、ポリエチレングリコール、ポリプロピレングリコール、ネオペンチルグリコ
ール、１，３－ブチレングリコール、１，６－ヘキサンジオール、２－ブテン－１，４－
ジオール、２，２，４－トリメチル－１，３－ペンタンジオール、１，４－ビス－β－ヒ
ドロキシエトキシシクロヘキサン、シクロヘキサンジメタノール、トリシクロデカンジメ
タノール、水添ビスフェノールＡ、水添ビスフェノールＦ、ビスフェノールＡのエチレン
オキサイド付加体、ビスフェノールＡのプロピレンオキサイド付加体、ビスフェノールＦ
のエチレンオキサイド付加体、ビスフェノールＦのプロピレンオキサイド付加体、水添ビ
スフェノールＡのエチレンオキサイド付加体、水添ビスフェノールＡのプロピレンオキサ
イド付加体、ヒドロキノンジヒドロキシエチルエーテル、ｐ－キシリレングリコール、ジ
ヒドロキシエチルスルホン、ビス（２－ヒドロキシエチル）－２，４－トリレンジカルバ
メート、２，４－トリレン－ビス（２－ヒドロキシエチルカルバミド）、ビス（２－ヒド
ロキシエチル）－ｍ－キシリレンジカルバメート、ビス（２－ヒドロキシエチル）イソフ
タレート、１，３－プロパンジオール、１，４－ブタンジオール、１，５－ペンタンジオ
ール、１，６－ヘキサンジオール、１，７－ヘプタンジオール、１，８－オクタンジオー
ル、２－ブテン－１，４－ジオール、cis－２－ブテン－１，４－ジオール、trans－２－
ブテン－１，４－ジオール、カテコール、レゾルシン、ハイドロキノン、４－メチルカテ
コール、４－ｔ－ブチルカテコール、４－アセチルカテコール、３－メトキシカテコール
、４－フェニルカテコール、４－メチルレゾルシン、４－エチルレゾルシン、４－ｔ－ブ
チルレゾルシン、４－ヘキシルレゾルシン、４－クロロレゾルシン、４－ベンジルレゾル
シン、４－アセチルレゾルシン、４－カルボメトキシレゾルシン、２－メチルレゾルシン
、５－メチルレゾルシン、ｔ－ブチルハイドロキノン、２，５－ジ－ｔ－ブチルハイドロ
キノン、２，５－ジ－ｔ－アミルハイドロキノン、テトラメチルハイドロキノン、テトラ
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クロロハイドロキノン、メチルカルボアミノハイドロキノン、メチルウレイドハイドロキ
ノン、メチルチオハイドロキノン、ベンゾノルボルネン－３，６－ジオール、ビスフェノ
ールＡ、ビスフェノールＳ、３，３’－ジクロロビスフェノールＳ、４，４’－ジヒドロ
キシベンゾフェノン、４，４’－ジヒドロキシビフェニル、４，４’－チオジフェノール
、２，２’－ジヒドロキシジフェニルメタン、３，４－ビス（ｐ－ヒドロキシフェニル）
ヘキサン、１，４－ビス（２－（ｐ－ヒドロキシフェニル）プロピル）ベンゼン、ビス（
４－ヒドロキシフェニル）メチルアミン、１，３－ジヒドロキシナフタレン、１，４－ジ
ヒドロキシナフタレン、１，５－ジヒドロキシナフタレン、２，６－ジヒドロキシナフタ
レン、１，５－ジヒドロキシアントラキノン、２－ヒドロキシベンジルアルコール、４－
ヒドロキシベンジルアルコール、２－ヒドロキシ－３，５－ジ－ｔ－ブチルベンジルアル
コール、４－ヒドロキシ－３，５－ジ－ｔ－ブチルベンジルアルコール、４－ヒドロキシ
フェネチルアルコール、２－ヒドロキシエチル－４－ヒドロキシベンゾエート、２－ヒド
ロキシエチル－４－ヒドロキシフェニルアセテート、レゾルシンモノ－２－ヒドロキシエ
チルエーテルや、ジエチレングリコール、トリエチレングリコール、テトラエチレングリ
コール、ペンタエチレングリコール、ヘキサエチレングリコール、ヘプタエチレングリコ
ール、オクタエチレングリコール、ジ－１，２－プロピレングリコール、トリ－１，２－
プロピレングリコール、テトラ－１，２－プロピレングリコール、ヘキサ－１，２－プロ
ピレングリコール、ジ－１，３－プロピレングリコール、トリ－１，３－プロピレングリ
コール、テトラ－１，３－プロピレングリコール、ジ－１，３－ブチレングリコール、ト
リ－１，３－ブチレングリコール、ヘキサ－１，３－ブチレングリコール、
【００３５】
平均分子量１０００のポリエチレングリコール、平均分子量１５００のポリエチレングリ
コール、平均分子量２０００のポリエチレングリコール、平均分子量３０００のポリエチ
レングリコール、平均分子量７５００のポリエチレングリコール、平均分子量４００のポ
リプロピレングリコール、平均分子量７００のポリプロピレングリコール、平均分子量１
０００のポリプロピレングリコール、平均分子量２０００のポリプロピレングリコール、
平均分子量３０００のポリプロピレングリコール、平均分子量４０００のポリプロピレン
グリコール、三洋化成工業(株)製ＰＴＭＧ６５０、ＰＴＭＧ１０００、ＰＴＭＧ２０００
０、ＰＴＭＧ３０００、ニューポールＰＥ－６１、ニューポールＰＥ－６２、ニューポー
ルＰＥ－６４、ニューポールＰＥ－６８、ニューポールＰＥ－７１、ニューポールＰＥ－
７４、ニューポールＰＥ－７５、ニューポールＰＥ－７８、ニューポールＰＥ－１０８、
ニューポールＰＥ－１２８、ニューポールＢＰＥ－２０、ニューポールＢＰＥ－２０Ｆ、
ニューポールＢＰＥ－２０ＮＫ、ニューポールＢＰＥ－２０Ｔ、ニューポールＢＰＥ－２
０Ｇ、ニューポールＢＰＥ－４０、ニューポールＢＰＥ－６０、ニューポールＢＰＥ－１
００、ニューポールＢＰＥ－１８０、ニューポールＢＰ－２Ｐ、ニューポールＢＰＥ－２
３Ｐ、ニューポールＢＰＥ－３Ｐ、ニューポールＢＰＥ－５Ｐ、ニューポール５０ＨＢ－
１００、ニューポール５０ＨＢ－２６０、ニューポール５０ＨＢ－４００、ニューポール
５０ＨＢ－６６０、ニューポール５０ＨＢ－２０００、ニューポール５０ＨＢ－５１００
等のポリエーテルジオール化合物、さらにポリエステルジオール化合物やポリカーボネー
トジオール化合物が挙げられる。
【００３６】
また、３，５－ジヒドロキシ安息香酸、２，２－ビス（ヒドロキシメチル）プロピオン酸
、２，２－ビス（２－ヒドロキシエリア）プロピオン酸、２，２－ビス（３－ヒドロキシ
プロピル）プロピオン酸、ビス（ヒドロキシメチル）酢酸、ビス（４－ヒドロキシフェニ
ル）酢酸、２，２－ビス（ヒドロキシメチル）酪酸、４，４－ビス（４－ヒドロキシフェ
ニル）ペンタン酸、酒石酸、Ｎ，Ｎ－ジヒドロキシエチルグリシン、Ｎ，Ｎ－ビス（２－
ヒドロキシエチル）－３－カルボキシ－プロピオンアミド等のカルボキシル基を含有する
ジオール化合物と組み合わせて用いることもできる。
【００３７】
さらに、エチレンジアミン、プロピレンジアミン、テトラメチレンジアミン、ペンタメチ
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レンジアミン、ヘキサメチレンジアミン、ヘプタメチレンジアミン、オクタメチレンジア
ミン、ドデカメチレンジアミン、プロパン－１，２－ジアミン、ビス（３－アミノプロピ
ル）メチルアミン、１，３－ビス（３－アミノプロピル）テトラメチルシロキサン、ピペ
ラジン、２，５－ジメチルピペラジン、Ｎ－（２－アミノエチル）ピペラジン、４－アミ
ノ－２，２－６，６－テトラメチルピペリジン、Ｎ，Ｎ－ジメチルエチレンジアミン、リ
ジン、Ｌ－シスチン、イソホロンジアミン等のような脂肪族ジアミン化合物；ｏ－フェニ
レンジアミン、ｍ－フェニレンジアミン、ｐ－フェニレンジアミン、２，４－トリレンジ
アミン、ベンジジン、ｏ－ジトルイジン、ｏ－ジアニシジン、４－ニトロ－ｍ－フェニレ
ンジアミン、２，５－ジメトキシ－ｐ－フェニレンジアミン、ビス－（４－アミノフェニ
ル）スルホン、４－カルボキシ－ｏ－フェニレンジアミン、３－カルボキシ－ｍ－フェニ
レンジアミン、４，４’－ジアミノフェニルエーテル、１，８－ナフタレンジアミン等の
ような芳香族ジアミン化合物；２－アミノイミダゾール、３－アミノトリアゾール、５－
アミノ－１Ｈ－テトラゾール、４－アミノピラゾール、２－アミノベンズイミダゾール、
２－アミノ－５－カルボキシ－トリアゾール、２，４－ジアミノ－６－メチル－ｓ－トリ
アジン、２，６－ジアミノピリジン、Ｌ－ヒスチジン、ＤＬ－トリプトファン、アデニン
等のような複素環アミン化合物；エタノールアミン、Ｎ－メチルエタノールアミン、Ｎ－
エチルエタノールアミン、１－アミノ－２－プロパノール、１－アミノ－３－プロパノー
ル、２－アミノエトキシエタノール、２－アミノチオエトキシエタノール、２－アミノ－
２－メチル－１－プロパノール、ｐ－アミノフェノール、ｍ－アミノフェノール、ｏ－ア
ミノフェノール、４－メチル－２－アミノフェノール、２－クロロ－４－アミノフェノー
ル、４－メトキシ－３－アミノフェノール、４－ヒドロキシベンジルアミン、４－アミノ
－１－ナフトール、４－アミノサリチル酸、４－ヒドロキシ－Ｎ－フェニルグリシン、２
－アミノベンジルアルコール、４－アミノフェネチルアルコール、２－カルボキシ－５－
アミノ－１－ナフトール、Ｌ－チロシン等のようなアミノアルコールまたはアミノフェノ
ール化合物も使用しうる。
【００３８】
また、ポリマー合成において、未反応の末端イソシアネート基をラジカル重合性基含有ア
ルコール化合物でキャッピングし、反応を停止させたウレタンポリマーは、耐刷性をさら
に向上させるのでより好ましい。ラジカル重合性基含有アルコール化合物としては、２－
ヒドロキシエチル（メタ）アクリレート、２－ヒドロキシプロピル（メタ）アクリレート
、２－ヒドロキシ－３－クロロプロピル（メタ）アクリレート、２－ヒドロキシ－３－ア
リルオキシプロピル（メタ）アクリレート、２－ヒドロキシ－３－フェノキシプロピル（
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、グリセロールジアク
リレート、グリセロールアクリレートメタクリレート、グリセロールジメタクリレート、
ペンタエリスリトールトリアクリレート、トリス（アクリロイルオキシエチル）イソシア
ヌレートなどが挙げられる。
【００３９】
また、本発明におけるウレタンバインダーは単独で使用してもよいし、複数を組み合わせ
て使用してもよい。さらに、従来公知の高分子バインダーを１種以上添加して、混合物と
して用いてもよい。混合物として用いる場合には、添加する高分子バインダーは、高分子
バインダー成分の総重量に対し１から６０重量％、好ましくは１から４０重量％、さらに
好ましくは１から２０重量％の範囲で用いられる。添加高分子バインダーとしては、従来
公知のものを制限なく使用でき、具体的には、本業界においてよく使用されるアクリル主
鎖バインダー、ウレタンバインダー、アセタール変性ポリビニルアルコール系樹脂（ブチ
ラール樹脂など）等が好ましく用いられる。
【００４０】
次に、高分子バインダー以外の感光層成分について説明する。
本発明の平版印刷版用原版の感光層に用いられる画像形成のための感光材料としては、従
来公知のものであればポジ型、ネガ型いずれのものでも制限なく使用できるが、好ましく
はネガ型感光材料である。このようなネガ型感光材料としては、光または熱酸発生剤と酸
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触媒架橋性化合物との組み合わせや、光または熱重合開始剤とラジカル付加重合可能なエ
チレン性不飽和結合を有する化合物の組み合わせ等があるが、少なくとも光または熱重合
開始剤、およびラジカル付加重合可能なエチレン性不飽和結合を有する化合物を含有して
なる光または熱重合性感光層であることが特に好ましい。
【００４１】
さらに、本発明における感光性平版印刷版は、３００から１，２００ｎｍの波長を有する
レーザー光での直接描画での製版に特に好適であり、従来の平版印刷版に比べ、高い耐刷
性を発現する。
【００４２】
［光または熱重合性ネガ型感光層］
本発明の感光性平版印刷版における特に好ましい感光層は、必須成分として、本発明に係
わるポリウレタン樹脂バインダー、光または熱重合開始剤、および付加重合可能なエチレ
ン性不飽和結合を有する化合物（以下、単に付加重合性化合物ともいう）を含有してなる
光または熱重合性ネガ型感光層である。その他、この感光層には必要に応じて、共増感剤
、着色剤、可塑剤、重合禁止剤などの種々の添加剤を加えてもよい。
【００４３】
［付加重合性化合物］
光又は熱重合性ネガ型感光層に使用される、少なくとも一個のエチレン性不飽和二重結合
を有する付加重合性化合物は、末端エチレン性不飽和結合を少なくとも１個、好ましくは
２個以上有する化合物から選ばれる。この様な化合物群は当該産業分野において広く知ら
れるものであり、本発明においてはこれらを特に限定無く用いる事ができる。これらは、
例えばモノマー、プレポリマー、すなわち２量体、３量体およびオリゴマー、またはそれ
らの混合物ならびにそれらの共重合体などの化学的形態をもつ。モノマーおよびその共重
合体の例としては、不飽和カルボン酸（例えば、アクリル酸、メタクリル酸、イタコン酸
、クロトン酸、イソクロトン酸、マレイン酸など）や、そのエステル類、アミド類が挙げ
られ、好ましくは、不飽和カルボン酸と脂肪族多価アルコール化合物とのエステル、不飽
和カルボン酸と脂肪族多価アミン化合物とのアミド類が用いられる。また、ヒドロキシル
基やアミノ基、メルカプト基等の求核性置換基を有する不飽和カルボン酸エステルあるい
はアミド類と単官能もしくは多官能イソシアネート類あるいはエポキシ類との付加反応物
、および単官能もしくは、多官能のカルボン酸との脱水縮合反応物等も好適に使用される
。また、イソシアネート基や、エポキシ基等の親電子性置換基を有する不飽和カルボン酸
エステルあるいはアミド類と単官能もしくは多官能のアルコール類、アミン類、チオール
類との付加反応物、さらにハロゲン基や、トシルオキシ基等の脱離性置換基を有する不飽
和カルボン酸エステルあるいはアミド類と単官能もしくは多官能のアルコール類、アミン
類、チオール類との置換反応物も好適である。また、別の例として、上記の不飽和カルボ
ン酸の代わりに、不飽和ホスホン酸、スチレン、ビニルエーテル等に置き換えた化合物群
を使用する事も可能である。
【００４４】
脂肪族多価アルコール化合物と不飽和カルボン酸とのエステルのモノマーの具体例として
は、アクリル酸エステルとして、エチレングリコールジアクリレート、トリエチレングリ
コールジアクリレート、１，３－ブタンジオールジアクリレート、テトラメチレングリコ
ールジアクリレート、プロピレングリコールジアクリレート、ネオペンチルグリコールジ
アクリレート、トリメチロールプロパントリアクリレート、トリメチロールプロパントリ
（アクリロイルオキシプロピル）エーテル、トリメチロールエタントリアクリレート、ヘ
キサンジオールジアクリレート、１，４－シクロヘキサンジオールジアクリレート、テト
ラエチレングリコールジアクリレート、ペンタエリスリトールジアクリレート、ペンタエ
リスリトールトリアクリレート、ペンタエリスリトールテトラアクリレート、ジペンタエ
リスリトールジアクリレート、ジペンタエリスリトールヘキサアクリレート、ソルビトー
ルトリアクリレート、ソルビトールテトラアクリレート、ソルビトールペンタアクリレー
ト、ソルビトールヘキサアクリレート、トリ（アクリロイルオキシエチル）イソシアヌレ
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ート、ポリエステルアクリレートオリゴマー等がある。
【００４５】
メタクリル酸エステルとしては、テトラメチレングリコールジメタクリレート、トリエチ
レングリコールジメタクリレート、ネオペンチルグリコールジメタクリレート、トリメチ
ロールプロパントリメタクリレート、トリメチロールエタントリメタクリレート、エチレ
ングリコールジメタクリレート、１，３－ブタンジオールジメタクリレート、ヘキサンジ
オールジメタクリレート、ペンタエリスリトールジメタクリレート、ペンタエリスリトー
ルトリメタクリレート、ペンタエリスリトールテトラメタクリレート、ジペンタエリスリ
トールジメタクリレート、ジペンタエリスリトールヘキサメタクリレート、ソルビトール
トリメタクリレート、ソルビトールテトラメタクリレート、ビス〔ｐ－（３－メタクリル
オキシ－２－ヒドロキシプロポキシ）フェニル〕ジメチルメタン、ビス－〔ｐ－（メタク
リルオキシエトキシ）フェニル〕ジメチルメタン等がある。
【００４６】
イタコン酸エステルとしては、エチレングリコールジイタコネート、プロピレングリコー
ルジイタコネート、１，３－ブタンジオールジイタコネート、１，４－ブタンジオールジ
イタコネート、テトラメチレングリコールジイタコネート、ペンタエリスリトールジイタ
コネート、ソルビトールテトライタコネート等がある。
【００４７】
クロトン酸エステルとしては、エチレングリコールジクロトネート、テトラメチレングリ
コールジクロトネート、ペンタエリスリトールジクロトネート、ソルビトールテトラジク
ロトネート等がある。
【００４８】
イソクロトン酸エステルとしては、エチレングリコールジイソクロトネート、ペンタエリ
スリトールジイソクロトネート、ソルビトールテトライソクロトネート等がある。
【００４９】
マレイン酸エステルとしては、エチレングリコールジマレート、トリエチレングリコール
ジマレート、ペンタエリスリトールジマレート、ソルビトールテトラマレート等がある。
【００５０】
その他のエステルの例として、例えば、特公昭４６－２７９２６号公報、特公昭５１－４
７３３４号公報、特開昭５７－１９６２３１号公報記載の脂肪族アルコール系エステル類
や、特開昭５９－５２４０号公報、特開昭５９－５２４１号公報、特開平２－２２６１４
９号公報記載の芳香族系骨格を有するもの、特開平１－１６５６１３号公報記載のアミノ
基を含有するもの等も好適に用いられる。
さらに、前述のエステルモノマーは混合物としても使用することができる。
【００５１】
また、脂肪族多価アミン化合物と不飽和カルボン酸とのアミドのモノマーの具体例として
は、メチレンビス－アクリルアミド、メチレンビス－メタクリルアミド、１，６－ヘキサ
メチレンビス－アクリルアミド、１，６－ヘキサメチレンビス－メタクリルアミド、ジエ
チレントリアミントリスアクリルアミド、キシリレンビスアクリルアミド、キシリレンビ
スメタクリルアミド等がある。
【００５２】
その他の好ましいアミド系モノマーの例としては、特公昭５４－２１７２６号公報記載の
シクロへキシレン構造を有すものをあげる事ができる。
【００５３】
また、イソシアネートと水酸基の付加反応を用いて製造されるウレタン系付加重合性化合
物も好適であり、そのような具体例としては、例えば、特公昭４８－４１７０８号公報中
に記載されている１分子に２個以上のイソシアネート基を有するポリイソシアネート化合
物に、下記一般式（ＩＩ）で示される水酸基を含有するビニルモノマーを付加させた１分
子中に２個以上の重合性ビニル基を含有するビニルウレタン化合物等が挙げられる。
【００５４】
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CH2＝C(R4)COOCH2CH(R
5)OH 　　　　（ＩＩ）

【００５５】
（ただし、Ｒ4およびＲ5は、ＨまたはＣＨ3を示す。）
【００５６】
また、特開昭５１－３７１９３号公報、特公平２－３２２９３号公報、特公平２－１６７
６５号公報に記載されているようなウレタンアクリレート類や、特公昭５８－４９８６０
号公報、特公昭５６－１７６５４号公報、特公昭６２－３９４１７号公報、特公昭６２－
３９４１８号公報記載のエチレンオキサイド系骨格を有するウレタン化合物類も好適であ
る。
【００５７】
さらに、特開昭６３－２７７６５３号公報、特開昭６３－２６０９０９号公報、特開平１
－１０５２３８号公報に記載される、分子内にアミノ構造やスルフィド構造を有する付加
重合性化合物類を用いることによっては、非常に感光スピードに優れた光重合性組成物を
得ることができる。
【００５８】
その他の例としては、特開昭４８－６４１８３号、特公昭４９－４３１９１号、特公昭５
２－３０４９０号、各公報に記載されているようなポリエステルアクリレート類、エポキ
シ樹脂と（メタ）アクリル酸を反応させたエポキシアクリレート類等の多官能のアクリレ
ートやメタクリレートを挙げることができる。また、特公昭４６－４３９４６号公報、特
公平１－４０３３７号公報、特公平１－４０３３６号記載の特定の不飽和化合物や、特開
平２－２５４９３号公報記載のビニルホスホン酸系化合物等も挙げることができる。また
、ある場合には、特開昭６１－２２０４８号公報記載のペルフルオロアルキル基を含有す
る構造が好適に使用される。さらに日本接着協会誌 vol. ２０、No. ７、３００～３０８
ページ（１９８４年）に光硬化性モノマーおよびオリゴマーとして紹介されているものも
使用することができる。
【００５９】
これらの付加重合性化合物について、その構造、単独使用か併用か、添加量等の使用方法
の詳細は、最終的なネガ型感光性平版印刷版の性能設計にあわせて任意に設定できる。例
えば、次のような観点から選択される。感光スピードの点では１分子あたりの不飽和基含
量が多い構造が好ましく、多くの場合、２官能以上が好ましい。また、画像部すなわち硬
化膜の強度を高くするためには、３官能以上のものが良く、さらに、異なる官能数・異な
る重合性基（例えばアクリル酸エステル、メタクリル酸エステル、スチレン系化合物、ビ
ニルエーテル系化合物）のものを併用することで、感光性と強度の両方を調節する方法も
有効である。大きな分子量の化合物や疎水性の高い化合物は、感光スピードや膜強度に優
れる反面、現像スピードや現像液中での析出といった点で好ましく無い場合がある。また
、感光層中の他の成分（例えばバインダーポリマー、開始剤、着色剤等）との相溶性、分
散性に対しても、付加重合化合物の選択・使用法は重要な要因であり、例えば、低純度化
合物の使用や、２種以上の併用により相溶性を向上させうる事がある。
【００６０】
また、基板や後述のオーバーコート層等の密着性を向上せしめる目的で特定の構造を選択
することもあり得る。感光層中の付加重合性化合物の配合比に関しては、多い方が感度的
に有利であるが、多すぎる場合には、好ましく無い相分離が生じたり、感光層の粘着性に
よる製造工程上の問題（例えば、感光層成分の転写、粘着に由来する製造不良）や、現像
液からの析出が生じる等の問題を生じうる。これらの観点から、付加重合性化合物は、感
光層中の不揮発性成分に対して、好ましくは５～８０重量％、更に好ましくは２５～７５
重量％の範囲で使用される。また、これらは単独で用いても２種以上併用してもよい。そ
のほか、付加重合性化合物の使用法は、酸素に対する重合阻害の大小、解像度、かぶり性
、屈折率変化、表面粘着性等の観点から適切な構造、配合、添加量を任意に選択でき、さ
らに場合によっては下塗り、上塗りといった層構成・塗布方法も実施しうる。
【００６１】
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［光又は熱重合開始剤］
光重合開始剤としては、使用する光源の波長により、特許、文献等で公知である種々の光
重合開始剤、または２種以上の光重合開始剤の併用系（光重合開始系）を適宜選択して使
用することができる。
【００６２】
青色半導体レーザー、Ａｒレーザー、赤外半導体レーザーの第２高調波、ＳＨＧ－ＹＡＧ
レーザーを光源とする場合には、種々の光重合開始剤（系）が提案されており、例えば米
国特許第２，８５０，４４５号明細書に記載のある種の光還元性染料、例えばローズべン
ガル、エオシン、エリスロシンなど、あるいは染料と開始剤との組み合わせによる系、例
えば染料とアミンの複合開始系（特公昭４４－２０１８９号公報）、ヘキサアリールビイ
ミダゾールとラジカル発生剤と染料との併用系（特公昭４５－３７３７７号公報）、ヘキ
サアリールビイミダゾールとｐ－ジアルキルアミノベンジリデンケトンの系（特公昭４７
－２５２８号公報、特開昭５４－１５５２９２号公報）、環状シス－α－ジカルボニル化
合物と染料の系（特開昭４８－８４１８３号公報）、環状トリアジンとメロシアニン色素
の系（特開昭５４－１５１０２４号公報）、３－ケトクマリンと活性剤の系（特開昭５２
－１１２６８１号公報、特開昭５８－１５５０３号公報）、ビイミダゾール、スチレン誘
導体、チオールの系（特開昭５９－１４０２０３号公報）、有機過酸化物と色素の系（特
開昭５９－１５０４号公報、特開昭５９－１４０２０３号公報、特開昭５９－１８９３４
０号公報、特開昭６２－１７４２０３号公報、特公昭６２－１６４１号公報、米国特許第
４７６６０５５号明細書）、染料と活性ハロゲン化合物の系（特開昭６３－１７１８１０
５号公報、特開昭６３－２５８９０３号公報、特開平３－２６４７７１号公報など）、染
料とボレート化合物の系（特開昭６２－１４３０４４号公報、特開昭６２－１５０２４２
号公報、特開昭６４－１３１４０号公報、特開昭６４－１３１４１号公報、特開昭６４－
１３１４２号公報、特開昭６４－１３１４３号公報、特開昭６４－１３１４４号公報、特
開昭６４－１７０４８号公報、特開平１－２２９００３号公報、特開平１－２９８３４８
号公報、特開平１－１３８２０４号公報など）、ローダニン環を有する色素とラジカル発
生剤の系（特開平２－１７９６４３号公報、特開平２－２４４０５０号公報）、チタノセ
ンと３－ケトクマリン色素の系（特開昭６３－２２１１１０号公報）、チタノセンとキサ
ンテン色素さらにアミノ基あるいはウレタン基を含む付加重合可能なエチレン性不飽和化
合物を組み合わせた系（特開平４－２２１９５８号公報、特開平４－２１９７５６号公報
）、チタノセンと特定のメロシアニン色素の系（特開平６－２９５０６１号公報）、チタ
ノセンとベンゾピラン環を有する色素の系（特開平８－３３４８９７号公報）等を挙げる
ことができる。
【００６３】
本発明のネガ型感光性平版印刷版の感光層において、特に好ましい光重合開始剤（系）は
、少なくとも１種のチタノセンを含有する。
本発明において光重合性開始剤（系）として用いられるチタノセン化合物は、その他の増
感色素との共存下で光照射した場合、活性ラジカルを発生し得るチタノセン化合物であれ
ばいずれであってもよく、例えば、特開昭５９－１５２３９６号公報、特開昭６１－１５
１１９７号公報、特開昭６３－４１４８３号公報、特開昭６３－４１４８４号公報、特開
平２－２４９号公報、特開平２－２９１号公報、特開平３－２７３９３号公報、特開平３
－１２４０３号公報、特開平６－４１１７０号公報に記載されている公知の化合物を適宜
に選択して用いることができる。
【００６４】
さらに具体的には、ジ－シクロペンタジエニル－Ｔｉ－ジ－クロライド、ジ－シクロペン
タジエニル－Ｔｉ－ビス－フェニル、ジ－シクロペンタジエニル－Ｔｉ－ビス－２，３，
４，５，６－ペンタフルオロフェニ－１－イル（以下「Ｔ－１」ともいう。）、ジ－シク
ロペンタジエニル－Ｔｉ－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－Ｔｉ－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－Ｔｉ－ビス－２，６－ジフルオロフエニ－１－イル、ジ－シク
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ロペンタジエニル－Ｔｉ－ビス－２，４－ジフルオロフエニ－１－イル、ジ－メチルシク
ロペンタジエニル－Ｔｉ－ビス－２，３，４，５，６－ペンタフルオロフエニ－１－イル
、ジ－メチルシクロペンタジエニル－Ｔｉ－ビス－２，３，５，６－テトラフルオロフエ
ニ－１－イル、ジ－メチルシクロペンタジエニル－Ｔｉ－ビス－２，４－ジフルオロフエ
ニ－１－イル、ビス（シクロペンタジエニル）－ビス（２，６－ジフルオロ－３－（ピル
－１－イル）フェニル）チタニウム（以下「Ｔ－２」ともいう。）等を挙げることができ
る。
【００６５】
これらのチタノセン化合物は、さらに、感光層の特性を改良するための様々な化学修飾を
行うことも可能である。例えば、増感色素や、付加重合性不飽和化合物その他のラジカル
発生パートとの結合、親水性部位の導入、相溶性向上、結晶析出抑制のための置換基導入
、密着性を向上させる置換基導入、ポリマー化等の方法が利用できる。
【００６６】
これらのチタノセン化合物の使用法に関しても、先述の付加重合性化合物同様、ネガ型感
光性平版印刷版の性能設計により適宜、任意に設定できる。例えば、２種以上併用するこ
とで、感光層への相溶性を高める事ができる。上記チタノセン化合物等の光重合開始剤の
使用量は通常多い方が感光性の点で有利であり、感光層の不揮発性成分１００重量部に対
し、０. ５～８０重量部、好ましくは１～５０重量部の範囲で用いることで十分な感光性
が得られる。一方、黄色等、白色灯化での使用に際しては、５００ｎｍ付近の光によるカ
ブリ性の点からチタノセンの使用量は少ない事が好ましいが、その他の増感色素との組み
合わせによりチタノセンの使用量は６重量部以下、さらに１．９重量部以下、さらには１
．４重量部以下にまで下げても十分な感光性を得ることができる。
【００６７】
７６０から１，２００ｎｍの赤外線を発するレーザーを光源とする場合には、通常、赤外
線吸収剤を用いることが必須である。赤外線吸収剤は、吸収した赤外線を熱に変換する機
能を有している。この際発生した熱により、ラジカル発生剤が熱分解し、ラジカルを発生
する。本発明において使用される赤外線吸収剤は、波長７６０ｎｍから１２００ｎｍに吸
収極大を有する染料又は顔料である。
【００６８】
染料としては、市販の染料及び例えば「染料便覧」（有機合成化学協会編集、昭和４５年
刊）等の文献に記載されている公知のものが利用できる。具体的には、アゾ染料、金属錯
塩アゾ染料、ピラゾロンアゾ染料、ナフトキノン染料、アントラキノン染料、フタロシア
ニン染料、カルボニウム染料、キノンイミン染料、メチン染料、シアニン染料、スクワリ
リウム色素、ピリリウム塩、金属チオレート錯体等の染料が挙げられる。
【００６９】
好ましい染料としては、例えば、特開昭５８－１２５２４６号公報、特開昭５９－８４３
５６号公報、特開昭５９－２０２８２９号公報、特開昭６０－７８７８７号公報等に記載
されているシアニン染料、特開昭５８－１７３６９６号公報、特開昭５８－１８１６９０
号公報、特開昭５８－１９４５９５号公報等に記載されているメチン染料、特開昭５８－
１１２７９３号公報、特開昭５８－２２４７９３号公報、特開昭５９－４８１８７号公報
、特開昭５９－７３９９６号公報、特開昭６０－５２９４０号公報、特開昭６０－６３７
４４号公報等に記載されているナフトキノン染料、特開昭５８－１１２７９２号公報等に
記載されているスクワリリウム色素、英国特許４３４，８７５号明細書記載のシアニン染
料等を挙げることができる。
【００７０】
また、米国特許第５，１５６，９３８号明細書記載の近赤外吸収増感剤も好適に用いられ
、また、米国特許第３，８８１，９２４号明細書記載の置換されたアリールベンゾ（チオ
）ピリリウム塩、特開昭５７－１４２６４５号公報（米国特許第４，３２７，１６９号明
細書）記載のトリメチンチアピリリウム塩、特開昭５８－１８１０５１号公報、同５８－
２２０１４３号公報、同５９－４１３６３号公報、同５９－８４２４８号公報、同５９－
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８４２４９号公報、同５９－１４６０６３号公報、同５９－１４６０６１号公報に記載さ
れているピリリウム系化合物、特開昭５９－２１６１４６号公報記載のシアニン色素、米
国特許第４，２８３，４７５号明細書に記載のペンタメチンチオピリリウム塩等や特公平
５－１３５１４号公報、同５－１９７０２号公報に開示されているピリリウム化合物も好
ましく用いられる。
【００７１】
また、染料として好ましい別の例として米国特許第４，７５６，９９３号明細書中に式（
Ｉ）、（ＩＩ）として記載されている近赤外吸収染料を挙げることができる。
【００７２】
これらの染料のうち特に好ましいものとしては、シアニン色素、スクワリリウム色素、ピ
リリウム塩、ニッケルチオレート錯体が挙げられる。さらに、シアニン色素が好ましく、
特に下記一般式（III）で示されるシアニン色素が最も好ましい。
【００７３】
【化７】

【００７４】
一般式（III）中、Ｘ1は、ハロゲン原子、またはＸ2－Ｌ1を示す。ここで、Ｘ2は酸素原
子または、硫黄原子を示し、Ｌ1は、炭素原子数１から１２の炭化水素基を示す。Ｒ6およ
びＲ7は、それぞれ独立に、炭素原子数１から１２の炭化水素基を示す。感光層塗布液の
保存安定性から、Ｒ6およびＲ7は、炭素原子数２個以上の炭化水素基であることが好まし
く、さらに、Ｒ6とＲ7とは互いに結合し、５員環または６員環を形成していることが特に
好ましい。
【００７５】
Ａｒ1、Ａｒ2は、それぞれ同じでも異なっていても良く、置換基を有していても良い芳香
族炭化水素基を示す。好ましい芳香族炭化水素基としては、ベンゼン環およびナフタレン
環が挙げられる。また、好ましい置換基としては、炭素原子数１２個以下の炭化水素基、
ハロゲン原子、炭素原子数１２個以下のアルコキシ基が挙げられる。Ｙ1、Ｙ2は、それぞ
れ同じでも異なっていても良く、硫黄原子または炭素原子数１２個以下のジアルキルメチ
レン基を示す。Ｒ8、Ｒ9は、それぞれ同じでも異なっていても良く、置換基を有していて
も良い炭素原子数２０個以下の炭化水素基を示す。好ましい置換基としては、炭素原子数
１２個以下のアルコキシ基、カルボキシル基、スルホ基が挙げられる。Ｒ10、Ｒ11、Ｒ12

およびＲ13は、それぞれ同じでも異なっていても良く、水素原子または炭素原子数１２個
以下の炭化水素基を示す。原料の入手性から、好ましくは水素原子である。また、Ｚ1-は
、対アニオンを示す。ただし、Ｒ6からＲ13のいずれかにスルホ基が置換されている場合
は、Ｚ1-は必要ない。好ましいＺ1-は、感光層塗布液の保存安定性から、ハロゲンイオン
、過塩素酸イオン、テトラフルオロボレートイオン、ヘキサフルオロホスフェートイオン
、およびスルホン酸イオンであり、特に好ましくは、過塩素酸イオン、ヘキサフルオロフ
ォスフェートイオン、およびアリールスルホン酸イオンである。
【００７６】
本発明において、好適に用いることのできる一般式（III）で示されるシアニン色素の具
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ができる。
【００７７】
【化８】
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【００７８】
【化９】
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【００７９】
本発明において使用される顔料としては、市販の顔料及びカラーインデックス（Ｃ．Ｉ．
）便覧、「最新顔料便覧」（日本顔料技術協会編、１９７７年刊）、「最新顔料応用技術
」（ＣＭＣ出版、１９８６年刊）、「印刷インキ技術」ＣＭＣ出版、１９８４年刊）に記
載されている顔料が利用できる。
【００８０】
顔料の種類としては、黒色顔料、黄色顔料、オレンジ色顔料、褐色顔料、赤色顔料、紫色
顔料、青色顔料、緑色顔料、蛍光顔料、金属粉顔料、その他、ポリマー結合色素が挙げら
れる。具体的には、不溶性アゾ顔料、アゾレーキ顔料、縮合アゾ顔料、キレートアゾ顔料
、フタロシアニン系顔料、アントラキノン系顔料、ペリレン及びペリノン系顔料、チオイ
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ノフタロン系顔料、染付けレーキ顔料、アジン顔料、ニトロソ顔料、ニトロ顔料、天然顔
料、蛍光顔料、無機顔料、カーボンブラック等が使用できる。これらの顔料のうち好まし
いものはカーボンブラックである。
【００８１】
これら顔料は表面処理をせずに用いてもよく、表面処理を施して用いてもよい。表面処理
の方法には、樹脂やワックスを表面コートする方法、界面活性剤を付着させる方法、反応
性物質（例えば、シランカップリング剤、エポキシ化合物、ポリイソシアネート等）を顔
料表面に結合させる方法等が考えられる。上記の表面処理方法は、「金属石鹸の性質と応
用」（幸書房）、「印刷インキ技術」（ＣＭＣ出版、１９８４年刊）及び「最新顔料応用
技術」（ＣＭＣ出版、１９８６年刊）に記載されている。
【００８２】
顔料の粒径は０．０１μｍから１０μｍの範囲にあることが好ましく、０．０５μｍから
１μｍの範囲にあることがさらに好ましく、特に０．１μｍから１μｍの範囲にあること
が好ましい。顔料の粒径が０．０１μｍ未満のときは分散物の画像感光層塗布液中での安
定性の点で好ましくなく、また、１０μｍを越えると画像感光層の均一性の点で好ましく
ない。
【００８３】
顔料を分散する方法としては、インク製造やトナー製造等に用いられる公知の分散技術が
使用できる。分散機としては、超音波分散器、サンドミル、アトライター、パールミル、
スーパーミル、ボールミル、インペラー、デスパーザー、ＫＤミル、コロイドミル、ダイ
ナトロン、３本ロールミル、加圧ニーダー等が挙げられる。詳細は、「最新顔料応用技術
」（ＣＭＣ出版、１９８６年刊）に記載されている。
【００８４】
これらの赤外線吸収剤は、感光層に添加してもよいし、別の層、例えば上塗り層、下塗り
層を設けそこへ添加してもよいが、ネガ型感光性平版印刷版を作成した際に、感光層の波
長７６０ｎｍから１２００ｎｍの範囲における吸収極大での光学濃度が、０．１から３．
０の間にあることが好ましい。この範囲をはずれた場合、感度が低くなる傾向がある。光
学濃度は前記赤外線吸収剤の添加量と感光層の厚みとにより決定されるため、所定の光学
濃度は両者の条件を制御することにより得られる。感光層の光学濃度は常法により測定す
ることができる。測定方法としては、例えば、透明、或いは白色の支持体上に、乾燥後の
塗布量が平版印刷版として必要な範囲において適宜決定された厚みの感光層を形成し、透
過型の光学濃度計で測定する方法、アルミニウム等の反射性の支持体上に感光層を形成し
、反射濃度を測定する方法等が挙げられる。
【００８５】
熱分解型ラジカル発生剤は、前記赤外線吸収剤と組み合わせて用い、赤外線レーザーを照
射した際にラジカルを発生する化合物を指す。ラジカル発生剤としては、オニウム塩、ト
リハロメチル基を有するトリアジン化合物、過酸化物、アゾ系重合開始剤、アジド化合物
、キノンジアジドなどが挙げられるが、オニウム塩が高感度であり、好ましい。
【００８６】
本発明においてラジカル重合開始剤として好適に用い得るオニウム塩について説明する。
好ましいオニウム塩としては、ヨードニウム塩、ジアゾニウム塩、スルホニウム塩が挙げ
られる。本発明において、これらのオニウム塩は酸発生剤ではなく、ラジカル重合の開始
剤として機能する。本発明において好適に用いられるオニウム塩は、下記一般式（ＩＶ）
から（ＶＩ）で表されるオニウム塩である。
【００８７】
【化１０】



(25) JP 4102014 B2 2008.6.18

10

20

30

40

【００８８】
式（ＩＶ）中、Ａｒ11とＡｒ12は、それぞれ独立に、置換基を有していても良い炭素原子
数２０個以下（置換基の炭素数を含む）のアリール基を示す。このアリール基が置換基を
有する場合の好ましい置換基としては、ハロゲン原子、ニトロ基、炭素原子数１２個以下
のアルキル基、炭素原子数１２個以下のアルコキシ基、または炭素原子数１２個以下のア
リールオキシ基が挙げられる。Ｚ11-はハロゲンイオン、過塩素酸イオン、テトラフルオ
ロボレートイオン、ヘキサフルオロホスフェートイオン、およびスルホン酸イオンからな
る群より選択される対イオンを表し、好ましくは、過塩素酸イオン、ヘキサフルオロフォ
スフェートイオン、およびアリールスルホン酸イオンである。
【００８９】
式（Ｖ）中、Ａｒ21は、置換基を有していても良い炭素原子数２０個以下（置換基の炭素
数を含む）のアリール基を示す。好ましい置換基としては、ハロゲン原子、ニトロ基、炭
素原子数１２個以下のアルキル基、炭素原子数１２個以下のアルコキシ基、炭素原子数１
２個以下のアリールオキシ基、炭素原子数１２個以下のアルキルアミノ基、炭素原子数１
２個以下のジアルキルアミノ基、炭素原子数１２個以下のアリールアミノ基または、炭素
原子数１２個以下のジアリールアミノ基が挙げられる。Ｚ21-はＺ11-と同義の対イオンを
表す。
【００９０】
式（ＶＩ）中、Ｒ31、Ｒ32及びＲ33は、それぞれ同じでも異なっていても良く、置換基を
有していても良い炭素原子数２０個以下（置換基の炭素数を含む）の炭化水素基を示す。
好ましい置換基としては、ハロゲン原子、ニトロ基、炭素原子数１２個以下のアルキル基
、炭素原子数１２個以下のアルコキシ基、または炭素原子数１２個以下のアリールオキシ
基が挙げられる。Ｚ31-はＺ11-と同義の対イオンを表す。
【００９１】
本発明において、ラジカル発生剤として好適に用いることのできるオニウム塩の具体例と
しては、下記の特願平１１－３１０６２３号明細書に記載されたものを挙げることができ
る。
【００９２】
【化１１】
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【００９３】
【化１２】
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【化１３】
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【００９５】
本発明において用いられる熱分解型ラジカル発生剤は、極大吸収波長が４００ｎｍ以下で
あることが好ましく、さらに３６０ｎｍ以下であることが好ましい。このように吸収波長
を紫外線領域にすることにより、ネガ型感光性平版印刷版の取り扱いを白灯下で実施する
ことができる。
【００９６】
これら熱分解型ラジカル発生剤は、感光層塗布液の全不揮発性成分に対し０．１から５０
重量％、好ましくは０．５から３０重量％、特に好ましくは１から２０重量％の割合で感
光層塗布液中に添加することができる。添加量が０．１重量％未満であると感度が低くな
り、また５０重量％を越えると印刷時非画像部に汚れが発生する。これらのラジカル発生
剤は、１種のみを用いても良いし、２種以上を併用しても良い。また、これらの熱分解型
ラジカル発生剤は他の成分と同一の層に添加してもよいし、別の層を設けそこへ添加して
もよいが、同一の層に添加するのがより好ましい。
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【００９７】
本発明の感光性平版印刷版の感光層として好ましい光または熱重合性ネガ型感光層には、
以上の基本成分の他に、さらにその用途、製造方法等に適したその他の成分を適宜添加す
ることができる。以下、好ましい添加剤に関し例示する。
【００９８】
［共増感剤］
光重合性感光層には、共増感剤を用いることで、該感光層の感度をさらに向上させる事が
できる。これらの作用機構は、明確ではないが、多くは次のような化学プロセスに基づく
ものと考えられる。即ち、先述の光重合開始剤（系）の光吸収により開始される光反応と
、それに引き続く付加重合反応の過程で生じる様々な中間活性種（ラジカル、過酸化物、
酸化剤、還元剤等）と、共増感剤が反応し、新たな活性ラジカルを生成するものと推定さ
れる。これらは、大きくは、（ａ）還元されて活性ラジカルを生成しうるもの、（ｂ）酸
化されて活性ラジカルを生成しうるもの、（ｃ）活性の低いラジカルと反応し、より活性
の高いラジカルに変換するか、もしくは連鎖移動剤として作用するもの、に分類できるが
、個々の化合物がこれらのどれに属するかに関しては、通説がない場合も多い。
【００９９】
（ａ）還元されて活性ラジカルを生成する化合物
炭素－ハロゲン結合を有する化合物：還元的に炭素－ハロゲン結合が解裂し、活性ラジカ
ルを発生すると考えられる。具体的には、例えば、トリハロメチル－ｓ－トリアジン類や
、トリハロメチルオキサジアゾール類等が好適に使用できる。
【０１００】
窒素－窒素結合を有する化合物：還元的に窒素－窒素結合が解裂し、活性ラジカルを発生
すると考えられる。具体的にはヘキサアリールビイミダゾール類等が好適に使用される。
【０１０１】
酸素－酸素結合を有する化合物：還元的に酸素－酸素結合が解裂し、活性ラジカルを発生
すると考えられる。具体的には、例えば、有機過酸化物類等が好適に使用される。
【０１０２】
オニウム化合物：還元的に炭素－ヘテロ結合や、酸素－窒素結合が解裂し、活性ラジカル
を発生すると考えられる。具体的には例えば、ジアリールヨードニウム塩類、トリアリー
ルスルホニウム塩類、Ｎ－アルコキシピリジニウム（アジニウム）塩類等が好適に使用さ
れる。
フェロセン、鉄アレーン錯体類：還元的に活性ラジカルを生成しうる。
【０１０３】
（ｂ）酸化されて活性ラジカルを生成する化合物
アルキルアート錯体：酸化的に炭素－ヘテロ結合が解裂し、活性ラジカルを生成すると考
えられる。具体的には例えば、トリアリールアルキルボレート類が好適に使用される。
【０１０４】
アルキルアミン化合物：酸化により窒素に隣接した炭素上のＣ－Ｘ結合が解裂し、活性ラ
ジカルを生成するものと考えられる。Ｘとしては、水素原子、カルボキシル基、トリメチ
ルシリル基、ベンジル基等が好適である。具体的には、例えば、エタノールアミン類、Ｎ
－フェニルグリシン類、Ｎ－トリメチルシリルメチルアニリン類等が挙げられる。
【０１０５】
含硫黄、含錫化合物：上述のアミン類の窒素原子を硫黄原子、錫原子に置き換えたものが
、同様の作用により活性ラジカルを生成しうる。また、Ｓ－Ｓ結合を有する化合物もＳ－
Ｓ解裂による増感が知られる。
【０１０６】
α－置換メチルカルボニル化合物：酸化により、カルボニル－α炭素間の結合解裂により
、活性ラジカルを生成しうる。また、カルボニルをオキシムエーテルに変換したものも同
様の作用を示す。具体的には、２－アルキル－１－［４－（アルキルチオ）フェニル］－
２－モルフォリノプロノン－１類、並びに、これらとヒドロキシアミン類とを反応したの
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ち、Ｎ－ＯＨをエーテル化したオキシムエーテル類を挙げる事ができる。
【０１０７】
スルフィン酸塩類：還元的に活性ラジカルを生成しうる。具体的は、アリールスルフィン
酸ナトリウム等を挙げる事ができる。
【０１０８】
（ｃ）ラジカルと反応し高活性ラジカルに変換、もしくは連鎖移動剤として作用する化合
物
例えば、分子内にＳＨ、ＰＨ、ＳｉＨ、ＧｅＨを有する化合物群が用いられる。これらは
、低活性のラジカル種に水素供与して、ラジカルを生成するか、もしくは、酸化された後
、脱プロトンする事によりラジカルを生成しうる。具体的には、例えば、２－メルカプト
ベンズイミダゾール類等が挙げられる。
【０１０９】
これらの共増感剤のより具体的な例は、例えば、特開昭９－２３６９１３号公報中に、感
度向上を目的とした添加剤として、多く記載されている。以下に、その一部を例示するが
、本発明の感光性平版印刷版の感光層に用いられるものは、これらに限定されるものはな
い。
【０１１０】
【化１４】

【０１１１】
これらの共増感剤に関しても、さらに、感光層の特性を改良するための様々な化学修飾を
行うことも可能である。例えば、増感色素やチタノセン、付加重合性不飽和化合物その他
のラジカル発生パートとの結合、親水性部位の導入、相溶性向上、結晶析出抑制のための
置換基導入、密着性を向上させる置換基導入、ポリマー化等の方法が利用できる。
【０１１２】
これらの共増感剤は、単独または２種以上併用して用いることができる。使用量はエチレ
ン性不飽和二重結合を有する化合物１００重量部に対し０．０５～１００重量部、好まし
くは１～８０重量部、さらに好ましくは３～５０重量部の範囲が適当である。
【０１１３】
［重合禁止剤］
また、本発明の感光性平版印刷版の感光層として特に好ましい光または熱重合性ネガ型感
光層においては、ネガ型感光性組成物の製造中あるいは保存中において、重合可能なエチ
レン性不飽和二重結合を有する化合物の不要な熱重合を阻止するために少量の熱重合禁止
剤を添加することが望ましい。適当な熱重合禁止剤としてはハイドロキノン、ｐ－メトキ
シフェノール、ジ－ｔ－ブチル－ｐ－クレゾール、ピロガロール、ｔ－ブチルカテコール
、ベンゾキノン、４，４′－チオビス（３－メチル－６－ｔ－ブチルフェノール）、２，
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２′－メチレンビス（４－メチル－６－ｔ－ブチルフェノール）、Ｎ－ニトロソフェニル
ヒドロキシアミン第一セリウム塩等が挙げられる。熱重合禁止剤の添加量は、全組成物中
の不揮発性成分の重量に対して約０．０１重量％～約５重量％が好ましい。また必要に応
じて、酸素による重合阻害を防止するためにベヘン酸やベヘン酸アミドのような高級脂肪
酸誘導体等を添加して、塗布後の乾燥の過程で感光層の表面に偏在させてもよい。高級脂
肪酸誘導体の添加量は、全組成物中の不揮発性成分に対して約０．５重量％～約１０重量
％が好ましい。
【０１１４】
［着色剤］
さらに、本発明の感光性平版印刷版の感光層に、その着色を目的として染料もしくは顔料
を添加してもよい。これにより、印刷版としての、製版後の視認性や、画像濃度測定機適
性といったいわゆる検版性を向上させる事ができる。着色剤としては、多くの染料は光重
合系感光層の感度の低下を生じるので、着色剤としては、特に顔料の使用が好ましい。具
体例としては例えばフタロシアニン系顔料、アゾ系顔料、カーボンブラック、酸化チタン
などの顔料、エチルバイオレット、クリスタルバイオレット、アゾ系染料、アントラキノ
ン系染料、シアニン系染料などの染料がある。染料および顔料の添加量は全組成物中の不
揮発性成分に対して約０．５重量％～約５重量％が好ましい。
【０１１５】
［その他の添加剤］
さらに、硬化皮膜の物性を改良するために無機充填剤や、その他可塑剤、感光層表面のイ
ンク着肉性を向上させうる感脂化剤等の公知の添加剤を加えてもよい。
【０１１６】
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あり、高分子バ
インダーと付加重合性化合物との合計重量に対し一般的に１０重量％以下の範囲で添加す
ることができる。
【０１１７】
また、後述する膜強度（耐刷性）向上を目的とした、現像後の加熱・露光の効果を強化す
るための、ＵＶ開始剤や、熱架橋剤等の添加もできる。
【０１１８】
上記の感光層を塗設する際には、該感光層成分の光重合性組成物を種々の有機溶剤に溶か
して、該中間層上に塗布するように供される。ここで使用する溶媒としては、アセトン、
メチルエチルケトン、シクロヘキサン、酢酸エチル、エチレンジクロライド、テトラヒド
ロフラン、トルエン、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ジメチルエーテル、プロピレングリコールモノメチ
ルエーテル、プロピレングリコールモノエチルエーテル、アセチルアセトン、シクロヘキ
サノン、ジアセトンアルコール、エチレングリコールモノメチルエーテルアセテート、エ
チレングリコールエチルエーテルアセテート、エチレングリコールモノイソプロピルエー
テル、エチレングリコールモノブチルエーテルアセテート、３－メトキシプロパノール、
メトキシメトキシエタノール、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、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、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、３－メトキシプロピルアセテート、Ｎ，
Ｎ－ジメチルホルムアミド、ジメチルスルホキシド、γ－ブチロラクトン、乳酸メチル、
乳酸エチルなどがある。これらの溶媒は、単独あるいは混合して使用することができる。
そして、塗布溶液中の固形分の濃度は、２～５０重量％が適当である。
【０１１９】
前記感光層の被覆量は、主に、感光層の感度、現像性、露光膜の強度・耐刷性に影響しう
るもので、用途に応じ適宜選択することが望ましい。被覆量が少なすぎる場合には、耐刷
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性が十分でなくなる。一方多すぎる場合には、感度が下がり、露光に時間がかかる上、現
像処理にもより長い時間を要するため好ましくない。本発明の主要な目的である走査露光
用感光性平版印刷版としては、その被覆量は乾燥後の重量で約０．１ｇ/ｍ2～約１０ｇ/
ｍ2の範囲が適当である。より好ましくは０．５～５ｇ/ｍ2である。
【０１２０】
［支持体］
本発明の感光性平版印刷版の支持体としては、従来公知の、感光性平版印刷版に使用され
る親水性支持体を限定無く使用することができる。使用される支持体は寸度的に安定な板
状物であることが好ましく、例えば、紙、プラスチック（例えば、ポリエチレン、ポリプ
ロピレン、ポリスチレン等）がラミネートされた紙、金属板（例えば、アルミニウム、亜
鉛、銅等）、プラスチックフィルム（例えば、二酢酸セルロース、三酢酸セルロース、プ
ロピオン酸セルロース、酪酸セルロース、酢酸酪酸セルロース、硝酸セルロース、ポリエ
チレンテレフタレート、ポリエチレン、ポリスチレン、ポリプロピレン、ポリカーボネー
ト、ポリビニルアセタール等）、上記の如き金属がラミネートもしくは蒸着された紙もし
くはプラスチックフィルム等が含まれ、これらの表面に対し、必要に応じ親水性の付与や
、強度向上等の目的で、適切な公知の物理的、化学的処理を施しても良い。
【０１２１】
特に、好ましい支持体としては、紙、ポリエステルフィルム又はアルミニウム板が挙げら
れ、その中でも寸法安定性がよく、比較的安価であり、必要に応じた表面処理により親水
性や強度にすぐれた表面を提供できるアルミニウム板はさらに好ましい。また、特公昭４
８－１８３２７号公報に記載されているようなポリエチレンテレフタレートフィルム上に
アルミニウムシートが結合された複合体シートも好ましい。
【０１２２】
アルミニウム板とは、寸度的に安定なアルミニウムを主成分とする金属板であり、純アル
ミニウム板の他、アルミニウムを主成分とし、微量の異元素を含む合金板、又はアルミニ
ウム（合金）がラミネートもしくは蒸着されたプラスチックフィルム又は紙の中から選ば
れる。
【０１２３】
以下の説明において、上記に挙げたアルミニウムまたはアルミニウム合金からなる基板を
アルミニウム基板と総称して用いる。前記アルミニウム合金に含まれる異元素には、ケイ
素、鉄、マンガン、銅、マグネシウム、クロム、亜鉛、ビスマス、ニッケル、チタンなど
があり、合金中の異元素の含有量は１０重量％以下である。本発明では純アルミニウム板
が好適であるが、完全に純粋なアルミニウムは精錬技術上製造が困難であるので、僅かに
異元素を含有するものでもよい。
【０１２４】
このように本発明に適用されるアルミニウム板は、その組成が特定されるものではなく、
従来より公知公用の素材のもの、例えばＪＩＳ　Ａ　１０５０、ＪＩＳ　Ａ　１１００、
ＪＩＳ　Ａ　３１０３、ＪＩＳ　Ａ　３００５などを適宜利用することが出来る。また、
本発明に用いられるアルミニウム基板の厚みは、およそ０．１ｍｍ～０．６ｍｍ程度であ
る。この厚みは印刷機の大きさ、印刷版の大きさ及びユーザーの希望により適宜変更する
ことができる。アルミニウム基板には適宜必要に応じて後述の基板表面処理が施されても
よい。もちろん施されなくてもよい。
【０１２５】
［粗面化処理］
粗面化処理方法は、特開昭５６－２８８９３号公報に開示されているような機械的粗面化
、化学的エッチング、電解グレインなどがある。さらに塩酸または硝酸電解液中で電気化
学的に粗面化する電気化学的粗面化方法、及びアルミニウム表面を金属ワイヤーでひっか
くワイヤーブラシグレイン法、研磨球と研磨剤でアルミニウム表面を砂目立でするポール
グレイン法、ナイロンブラシと研磨剤で表面を粗面化するブラシグレイン法のような機械
的粗面化法を用いることができ、上記粗面化方法を単独あるいは組み合わせて用いること



(33) JP 4102014 B2 2008.6.18

10

20

30

40

50

もできる。
【０１２６】
その中でも粗面化に有用に使用される方法は塩酸または硝酸電解液中で化学的に粗面化す
る電気化学的方法であり、適する陽極時電気量は５０Ｃ／ｄｍ2～４００Ｃ／ｄｍ2の範囲
である。さらに具体的には、０．１～５０％の塩酸または硝酸を含む電解液中、温度２０
～８０℃、時間１秒～３０分、電流密度１００Ｃ／ｄｍ2～４００Ｃ／ｄｍ2の条件で交流
及び／または直流電解を行うことが好ましい。
【０１２７】
このように粗面化処理したアルミニウム基板は、酸またはアルカリにより化学的にエッチ
ングされてもよい。好適に用いられるエッチング剤は、苛性ソーダ、炭酸ソーダ、アルミ
ン酸ソーダ、メタケイ酸ソーダ、リン酸ソーダ、水酸化カリウム、水酸化リチウム等であ
り、濃度と温度の好ましい範囲はそれぞれ１～５０％、２０～１００℃である。エッチン
グのあと表面に残留する汚れ（スマット）を除去するために酸洗いが行われる。用いられ
る酸は硝酸、硫酸、リン酸、クロム酸、フッ酸、ホウフッ化水素酸等が用いられる。特に
電気化学的粗面化処理後のスマット除去処理方法としては、好ましくは特開昭５３－１２
７３９号公報に記載されているような５０～９０℃の温度の１５～６５重量％の硫酸と接
触させる方法及び特公昭４８－２８１２３号公報に記載されているアルカリエッチングす
る方法が挙げられる。
以上のように処理された後、処理面の中心線平均粗さＲａが０．２～０．５μｍであれば
、特に方法条件は限定しない。
【０１２８】
［陽極酸化処理］
以上のようにして処理され酸化物層を形成したアルミニウム基板には、その後に陽極酸化
処理がなされる。陽極酸化処理は硫酸、燐酸、シュウ酸もしくは硼酸／硼酸ナトリウムの
水溶液が単独もしくは複数種類組み合わせて電解浴の主成分として用いられる。この際、
電解液中に少なくともＡｌ合金板、電極、水道水、地下水等に通常含まれる成分はもちろ
ん含まれても構わない。さらには第２、第３成分が添加されていても構わない。ここでい
う第２、３成分とは、例えばＮａ、Ｋ、Ｍｇ、Ｌｉ、Ｃａ、Ｔｉ、Ａｌ、Ｖ、Ｃｒ、Ｍｎ
、Ｆｅ、Ｃｏ、Ｎｉ、Ｃｕ、Ｚｎ等の金属のイオンやアンモニウムイオン等に陽イオンや
、硝酸イオン、炭酸イオン、塩素イオン、リン酸イオン、フッ素イオン、亜硫酸イオン、
チタン酸イオン、ケイ酸イオン、硼酸イオン等の陰イオンが挙げられ、その濃度としては
０～１００００ｐｐｍ程度含まれても良い。陽極酸化処理の条件に特に限定はないが、好
ましくは３０～５００ｇ／リットル、処理液温１０～７０℃で、電流密度０．１～４０Ａ
／ｍ2の範囲で直流または交流電解によって処理される。形成される陽極酸化皮膜の厚さ
は０．５～１．５μｍの範囲である。好ましくは０．５～１．０μｍの範囲である。
【０１２９】
以上の処理によって作製された支持体が、陽極酸化皮膜に存在するマイクロポアのポア径
が５～１０ｎｍ、ポア密度が８×１０15～２×１０16個／ｍ2の範囲に入るように処理条
件は選択されなければならない。
【０１３０】
前記支持体表面の親水化処理としては、広く公知の方法が適用できる。特に好ましい処理
としては、シリケートまたはポリビニルホスホン酸等による親水化処理が施される。皮膜
はＳｉ、またはＰ元素量として２～４０ｍｇ/ｍ2、より好ましくは４～３０ｍｇ/ｍ2で形
成される。
塗布量はケイ光Ｘ線分析法により測定できる。
【０１３１】
上記の親水化処理は、アルカリ金属ケイ酸塩、またはポリビニルホスホン酸が１～３０重
量％、好ましくは２～１５重量％であり、２５℃のｐＨが１０～１３である水溶液に、陽
極酸化皮膜が形成されたアルミニウム基板を、例えば１５～８０℃で０．５～１２０秒浸
漬することにより実施される。
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【０１３２】
前記親水化処理に用いられるアルカリ金属ケイ酸塩としては、ケイ酸ナトリウム、ケイ酸
カリウム、ケイ酸リチウムなどが使用される。アルカリ金属ケイ酸塩水溶液のｐＨを高く
するために使用される水酸化物としては、水酸化ナトリウム、水酸化カリウム、水酸化リ
チウムなどがある。
【０１３３】
なお、上記の処理液にアルカリ土類金属塩もしくは第IVＢ族金属塩を配合してもよい。ア
ルカリ土類金属塩としては、硝酸カルシウム、硝酸ストロンチウム、硝酸マグネシウム、
硝酸バリウムのような硝酸塩や、硫酸塩、塩酸塩、リン酸塩、酢酸塩、シュウ酸塩、ホウ
酸塩などの水溶性の塩が挙げられる。第IVＢ族金属塩としては、四塩化チタン、三塩化チ
タン、フッ化チタンカリウム、シュウ酸チタンカリウム、硫酸チタン、四ヨウ化チタン、
塩化酸化ジルコニウム、二酸化ジルコニウム、オキシ塩化ジルコニウム、四塩化ジルコニ
ウムなどを挙げることができる。
【０１３４】
アルカリ土類金属塩もしくは、第IVＢ族金属塩は単独又は２種以上組み合わせて使用する
ことができる。これらの金属塩の好ましい範囲は０．０１～１０重量％であり、さらに好
ましい範囲は０．０５～５．０重量％である。
【０１３５】
また、米国特許第３，６５８，６６２号明細書に記載されているようなシリケート電着も
有効である。特公昭４６－２７４８１号公報、特開昭５２－５８６０２号公報、特開昭５
２－３０５０３号公報に開示されているような電解グレインを施した支持体と、上記陽極
酸化処理および親水化処理を組合せた表面処理も有用である。
【０１３６】
［中間層］
本発明における感光性平版印刷版には、感光層と基板との間の密着性や汚れ性を改善する
目的で、中間層を設けてもよい。このような中間層の具体例としては、特公昭５０－７４
８１号公報、特開昭５１－７１１２３号公報、特開昭５４－７２１０４号公報、特開昭５
９－１０１６５１号公報、特開昭６０－１４９４９１号公報、特開昭６０－２３２９９８
号公報、特開平２－３０４４４１号公報、特開平３－５６１７７号公報、特開平４－２８
２６３７号公報、特開平５－１６５５８号公報、特開平５－２４６１７１号公報、特開平
５－３４１５３２号公報、特開平７－１５９９８３号公報、特開平７－３１４９３７号公
報、特開平８－２０２０２５号公報、特開平８－３２０５５１号公報、特開平９－３４１
０４号公報、特開平９－２３６９１１号公報、特開平９－２６９５９３号公報、特開平１
０－６９０９２号公報、特開平１０－１１５９３１号公報、特開平１０－１６１３１７号
公報、特開平１０－２６０５３６号公報、特開平１０－２８２６７９号公報、特開平１０
－２８２６８２号公報、特開平１１－８４６７４号公報、特開平１０－６９０９２号公報
、特開平１０－１１５９３１号公報、特開平１１－３８６３５号公報、特開平１１－３８
６２９号公報、特開平１０－２８２６４５号公報、特開平１０－３０１２６２号公報、特
開平１１－２４２７７号公報、特開平１１－１０９６４１号公報、特開平１０－３１９６
００号公報、特開平１１－８４６７４号公報、特開平１１－３２７１５２号公報、特開２
０００－１０２９２号公報、特願平１１－３６３７７号明細書、特願平１１－１６５８６
１号明細書、特願平１１－２８４０９１号明細書、特願２０００－１４６９７号明細書等
に記載のものを挙げることができる。
【０１３７】
［保護層］
本発明の好ましい形態である光又は熱重合性感光層を有する感光性平版印刷版には、通常
、露光を大気中で行うため、前述の感光層の上に、さらに、保護層を設ける事が好ましい
。保護層は、感光層中で露光により生じる画像形成反応を阻害する大気中に存在する酸素
や塩基性物質等の低分子化合物の感光層への混入を防止し、大気中での露光を可能とする
。従って、この様な保護層に望まれる特性は、酸素等の低分子化合物の透過性が低いこと
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であり、さらに、露光に用いる光の透過は実質阻害せず、感光層との密着性に優れ、かつ
、露光後の現像工程で容易に除去できる事が望ましい。この様な、保護層に関する工夫が
従来よりなされており、米国特許第３、４５８、３１１号明細書、特開昭５５－４９７２
９号公報に詳しく記載されている。
【０１３８】
保護層に使用できる材料としては、例えば、比較的結晶性に優れた水溶性高分子化合物を
用いる事がよく、具体的には、ポリビニルアルコール、ポリビニルピロリドン、酸性セル
ロース類、ゼラチン、アラビアゴム、ポリアクリル酸などのような水溶性ポリマーが知ら
れているが、これらの内、ポリビニルアルコールを主成分として用いる事が、酸素遮断性
、現像除去性といった基本特性的にもっとも良好な結果を与える。保護層に使用するポリ
ビニルアルコールは、必要な酸素遮断性と水溶性を有するための、未置換ビニルアルコー
ル単位を含有する限り、一部がエステル、エーテルおよびアセタールで置換されていても
良い。また、同様に一部が他の共重合成分を有していても良い。ポリビニルアルコールの
具体例としては７１～１００％加水分解され、分子量が３００から２４００の範囲のもの
を挙げる事ができる。
【０１３９】
具体的には、株式会社クラレ製のＰＶＡ－１０５、ＰＶＡ－１１０、ＰＶＡ－１１７、Ｐ
ＶＡ－１１７Ｈ、ＰＶＡ－１２０、ＰＶＡ－１２４、ＰＶＡ－１２４Ｈ、ＰＶＡ－ＣＳ、
ＰＶＡ－ＣＳＴ、ＰＶＡ－ＨＣ、ＰＶＡ－２０３、ＰＶＡ－２０４、ＰＶＡ－２０５、Ｐ
ＶＡ－２１０、ＰＶＡ－２１７、ＰＶＡ－２２０、ＰＶＡ－２２４、ＰＶＡ－２１７ＥＥ
、ＰＶＡ－２１７Ｅ、ＰＶＡ－２２０Ｅ、ＰＶＡ－２２４Ｅ、ＰＶＡ－４０５、ＰＶＡ－
４２０、ＰＶＡ－６１３、Ｌ－８等が挙げられる。
【０１４０】
保護層の成分（ＰＶＡの選択、添加剤の使用）、塗布量等は、酸素遮断性・現像除去性の
他、カブリ性や密着性・耐傷性を考慮して選択される。一般には使用するＰＶＡの加水分
解率が高い程（保護層中の未置換ビニルアルコール単位含率が高い程）、膜厚が厚い程酸
素遮断性が高くなり、感度の点で有利である。しかしながら、極端に酸素遮断性を高める
と、製造時・生保存時に不要な重合反応が生じたり、また画像露光時に、不要なカブリ、
画線の太りが生じたりという問題を生じる。また、画像部との密着性や、耐傷性も版の取
り扱い上極めて重要である。即ち、水溶性ポリマーからなる親水性の層を親油性の感光層
に積層すると、接着力不足による膜剥離が発生しやすく、剥離部分が酸素の重合阻害によ
り膜硬化不良などの欠陥を引き起こす。これに対し、これら２層間の接着性を改善すべく
種々の提案がなされている。たとえば米国特許第２９２,５０１号明細書、米国特許第４
４,５６３号明細書には、主にポリビニルアルコールからなる親水性ポリマー中に、アク
リル系エマルジョンまたは水不溶性ビニルピロリドン－ビニルアセテート共重合体などを
２０～６０重量％混合し、感光層の上に積層することにより、十分な接着性が得られるこ
とが記載されている。本発明における保護層に対しては、これらの公知の技術をいずれも
適用することができる。このような保護層の塗布方法については、例えば米国特許第３,
４５８,３１１号明細書、特開昭５５－４９７２９号公報に詳しく記載されている。
【０１４１】
その他、本発明の感光性平版印刷版から平版印刷版を製版するための製版プロセスとして
は、必要に応じ、露光前、露光中、露光から現像までの間に、全面を加熱しても良い。こ
の様な加熱により、感光層中の画像形成反応が促進され、感度や耐刷性の向上、感度の安
定化といった利点が生じ得る。さらに、画像強度・耐刷性の向上を目的として、現像後の
画像に対し、全面後加熱もしくは、全面露光を行う事も有効である。通常現像前の加熱は
１５０℃以下の穏和な条件で行う事が好ましい。温度が高すぎると、非画像部迄がかぶっ
てしまう等の問題を生じる。現像後の加熱には非常に強い条件を利用する。通常は２００
～５００℃の範囲である。温度が低いと十分な画像強化作用が得られず、高すぎる場合に
は支持体の劣化、画像部の熱分解といった問題を生じる。
【０１４２】
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本発明の感光性平版印刷版の露光方法は、公知の方法を制限なく用いる事ができる。望ま
しい、光源の波長は３００ｎｍから１２００ｎｍであり、具体的にはレーザ各種の光源が
好適である。露光機構は、内面ドラム方式、外面ドラム方式、フラットベッド方式等の何
れでも良い。また、本発明の感光性平版印刷版の感光層成分は、高い水溶性のものを使用
する事で、中性の水や弱アルカリ水に可溶とすることもできるが、この様な構成の感光性
平版印刷版は印刷機上に装填後、機上で露光－現像といった方式を行う事もできる。
【０１４３】
また、本発明の感光性平版印刷版に対するその他の露光光線としては、超高圧、高圧、中
圧、低圧の各水銀灯、ケミカルランプ、カーボンアーク灯、キセノン灯、メタルハライド
灯、可視および紫外の各種レーザーランプ、蛍光灯、タングステン灯、太陽光等も使用で
きる。
【０１４４】
本発明の感光性平版印刷版は、露光された後、現像処理される。
かかる現像処理に使用される現像液としては、ｐＨ１４以下のアルカリ水溶液が特に好ま
しく、より好ましくはアニオン系界面活性剤を含有するｐＨ８～１２のアルカリ水溶液が
使用される。例えば、第三リン酸ナトリウム、同カリウム、同アンモニウム、第二リン酸
ナトリウム、同カリウム、同アンモニウム、炭酸ナトリウム、同カリウム、同アンモニウ
ム、炭酸水素ナトリウム、同カリウム、同アンモニウム、ホウ酸ナトリウム、同カリウム
、同アンモニウム、水酸化ナトリウム、同アンモニウム、同カリウムおよび同リチウムな
どの無機アルカリ剤が挙げられる。また、モノメチルアミン、ジメチルアミン、トリメチ
ルアミン、モノエチルアミン、ジエチルアミン、トリエチルアミン、モノイソプロピルア
ミン、ジイソプロピルアミン、トリイソプロピルアミン、ｎ－ブチルアミン、モノエタノ
ールアミン、ジエタノールアミン、トリエタノールアミン、モノイソプロパノールアミン
、ジイソプロパノールアミン、エチレンイミン、エチレンジアミン、ピリジンなどの有機
アルカリ剤も用いられる。
これらのアルカリ剤は、単独もしくは２種以上を組み合わせて用いられる。
【０１４５】
また本発明の感光性平版印刷版の現像処理においては、現像液中にアニオン界面活性剤１
～２０重量％加えるが、より好ましくは、３～１０重量％で使用される。少なすぎると現
像性が悪化し、多すぎると画像の耐摩耗性などの強度が劣化するなどの弊害が出る。
【０１４６】
アニオン界面活性剤としては、例えばラウリルアルコールサルフェートのナトリウム塩、
ラウリルアルコールサルフェートのアンモニウム塩、オクチルアルコールサルフェートの
ナトリウム塩、例えばイソプロピルナフタレンスルホン酸のナトリウム塩、イソブチルナ
フタレンスルホン酸のナトリウム塩、ポリオキシエチレングリコールモノナフチルエーテ
ル硫酸エステルのナトリウム塩、ドデシルベンゼンスルホン酸のナトリウム塩、メタニト
ロベンゼンスルホン酸のナトリウム塩などのようなアルキルアリールスルホン酸塩、第２
ナトリウムアルキルサルフェートなどの炭素数８～２２の高級アルコール硫酸エステル類
、セチルアルコールリン酸エステルのナトリウム塩などの様な脂肪族アルコールリン酸エ
ステル塩類、たとえばＣ17Ｈ33ＣＯＮ（ＣＨ3）ＣＨ2ＣＨ2ＳＯ3Ｎａなどのようなアルキ
ルアミドのスルホン酸塩類、例えばナトリウムスルホコハク酸ジオクチルエステル、ナト
リウムスルホコハク酸ジヘキシルエステルなどの二塩基性脂肪族エステルのスルホン酸塩
類などが含まれる。
【０１４７】
必要に応じてベンジルアルコール等の水と混合するような有機溶媒を現像液に加えてもよ
い。有機溶媒としては、水に対する溶解度が約１０重量％以下のものが適しており、好ま
しくは５重量％以下のものから選ばれる。たとえば、１－フェニルエタノール、２－フェ
ニルエタノール、３－フェニルプロパノール、１，４－フェニルブタノール、２，２－フ
ェニルブタノール、１，２－フェノキシエタノール、２－ベンジルオキシエタノール、ｏ
－メトキシベンジルアルコール、ｍ－メトキシベンジルアルコール、ｐ－メトキシベンジ
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ルアルコール、ベンジルアルコール、シクロヘキサノール、２－メチルシクロヘクサノー
ル、４－メチルシクロヘクサノール及び３－メチルシクロヘクサノール等を挙げることが
できる。有機溶媒の含有量は、使用時の現像液の総重量に対して１～５重量％が好適であ
る。その使用量は界面活性剤の使用量と密接な関係があり、有機溶媒の量が増すにつれ、
アニオン界面活性剤の量は増加させることが好ましい。これはアニオン界面活性剤の量が
少ない状態で、有機溶媒の量を多く用いると有機溶媒が溶解せず、従って良好な現像性の
確保が期待できなくなるからである。
【０１４８】
また、さらに必要に応じ、消泡剤及び硬水軟化剤のような添加剤を含有させることもでき
る。硬水軟化剤としては、例えば、Ｎa2Ｐ2Ｏ7、Ｎa5Ｐ3Ｏ3、Ｎa3Ｐ3Ｏ9、Ｎa2Ｏ4Ｐ（
ＮaＯ3Ｐ)ＰＯ3Ｎa2、カルゴン（ポリメタリン酸ナトリウム）などのポリリン酸塩、例え
ばエチレンジアミンテトラ酢酸、そのカリウム塩、そのナトリウム塩；ジエチレントリア
ミンペンタ酢酸、そのカリウム塩、ナトリウム塩；トリエチレンテトラミンヘキサ酢酸、
そのカリウム塩、そのナトリウム塩；ヒドロキシエチルエチレンジアミントリ酢酸、その
カリウム塩、そのナトリウム塩；ニトリロトリ酢酸、そのカリウム塩、そのナトリウム塩
；１，２－ジアミノシクロヘキサンテトラ酢酸、そのカリウム塩、そのナトリウム塩；１
，３－ジアミノ－２－プロパノールテトラ酢酸、そのカリウム塩、そのナトリウム塩など
のようなアミノポリカルボン酸類の他２－ホスホノブタントリカルボン酸－１，２，４、
そのカリウム塩、そのナトリウム塩；２一ホスホノブタノントリカルボン酸－２，３，４
、そのカリウム塩、そのナトリウム塩；１－ホスホノエタントリカルボン酸－１，２、２
、そのカリウム塩、そのナトリウム塩；１－ヒドロキシエタン－１，１－ジホスホン酸、
そのカリウム塩、そのナトリウム塩；アミノトリ（メチレンホスホン酸）、そのカリウム
塩、そのナトリウム塩などのような有機ホスホン酸類を挙げることができる。このような
硬水軟化剤の最適量は使用される硬水の硬度およびその使用量に応じて変化するが、一般
的には、使用時の現像液中に０．０１～５重量％、より好ましくは０．０１～０．５重量
％の範囲で含有させられる。
【０１４９】
更に、自動現像機を用いて、感光性平版印刷版を現像する場合には、処理量に応じて現像
液が疲労してくるので、補充液または新鮮な現像液を用いて処理能力を回復させてもよい
。この場合米国特許第４，８８２，２４６号明細書に記載されている方法で補充すること
が好ましい。
【０１５０】
また、特開昭５０－２６６０１号、同５８－５４３４１号、特公昭５６－３９４６４号、
同５６－４２８６０号、同５７－７４２７号の各公報に記載されている現像液も好ましい
。
【０１５１】
このようにして現像処理された感光性平版印刷版は、特開昭５４－８００２号、同５５－
１１５０４５号、同５９－５８４３１号等の各公報に記載されているように、水洗水、界
面活性剤等を含有するリンス液、アラビアガムや澱粉誘導体等を含む不感脂化液で後処理
される。本発明の感光性平版印刷版の後処理にはこれらの処理を種々組み合わせて用いる
ことができる。
【０１５２】
このような処理によって得られた平版印刷版はオフセット印刷機に掛けられ、多数枚の印
刷に用いられる。
【０１５３】
印刷時、版上の汚れ除去のため使用するプレートクリーナーとしては、従来より知られて
いるＰＳ版用プレートクリーナーが使用され、例えば、ＣＬ－１，ＣＬ－２，ＣＰ，ＣＮ
－４，ＣＮ，ＣＧ－１，ＰＣ－１，ＳＲ，ＩＣ（富士写真フイルム株式会社製）等が挙げ
られる。
【０１５４】
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【実施例】
以下、実施例によって本発明を説明するが、本発明はこれらに限定されるものではない。
【０１５５】
（合成例１）
１，１，１－トリス（ヒドロキシメチル）エタン（１２０．２ｇ）、２―メトキシプロペ
ン（７５．０ｇ）をアセトン（３００ｍｌ）に懸濁し、０℃にて濃硫酸１滴を加えた後、
１時間撹拌した。室温に戻し、さらに２時間撹拌した。アセトンを留去した後、減圧下（
１．７ｍｍＨｇ）、７０℃で得られる留分を採集することにより、（１，４，４－トリメ
チル－３，５－ジオキサニル）メタン－１－オール（１５５．２ｇ）を得た。
【０１５６】
（合成例２）
ｃｉｓ－１，２－シクロヘキサンジカルボン酸無水物（４８．１ｇ）、合成例１で得た（
１，４，４－トリメチル－３，５－ジオキサニル）メタン－１－オール（４６．３ｇ）、
および４－（ジメチルアミノ）ピリジン（１．８ｇ）をテトラヒドロフラン（９０ｍｌ）
に溶解し、６時間加熱還流した。テトラヒドロフランを留去後、シリカゲルカラムクロマ
トグラフィー処理することにより、２－（（（１，４，４－トリメチル－３，５－ジオキ
サニル）メチル）オキシカルボニル）シクロヘキサンカルボン酸（５４．７ｇ）を得た。
【０１５７】
（合成例３）
合成例２で得た２－（（（１，４，４－トリメチル－３，５－ジオキサニル）メチル）オ
キシカルボニル）シクロヘキサンカルボン酸（３１．４ｇ）をテトラヒドロフラン（１０
０ｍｌ）に溶解し、１規定塩酸（４０ｍｌ）を加え、室温で２時間撹拌した。溶液を濃縮
後、テトラヒドロフラン（１００ｍｌ）と無水硫酸マグネシウム（１００ｇ）を加え１時
間静置した。その後、ろ過し、ろ液を濃縮した後、シリカゲルカラムクロマトグラフィー
処理することにより、２－（（３－ヒドロキシ－２－ヒドロキシメチル）－２－メチルプ
ロピルメチル）オキシカルボニル）シクロヘキサンカルボン酸（２５．３ｇ）を得た。
【０１５８】
（合成例４）
コンデンサー、撹拌機を備えた５００ｍｌの三口丸底フラスコに合成例３で得た２－（（
３－ヒドロキシ－２－ヒドロキシメチル）－２－メチルプロピルメチル）オキシカルボニ
ル）シクロヘキサンカルボン酸（２４．７ｇ）、分子量１，０００のポリプロピレングリ
コール（１０．０ｇ）をＮ，Ｎ－ジメチルアセトアミド（１００ｍｌ）に溶解した。これ
にヘキサメチレンジイソシアネート（３．４ｇ）、４，４’－ジフェニルメタンジイソシ
アネート（２０．０ｇ）、およびジラウリン酸ジｎ－ブチルスズ（５滴）を添加し、１０
０℃にて５時間加熱攪拌した。その後、Ｎ，Ｎ－ジメチルアセトアミド（２００ｍｌ）お
よびメタノール（４００ｍｌ）にて希釈した。反応溶液を水（４ｌ）中に攪拌しながら投
入し、白色のポリマーを析出させた。このポリマーをろ別し、水で洗浄後、真空下乾燥さ
せることにより表１記載のウレタンポリマー（Ｐ－１）（５０．５ｇ）を得た。ゲルパー
ミテーションクロマトグラフィー法により測定したこのポリマーの重量平均分子量は、ポ
リスチレン換算で４．２万、酸価は１．５２ｍｅｑ／ｇであった。
【０１５９】
（合成例５）
合成例４において、メタノールの代わりに、２－ヒドロキシエチルメタクリレートを用い
た以外同様にしてウレタンポリマー（Ｐ－２）（５１．１ｇ）を得た。
【０１６０】
（合成例６）
同様にして表１および表２記載のバインダーポリマー（Ｐ－３）～（Ｐ－３０）、および
比較サンプル（ＰＲ－１）～（ＰＲ－３）を得た。
【０１６１】
【表１】
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【表２】
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【０１６３】
表１及び表２中に記載された各化合物は、次の通りである。
ＭｅＯＨ　：　メタノール
ＥｔＯＨ　：　エタノール
ＭＰＯＨ　：　１－メトキシ－２－プロパノール
ＣＨＯＨ　：　シクロヘキシルアルコール
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ＨＥＡ　：　２－ヒドロキシエチルアクリレート
ＨＥＭＡ　：　２－ヒドロキシエチルメタクリレート
ＧＡＭＡ　：　グリセロールアクリレートメタクリレート
ＧＤＭＡ　：　グリセロールジメタクリレート
【０１６４】
【化１５】

【０１６５】
【化１６】
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【化１７】
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【化１８】
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【０１６８】
【化１９】
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【０１６９】
（実施例１～２０、比較例１～３）
以下の手順でネガ型感光性平版印刷版を作製し、印刷性能を評価した。結果を表３に示す
。
【０１７０】
［支持体の作成］
厚さ０．２４ｍｍ、幅１０３０ｍｍのＪＩＳ　Ａ　１０５０アルミニウム板を用いて以下
のように連続的に処理を行った。
【０１７１】
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（ａ）既存の機械的粗面化装置を使って、比重１．１２の研磨剤（パミス）と水の懸濁液
を研磨スラリー液としてアルミニウム板の表面に供給しながら、回転するローラー状ナイ
ロンブラシにより機械的な粗面化を行った。研磨剤の平均粒径は４０～４５μｍ最大粒径
は２００μｍだった。ナイロンブラシの材質は６・１０ナイロンを使用し、毛長５０ｍｍ
、毛の直径は０．３ｍｍであった。ナイロンブラシはφ３００ｍｍのステンレス製の筒に
穴を開けて密になるように植毛した。回転ブラシは３本使用した。ブラシ下部の２本の支
持ローラー（φ２００ｍｍ）の距離は３００ｍｍであった。ブラシローラーはブラシを回
転させる駆動モーターの負荷が、ブラシローラーをアルミニウム板に押さえつける前の負
荷に対して７ｋｗプラスになるまで押さえつけた。ブラシの回転方向はアルミニウム板の
移動方向と同じで回転数は２００ｒｐｍであった。
【０１７２】
（ｂ）アルミニウム板を苛性ソーダ濃度２．６重量％、アルミニウムイオン濃度６．５重
量％、温度７０℃でスプレーによるエッチング処理を行い、アルミニウム板を０．３ｇ／
ｍ2溶解した。その後スプレーによる水洗を行った。
【０１７３】
（ｃ）温度３０℃の硝酸濃度１重量％水溶液（アルミニウムイオン０．５重量％含む）で
、スプレーによるデスマット処理を行い、その後スプレーで水洗した。前記デスマットに
用いた硝酸水溶液は、硝酸水溶液中で交流を用いて電気化学的な粗面化を行う工程の廃液
を用いた。
【０１７４】
（ｄ）６０Ｈｚの交流電圧を用いて連続的に電気化学的な粗面化処理を行った。この時の
電解液は、硝酸１重量％水溶液（アルミニウムイオン０．５重量％、アンモニウムイオン
０．００７重量％含む）、温度４０℃であった。交流電源は電流値がゼロからピークに達
するまでの時間ＴＰが２ｍｓｅｃ、ｄｕｔｙ比１：１、台形の矩形波交流を用いて、カー
ボン電極を対極として電気化学的な粗面化処理を行った。補助アノードにはフェライトを
用いた。電流密度は電流のピーク値で３０Ａ／ｄｍ2、電気量はアルミニウム板が陽極時
の電気量の総和で２５５Ｃ／ｃｍ2であった。補助陽極には電源から流れる電流の５％を
分流させた。その後、スプレーによる水洗を行った。
【０１７５】
（ｅ）アルミニウム板を苛性ソーダ濃度２６重量％、アルミニウムイオン濃度６．５重量
％でスプレーによるエッチング処理を３２℃で行い、アルミニウム板を０．２ｇ／ｍ2溶
解し、前段の交流を用いて電気化学的な粗面化を行ったときに生成した水酸化アルミニウ
ムを主体とするスマット成分の除去と、生成したピットのエッジ部分を溶解し、エッジ部
分を滑らかにした。その後スプレーで水洗した。
【０１７６】
（ｆ）温度６０℃の硫酸濃度２５重量％水溶液（アルミニウムイオンを０．５重量％含む
）で、スプレーによるデスマット処理を行い、その後スプレーによる水洗を行った。
【０１７７】
（ｇ）既存の二段給電電解処理法の陽極酸化装置（第一および第二電解部長各６ｍ、第一
給電部長３ｍ、第二給電部長３ｍ、第一及び第二給電電極長各２．４ｍ）を使って電解部
の硫酸濃度１７０ｇ／リットル（アルミニウムイオンを０．５重量％含む）、温度３８℃
で陽極酸化処理を行った。その後スプレーによる水洗を行った。この時、陽極酸化装置に
おいては、電源からの電流は、第一給電部に設けられた第一給電電極に流れ、電解液を介
して板状アルミニウムに流れ、第一電解部で板状アルミニウムの表面に酸化皮膜を生成さ
せ、第一給電部に設けられた電解電極を通り、電源に戻る。一方、電源からの電流は、第
二給電部に設けられた第二給電電極に流れ、同様に電解液を介して板状アルミニウムに流
れ、第二電解部で板状アルミニウムの表面に酸化皮膜を生成させるが、電源から第一給電
部に給電される電気量と電源から第二給電部に給電される電気量は同じであり、第二給電
部における酸化皮膜面での給電電流密度は、約２５Ａ／ｄｍ2であった。第二給電部では
、１．３５ｇ／ｍ2の酸化皮膜面から給電することになった。最終的な酸化皮膜量は２．
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７ｇ／ｍ2であった。ここまでのアルミニウム支持体を［ＡＳ－１］とする。
【０１７８】
［親水化処理］
アルミニウム支持体［ＡＳ－１］に、印刷版非画像部としての親水性を高めるため、シリ
ケート処理を行った。処理は３号珪酸ソーダ１．５％水溶液を７０℃に保ちアルミウェブ
の接触時間が１５秒となるよう通搬し、さらに水洗した。Ｓｉの付着量は１０ｍｇ／ｍ2

であった。この基板を［ＡＳ－２］とする。
【０１７９】
［中間層の塗設］
下記の手順によりＳＧ法の液状組成物（ゾル液）を調整した。ビーカーに下記組成物を秤
量し、２５℃で２０分間攪拌した。
テトラエトキシシラン　　　　　　　　　　　　　　　　　３８ｇ
３－メタクリロキシプロピルトリメトキシシラン　　　　　１３ｇ
８５％リン酸水溶液　　　　　　　　　　　　　　　　　　１２ｇ
イオン交換水　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１５ｇ
メタノール　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１００ｇ
【０１８０】
この溶液を三口フラスコに移し、還流冷却器を取り付け三口フラスコを室温のオイルバス
に浸した。三口フラスコの内容物をマグネチックスターラーで攪拌しながら、３０分間で
５０℃まで上昇させた。浴温を５０℃に保ったまま、更に１時間反応させ液組成物（ゾル
液）を得た。このゾル液をメタノール／エチレングリコール＝２０／１（重量比）で０．
５重量％になるように希釈し、前記アルミニウム基板［ＡＳ－１］にホイラー塗布し、１
００℃で１分乾燥させた。その時の塗布量は３．５ｍｇ／ｍ2であった。この塗布量はケ
イ光Ｘ線分析法によりＳｉ元素量を求め、それを塗布量とした。このように作成した支持
体を［ＡＳ－３］とする。
【０１８１】
次に、アルミニウム支持体［ＡＳ－２］に下記組成の液をワイヤーバーにて塗布し、温風
式乾燥装置を用いて９０℃で３０秒間乾燥した。乾燥後の被服量は１０ｍｇ／ｍ2であっ
た。
【０１８２】
エチルメタクリレートと２－アクリルアミド－２－メチル－１－
プロパンスルホン酸ナトリウム塩のモル比７５：１５の共重合体　　０．１ｇ
２－アミノエチルホスホン酸　　　　　　　　　　　　　　　　　　０．１ｇ
メタノール　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　５０ｇ
イオン交換水　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　５０ｇ
【０１８３】
このように作成した支持体を［ＡＳ－４］とする。
【０１８４】
［感光層の塗設］
このように処理されたアルミニウム板上に、下記組成のネガ型感光性組成物を乾燥塗布量
が表３記載の量となるように塗布し、１００℃で１分間乾燥させ感光層を形成させた。
【０１８５】
（ネガ型感光性組成物）
付加重合性化合物（表３中に記載の化合物）　　　　　　　　１．５ｇ
バインダーポリマー（表３中に記載の化合物）　　　　　　　２．０ｇ
増感色素（表３中に記載の化合物）　　　　　　　　　　　　０．２ｇ
光重合開始剤（表３中に記載の化合物）　　　　　　　　　　０．４ｇ
共増感色素（表３中に記載の化合物）　　　　　　　　　　　０．４ｇ
フッ素系ノニオン界面活性剤　　　　　　　　　　　　　　０．０３ｇ
（大日本インキ化学工業（株）製、メガファックＦ－１７７）
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熱重合禁止剤　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　０．０１ｇ
（Ｎ－ニトロソフェニルヒドロキシルアミンアルミニウム塩）
下記組成の着色顔料分散物　　　　　　　　　　　　　　　　２．０ｇ
メチルエチルケトン　　　　　　　　　　　　　　　　　　２０．０ｇ
プロピレングリコールモノメチルエーテル　　　　　　　　２０．０ｇ
【０１８６】
（着色顔料分散物組成）
Ｐｉｇｍｅｎｔ　Ｂｌｕｅ　１５：６　　　　　　　　　　１５重量部
アリルメタクリレート／メタクリル酸共重合体　　　　　　１０重量部
（共重合モル比８０／２０、重量平均分子量　４万）
シクロヘキサノン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１５重量部
メトキシプロピルアセテート　　　　　　　　　　　　　　２０重量部
プロピレングリコールモノメチルエーテル　　　　　　　　４０重量部
【０１８７】
［保護層の塗設］
この感光層上にポリビニルアルコール（ケン化度９８モル％、重合度５５０）の３重量％
の水溶液を乾燥塗布重量が２g／m2となるように塗布し、１００℃で２分間乾燥した。
【０１８８】
［ネガ型感光性平版印刷版の露光］
上記のようにして得られたネガ型感光性平版印刷版をＦＤ－ＹＡＧ（５３２ｎｍ）レーザ
ー露光機（ハイデルベルグ社製プレートセッター：グーテンベルグ）を用い、版面露光エ
ネルギー密度２００μＪ／ｃｍ2となる様に露光パワーを調節し、ベタ画像露光および、
２５４０ｄｐｉ、１７５線／インチ、１％刻みで１から９９％となる網点画像露光を行っ
た。
【０１８９】
［現像／製版］
富士写真フイルム（株）製自動現像機ＦＬＰ－８１３に、表３記載の現像液と富士写真フ
イルム（株）製フィニッシャーＦＰ－２Ｗをそれぞれ仕込み、現像液温度３０℃、現像時
間１８秒の条件で露光済みの版を現像／製版し、平版印刷版を得た。
【０１９０】
［画像部耐刷性試験］
印刷機としてローランド社製Ｒ２０１を使用し、インキとして大日本インキ化学工業社製
グラフＧ（Ｎ）を使用した。ベタ画像部の印刷物を観察し、画像がかすれはじめた枚数に
よって画像部耐刷性を調べた。数字が大きいほど耐刷性が良い。
【０１９１】
［網点耐刷性強制試験］
印刷機としてローランド社製Ｒ２０１を使用し、インキとして大日本インキ化学工業社製
グラフＧ（Ｎ）を使用した。印刷開始から５，０００枚目に富士写真フイルム（株）製Ｐ
ＳプレートクリーナーＣＬ－２を印刷用スポンジにしみこませ、網点部を拭き、版面のイ
ンキを洗浄した。その後、１０，０００枚印刷を行い、印刷物における網点の版飛びの有
無を目視で観察した。
【０１９２】
（実施例２１～３０、比較例４～６）
実施例１～２０と同様に表４に示すネガ型感光性平版印刷版を作成し、該ネガ型感光性平
版印刷版に関し性能を評価した。
【０１９３】
以下に、表３および表４の中に記載された各化合物を示す。
【０１９４】
〔付加重合性化合物〕
Ｍ－１：ペンタエルスリトールテトラアクリレート



(49) JP 4102014 B2 2008.6.18

10

20

30

40

50

（新中村化学工業（株）製；ＮＫエステルＡ－ＴＭＭＴ）
Ｍ－２：グリセリンジメタクリレートヘキサメチレンジイソシアネートウレ
タンプレポリマー（共栄社化学（株）製；ＵＡ１０１Ｈ）
Ｍ－３：ジペンタエリスリトールアクリレート
（新中村化学工業（株）製；ＮＫエステルＡ－９５３０）
【０１９５】
〔光重合開始剤用素材〕
【０１９６】
【化２０】

【０１９７】
〔バインダーポリマー〕
ＰＡ－１
メタクリル酸アリル（ＰＯＣ－１）／メタクリル酸共重合体（共重合モル比；８０／２０
）
ＮａＯＨ滴定により求めた実測酸価１．７０ｍｅｑ／ｇ
ＧＰＣ測定より求めた重量平均分子量４．８万
【０１９８】
ＰＡ－２
メタクリル酸メチル／アクリロニトリル／Ｎ－［（４－スルファモイル）フェニル］メタ
クリルアミド共重合体（共重合モル比；３７／３０／３３）
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ＧＰＣ測定より求めた重量平均分子量４．９万
【０１９９】
〔現像液〕
Ｄ－１
下記組成からなるｐＨ１０の水溶液
モノエタノールアミン　　　　　０．１　重量部
トリエタノールアミン　　　　　１．５　重量部
下記式１の化合物　　　　　　　４．０　重量部
下記式２の化合物　　　　　　　２．５　重量部
下記式３の化合物　　　　　　　０．２　重量部
水　　　　　　　　　　　　　９１．７　重量部
【０２００】
【化２１】

【０２０１】
上記（式１）中、Ｒ14は水素原子またはブチル基を表す。
【０２０２】
Ｄ－２
下記組成からなる水溶液
１Ｋケイ酸カリウム　　　　　３．０　重量部
水酸化カリウム　　　　　　　１．５　重量部
前記式３の化合物　　　　　　０．２　重量部
水　　　　　　　　　　　　９５．３　重量部
【０２０３】
【表３】
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【０２０４】
【表４】
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【０２０５】
（実施例３１～５０、比較例７～９）
［感光層の塗設］
下記感光層塗布液を調整し、アルミニウム支持体［ＡＳ－４］にワイヤーバーを用いて乾
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燥後の被覆量が表５に記載の量になるように塗布し、温風式乾燥装置にて１１５℃で４５
秒間乾燥して感光層を形成した。
【０２０６】
感光層塗布液
付加重合性化合物（表５中に記載の化合物）　　　　　　　　１．０ｇ
バインダーポリマー（表５中に記載の化合物）　　　　　　　１．０ｇ
赤外線吸収剤（ＩＲ－１）　　　　　　　　　　　　　　　０．０８ｇ
熱重合開始剤（表５中に記載の化合物）　　　　　　　　　　０．３ｇ
フッ素系ノニオン界面活性剤　　　　　　　　　　　　　　０．０１ｇ
（大日本インキ化学工業（株）製、メガファックＦ－１７６）
ビクトリアピュアブルーのナフタレンスルホン酸塩　　　　０．０４ｇ
メチルエチルケトン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　９．０ｇ
プロピレングリコールモノメチルエーテル　　　　　　　　　８．０ｇ
メタノール　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１０．０ｇ
【０２０７】
［保護層の塗設］
この感光層上に必要に応じてポリビニルアルコール（ケン化度９８モル％、重合度５５０
）の３重量％の水溶液を乾燥塗布重量が２g／m2となるように塗布し、１００℃で２分間
乾燥した。
【０２０８】
［ネガ型感光性平版印刷版の露光］
上記のように得られたネガ型感光性平版印刷版を水冷式４０Ｗ赤外線半導体レーザーを搭
載したＣｒｅｏ社製Ｔｒｅｎｄｓｅｔｔｅｒ３２４４ＶＦＳにて、出力９Ｗ、外面ドラム
回転数２１０ｒｐｍ、版面エネルギー１００ｍＪ／ｃｍ2、解像度２４００ｄｐｉの条件
で露光した。
【０２０９】
［現像／製版］
露光後、富士写真フイルム（株）製自動現像機スタブロン９００Ｎに、表５記載の現像液
とフィニッシャー富士写真フイルム（株）製ＦＮ－６の１：１水希釈液現像をそれぞれ仕
込み、３０℃で現像／製版し、平版印刷版を得た。
【０２１０】
［画像部耐刷性試験］
印刷機として小森コーポレーション（株）製リスロンを使用し、インキとして大日本イン
キ化学工業社製グラフＧ（Ｎ）を使用した。ベタ画像部の印刷物を観察し、画像がかすれ
はじめた枚数によって画像部耐刷性を調べた。数字が大きいほど耐刷性が良い。
【０２１１】
［網点耐刷性強制試験］
印刷機として小森コーポレーション（株）製リスロンを使用し、インキとして大日本イン
キ社化学工業製グラフＧ（Ｎ）を使用した。印刷開始から５，０００枚目に富士写真フイ
ルム（株）製ＰＳプレートクリーナーＣＬ－２を印刷用スポンジにしみこませ、網点部を
拭き、版面のインキを洗浄した。その後、１０，０００枚印刷を行い、印刷物における網
点の版飛びの有無を目視で観察した。
【０２１２】
【表５】
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【０２１３】
〔表５中の熱重合開始剤〕
【０２１４】
【化２２】
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【０２１５】
〔表５中の現像液〕
Ｄ－３
炭酸ナトリウムの一水和物　　　　　　　　　　　　　　　　１０ｇ
炭酸水素カリウム　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１０ｇ
イソプロピルナフタレンスルホン酸ナトリウム　　　　　　　１５ｇ
ジブチルナフタレンスルホン酸ナトリウム　　　　　　　　　１５ｇ
エチレングリコールモノナフチルエーテルモノスルフェート
のナトリウム塩　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１０ｇ
亜硫酸ナトリウム　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１ｇ
エチレンジアミン４酢酸四ナトリウム　　　　　　　　　　０．１ｇ
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イオン交換水　　　　　　　　　　　　　　　　　　　９３８．９ｇ
【０２１６】
表３～５から明らかなように、カルボキシル基を直接または間接的に置換基として有する
脂肪族環状構造を有するポリウレタン樹脂バインダーを含有する感光層を設けた本発明に
係わる感光性平版印刷版からは、非常に優れた耐刷性有する印刷版が得られた。
【０２１７】
【発明の効果】
本発明の感光性平版印刷版は、カルボキシル基を直接または間接的に置換基として有する
脂肪族環状構造を有するポリウレタン樹脂バインダーを含有する感光層を有することによ
って、非常に高い耐刷性を有する平版印刷版を与える。また、本発明の感光性平版印刷版
はレーザ光による走査露光に適しており、高速での書き込みが可能であり、高い生産性を
併せ持つ。
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