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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ポリオール成分、ポリイソシアネート成分、書込モノマー、および共開始剤および式：
Ｆ＋Ａｎ－

〔式中、
Ｆ＋は、カチオン染料を表し、および
Ａｎ－は、アニオンを表す〕
で示される染料を含有する光開始剤を含み、
式Ｆ＋Ａｎ－で示される染料は、≦５％の水吸収を有し、
ここで、水吸収Ｗは、式（Ｆ－１）：
Ｗ＝（ｍｆ／ｍｔ－１）×１００％　　　（Ｆ－１）
〔式中、ｍｆは、水飽和後の染料の質量であり、およびｍｔは、乾燥染料ｍｔの質量であ
る。〕から求められ、
アニオンＡｎ－は、１～６．５の範囲のＡＣｌｏｇＰを有することを特徴とする、フォト
ポリマー処方物。
【請求項２】
　染料は、≦３％の水吸収を有することを特徴とする、請求項１に記載のフォトポリマー
処方物。
【請求項３】
　アニオンＡｎ－は、モル質量＞１５０ｇ／モルを有することを特徴とする、請求項１～
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２のいずれか１つに記載のフォトポリマー処方物。
【請求項４】
　アニオンＡｎ－は、少なくともリン、ホウ素または硫黄原子を含むことを特徴とする、
請求項１～３のいずれか１つに記載のフォトポリマー処方物。
【請求項５】
　アニオンＡｎ－は、１つのまたは１を超える直鎖状または分枝状脂肪族部分を有するか
、または１を超える直鎖状または分枝状脂肪族部分を有する場合には、これらは共に８～
３６個の炭素原子を有することを特徴とする、請求項１～４のいずれか１つに記載のフォ
トポリマー処方物。
【請求項６】
　アニオンＡｎ－は、以下の群：Ｃ８－～Ｃ２５－アルカンスルホネート、Ｃ３－～Ｃ１

８－パーフルオロアルカンスルホネート、Ｃ９－～Ｃ２５－アルカノアート、Ｃ９－～Ｃ

２５－アルケノアート、Ｃ８－～Ｃ２５－アルキルスルフェート、Ｃ８－～Ｃ２５－アル
ケニルスルフェート、Ｃ３－～Ｃ１８－パーフルオロアルキルスルフェート、４以上の当
量のエチレンオキシドおよび／またはプロピレンオキシドに基づくポリエーテルスルフェ
ート、ビス－Ｃ４－～Ｃ２５－アルキル、Ｃ５－～Ｃ７－シクロアルキル、Ｃ３－～Ｃ８

－アルケニルまたはＣ７－～Ｃ１１－アラルキルスルホスクシネート、８以上のフッ素原
子によって置換されたビス－Ｃ２－～Ｃ１０－アルキルスルホスクシネート、Ｃ８－～Ｃ

２５－アルキルスルホアセテート、以下の群：ハロゲン、Ｃ４－～Ｃ２５－アルキル、パ
ーフルオロ－Ｃ１－～Ｃ８－アルキルおよび／またはＣ１－～Ｃ１２－アルコキシカルボ
ニルからの少なくとも１つの部分により置換されたベンゼンスルホネート、ジニトロ－、
Ｃ６－～Ｃ２５－アルキル－、Ｃ４－～Ｃ１２－アルコキシカルボニル－、ベンゾイル－
、クロロベンゾイル－またはトルオイル－置換ベンゾアート、ナフタレンジカルボン酸の
アニオン、ジフェニルエーテルジスルホネート、スルホネート化またスルフェート化、ビ
ス（スルホ－Ｃ２－～Ｃ６－アルキル）Ｃ３－～Ｃ１２－アルカンジカルボン酸エステル
、ビス（スルホ－Ｃ２－～Ｃ６－アルキル）イタコン酸エステル、（スルホ－Ｃ２－～Ｃ

６－アルキル）Ｃ６－～Ｃ１８－アルカンカルボン酸エステル、（スルホＣ２－～Ｃ６－
アルキル）アクリル酸またはメタクリル酸エステル、必要に応じて１２個までのハロゲン
部分により置換されたトリスカテコールホスフェート、以下の群：テトラフェニルボレー
ト、シアノトリフェニルボレート、テトラフェノキシボレート、Ｃ４－～Ｃ１２－アルキ
ルトリフェニルボレート、そのフェニルまたはフェノキシ部分はハロゲン、Ｃ１－～Ｃ４

－アルキルおよび／またはＣ１－～Ｃ４－アルコキシ置換されていてよく、Ｃ４－～Ｃ１

２－アルキルトリナフチルボレート、テトラ－Ｃ１－～Ｃ２０－アルコキシボレート、７
，８－または７，９－ジカルバニドウンデカボレート（１－）または（２－）、ドデカヒ
ドロジカルバドデカボレート（２－）またはＢ－Ｃ１－～Ｃ１２－アルキル－Ｃ－フェニ
ルドデカヒドロ－ジカルバドデカボレート（１－）からのアニオンから選択され、ここで
、ナフタレンジスルホネートのような多価アニオンにおけるＡｎ－は、このアニオンの１
当量を表し、アルカンおよびアルキル基は、分枝状であってよくおよび／またはハロゲン
、シアノ、メトキシ、エトキシ、メトキシカルボニルまたはエトキシカルボニル置換され
ていてよいことを特徴とする、請求項１～５のいずれか１つに記載のフォトポリマー処方
物。
【請求項７】
　アニオンＡｎ－は、以下の群：ｓｅｃ－Ｃ１１－～Ｃ１８－アルカンスルホネート、Ｃ

１３－～Ｃ２５－アルキルスルフェート、分枝状Ｃ８－～Ｃ２５－アルキルスルフェート
、ｓｅｃ－またはｔｅｒｔ－Ｃ４－～Ｃ２５－アルキルベンゼンスルホネート、スルホネ
ート化またはスルフェート化された、ビス（スルホ－Ｃ２－～Ｃ６－アルキル）Ｃ３－～
Ｃ１２－アルカンジカルボン酸エステル、（スルホ－Ｃ２－～Ｃ６－アルキル）Ｃ６－～
Ｃ１８－アルカンカルボン酸エステル、１２個までのハロゲン部分により置換されたトリ
スカテコールホスフェート、シアノトリフェニルボレート、テトラフェノキシボレートか
ら選択されることを特徴とする、請求項１～６のいずれか１つに記載のフォトポリマー処
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方物。
【請求項８】
　カチオン染料Ｆ＋は、以下の群：アクリジン染料、キサンテン染料、チオキサンテン染
料、フェナジン染料、フェノキサジン染料、フェノチアジン染料、トリ（ヘト）アリール
メタン染料、モノ－、ジ－およびトリメチンシアニン染料、ヘミシアニン染料、外部カチ
オン性メロシアニン染料、外部カチオン性ニュートロシアニン染料、ヌルメチン染料、お
よびストレプトシアニン染料の群から選択されることを特徴とする、請求項１～７のいず
れか１つに記載のフォトポリマー処方物。
【請求項９】
　ポリイソシアネート成分は、脂肪族ポリイソシアネートまたは第１級ＮＣＯ基を有する
プレポリマーであることを特徴とする、請求項１～８のいずれか１つに記載のフォトポリ
マー処方物。
【請求項１０】
　ポリオール成分は、２官能性ポリエーテル、ポリエステルまたは第１級ＯＨ基を有する
ポリエーテル－ポリエステルブロックコポリエステルであることを特徴とする、請求項１
～９のいずれか１つに記載のフォトポリマー処方物。
【請求項１１】
　書込モノマーは、少なくとも単官能性および多官能性ウレタン（メタ）アクリレートを
含むことを特徴とする、請求項１～１０のいずれか１つに記載のフォトポリマー処方物。
【請求項１２】
　一般式（ＣＩ）：

【化１】

〔式中、ｓは≧１および≦８であり、Ｒ３００、Ｒ３０１、Ｒ３０２は、互いに独立して
、水素、直鎖状、分枝状、環状または複素環式非置換またはヘテロ原子置換された有機部
分であり、基Ｒ３００、Ｒ３０１、Ｒ３０２の少なくとも１つは、少なくとも１つのフッ
素原子により置換される〕
で示される可塑剤を更に含むことを特徴とする、請求項１～１１のいずれか１つに記載の
フォトポリマー処方物。
【請求項１３】
　請求項１～１２のいずれか１つに記載のフォトポリマー処方物を含有する、ホログラフ
ィック媒体。
【請求項１４】
　インライン型ホログラム、二光束ホログラム、フルアパチャートランスファーホログラ
ム、白色光透過型ホログラム、デニシュクホログラム、二光束反射ホログラムまたはエッ
ジリットホログラムおよびホログラフィックステレオグラムを記録するための、請求項１
３に記載のホログラフィック媒体の使用。
【請求項１５】
　光学部材、イメージまたはイメージ表示の製造のための、請求項１４に記載のホログラ
フィック媒体の使用。
【請求項１６】
　式：
Ｆ＋Ａｎ－

〔式中、
Ｆ＋は、カチオン染料を表し、および
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Ａｎ－は、アニオンを表す〕
で示され、
アニオンＡｎ－は、以下の群：ｓｅｃ－アルキルベンゼンスルホネート、第２級および分
枝状アルキルスルフェート、ｎ－アルキルスルフェート、ｓｅｃ－アルキルスルホネート
、スルホスクシネート、トリスカテコールホスフェート、エステルスルフェートおよびエ
ステルスルホネートから選択され、
式Ｆ＋Ａｎ－で示される染料は、≦５％の水吸収を有し、
ここで、水吸収Ｗは、式（Ｆ－１）：
Ｗ＝（ｍｆ／ｍｔ－１）×１００％　　　（Ｆ－１）
〔式中、ｍｆは、水飽和後の染料の質量であり、およびｍｔは、乾燥染料ｍｔの質量であ
る。〕から求められ、
アニオンＡｎ－は、１～６．５の範囲のＡＣｌｏｇＰを有することを特徴とする、染料。
【請求項１７】
　カチオン染料Ｆ＋は、以下の群：アクリジン染料、キサンテン染料、チオキサンテン染
料、フェナジン染料、フェノキサジン染料、フェノチアジン染料、トリ（ヘト）アリール
メタン染料、モノ－、ジ－およびトリメチンシアニン染料、ヘミシアニン染料、外部カチ
オン性メロシアニン染料、外部カチオン性ニュートロシアニン染料、ヌルメチン染料、お
よびストレプトシアニン染料の群から選択されることを特徴とする、請求項１６に記載の
染料。
【請求項１８】
　ポリオール成分、ポリイソシアネート成分、書込モノマー、および共開始剤および式：
Ｆ＋Ａｎ－

〔式中、
Ｆ＋は、カチオン染料を表し、および
Ａｎ－は、アニオンを表す〕
で示される染料を含有する光開始剤を含むフォトポリマー処方物のための染料を選択する
方法であって、
≦５％の水吸収を有する式Ｆ＋Ａｎ－で示される染料を選択し（ここで、水吸収Ｗは、式
（Ｆ－１）：
Ｗ＝（ｍｆ／ｍｔ－１）×１００％　　　（Ｆ－１）
〔式中、ｍｆは、水飽和後の染料の質量であり、およびｍｔは、乾燥染料ｍｔの質量であ
る。〕から求められる）、
１～６．５の範囲のＡＣｌｏｇＰを有するアニオンＡｎ－を選択する（ここで、ＡＣｌｏ
ｇＰは計算により求められる）ことを特徴とする、方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ポリオール成分、ポリイソシアネート成分、書込モノマーおよび共開始剤お
よび式Ｆ＋Ａｎ－（式中、Ｆ＋はカチオン染料を表し、Ａｎ－はアニオンを表す）で示さ
れる染料を含有する光開始剤を含むフォトポリマー処方物に関する。更に、本発明は、本
発明のフォトポリマー処方物を含有するホログラフィック媒体、特にフィルムの形態での
ホログラフィック媒体、このような媒体のホログラムの記録のための使用、および本発明
のフォトポリマー処方物に使用可能な特定の染料に関する。
【背景技術】
【０００２】
　始めに記載した型のフォトポリマー処方物は、先行技術において知られている。例えば
ＷＯ２００８／１２５２２９Ａ１は、ポリオール成分、ポリイソシアネート成分、アクリ
レートに基づく書込モノマーおよび共開始剤および染料を含有する光開始剤を含むフォト
ポリマー処方物を記載する。硬化状態では、書込モノマーおよび光開始剤は、ポリオール
成分およびポリイソシアネート成分から形成されたポリウレタンマトリックス中に埋め込
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まれた空間的に等方的な分布を形成する。
【０００３】
　フォトポリマー処方物の使用は、ホログラフィック暴露によりフォトポリマーにおいて
作られた屈折率変調Δｎにより決定的に決められる。ホログラフィック暴露中に、信号光
ビームおよび参照光ビームの干渉場（最も簡単な場合では、２つの平面波の干渉場）は、
屈折率格子注へ、例えば高屈折アクリレートの局所的光重合により、干渉場における高強
度の部位においてマッピングされる。フォトポリマー（ホログラム）中の屈折率格子は、
信号光ビームの全ての情報を含む。次いで、ホログラムに参照光ビームのみで光を当てる
ことにより、信号を再現（ｒｅｃｏｎｓｔｒｕｃｔ）する。従って、入射参照光の強度に
関して再現された信号の強度は回折効率であり、以下ではＤＥである。　　
【０００４】
　２つの平面波の重なりから生じるホログラムの最も簡単な場合において、ＤＥは、再現
において回折した光の強度と入射参照光および回折光の強度の合計との割合である。ＤＥ
が高いほど、ホログラムの効率性は、信号を一定の明るさで可視化するために必要な参照
光の量に対してより大きくなる。　　
【０００５】
　例えば白色光でホログラムに光を当てる場合、ホログラムの再現へ寄与することができ
るスペクトル領域の幅も、層厚みｄのみに依存する。保持される関係は、ｄが小さいほど
、特定の受容幅は大きくなることである。従って、容易に目に見えるホログラムを製造す
るために、一般に、高いΔｎおよび小さい厚みｄを、ＤＥを最大にしながら追求すること
が望ましい。すなわち、Δｎの増加は、許容度を増加させて層厚みｄを輝くホログラムの
ためのＤＥの損失を伴わずに設計する。従って、Δｎの最適化は、フォトポリマー処方物
の最適化において極めて重要である（Ｐ．Ｈａｒｉｈａｒａｎ、Ｏｐｔｉｃａｌ　Ｈｏｌ
ｏｇｒａｐｈｙ、第２版、Ｃａｍｂｒｉｄｇｅ　Ｕｎｉｖｅｒｓｉｔｙ　Ｐｒｅｓｓ、１
９９６年）。
【０００６】
　極めて高いΔｎおよびＤＥをホログラムに実現し得るために、フォトポリマー処方物の
マトリックスポリマーおよび書込モノマーは、原則として、極めて大きな差が屈折率に存
在するように選択されるべきである。実現の１つの可能性のある方法は、極めて低い屈折
率を有するマトリックスポリマーおよび極めて高い屈折率を有する書込モノマーを用いる
ことである。低屈折率の適当なマトリックスポリマーは、例えばポリオール成分とポリイ
ソシアネート成分との反応により得られるポリウレタンである。　
【０００７】
　しかしながら、高いＤＥおよびΔｎ値に加えて、フォトポリマー処方物からのホログラ
フィック媒体のための他の重要な要件は、マトリックスポリマーが、最終媒体中で高度に
架橋することである。架橋度が余りに低すぎる場合には、媒体は、適切な安定性を欠くこ
ととなる。この１つの結果は、媒体中に刻まれたホログラムの品質をかなり低下させるこ
とである。最悪の場合、その後、ホログラムは破壊され得る。　
【０００８】
　さらに、マトリックスポリマーを素早く架橋することは、フォトポリマー処方物からホ
ログラフィック媒体の大規模な工業的製造のために最も重要である。ブロック耐性につい
ての短い硬化時間は、このパラメーターが、処理速度および／または必要な任意の硬化区
域の長さを決定するので極めて重要である。　
【０００９】
　しかしながら、既知のフォトポリマー処方物から得られる媒体は、適切な架橋をしばし
ば欠いていることが見出された。さらにちょうど適切な架橋密度を得ることは、多くの場
合において長い硬化時間を必要とする。これは、既知のフォトポリマー処方物から得られ
る媒体は、品質問題を有することがあり、および延長された硬化時間は、耐規模工業的製
造においてかなりの費用および不便さが伴うことを意味する。
【００１０】
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【先行技術文献】
【特許文献】
【００１１】
【特許文献１】国際公開第２００８／１２５２２９Ａ１号パンフレット
【非特許文献】
【００１２】
【非特許文献１】Ｐ．Ｈａｒｉｈａｒａｎ、Ｏｐｔｉｃａｌ　Ｈｏｌｏｇｒａｐｈｙ、第
２版、Ｃａｍｂｒｉｄｇｅ　Ｕｎｉｖｅｒｓｉｔｙ　Ｐｒｅｓｓ、１９９６年
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１３】
　従って、本発明の課題は、鮮やかなホログラムのための安定性ホログラフィック媒体が
素早く、および低いコストと不便さで得られる上記型のフォトポリマー処方物を提供する
ことであった。
【課題を解決するための手段】
【００１４】
　上記課題は、染料が、≦５％の水吸収を有する場合に本発明のフォトポリマー処方物に
より解消される。
【００１５】
　水吸収は、式（Ｆ－１）：
Ｗ＝（ｍｆ／ｍｔ－１）×１００％　　　　　　（Ｆ－１）
〔式中、ｍｆは、水飽和後の染料の質量であり、およびｍｔは、乾燥染料ｍｔの質量であ
る。ｍｔは、例えば高温にて真空で、染料の特定の量を一定の質量へ乾燥することにより
確認される。ｍｆは、空気中で規定湿度にて放置した染料の特定の量を一定重量にするこ
とにより決定する。〕
から明らかである。
【００１６】
　意外にも、速硬化性ホログラフィック媒体は、≦５％の水吸収を有する式Ｆ＋Ａｎ－で
示される染料を含有するフォトポリマー処方物から得られることが見出される。媒体は、
マトリックスポリマーの高速および高い架橋を示し、鮮やかなホログラムをここで暴露さ
れることを可能とする。
【図面の簡単な説明】
【００１７】
　（原文に記載なし）
【発明を実施するための形態】
【００１８】
　本発明の好ましい最初の実施態様では、染料は、≦３％、好ましくは≦２％の水吸収を
有する。染料が、吸収するのであれば水の痕跡量のみを吸収することは極めて特に好まし
い。
【００１９】
　式Ｆ＋で示されるカチオン染料は、本発明では、例えばＨ．Ｂｅｒｎｅｔｈ　ｉｎ　Ｕ
ｌｌｍａｎｎ’ｓ　Ｅｎｃｙｃｌｏｐｅｄｉａ　ｏｆ　Ｉｎｄｕｓｔｒｉａｌ　Ｃｈｅｍ
ｉｓｔｒｙ、Ｃａｔｉｏｎｉｃ　Ｄｙｅｓ、Ｗｉｌｅｙ－ＶＣＨ　Ｖｅｒｌａｇ、２００
８年に記載のような染料のことであると理解される。
【００２０】
　式Ｆ＋で示されるカチオン染料は、好ましくは、以下の種類のカチオン染料を意味する
と理解される：アクリジン染料、キサンテン染料、チオキサンテン染料、フェナジン染料
、フェノキサジン染料、フェノチアジン染料、トリ（ヘト）アリールメタン染料、特にジ
アミノ－およびトリアミノ（ヘト）アリールメタン染料、モノ－、ジ－およびトリメチン
シアニン染料、ヘキシアニン染料、外部カチオン性メロシアニン染料、外部カチオン性ニ
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ュートロシアニン染料、ヌルメチン染料、特にナフトラクタム染料、ストレプトシアニン
染料。この型の染料は、例えばＨ．Ｂｅｒｎｅｔｈ　ｉｎ　Ｕｌｌｍａｎｎ’ｓ　Ｅｎｃ
ｙｃｌｏｐｅｄｉａ　ｏｆ　Ｉｎｄｕｓｔｒｉａｌ　Ｃｈｅｍｉｓｔｒｙ、Ａｚｉｎｅ　
Ｄｙｅｓ、Ｗｉｌｅｙ－ＶＣＨ　Ｖｅｒｌａｇ、２００８、Ｈ．　Ｂｅｒｎｅｔｈ　ｉｎ
　Ｕｌｌｍａｎｎ’ｓ　Ｅｎｃｙｃｌｏｐｅｄｉａ　ｏｆ　Ｉｎｄｕｓｔｒｉａｌ　Ｃｈ
ｅｍｉｓｔｒｙ、Ｍｅｔｈｉｎｅ　Ｄｙｅｓ　ａｎｄ　Ｐｉｇｍｅｎｔｓ、Ｗｉｌｅｙ－
ＶＣＨ　Ｖｅｒｌａｇ、２００８年、Ｔ．Ｇｅｓｓｎｅｒ、Ｕ．　Ｍａｙｅｒ　ｉｎ　Ｕ
ｌｌｍａｎｎ’ｓ　Ｅｎｃｙｃｌｏｐｅｄｉａ　ｏｆ　Ｉｎｄｕｓｔｒｉａｌ　Ｃｈｅｍ
ｉｓｔｒｙ、Ｔｒｉａｒｙｌｍｅｔｈａｎｅ　ａｎｄ　Ｄｉａｒｙｌｍｅｔｈａｎｅ　Ｄ
ｙｅｓ、Ｗｉｌｅｙ－ＶＣＨ　Ｖｅｒｌａｇ、２０００に記載されている。
【００２１】
　また、染料のアニオンＡｎ－が、１～３０、好ましくは１～１２の範囲、より好ましく
は１～６．５の範囲、さらにより好ましくは１～４の範囲のＡＣｌｏｇＰを有することは
好ましい。
【００２２】
　ＡＣｌｏｇＰは、Ｊ．Ｃｏｍｐｕｔ．Ａｉｄ．Ｍｏｌ．Ｄｅｓ．２００５、１９、４５
３；Ｖｉｒｔｕａｌ　Ｃｏｍｐｕｔａｔｉｏｎａｌ　Ｃｈｅｍｉｓｔｒｙ　Ｌａｂｏｒａ
ｔｏｒｙ、ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｖｃｃｌａｂ．ｏｒｇに記載の通り計算される。
【００２３】
　本発明の更なる好ましい実施態様では、アニオンＡｎ－は、モル質量＞１５０ｇ／モル
、より好ましくは＞２５０ｇ／モルを有する。
【００２４】
　式Ａｎ－で示されるアニオンは、少なくともリン、ホウ素または硫黄原子、好ましくは
少なくともホウ素または硫黄原子、より好ましくは少なくとも硫黄原子、特にＳＯ３部分
における硫黄原子を含んでよい。
【００２５】
　アニオンＡｎ－が、１以上の長鎖状または分枝状脂肪族部分および好ましくは１つの直
鎖状または分枝状脂肪族Ｃ８～Ｃ１８部分を有することも好ましい。アニオンが、１より
多い長鎖状または分枝状脂肪族部分を含有する場合、これらは共に、８～３６個、好まし
くは８～２４個の炭素原子を含有する。この脂肪族部分は、置換基、例えばフッ素、メト
キシまたはエトキシ等を有し得る。
【００２６】
　従って、特に好ましい式Ａｎ－で示されるアニオンは、＞２５０ｇ／モルを有し、ＳＯ

３
－グルーピングおよび８以上の炭素原子の少なくとも１つのアルキル基を含有し、およ

び１～６．５の範囲のＡＣｌｏｇＰを有する。
【００２７】
　本発明の式Ａｎ－アニオンは、特に以下を含む：Ｃ８－～Ｃ２５－アルカンスルホネー
ト、好ましくはＣ１３－～Ｃ２５－アルカンスルホネート、Ｃ３－～Ｃ１８－パーフルオ
ロアルカンスルホネート、好ましくはＣ４－～Ｃ１８－パーフルオロアルカンスルホネー
ト、Ｃ９－～Ｃ２５－アルカノアート及びＣ９－～Ｃ２５－アルケノアート、Ｃ８－～Ｃ

２５－アルキルスルフェート、好ましくはＣ１３－～Ｃ２５－アルキルスルフェート、Ｃ

８－～Ｃ２５－アルケニルスルフェート、好ましくはＣ１３－～Ｃ２５－アルケニルスル
フェート、Ｃ３－～Ｃ１８－パーフルオロアルキルスルフェート、好ましくはＣ４－～Ｃ

１８－パーフルオロアルキルスルフェート、４以上の当量のエチレンオキシドおよび／ま
たはプロピレンオキシドに基づくポリエーテルスルフェート、ビス－Ｃ４－～Ｃ２５－ア
ルキル、Ｃ５－～Ｃ７－シクロアルキル、Ｃ３－～Ｃ８－アルケニルまたはＣ７－～Ｃ１

１－アラルキルスルホスクシネート、８以上のフッ素原子によって置換されたビス－Ｃ２

－～Ｃ１０－アルキルスルホスクシネート、Ｃ８－～Ｃ２５－アルキルスルホアセテート
、以下の群：ハロゲン、Ｃ４－～Ｃ２５－アルキル、パーフルオロ－Ｃ１－～Ｃ８－アル
キルおよび／またはＣ１－～Ｃ１２－アルコキシカルボニルからの少なくとも１つの部分
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により置換されたベンゼンスルホネート、必要に応じてニトロ－、シアノ－、ヒドロキシ
ル－、Ｃ１－～Ｃ２５－アルキル－、Ｃ１－～Ｃ１２－アルコキシ－、アミノ－、Ｃ１－
～Ｃ１２－アルコキシカルボニル－または塩素－置換ナフタレン－またはビフェニルスル
ホネート、任意にニトロ－、シアノ－、ヒドロキシル－、Ｃ１－～Ｃ２５－アルキル－、
Ｃ１－～Ｃ１２－アルコキシ－、Ｃ１－～Ｃ１２－アルコキシカルボニル－または塩素置
換ベンゼン－、ナフタレン－またはビフェニルジスルホネート、ジニトロ－、Ｃ６－～Ｃ

２５－アルキル－、Ｃ４－～Ｃ１２－アルコキシカルボニル－およびベンゾイル－、クロ
ロベンゾイル－またはトルオイル置換ベンゾアート、ナフタレンジカルボン酸のアニオン
、ジフェニルエーテルジスルホネート、スルホネート化またスルフェート化された、Ｃ１

－～Ｃ８－アルコールまたはグルセロールの任意にモノ－またはポリ不飽和Ｃ８－～Ｃ２

５－脂肪酸エステル、ビス（スルホ－Ｃ２－～Ｃ６－アルキル）Ｃ３－～Ｃ１２－アルカ
ンジカルボン酸エステル、ビス（スルホ－Ｃ２－～Ｃ６－アルキル）イタコン酸エステル
、（スルホ－Ｃ２－～Ｃ６－アルキル）Ｃ６－～Ｃ１８－アルカンカルボン酸エステル、
（スルホ－Ｃ２－～Ｃ６－アルキル）アクリル酸またはメタクリル酸エステル、必要に応
じて１２個までのハロゲン部分により置換されたトリスカテコールホスフェート、以下の
群：テトラフェニルボレート、シアノトリフェニルボレート、テトラフェノキシボレート
、Ｃ４－～Ｃ１２－アルキルトリフェニルボレート、そのフェニルまたはフェノキシ部分
はハロゲン、Ｃ１－～Ｃ４－アルキルおよび／またはＣ１－～Ｃ４－アルコキシ置換され
ていてよく、Ｃ４－～Ｃ１２－アルキルトリナフチルボレート、テトラ－Ｃ１－～Ｃ２０

－アルコキシボレート、７，８－または７，９－ジカルバニドウンデカボレート（１－）
または（２－）、これは任意にＢおよび／またはＣ原子上に１または２個のＣ１－～Ｃ１

２－アルキルまたはフェニル置換基を有し、ドデカヒドロジカルバドデカボレート（２－
）またはＢ－Ｃ１－～Ｃ１２－アルキル－Ｃ－フェニルドデカヒドロ－ジカルバドデカボ
レート（１－）からのアニオン。ここで多価アニオンにおけるＡｎ－、例えばナフタレン
ジスルホネートは、このアニオンの１当量を表し、アルカンおよびアルキル基は、分枝状
であってよく、および／またはハロゲン、シアノ、メトキシ、エトキシ、メトキシカルボ
ニルまたはエトキシカルボニル置換されていてよい。
【００２８】
　特に好ましいのは以下である：ｓｅｃ－Ｃ１１－～Ｃ１８－アルカンスルホネート、Ｃ

１３－～Ｃ２５－アルキルスルフェート、分枝状Ｃ８－～Ｃ２５－アルキルスルフェート
、任意に分枝したビス－Ｃ６－～Ｃ２５－アルキルスルホスクシネート、ｓｅｃ－または
ｔｅｒｔ－Ｃ４－～Ｃ２５－アルキルベンゼンスルホネート、スルホネート化またはスル
フェート化された、脂肪族Ｃ１－～Ｃ８－アルコールまたはグリセロールの任意にモノ－
またはポリ不飽和Ｃ８－～Ｃ２５－脂肪酸エステル、ビス（スルホ－Ｃ２－～Ｃ６－アル
キル）Ｃ３－～Ｃ１２－アルカンジカルボン酸エステル、（スルホ－Ｃ２－～Ｃ６－アル
キル）Ｃ６－～Ｃ１８－アルカンカルボン酸エステル、１２個までのハロゲン部分により
置換されたトリスカテコールホスフェート、シアノトリフェニルボレート、テトラフェノ
キシボレート。
【００２９】
　その例は以下である：
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【化１】

【化２】

【化３】

【化４】

【００３０】
　種々のアニオンのＡＣｌｏｇＰ値を以下の表１に並べる：
【００３１】
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【表１－１】

【００３２】
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【表１－２】



(12) JP 6144625 B2 2017.6.7

10

20

30

40

【表１－３】

【００３３】
　同様にＡｎ－が式（ＬＩ）：
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【化５】

〔式中、
ａおよびｂは、互いに独立して、０～２０の整数を表し、但し、ａ＋ｂは≧３である。
ａ＋ｂは、ここでは、好ましくは≧５、より好ましくは≧７、さらにより好ましくは≧９
である。〕
で示される４－（ｓｅｃ－アルキル）ベンゼンスルホネートを表すことは特に好ましい。
【００３４】
　式（ＬＩ）はまた、ａ＋ｂが同じであるａおよびｂの種々の値でのアニオンの混合物を
含む。しかしながら、式（ＬＩ）もまたａおよびｂの異なった値でのアニオンの混合物を
含む。
【００３５】
　式（ＬＩ）：で示されるアニオンの例は以下である：
【化６】

および
全ての５つの考慮される異性体の混合物。
【００３６】
　同様にＡｎ－が式（ＬＩＩ）：
【化７】

〔式中、
ｃおよびｄは、互いに独立して、０～２０の整数を表し、但し、ｃ＋ｄは≧５である。
ｃ＋ｄは、好ましくは≧７、より好ましくは≧９、さらにより好ましくは≧１１である。
〕
で示されるｓｅｃ－アルキルスルホネートを表すことも特に好ましい。　
【００３７】
　式（ＬＩＩ）はまた、ｃ＋ｄが同じであるｃおよびｄの種々の値でのアニオンの混合物
を含む。しかしながら、式（ＬＩＩ）もまたｃおよびｄの異なった値でのアニオンの混合
物を含む。
【００３８】
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　式（ＬＩＩ）で示されるアニオンの例は以下である：
【化８】

【化９】

【化１０】

【化１１】

および
全ての考慮される異性体の混合物。
【００３９】
　同様にＡｎ－が式（ＬＩＩＩ）：

【化１２】

〔式中、
ｅは、０～５の整数を表し、
ｆおよびｇは、互いに独立して、０～１５の整数を表し、但し、ｅ＋ｆ＋ｇは≧５であり
、および
ＣＨ２基は、更なるメチル基またはエチル基で更に置換されていてよい。
ｅ＋ｆ＋ｇは、好ましくは≧７、より好ましくは≧９、さらにより好ましくは≧１１であ
る。
ｅは、好ましくは０または１を表す。
２個のＣＨ２基がメチルおよび／またはエチル置換されていることが好ましい。〕
で示される第２級または分枝状アルキルスルホネートを表すことも特に好ましい。　
【００４０】
　式（ＬＩＩＩ）はまた、ｅ＋ｆ＋ｇが同じであるｅ、ｆおよびｇの種々の値でのアニオ
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のアニオンの混合物を含む。
【００４１】
　式（ＬＩＩＩ）で示されるアニオンの例は以下である：
【化１３】

【化１４】

【化１５】

【化１６】

【００４２】
　同様にＡｎ－が式（ＬＩＶ）：
【化１７】

〔式中、
Ｒ２００は、水素またはハロゲンを表し、
ｈは、１～４の整数を表す。
好ましくは、Ｒ２００は、塩素または臭素を表し、およびｈは４を表す。〕
で示される分枝状ホスフェートを表すことも特に好ましい。
【００４３】
　式（ＬＩＶ）で示されるアニオンの例は以下である：
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【化１８】

【化１９】

【００４４】
　同様にＡｎ－が式（ＬＶ）：
【化２０】

〔式中、
ｉは、１２～２５の整数を表す。　
好ましくは、ｉは、１８～２５の整数を表す。〕
で示されるアルキルスルフェートを表すことは特に好ましい。
【００４５】
　式（ＬＶ）で示されるアニオンの例は以下である：
【化２１】

【００４６】
　同様にＡｎ－が式（ＬＶＩ）：
【化２２】

〔式中、
Ｒ２０１およびＲ２０２は、互いに独立してＣ４－～Ｃ１６－アルキル部分を表し、これ
は分枝状であってよく、４以上のフッ素原子で置換されたＣ２－～Ｃ１２－アルキル部分
、Ｃ５－～Ｃ７－シクロアルキル部分またはＣ７－～Ｃ１０－アラルキル部分であってよ
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い。
好ましくは、Ｒ２０１およびＲ２０２は、同一である。
Ｒ２０１およびＲ２０２が、Ｃ６－～Ｃ１２－アルキル部分を表すことは特に好ましく、
これは分枝状、６以上のフッ素原子で置換されたＣ４－～Ｃ８－アルキル部分、シクロヘ
キシルまたはベンジルであってよい。Ｒ２０１およびＲ２０２が、ｎ－ヘキシル、ｎ－オ
クチル、２－エチルヘキシルまたは１Ｈ、１Ｈ、７Ｈ－ドデカフルオロヘプチルを表すこ
とは極めて特に好ましい。〕
で示されるスルホスクシネートを表すことも特に好ましい。
【００４７】
　式（ＬＶＩ）で示されるアニオンの例は以下である：
【化２３】

【００４８】
　同様にＡｎ－が式（ＬＶＩＩ）：
【化２４】

〔式中、
Ｒ２０３は、分枝状であってよく、または置換されていてよいＣ２－～Ｃ２２－アルキル
またはアルケニル部分を表し、および
ｕは、２～４の整数を表す。
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ニル基を表すか、または－ＣＨ＝ＣＨ２または－Ｃ（ＣＨ３）＝ＣＨ２を表し、より好ま
しくは分枝状または非分枝状Ｃ６－～Ｃ１７－アルキルまたはアルケニル基を表す。
好ましくは、ｕは、３または４を表す。〕
で示されるエステルスルホネートを表すことも特に好ましい。　
【００４９】
　式（ＬＶＩＩ）で示されるアニオンの例は以下である：
【化２５】

【００５０】
　同様に、Ａｎ－が式（ＬＶＩＩＩ）：
【化２６】

〔式中、
ｖは、０または１を表す。
Ｒ２０４は、分枝状であってよいおよび／または置換されていてよいＣ１－～Ｃ１８－ア
ルキルを表し、
Ｒ２０５は、水素またはＣ１－～Ｃ８－アルキルを表し、および
Ｙ２０１は、直接結合、脂肪族Ｃ１～Ｃ２２ブリッジまたはオレフィン性Ｃ２～Ｃ２２ブ
リッジを表し、
但し、Ｙ２０１およびＲ２０４は共に７以上の炭素原子を有する。〕
で示されるエステルスルホネートまたはエステルスルフェートを表すことは特に好ましい
。　
【００５１】
　式（ＬＶＩＩＩ）で示されるアニオンの例は以下である：



(19) JP 6144625 B2 2017.6.7

10

20

30

40

【化２７】

【００５２】
　同様に、Ａｎ－が式（ＬＩＸ）：
【化２８】

〔式中、
Ｒ２０６は、シアノ、Ｃ１－～Ｃ１２－アルキル、Ｃ７－～Ｃ１０－アラルキルまたは式
：
【化２９】

で示される部分を表し、　
Ｒ２０７およびＲ２０８は、互いに独立して水素、Ｃ１－～Ｃ４－アルキル、Ｃ１－～Ｃ

４－アルコキシ、ハロゲン、シアノまたはニトロを表し、または　
２個の隣接したＲ２０７およびＲ２０８は、－ＣＨ＝ＣＨ－ＣＨ＝ＣＨ－ブリッジを形成
する。
Ｒ２０６が、シアノ、ブチル、ペンチル、ヘキシル、ベンジルまたは式：

【化３０】

で示される部分を表すことは特に好ましく、
Ｒ２０７およびＲ２０８は、互いに独立して水素、メチル、メトキシ、フッ素、塩素また
はシアノまたは－ＣＨ＝ＣＨ－ＣＨ＝ＣＨ－ブリッジを形成する２個の隣接したＲ２０７

およびＲ２０８を表す。〕
で示されるボレートを表すことは特に好ましい。
【００５３】
　式（ＬＩＸ）で示されるアニオンの例は以下である：
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【化３１】

【００５４】
　同様に、Ａｎ－が式（ＬＸ）：
【化３２】

〔式中、
Ｒ２０９は、４以上のフッ素原子を有するＣ４－～Ｃ１８－アルキル基を表す。
好ましくは、Ｒ２０９は、６個以上のフッ素原子を有するＣ８～Ｃ１８－アルキル部分を
表す。Ｒ２０９が、パーフルオロ化Ｃ６－～Ｃ１２－アルキル部分を表すことも好ましい
。〕
で示されるフッ素化アルキルスルフェートを表すことは特に好ましい。　
【００５５】
　式（ＬＸ）で示されるアニオンの例は以下である：
【化３３】

【００５６】
　カチオン染料およびアニオンは、既知であるかまたは既知の方法と同様に得られる。
【００５７】
　式Ｆ＋で示されるカチオン染料は、好ましくは以下の式で示されるカチオン染料である
：
【化３４】

〔式中、
Ｘ１は、Ｏ、Ｓ、Ｎ－Ｒ６またはＣＲ６ａＲ６ｂを表し、
Ｘ２は、ＮまたはＣ－Ｒ５を表し、
Ｒ５は、水素、シアノ、Ｃ１－～Ｃ４－アルキル、Ｃ４－～Ｃ７－シクロアルキル、任意
にＣ１－～Ｃ４－アルコキシカルボニルまたはＮＲ７Ｒ８－置換Ｃ６－～Ｃ１０－アリー
ルまたはヘテロ環式部分を表し、
Ｒ６は、水素、Ｃ１－～Ｃ１６－アルキル、Ｃ４－～Ｃ７－シクロアルキル、Ｃ７－～Ｃ

１６－アラルキル、Ｃ６－～Ｃ１０－アリールまたはヘテロ環式基を表し、
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Ｒ６ａおよびＲ６ｂは、同一であり、メチル、エチルまたは結合して－ＣＨ２－ＣＨ２－
ＣＨ２－または　－ＣＨ２－ＣＨ２－ＣＨ２－ＣＨ２－ブリッジを表し、
Ｒ１～Ｒ４、Ｒ７およびＲ８は、互いに独立して水素、Ｃ１－～Ｃ１６－アルキル、Ｃ４

－～Ｃ７－シクロアルキル、Ｃ７－～Ｃ１６－アラルキル、Ｃ６－～Ｃ１０－アリールま
たはヘテロ環式部分を表すか、または　
ＮＲ１Ｒ２、ＮＲ３Ｒ４およびＮＲ７Ｒ８は、互いに独立して、Ｎより結合し、およびＮ
またはＯを更に含有してよく、および／または非イオン性部分で置換されていてよい５員
または６員飽和環を表すか、または　　
Ｒ１～Ｒ４、Ｒ７およびＲ８は、互いに独立して、窒素原子と隣接するベンゼン環炭素原
子と組み合わさって２員または３員環ブリッジを形成し、これは、ＯまたはＮを含有して
よくおよび／または非イオン性部分で置換されていてよく、　
Ｒ９、Ｒ９ａ、Ｒ９ｂ、Ｒ１０、Ｒ１０ａおよびＲ１０ｂは、互いに独立して水素、ハロ
ゲンまたはＣ１－～Ｃ４－アルキルを表す。〕、
【００５８】

【化３５】

〔式中、
Ｒ１５は、水素、ハロゲン、Ｃ１－～Ｃ４－アルキル、Ｃ１－～Ｃ４－アルコキシまたは
ＮＲ１８Ｒ１９を表し、
Ｒ１１～Ｒ１４、Ｒ１８およびＲ１９は、互いに独立して水素、Ｃ１－～Ｃ１６－アルキ
ル、Ｃ４－～Ｃ７－シクロアルキル、Ｃ７－～Ｃ１６－アラルキル、Ｃ６－～Ｃ１０－ア
リールまたはヘテロ環式部分を表すか、または　
ＮＲ１１Ｒ１２、ＮＲ１３Ｒ１４およびＮＲ１８Ｒ１９は、互いに独立して、Ｎより結合
し、およびＮまたはＯを更に含有してよく、および／または非イオン性部分で置換されて
いてよい５員または６員飽和環を表すか、または　
Ｒ１２；Ｒ１７ｂ、Ｒ１３；Ｒ１７ｃおよびＲ１８；Ｒ１７ａは互いに独立して、Ｏまた
はＮを含有してよいおよび／または非イオン性部分で置換されていてよい２員または３員
ブリッジを形成し、　
Ｒ１６は、水素、塩素、メチル、メトキシカルボニルまたはエトキシカルボニルを表し、
Ｒ１６ａは、水素、塩素またはメチルを表し、
Ｒ１７ａ、Ｒ１７ｂおよびＲ１７ｃは、互いに独立して、水素、塩素、メチルまたはメト
キシを表す。〕、　　
【００５９】
【化３６】

〔式中、
ＡおよびＢは、Ｘ２１～Ｘ２４およびこれらを接続する原子と共に、互いに独立して、５
員または６員芳香族または疑似芳香族または部分水素化ヘテロ環式環を表し、これらはそ
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れぞれ、１～４個のヘテロ原子を含有してよいか、および／またはベンゾ－またはナフト
－縮合していてよく、および／または非イオン性部分で置換されていてよく、この場合、
鎖は、Ｘ２１およびＸ２１に対して２位または４位において各環とそれぞれ結合し、　
Ｘ２１およびＸ２２は、窒素を表すか、または　
Ｘ２１－Ｒ２１およびＸ２２－Ｒ２２は、互いに独立してＯまたはＳを表し、
Ｘ２３およびＸ２４は、互いに独立してＯ、Ｓ、Ｎ－Ｒ２３、ＣＲ２４またはＣＲ２５Ｒ
２６を表し、　
Ｙ２１は、ＮまたはＣ－Ｒ２７を表し、
ｗは、０または１を表し、
Ｒ２１、Ｒ２２およびＲ２３は、互いに独立してＣ１－～Ｃ１６－アルキル、Ｃ３－～Ｃ

６－アルケニル、Ｃ５－～Ｃ７－シクロアルキルまたはＣ７－～Ｃ１６－アラルキルを表
し、
Ｒ２７、Ｒ２８およびＲ２９は、互いに独立して、水素、Ｃ１－～Ｃ１６－アルキルまた
はシアノを表し、
Ｒ２４は、水素またはＣ１－～Ｃ４－アルキルを表し、
Ｒ２５およびＲ２６は、互いに独立して、Ｃ１－～Ｃ１６－アルキルまたはＣ７－～Ｃ１

０－アラルキルを表すか、または結合して－ＣＨ２－ＣＨ２－ＣＨ２－または－ＣＨ２－
ＣＨ２－ＣＨ２－ＣＨ２－ブリッジを形成する〕
【００６０】
【化３７】

〔式中、
Ｃは、Ｘ３１～Ｘ３２およびこれらを接続する原子と共に、互いに独立して、５員または
６員芳香族または疑似芳香族または部分水素化ヘテロ環式環を表し、これらはそれぞれ、
１～４個のヘテロ原子を含有してよいか、および／またはベンゾ－またはナフト－縮合し
ていてよく、および／または非イオン性部分で置換されていてよく、この場合、鎖は、Ｘ
３１に対して２位または４位において環へ結合し、
Ｘ３１は、窒素を表すか、または　
Ｘ３１－Ｒ３１は、ＯまたはＳを表し、
Ｘ３２は、Ｏ、Ｓ、Ｎ－Ｒ３７、ＣＲ３８またはＣＲ３９Ｒ４０を表し、　
Ｒ３１およびＲ３７は、互いに独立してＣ１－～Ｃ１６－アルキル、Ｃ３－～Ｃ６－アル
ケニル、Ｃ５－～Ｃ７－シクロアルキルまたはＣ７－～Ｃ１６－アラルキルを表し、
Ｒ３８は、水素またはＣ１－～Ｃ４－アルキルを表し、
Ｒ３９およびＲ４０は、互いに独立して、Ｃ１－～Ｃ４－アルキル、Ｃ３－～Ｃ６－アル
ケニル、Ｃ４－～Ｃ７－シクロアルキルまたはＣ７－～Ｃ１０－アラルキルを表すか、ま
たは結合して－ＣＨ２－ＣＨ２－ＣＨ２－または－ＣＨ２－ＣＨ２－ＣＨ２－ＣＨ２－ブ
リッジを形成し、　
Ｒ３２およびＲ３３は、互いに独立して水素、Ｃ１－～Ｃ１６－アルキル、Ｃ４－～Ｃ７

－シクロアルキル、Ｃ７－～Ｃ１６－アラルキル、Ｃ６－～Ｃ１０－アリールまたはヘテ
ロ環式部分を表すか、または
ＮＲ３２Ｒ３３は、Ｎより結合し、およびＮまたはＯを更に含有してよく、および／また
は非イオン性部分で置換されていてよい５員または６員飽和環を表し、　　
Ｒ３４は、水素、Ｃ１－～Ｃ１６－アルキル、Ｃ１－～Ｃ１６－アルコキシまたはハロゲ
ンを表すか、または　　
Ｒ３４は、Ｒ３２と組み合わさってＯまたはＮを含有してよく、および／または非イオン
性部分で置換されていてよい２員または３員ブリッジを形成し、　
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Ｒ３５は、水素、Ｃ１－～Ｃ４－アルキル、Ｃ１－～Ｃ４－アルコキシ、ハロゲン、シア
ノ、Ｃ１－～Ｃ４－アルコキシカルボニル、Ｏ－ＣＯ－Ｃ１－～Ｃ４－アルキル、ＮＨ－
ＣＯ　－Ｃ１－～Ｃ４－アルキル、Ｏ－ＳＯ２－Ｃ１－～Ｃ４－アルキルまたはＮＨ－Ｓ
Ｏ２－Ｃ１－～Ｃ４－アルキルを表し、　
Ｒ３６は、水素、Ｃ１－～Ｃ４－アルキルまたはシアノを表し、　
ｘは、０または１を表す〕、
【００６１】
【化３８】

〔式中、　
Ｙ４２は、式（Ｖａ）：　
【化３９】

または
（Ｖｂ）：
【化４０】

で示される部分を表わし、
Ｒ４１、Ｒ４１ａおよびＲ４１ｂは、互いに独立して、Ｃ１－～Ｃ１６－アルキル、Ｃ３

－～Ｃ６－アルケニル、Ｃ５－～Ｃ７－シクロアルキルまたはＣ７－～Ｃ１６－アラルキ
ルまたはＣ６－～Ｃ１０－アリールを表し、
Ｒ４２およびＲ４２ａは、互いに独立して、水素、Ｃ１－～Ｃ１６－アルキル、Ｃ３－～
Ｃ６－－アルケニル、Ｃ５－～Ｃ７－シクロアルキルまたはＣ７－～Ｃ１６－アラルキル
、Ｃ６－～Ｃ１０－アリールまたはヘタリールを表し、
Ｒ４３およびＲ４３ａは、互いに独立して、水素、Ｃ１－～Ｃ４－アルキル、Ｃ１－～Ｃ

４－アルコキシ、水素、シアノ、ニトロまたはＣ１－～Ｃ４－アルコキシカルボニルを表
し、または２つの隣接Ｒ４３またはＲ４３ａは－ＣＨ＝ＣＨ－ＣＨ＝ＣＨ－を表し、　
ｎおよびｏは、互いに独立して、０～４の整数を表し、
Ｙ４１は、ＣＲ４４、＝ＣＲ４５ａ－ＣＲ４６＝ＣＲ４５ｂ－またはＮを表し、　
Ｙ４３は、ＣＨまたはＮを表し、
Ｒ４４、Ｒ４５ａ、Ｒ４５ｂおよびＲ４６は、互いに独立して、水素、Ｃ１－～Ｃ４－ア
ルキル、Ｃ５－～Ｃ６－シクロアルキル、Ｃ６－アリール、ヘタリール、ハロゲンまたは
シアノを表し、
Ｄは、Ｘ４１、Ｘ４２およびその間で接続する炭素原子と共に、５員または６員芳香族ま
たは疑似芳香族または部分水素化ヘテロ環式環を表し、これらはそれぞれ、１～４個のヘ
テロ原子を含有してよいか、および／またはベンゾ－またはナフト－縮合していてよく、
および／または非イオン性部分で置換されていてよく、この場合、鎖は、Ｘ４１に対して
２位または４位において環へ結合し、
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Ｘ４１は、Ｎを表すか、または
Ｘ４１－Ｒ４１ｂは、ＯまたはＳを表し、
Ｘ４２は、Ｏ、Ｓ、ＣＲ４７Ｒ４８または－ＣＨ＝ＣＨ－を表し、
Ｒ４７およびＲ４８は、互いに独立して、Ｃ１－～Ｃ４－アルキル、Ｃ３－～Ｃ６－アル
ケニル、Ｃ４－～Ｃ７－シクロアルキル、Ｃ７－～Ｃ１０－アラルキルを表すか、または
結合して－ＣＨ２－ＣＨ２－ＣＨ２－または－ＣＨ２－ＣＨ２－ＣＨ２－ＣＨ２－ブリッ
ジを形成する。〕、
【００６２】
【化４１】

〔式中、　
Ｙ５２は、式（ＶＩａ）：
【化４２】

（ＶＩｂ）：
【化４３】

または
（ＶＩｃ）：
【化４４】

で示される基を表し、
Ｒ５１、Ｒ５１ａ、Ｒ５１ｂおよびＲ５１ｃは、互いに独立して、Ｃ１－～Ｃ１６－アル
キル、Ｃ３－～Ｃ６－アルケニル、Ｃ５－～Ｃ７－シクロアルキルまたはＣ７－～Ｃ１６

－アラルキルまたはＣ６－～Ｃ１０－アリールを表し、
Ｒ５２およびＲ５２ａは、互いに独立して、Ｃ１－～Ｃ１６－アルキル、Ｃ３－～Ｃ６－
アルケニル、Ｃ５－～Ｃ７－シクロアルキルまたはＣ７－～Ｃ１６－アラルキルまたはＣ

６－～Ｃ１０－アリールを表し、
Ｒ５３およびＲ５３ａは、互いに独立して、Ｃ１－～Ｃ４－アルキル、ハロゲン、シアノ
、ニトロまたはＣ１－～Ｃ４－アルコキシカルボニルを表し、
Ｒ５３ｄは、水素、Ｃ１－～Ｃ１６－アルキル、Ｃ３－～Ｃ６－アルケニル、Ｃ５－～Ｃ
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７－シクロアルキルまたはＣ７－～Ｃ１６－アラルキル、Ｃ６－～Ｃ１０－アリールまた
はヘタリールを表し、
Ｒ５３ｂは、水素、Ｃ１－～Ｃ４－アルキル、Ｃ１－～Ｃ４－アルコキシ、ハロゲン、シ
アノ、ニトロまたはＣ１－～Ｃ４－アルコキシカルボニルを表し、または２つの隣接Ｒ５

３ｂまたはＲ５３ｃは－ＣＨ＝ＣＨ－ＣＨ＝ＣＨ－を表し、　
ｍは、０～４の整数を表し、
Ｙ５１は、ＣＲ５４、＝ＣＲ５５ａ－ＣＲ５６＝ＣＲ５５ｂ－またはＮを表し、　
Ｙ５３は、ＣＨまたはＮを表し、
Ｒ５４、Ｒ５５ａ、Ｒ５５ｂおよびＲ５６は、互いに独立して、水素、Ｃ１－～Ｃ４－ア
ルキル、Ｃ５－～Ｃ６－シクロアルキル、Ｃ６－アリール、ヘタリール、ハロゲンまたは
シアノを表し、
Ｅは、Ｘ５１、Ｘ５２およびその間で接続する炭素原子と共に、５員または６員芳香族ま
たは疑似芳香族または部分水素化ヘテロ環式環を表し、これらはそれぞれ、１～４個のヘ
テロ原子を含有してよいか、および／またはベンゾ－またはナフト－縮合していてよく、
および／または非イオン性部分で置換されていてよく、この場合、鎖は、Ｘ５１に対して
２位または４位において環へ結合し、
Ｘ５１は、Ｎを表すか、または
Ｘ５１－Ｒ５１ｃは、ＯまたはＳを表し、
Ｘ５２は、Ｏ、Ｓ、ＣＲ５７Ｒ５８または－ＣＨ＝ＣＨ－を表し、
Ｒ５７およびＲ５８は、互いに独立して、Ｃ１－～Ｃ４－アルキル、Ｃ３－～Ｃ６－アル
ケニル、Ｃ４－～Ｃ７－シクロアルキル、Ｃ７－～Ｃ１０－アラルキルを表すか、または
結合して－ＣＨ２－ＣＨ２－ＣＨ２－または－ＣＨ２－ＣＨ２－ＣＨ２－ＣＨ２－ブリッ
ジを形成する。〕、
【００６３】
【化４５】

〔式中、
Ｙ６２は、式（ＶＩＩａ）：
【化４６】

（ＶＩＩｂ）：
【化４７】

または
（ＶＩＩｃ）：
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【化４８】

で示される基を表し、
Ｘ６１およびＸ６１ａは、互いに独立してＯまたはＳを表し、
Ｘ６２およびＸ６２ａは、互いに独立してＣＲ６６またはＮを表し、
Ｒ６３およびＲ６３ａは、互いに独立して、ハロゲン、Ｃ１－～Ｃ６－アルキル、ハロゲ
ン、ヒドロキシル、Ｃ６－～Ｃ１０－アリールまたはＮＲ６４Ｒ６５を表し、またはＲ６

３およびＲ６３ａは共に、Ｙ６１がＣＨを表し、およびＹ６２が式（ＶＩＩａ）で示され
る部分を表わす場合－Ｃ（ＣＨ３）２－ブリッジを表わし、
Ｒ６１、Ｒ６１ａ、Ｒ６２、Ｒ６２ａ、Ｒ６４およびＲ６５は、互いに独立して、水素、
Ｃ１－～Ｃ６－アルキル、Ｃ５－～Ｃ７－シクロアルキル、Ｃ６－～Ｃ１０－アリール、
Ｃ７－～Ｃ１５－アラルキルを表し、または
ＮＲ６１Ｒ６２およびＮＲ６４Ｒ６５は、互いに独立して、ピロリジノ、モルホリノ、ピ
ペラジノまたはピペリジノを表し、
Ｒ６６は、ハロゲン、シアノ、Ｃ１－～Ｃ６－アルキル、ハロゲンまたはＣ６－～Ｃ１０

－アリールを表し、
Ｙ６１は、＝Ｙ６３－（Ｙ６４＝Ｙ６５）ｐ－を表し、
Ｙ６３～Ｙ６５は、互いに独立してＮまたはＣ－Ｒ６７を表し、
ｐは、０または１を表し、
Ｒ６７は、水素、シアノまたはＣ１－～Ｃ３－アルキルを表し、または
Ｒ６７は、ｐが１を表す場合、式（ＶＩＩａ）で示される基を表し、　
Ｇは、Ｘ６３、Ｘ６４およびその間で接続する炭素原子と共に、５員または６員芳香族ま
たは疑似芳香族または部分水素化ヘテロ環式環を表し、これらはそれぞれ、１～４個のヘ
テロ原子を含有してよいか、および／またはベンゾ－またはナフト－縮合していてよく、
および／または非イオン性部分で置換されていてよく、この場合、鎖は、Ｘ６３に対して
２位または４位において環へ結合し、
Ｘ６３は、窒素を表すか、または　
Ｘ６３－Ｒ６８は、ＯまたはＳを表し、
Ｘ６４は、Ｏ、Ｓ、Ｎ－Ｒ６９またはＣＲ７０Ｒ７１を表し、
Ｘ６５は、ＮまたはＣ－Ｒ６７を表し、
Ｒ６８およびＲ６９は、互いに独立してＣ１－～Ｃ１６－アルキル、Ｃ３－～Ｃ６－アル
ケニル、Ｃ５－～Ｃ７－シクロアルキルまたはＣ７－～Ｃ１６－アラルキルを表し、
Ｒ７０およびＲ７１は、互いに独立して、Ｃ１－～Ｃ４－アルキルまたはＣ７－～Ｃ１０

－アラルキルを表すか、または結合して－ＣＨ２－ＣＨ２－ＣＨ２－または－ＣＨ２－Ｃ
Ｈ２－ＣＨ２－ＣＨ２－ブリッジを形成し、
Ｒ７２およびＲ７３は、互いに独立して水素、Ｃ１－～Ｃ１６－アルキル、Ｃ４－～Ｃ７

－シクロアルキル、Ｃ７－～Ｃ１６－アラルキル、Ｃ６－～Ｃ１０－アリールまたはヘテ
ロ環式基を表すか、または　
ＮＲ７２Ｒ７３は、Ｎより結合し、およびＮまたはＯを更に含有してよく、および／また
は非イオン性部分により置換されていてよい５員または６員飽和環を表し、　
Ｒ７４およびＲ７４ａは、互いに独立して、水素、Ｃ１－～Ｃ４－アルキル、Ｃ１－～Ｃ

４－アルコキシまたはハロゲンを表し、　
Ｒ７４；Ｒ７３および／またはＲ７４ａ；Ｒ７２は、ＯまたはＮを含有してよく、および
／または非イオン性部分により置換されていてよい２員または３員ブリッジを形成し、　
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Ｒ７５は、水素、Ｃ１－～Ｃ４－アルキル、Ｃ１－～Ｃ４－アルコキシ、ハロゲン、シア
ノ、Ｃ１－～Ｃ４－アルコキシカルボニル、Ｏ－ＣＯ－Ｃ１－～Ｃ４－アルキル、ＮＨ－
ＣＯ－Ｃ１－～Ｃ４－アルキル、Ｏ－ＳＯ２－Ｃ１－～Ｃ４－アルキルまたはＮＨ－ＳＯ

２－Ｃ１－～Ｃ４－アルキルを表す。〕、
【００６４】
【化４９】

〔式中、　
Ｒ８１およびＲ８２は、互いに独立して、水素、Ｃ１－～Ｃ１６－アルキル、Ｃ３－～Ｃ

６－アルケニル、Ｃ５－～Ｃ７－シクロアルキルまたはＣ７－～Ｃ１６－アラルキルまた
はＣ６－～Ｃ１０－アリールを表し、
Ｒ８３およびＲ８４は、互いに独立して、水素、Ｃ１－～Ｃ４－アルキル、Ｃ１－～Ｃ４

－アルコキシ、水素、シアノ、ニトロまたはＣ１－～Ｃ４－アルコキシカルボニルを表し
、または２つの隣接Ｒ８３またはＲ８４は－ＣＨ＝ＣＨ－ＣＨ＝ＣＨ－を表し、または
Ｒ８３；Ｒ８１および／またはＲ８４；Ｒ８２は、非イオン性部分により置換されていて
よい２員または３員ブリッジを形成し、　
ｑおよびｒは、互いに独立して、０～４の整数を表す。〕、
【００６５】

【化５０】

〔式中、　
Ｙ９１は、式（ＩＸａ）：
【化５１】

または
（ＩＸｂ）：

【化５２】
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で示される部分を表わし、
Ｒ９１は、Ｃ１－～Ｃ１６－アルキル、Ｃ３－～Ｃ６－アルケニル、Ｃ５－～Ｃ７－シク
ロアルキルまたはＣ７－～Ｃ１６－アラルキルを表し、
Ｒ９２およびＲ９３は、互いに独立して、水素、Ｃ１－～Ｃ１６－アルキル、Ｃ４－～Ｃ

７－シクロアルキル、Ｃ７－～Ｃ１６－アラルキル、Ｃ６－～Ｃ１０－アリールまたはヘ
テロ環式基を表すか、または
ＮＲ９２Ｒ９３は、窒素より結合し、およびＮまたはＯを更に含有してよく、および／ま
たは非イオン性部分で置換されていてよい５員または６員飽和環を表し、
Ｒ９４およびＲ９４ａは、互いに独立して、水素、Ｃ１－～Ｃ４－アルキル、Ｃ１－～Ｃ

４－アルコキシまたはハロゲンを表し、または
Ｒ９４；Ｒ９３および／またはＲ９４ａ；Ｒ９２は、ＯまたはＮを含有してよく、および
／または非イオン性部分により置換されていてよい２員または３員ブリッジを形成し、
Ｒ９５は、水素、Ｃ１－～Ｃ４－アルキル、Ｃ１－～Ｃ４－アルコキシ、ハロゲン、シア
ノ、Ｃ１－～Ｃ４－アルコキシカルボニル、Ｏ－ＣＯ－Ｃ１－～Ｃ４－アルキル、ＮＨ－
ＣＯ－Ｃ１－～Ｃ４－アルキル、Ｏ－ＳＯ２－Ｃ１－～Ｃ４－アルキルまたはＮＨ－ＳＯ

２－Ｃ１－～Ｃ４－アルキルを表し、
Ｒ９６は、水素、ハロゲン、Ｏ－Ｃ１－～Ｃ４－アルキルまたはＳ－Ｃ１－～Ｃ４－アリ
ールを表し、
ｊは、０または１を表し、
Ｒ９７は、Ｃ１－～Ｃ１６－アルキル、Ｃ３－～Ｃ６－アルケニル、Ｃ５－～Ｃ７－シク
ロアルキルまたはＣ７－～Ｃ１６－アラルキルまたはＣ６－～Ｃ１０－アリールを表し、
Ｒ９８は、水素、Ｃ１－～Ｃ１６－アルキル、Ｃ３－～Ｃ６－アルケニル、Ｃ５－～Ｃ７

－シクロアルキルまたはＣ７－～Ｃ１６－アラルキル、Ｃ６－～Ｃ１０－アリールまたは
ヘタリールを表し、
Ｒ９９は、水素、Ｃ１－～Ｃ４－アルキル、Ｃ１－～Ｃ４－アルコキシ、ハロゲン、シア
ノ、ニトロまたはＣ１－～Ｃ４－アルコキシカルボニルを表し、または２つの隣接Ｒ９９

は－ＣＨ＝ＣＨ－ＣＨ＝ＣＨ－を表し、　
ｌは、０～４の整数を表す。〕、
【００６６】
【化５３】

〔式中、
Ｙ１０１は、式（Ｘａ）：

【化５４】

（Ｘｂ）：

【化５５】
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または
（Ｘｃ）：
【化５６】

で示される基を表し、
Ｘ１０１は、ＯまたはＳを表し、
Ｘ１０２は、ＣＲ１０７またはＮを表し、
Ｒ１０３は、水素、Ｃ１－～Ｃ６－アルキル、ハロゲン、Ｃ６－～Ｃ１０－アリールまた
はＮＲ１０１ａＲ１０２ａを表し、
Ｒ１０１、Ｒ１０２、Ｒ１０１ａおよびＲ１０２は、互いに独立して、水素、Ｃ１－～Ｃ

６－アルキル、Ｃ５－～Ｃ７－シクロアルキル、Ｃ６－～Ｃ１０－アリールまたはＣ７－
～Ｃ１５－アラルキルを表し、または
ＮＲ１０１Ｒ１０２および／またはＮＲ１０１ａＲ１０２ａは、ピロリジノ、モルホリノ
、ピペラジノまたはピペリジノを表し、
Ｒ１０７は、水素、シアノ、Ｃ１－～Ｃ６－アルキル、ハロゲンまたはＣ６－～Ｃ１０－
アリールを表し、
Ｈは、Ｘ１０３、Ｘ１０４およびその間で接続する炭素原子と共に、５員または６員芳香
族または疑似芳香族または部分水素化ヘテロ環式環を表し、これらはそれぞれ、１～４個
のヘテロ原子を含有してよいか、および／またはベンゾ－またはナフト－縮合していてよ
く、および／または非イオン性部分で置換されていてよく、この場合、鎖は、Ｘ１０３に
対して２位または４位において環へ結合し、
Ｘ１０３は、Ｎを表すか、または
Ｘ１０３－Ｒ１０４は、ＯまたはＳを表し、
Ｘ１０４は、Ｏ、Ｓ、ＣＲ１１５Ｒ１１６または－ＣＨ＝ＣＨ－を表し、
Ｒ１１５およびＲ１１６は、互いに独立して、Ｃ１－～Ｃ４－アルキル、Ｃ３－～Ｃ６－
アルケニル、Ｃ４－～Ｃ７－シクロアルキル、Ｃ７－～Ｃ１０－アラルキルを表すか、ま
たは結合して－ＣＨ２－ＣＨ２－ＣＨ２－または－ＣＨ２－ＣＨ２－ＣＨ２－ＣＨ２－ブ
リッジを形成し、
Ｒ１０４は、Ｃ１－～Ｃ１６－アルキル、Ｃ３－～Ｃ６－アルケニル、Ｃ５－～Ｃ７－シ
クロアルキルまたはＣ７－～Ｃ１６－アラルキルまたはＣ６－～Ｃ１０－アリールを表し
、
Ｒ１０５およびＲ１０６は、互いに独立して、水素、Ｃ１－～Ｃ１６－アルキル、Ｃ４－
～Ｃ７－シクロアルキル、Ｃ７－～Ｃ１６－アラルキル、Ｃ６－～Ｃ１０－アリールまた
はヘテロ環式部分を表すか、または　
ＮＲ１０５Ｒ１０６は、Ｎより結合し、およびＮまたはＯを更に含有してよく、および／
または非イオン性部分で置換されていてよい５員または６員飽和環を表し、　　
Ｙ１０２およびＹ１０５は、互いに独立して、ＮまたはＣＲ１０８を表し、
Ｒ１０８は、水素、シアノまたはＣ１－～Ｃ４－アルキルを表し、
Ｙ１０３は、ＣＮ、ＣＯ－Ｒ１０９、ＣＯＯ－Ｒ１１０、ＣＯＮＨＲ１１０またはＣＯＮ
Ｒ１１０Ｒ１１１を表し、
Ｙ１０４は、式：

【化５７】

または
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で示されるカチオン部分を表し、または
ＣＹ１０３Ｙ１０４は共に、式：

【化５９】

【化６０】

〔式中、アスタリスク（＊）は、二重結合を生じさせる環原子を示す。〕
で示される部分を表し、
Ｒ１０９およびＲ１１２は、互いに独立して、水素、Ｃ１－～Ｃ６－アルキル、Ｃ３－～
Ｃ６－アルケニル、Ｃ５－～Ｃ７－シクロアルキル、Ｃ６－～Ｃ１０－アリールまたはＣ

７－～Ｃ１５－アラルキルを表し、
Ｒ１１３は、水素、シアノ、ＣＯＯ－Ｒ１１０またはＣ１－～Ｃ４－アルキルを表し、
Ｊ、ＫおよびＬは、互いに独立して、窒素原子と組み合わさって１～４個のヘテロ原子を
含有してよく、および／またはベンゾ－またはナフト－縮合してよく、および／または非
イオン性部分により置換されていてよい５員または６員芳香族または疑似芳香族または部
分水素化ヘテロ環式環を表し、
Ｍは、窒素原子と組み合わさって１～４個のヘテロ原子を含有してよい、および／または
ベンゾ－またはナフト－縮合してよい、および／または非イオン性部分により置換されて
いてよい５員または６員芳香族または疑似芳香族または部分水素化ヘテロ環式環を表し、
この場合、鎖は、Ｎ原子に対して２位または４位において環へ結合し、
Ｒ１１４は、Ｃ１－～Ｃ６－アルキル、Ｃ３－～Ｃ６－アルケニル、Ｃ５－～Ｃ７－シク
ロアルキル、Ｃ６－～Ｃ１０－アリールまたはＣ７－～Ｃ１５－アラルキルを表し、
これらの染料（Ｉ）～（Ｘ）の２以上は、ブリッジより繋がっていてよく、このブリッジ
は、Ｒ２１、Ｒ２２、Ｒ３１、Ｒ３２、Ｒ４１、Ｒ４１ａ、Ｒ４１ｂ、Ｒ５１ｂ、Ｒ５１

ｃ、Ｒ６１、Ｒ６１ａ、Ｒ６６、Ｒ７２、Ｒ９１、Ｒ９２、Ｒ１０１、Ｒ１０４および／
またはＲ１０５の位置にある。〕。
【００６７】
　また、式Ｆ＋で示されるカチオン染料としては、好ましくは、以下の式：
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【化６１】

〔式中、
Ｙ６２は、式（ＶＩＩａ）：

【化６２】

（ＶＩＩｂ）：
【化６３】

（ＶＩＩｃ）：
【化６４】

（ＶＩＩｄ）：
【化６５】

または
（ＶＩＩｅ）：
【化６６】

で示される部分を表し、
Ｘ６１およびＸ６１ａは、互いに独立してＯまたはＳを表し、



(32) JP 6144625 B2 2017.6.7

10

20

30

40

50

Ｘ６２およびＸ６２ａは、互いに独立してＣＲ６６またはＮを表し、
Ｒ６３およびＲ６３ａは、互いに独立して、ハロゲン、Ｃ１－～Ｃ６－アルキル、ハロゲ
ン、ヒドロキシル、Ｃ６－～Ｃ１０－アリールまたはＮＲ６４Ｒ６５を表し、またはＲ６

３およびＲ６３ａは共に、Ｙ６１がＣＨを表し、およびＹ６２が式（ＶＩＩａ）で示され
る部分を表わす場合に－Ｃ（ＣＨ３）２－ブリッジを表わし、
Ｒ６１、Ｒ６１ａ、Ｒ６２、Ｒ６２ａ、Ｒ６４およびＲ６５は、互いに独立して、水素、
Ｃ１－～Ｃ６－アルキル、Ｃ５－～Ｃ７－シクロアルキル、Ｃ６－～Ｃ１０－アリール、
Ｃ７－～Ｃ１５－アラルキルを表し、または
ＮＲ６１Ｒ６２およびＮＲ６４Ｒ６５は、互いに独立して、ピロリジノ、モルホリノ、ピ
ペラジノまたはピペリジノを表し、
Ｒ６６は、水素、シアノ、Ｃ１－～Ｃ６－アルキル、ハロゲンまたはＣ６－～Ｃ１０－ア
リールを表し、
Ｙ６１は、＝Ｙ６３－（Ｙ６４＝Ｙ６５）ｐ－を表し、
Ｙ６３～Ｙ６５は、互いに独立してＮまたはＣ－Ｒ６７を表し、
ｐは、０または１を表し、
Ｒ６７は、水素、シアノまたはＣ１－～Ｃ３－アルキルを表し、または
Ｒ６７は、式（ＶＩＩａ）、（ＶＩＩｃ）で示される部分を表すか、またはｐが１を表す
場合に、必要に応じて１以上のＣ１－～Ｃ４－アルキル、ハロゲン、Ｃ１－～Ｃ４－アル
コキシ、シアノ、ニトロまたはＣ１－～Ｃ４－アルコキシカルボニルを表し　
Ｇは、Ｘ６３、Ｘ６４およびその間で結合した炭素原子と共に、１～４個のヘテロ原子を
含有してよい、および／またはベンゾ－またはナフト－縮合していてよい、および／また
は非イオン性部分で置換されていてよい５員または６員芳香族または疑似芳香族または部
分水素化ヘテロ環式環を表し、この場合、鎖は、Ｘ６３に対して２位または４位において
環へ結合し、
Ｘ６３は、窒素を表すか、または
Ｘ６３－Ｒ６８は、ＯまたはＳを表し、
Ｘ６４は、Ｏ、Ｓ、Ｎ－Ｒ６９またはＣＲ７０Ｒ７１を表し、
Ｘ６５は、ＮまたはＣ－Ｒ６７を表し、
Ｒ６８およびＲ６９は、互いに独立して、Ｃ１－～Ｃ１６－アルキル、Ｃ３－～Ｃ６－ア
ルケニル、Ｃ５－～Ｃ７－シクロアルキルまたはＣ７－～Ｃ１６－アラルキルを表し、
Ｒ７０およびＲ７１は、互いに独立して、Ｃ１－～Ｃ４－アルキルまたはＣ７－～Ｃ１０

－アラルキルを表すか、または共に－ＣＨ２－ＣＨ２－ＣＨ２－または－ＣＨ２－ＣＨ２

－ＣＨ２－ＣＨ２－ブリッジを形成し、
Ｒ７２およびＲ７３は、互いに独立して、水素、Ｃ１－～Ｃ１６－アルキル、Ｃ４－～Ｃ

７－シクロアルキル、Ｃ７－～Ｃ１６－アラルキル、Ｃ６－～Ｃ１０－アリールまたはヘ
テロ環式部分を表すか、または
ＮＲ７２Ｒ７３は、Ｎより結合し、およびＮまたはＯを更に含有してよく、および／また
は非イオン性部分で置換されていてよい５員または６員飽和環を表し、
Ｒ７４およびＲ７４ａは、互いに独立して、水素、Ｃ１－～Ｃ４－アルキル、Ｃ１－～Ｃ

４－アルコキシまたはハロゲンを表し、　
Ｒ７４；Ｒ７３および／またはＲ７４ａ；Ｒ７２は、ＯまたはＮを含有してよく、および
／または非イオン性部分により置換されていてよい２員または３員ブリッジを形成し、　
Ｒ７６ａ、Ｒ７６ｂおよびＲ７９は、互いに独立して、Ｃ１－～Ｃ１６－アルキル、Ｃ３

－～Ｃ６－アルケニル、Ｃ５－～Ｃ７－シクロアルキルまたはＣ７－～Ｃ１６－アラルキ
ルまたはＣ６－～Ｃ１０－アリールを表し、
Ｒ７７ａは、Ｃ１－～Ｃ１６－アルキル、Ｃ３－～Ｃ６－アルケニル、Ｃ５－～Ｃ７－シ
クロアルキル、Ｃ７－～Ｃ１６－アラルキル、Ｃ６－～Ｃ１０－アリールまたはヘタリー
ルを表し、
Ｒ７７ｂは、Ｃ１－～Ｃ４－アルキル、ハロゲン、シアノ、ニトロまたはＣ１－～Ｃ４－
アルコキシカルボニルを表し、
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Ｒ７８は、水素、Ｃ１－～Ｃ４－アルキル、Ｃ１－～Ｃ４－アルコキシ、ハロゲン、シア
ノ、ニトロまたはＣ１－～Ｃ４－アルコキシカルボニルを表し、または２つの隣接Ｒ７８

部分は－ＣＨ＝ＣＨ－ＣＨ＝ＣＨ－を表し、　
ｍ１は、０～４の整数を表す。〕
で示されるものが挙げられる。
【００６８】
　また、式Ｆ＋で示されるカチオン染料としては、好ましくは、以下の式：
【化６７】

〔式中、
Ｙ９１は、式（ＩＸｃ）：
【化６８】

で示される部分を表し、
Ｒ９１は、Ｃ１－～Ｃ１６－アルキル、Ｃ３－～Ｃ６－アルケニル、Ｃ５－～Ｃ７－シク
ロアルキルまたはＣ７－～Ｃ１６－アラルキルを表し、
ｊは、０または１を表し、
Ｒ９７ａおよびＲ９７ｂは、互いに独立して、Ｃ１－～Ｃ１６－アルキル、Ｃ３－～Ｃ６

－アルケニル、Ｃ５－～Ｃ７－シクロアルキルまたはＣ７－～Ｃ１６－アラルキルまたは
Ｃ６－～Ｃ１０－アリールを表し、
Ｒ９８ａは、Ｃ１－～Ｃ４－アルキル、ハロゲン、シアノ、ニトロまたはＣ１－～Ｃ４－
アルコキシカルボニルを表す。〕
で示されるものが挙げられる：
【００６９】
　適当なブリッジは、例えば式：
－ＣＨ２－ＣＨ２－ＣＨ２－、－ＣＨ２－ＣＨ２－ＣＨ２－ＣＨ２－、－ＣＨ２－ＣＨ２

－Ｏ－ＣＨ２－ＣＨ２－、
【化６９】

で示されるものである。
【００７０】
　非イオン性部分は、Ｃ１－～Ｃ４－アルキル、Ｃ１－～Ｃ４－アルコキシ、ハロゲン、
シアノ、ニトロ、Ｃ１－～Ｃ４－アルコキシカルボニル、Ｃ１－～Ｃ４－アルキルチオ、
Ｃ１－～Ｃ４－アルカノイルアミノ、ベンゾイルアミノ、モノ－またはジ－Ｃ１－～Ｃ４
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－アルキルアミノである。
【００７１】
　アルキル、アルコキシ、シクロアルキル、アリールおよびヘテロ環式部分は、必要に応
じて、更なる部分、例えばアルキル、ハロゲン、ニトロ、シアノ、ＣＯ－ＮＨ２、アルコ
キシ、トリアルキルシリル、トリアルキルシロキシまたはフェニル等を有してよく、アル
キルおよびアルコキシ部分は、直鎖または分枝状であってよく、アルキル部分は、部分ハ
ロゲン化またはパーハロゲン化されてよく、アルキルおよびアルコキシ部分は、エトキシ
ル化またはプロポキシル化またはシリル化されてよく、アリールまたはヘテロ環式部分上
の隣接アルキルおよび／またはアルコキシ部分は結合して、３員または４員環ブリッジを
形成してよく、ヘテロ環式部分は、ベンゾ－縮合および／または第四級化されていてよい
。
【００７２】
　ハロゲンは、フッ素、塩素、臭素またはヨウ素、好ましくフッ素、塩素または臭素とし
て理解される。
【００７３】
　置換アルキル部分の例は、トリフルオロメチル、クロロエチル、シアノメチル、シアノ
エチル、メトキシエチルである。分枝状アルキル部分の例は、磯プロピル、ｔｅｒｔ－ブ
チル、２－ブチル、ネオペンチルである。アルコキシ部分の例は、メトキシ、エトキシ、
メトキシエトキシである。
【００７４】
　好ましい、必要に応じて置換されたＣ１－～Ｃ４－アルキル部分は、メチル、エチル、
ｎ－プロピル、イソプロピル、ｎ－ブチル、２－ブチル、イソブチル、ｔｅｒｔ－ブチル
、パーフルオロ化メチル、パーフルオロ化エチル、２，２－トリフルオロエチル、３，３
，３－トリフルオロエチル、パーフルオロブチル、シアノエチル、メトキシエチル、クロ
ロエチルである。　
【００７５】
　好ましいアラルキルは、例えばベンジル、フェネチルまたはフェニルプロピルであって
よい。
【００７６】
　Ｃ６－～Ｃ１０－アリールの例は、フェニルおよびナフチルである。置換アリール部分
の例は、トリル、クロロフェニル、ジクロロフェニル、メトキシフェニル、ニトリフェニ
ル、シアノフェニル、ジメチルアミノフェニル、ジエチルアミノフェニルである。
【００７７】
　ヘタリール部分、特に５員または６員環ヘテロ環式部分の例は、インドリル、ピリジル
、キノリル、ベンゾチアゾリルである。置換ヘテロ環式部分の例は、１，２－ジメチルイ
ンドイル－３－イル、１－メチルー２－フェニルインドイル－３－イルである。
【００７８】
　式：
【化７０】

および

【化７１】

でそれぞれ示される環ＡおよびＣの例は、２－または４－ピリジル、２－または４－キノ
リル、２－または４－ピリミジル、ピリミド－２－オン－４－イル、２－ピラジニル、１
，３－チアゾール－２－イル、１，３－チアゾリン－２－イル、ベンゾチアゾール－２－
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ゾール－２－イル、イミダゾール－２－イル、イミダゾリン－２－イル、ベンズイミダゾ
ール－２－イル、ピロリン－２－イル、ピロール－２－イル、３－Ｈ－インドール－２－
イル、３－Ｈ－ベンズインドール－２－イル、１，３，４－チアジアゾール－２－イル、
１，２，４－チアジアゾール－３－イル、ベンズ－１，４－チアジン－３－イル、キノキ
サリン－２－イルまたはキノキサリン－３－オン－２－イルであり、これらはそれぞれ、
Ｃ１－～Ｃ６－アルキル、Ｃ１－～Ｃ６－アルコキシ、フッ素、塩素、臭素、ヨウ素、シ
アノ、ニトロ、Ｃ１－～Ｃ６－アルコキシカルボニル、Ｃ１－～Ｃ６－アルキルチオ、Ｃ

１－～Ｃ６－アシルアミノ、Ｃ６－～Ｃ１０－アリール、Ｃ６－～Ｃ１０－アリールオキ
シ、Ｃ６－～Ｃ１０－アリールカルボニルアミノ、モノ－またはジ－Ｃ１－～Ｃ６－アル
キルアミノ、Ｎ－Ｃ１－～Ｃ６－アルキル－Ｎ－Ｃ６－～Ｃ１０－アリールアミノ、ピロ
リジノ、モルホリノ、ピペリジノまたはピペラジノで置換されていてよい。
【００７９】
　３－Ｈ－インドール－２－イルは、特に３，３－ジアルキル誘導体、例えば式：

【化７２】

【化７３】

【化７４】

【化７５】

で示される３，３－ジアルキル誘導体を意味すると理解される。
【００８０】
　式：
【化７６】

および
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でそれぞれ示される環ＡおよびＣの例は、以下である：ピリリウム－２－または－４－イ
ル、チオピリリウム－２－またはー４－イルであり、これらはそれぞれ、Ｃ１－～Ｃ６－
アルキルまたはＣ６－～Ｃ１０－アリールにより置換されていてよい。
【００８１】
　式：

【化７８】

【化７９】

【化８０】

【化８１】

および
【化８２】

でそれぞれ示される環Ｂ、Ｄ、Ｅ、ＧおよびＨの例は、ピリジン－２－または－４－イレ
ン、キノリン－２－または－４－イレン、ピリミジン－２－または－４－イレン、ピリミ
ド－２－オン－４－イレン、ピラジン－２－イレン、１，３－チアゾリン－２－イレン、
ベンゾチアゾール－２－イレン、１，３－オキサゾール－２－イレン、１，３－オキサゾ
リン－２－イレン、ベンゾキサゾール－２－イレン、イミダゾール－２－イレン、イミダ
ゾリン－２－イレン、ベンズイミダゾール－２－イレン、ピロリン－２－イレン、ピロー
ル－２－イレン、３－Ｈ－インドール－２－イレン、３－Ｈ－ベンズインドール－２－イ
レン、ベンズ［ｃ，ｄ］－２－イレン、１，３，４－チアジアゾールー２－イレン、１，
２，４－チアジアゾール－３－イレン、ベンズ－１，４－チアジン－３－イレン、キノキ
サリン－２－イレンまたはキノキサリン－３－オン－２－イレンであり、これらはそれぞ
れ、Ｃ１－～Ｃ６－アルキル、Ｃ１－～Ｃ６－アルコキシ、フッ素、塩素、臭素、ヨウ素
、シアノ、ニトロ、Ｃ１－～Ｃ６－アルコキシカルボニル、Ｃ１－～Ｃ６－アルキルチオ
、Ｃ１－～Ｃ６－アシルアミノ、Ｃ６－～Ｃ１０－アリール、Ｃ６－～Ｃ１０－アリール
オキシ、Ｃ６－～Ｃ１０－アリールカルボニルアミノ、モノ－またはジーＣ１－～Ｃ６－
アルキルアミノ、Ｎ－Ｃ１－～Ｃ６－アルキルーＮ－Ｃ６－～Ｃ１０－アリールアミノ、
ピロリジノ、モルホリノ、ピペリジノまたはピペラジノで置換されてよい。
【００８２】
　３－Ｈ－インドール－２－イレンは、特に３，３－ジアルキル誘導体、例えば式：
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【化８３】

【化８４】

【化８５】

【化８６】

で示される３，３－ジアルキル誘導体を意味すると理解される。　
【００８３】
　式：
【化８７】

【化８８】

【化８９】

【化９０】

および
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【化９１】

でそれぞれ示される環Ｂ、Ｄ、Ｅ、ＧおよびＨの例は以下である：２Ｈ－ピラン－２－イ
レン、４Ｈ－ピラン－４－イレン、２Ｈ－チオピラン－２－イレン、４Ｈ－チオピラン－
４－イレン。これらはそれぞれ、Ｃ１－～Ｃ６－アルキルまたはＣ６－～Ｃ１０－アリー
ルにより置換されていてよい。
【００８４】
　式（Ｉ）～（Ｘ）で示される２以上、好ましくは２の染料が、ブリッジより接続するこ
とも可能である。好ましくは、２の同一の染料が互いに接続する。このようなブリッジは
、例えば式：－ＣＨ２－［ＣＨ２］ｋ－ＣＨ２－、または
【化９２】

〔式中、　
ｋは、０～４の整数を表し、および　
ベンゼン環上の２のメチレン基は、互いに対してｏ－、ｍ－またはｐ－位置に配置される
。〕
で示される１つを有してよい。　
【００８５】
　極めて特に好ましいのは、式（Ｉ）：
【化９３】

〔式中、
Ｘ１は、Ｏ、ＳまたはＣＲ６ａＲ６ｂを表し、
Ｘ２は、Ｃ－Ｒ５を表し、
Ｒ５は、水素、シアノ、メチル、エチル、シクロヘキシル、フェニル、２－メトキシカル
ボニルフェニル、２－エトキシカルボニルフェニルまたは４－（Ｒ７Ｒ８Ｎ）－フェニル
を表し、
Ｒ６ａおよびＲ６ｂは、メチルを表し、
Ｒ１～Ｒ４、Ｒ７およびＲ８は、互いに独立して、水素、メチル、エチル、プロピル、ブ
チル、クロロエチル、シアノメチル、シアノエチル、メトキシエチル、シクロペンチル、
シクロヘキシル、シクロヘキシルメチル、ベンジル、フェニル、トリル、アニシル、また
はクロロフェニルを表し、または　
ＮＲ１Ｒ２、ＮＲ３Ｒ４およびＮＲ７Ｒ８は、互いに独立して、ピロリジノ、ピペラジノ
、モルホリノまたはＮ－メチルピペラジノを表し、
Ｒ９、Ｒ９ａ、Ｒ９ｂ、Ｒ１０、Ｒ１０ａおよびＲ１０ｂは、水素を表し、またはいずれ
の場合にも、Ｒ９、Ｒ９ａ、Ｒ９ｂの１つおよび／またはＲ１０、Ｒ１０ａおよびＲ１０

ｂの１つはメチルを表し、または
Ｒ１；Ｒ９、Ｒ２；Ｒ９ａ、Ｒ３；Ｒ１０およびＲ４；Ｒ１０ａは、互いに独立して、３
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個までのメチル基を有し得る－ＣＨ２ＣＨ２－、－ＣＨ２ＣＨ２ＣＨ２－または－ＣＨ２

ＣＨ２－Ｏ－ブリッジを形成する。〕
で示されるカチオン染料である。　
【００８６】
　特に好ましいのは、式（Ｉ）
〔式中、　
Ｘ１は、Ｏ、ＳまたはＣＲ６ａＲ６ｂを表し、
Ｘ２は、Ｃ－Ｒ５を表し、
Ｒ５は、水素、シアノ、フェニル、２－メトキシカルボニルフェニル、２－エトキシカル
ボニルフェニルまたは４－（Ｒ７Ｒ８Ｎ）－フェニルを表し、
Ｒ６ａおよびＲ６ｂは、メチルを表し、
Ｒ１～Ｒ４、Ｒ７およびＲ８は、互いに独立して、メチル、エチル、シアノエチル、ベン
ジルまたはフェニルを表し、および
Ｒ１、Ｒ３およびＲ７は、水素を更に表してよく、または　
ＮＲ１Ｒ２、ＮＲ３Ｒ４およびＮＲ７Ｒ８　は、互いに独立して、ピロリジノ、ピペラジ
ノまたはモルホリノを表し、
Ｒ９、Ｒ９ａ、Ｒ９ｂ、Ｒ１０、Ｒ１０ａおよびＲ１０ｂは、水素を表し、またはいずれ
の場合にも、Ｒ９、Ｒ９ａ、Ｒ９ｂの１つおよび／またはＲ１０、Ｒ１０ａおよびＲ１０

ｂの１つはメチルを表す。〕
で示されるカチオン染料である。
【００８７】
　また、極めて特に好ましいのは、式（Ｉ）：
【化９４】

〔式中、
Ｘ１は、Ｏ、ＳまたはＮ－Ｒ６を表し、
Ｘ２は、Ｎを表し、
Ｒ６は、水素、メチル、エチル、プロピル、ブチル、シクロヘキシル、ベンジル、フェニ
ル、トリル、アニシルまたはクロロフェニルを表し、
Ｒ１～Ｒ４は、互いに独立して、水素、メチル、エチル、プロピル、ブチル、クロロエチ
ル、シアノメチル、シアノエチル、メトキシエチル、シクロペンチル、シクロヘキシル、
シクロヘキシルメチル、ベンジル、フェニル、トリル、アニシルまたはクロロフェニルを
表し、または　
ＮＲ１Ｒ２およびＮＲ３Ｒ４は、互いに独立して、ピロリジノ、ピペリジノ、モルホリノ
またはＮ－メチルピペラジノを表し、
Ｒ９、Ｒ９ａ、Ｒ９ｂ、Ｒ１０、Ｒ１０ａおよびＲ１０ｂは、水素を表し、またはいずれ
の場合にも、Ｒ９、Ｒ９ａ、Ｒ９ｂの１つおよび／またはＲ１０、Ｒ１０ａおよびＲ１０

ｂの１つはメチルを表し、または　
Ｒ１；Ｒ９、Ｒ２；Ｒ９ａ、Ｒ３；Ｒ１０およびＲ４；Ｒ１０ａは、互いに独立して、３
個までのメチル基を有し得る－ＣＨ２ＣＨ２－、－ＣＨ２ＣＨ２ＣＨ２－または－ＣＨ２

ＣＨ２－Ｏ－ブリッジを形成する。〕
で示されるカチオン染料である。　
【００８８】
　特に好ましいのは、式（Ｉ）



(40) JP 6144625 B2 2017.6.7

10

20

30

40

50

〔式中、　
Ｘ１は、Ｏ、ＳまたはＮ－Ｒ６を表し、
Ｘ２は、Ｎを表し、
Ｒ６は、フェニルを表し、
Ｒ１～Ｒ４は、互いに独立して、水素、メチル、エチル、シアノエチルまたはフェニルを
を表し、
Ｒ９、Ｒ９ａ、Ｒ９ｂ、Ｒ１０、Ｒ１０ａおよびＲ１０ｂは、水素を表し、またはいずれ
の場合にも、Ｒ９、Ｒ９ａ、Ｒ９ｂの１つおよび／またはＲ１０、Ｒ１０ａおよびＲ１０

ｂの１つはメチルを表す。〕
で示されるカチオン染料である。
【００８９】
　また、特に好ましいのは、式（Ｉ）
〔式中、　
Ｘ１は、Ｏを表し、　
Ｘ２は、Ｎを表し、
ＮＲ１Ｒ２は、ジメチルアミノまたはジエチルアミノを表し、
ＮＲ３Ｒ４は、ジメチルアミノ、ジエチルアミノ、Ｎ－メチル－Ｎ－（２－シアノエチル
）アミノ、ビス（２－シアノエチル）アミノまたはアニリノを表し、
Ｒ９は、水素またはメチルを表し、および
Ｒ９ａ、Ｒ９ｂ、Ｒ１０、Ｒ１０ａおよびＲ１０ｂは、水素を表す。〕
で示されるカチオン染料である。
【００９０】
　好ましいのは、Ｘ２はがＮを表す式（Ｉ）で示される染料の混合物である。
【００９１】
　特に好ましいのは、式（Ｉ）
〔式中、
Ｘ１は、ＳまたはＮ－Ｒ６を表し、
Ｘ２は、Ｎを表し、
Ｒ６は、フェニルまたはトリルを表し、
Ｒ１～Ｒ４は、互いに独立して、水素、メチル、エチル、シアノエチルまたはフェニルを
を表し、または　
ＮＲ１Ｒ２およびＮＲ３Ｒ４は、互いに独立して、ピロリジノ、ピペリジノまたはモルホ
リノまたはＮ－メチルピペラジノを表し、および　
いずれの場合にも、基Ｒ９、Ｒ９ａ、Ｒ９ｂおよびＲ１０、Ｒ１０ａ、Ｒ１０ｂの部分の
１つは、メチルを表し、および他の２つは水素を表す。〕
で示される染料の混合物である。
【００９２】
　また、特に好ましいのは、式（Ｉ）
〔式中、
Ｘ１は、ＳまたはＮ－Ｒ６を表し、
Ｘ２は、Ｎを表し、
Ｒ６は、フェニルまたはトリルを表し、
Ｒ１およびＲ３は、互いに独立して、水素、メチル、エチル、シアノエチルまたはフェニ
ルを表し、　
Ｒ２およびＲ４は、互いに独立して、水素、メチルまたはエチルを表し、
Ｒ９およびＲ１０は、水素またはメチルを表し、互いに同じであり、および　
Ｒ９ａ、Ｒ９ｂ、Ｒ１０ａおよびＲ１０ｂは、水素を表す。〕
で示される染料の混合物である。　
【００９３】
　このような混合物の例は、以下である：
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【化９５】

【化９６】

【化９７】

【００９４】
　また、極めて特に好ましいのは、式（ＩＩ）：

【化９８】

〔式中、
Ｒ１５は、水素、塩素、メチル、メトキシ、ＮＲ１８Ｒ１９またはＮ＋Ｒ１８Ｒ１９Ｎ２

０Ａｎ－を表し、
Ｒ１１～Ｒ１４、Ｒ１８、Ｒ１９およびＲ２０は、互いに独立して、水素、メチル、エチ
ル、プロピル、ブチル、クロロエチル、シアノメチル、シアノエチル、メトキシエチル、
シクロペンチル、シクロヘキシル、シクロヘキシルメチル、ベンジル、フェニル、トリル
、アニシルまたはクロロフェニルを表し、または
ＮＲ１１Ｒ１２、ＮＲ１３Ｒ１４およびＮＲ１８Ｒ１９は、互いに独立して、ピロリジノ
、ピペリジノ、モルホリノまたはＮ－メチルピペラジノを表し、または
Ｒ１２；Ｒ１７ｂ、Ｒ１３；Ｒ１７ｃおよびＲ１８；Ｒ１７ａは、互いに独立して、３個
までのメチル基を有し得る－ＣＨ２ＣＨ２－、－ＣＨ２ＣＨ２ＣＨ２－または－ＣＨ２Ｃ
Ｈ２－Ｏ－ブリッジを形成し、
Ａｎ－は、アニオンを表し、
Ｒ１６は、水素、塩素、メトキシカルボニルまたはエトキシカルボニルを表し、
Ｒ１６ａは、水素または塩素を表し、および
Ｒ１７ａ、Ｒ１７ｂおよびＲ１７ｃは、互いに独立して、水素またはメチルを表す。〕
で示されるカチオン染料である。
【００９５】
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　特に好ましいのは、式（ＩＩ）
〔式中、
Ｒ１５は、水素またはＮＲ１８Ｒ１９を表し、
ＮＲ１１Ｒ１２、ＮＲ１３Ｒ１４およびＮＲ１８Ｒ１９　は、互いに独立して、アミノ、
メチルアミノ、エチルアミノ、シアノエチルアミノ、ジメチルアミノ、ジエチルアミノ、
ビス（２－シアノエチル）アミノまたはアニリノを表し、　
Ｒ１６およびＲ１６ａは、水素を表し、または　
Ｒ１６は、Ｒ１５が水素を表す場合には、塩素を更に表し得、
Ｒ１７ａ、Ｒ１７ｂおよびＲ１７ｃは、水素を表すか、または　
Ｒ１７ａ、Ｒ１７ｂおよびＲ１７ｃは、互いに独立して、隣接した基ＮＲ１１Ｒ１２、Ｎ
Ｒ１３Ｒ１４またはＮＲ１８Ｒ１９がメチルアミノ、エチルアミノまたはシアノエチルア
ミノを表す場合メチルを更に表し得る。〕
で示されるカチオン染料である。
【００９６】
　また、極めて特に好ましいのは、式（ＩＩＩ）：
【化９９】

〔式中、
Ａは、Ｘ２１およびＸ２３およびこれらに結合する原子と共に、２－または４－キノリル
、１，３－チアゾール－２－イル、１，３－チアゾリン－２－イル、ベンゾチアゾール－
２－イル、１，３－オキサゾリン－２－イル、ベンゾキサゾール－２－イル、イミダゾー
ル－２－イル、イミダゾリン－２－イル、ベンズイミダゾール－２－イル、ピロリン－２
－イル、３Ｈ－インドール－２－イルまたはキノキサリン－２－イルを表し、これらはそ
れぞれ、メチル、エチル、ベンジル、メトキシ、塩素、シアノ、ニトロまたはメトキシカ
ルボニルフェニルにより置換されてよいが、イミダゾール－２－イル、イミダゾリン－２
－イルおよびベンズイミダゾール－２－イルの場合には、窒素原子はいずれもＲ２１によ
り置換され、または　
Ａは、Ｘ２１－Ｒ２１およびＸ２３およびこれらに結合する原子と共に、群フェニル、ト
リルまたはアニシルからの２つの部分により置換されたピリリウム－２－または－４－イ
ル、チオピリリウム－２－または－４－イルを表す。
Ｂは、Ｘ２２およびＸ２４およびこれらに結合する原子と共に、ピリジン－２－また－４
－イレン、キノリン－２－または－４－イレン、１，３－チアゾール－２－イレン、１，
３－チアゾリン－２－イレン、ベンゾチアゾール－２－イレン、１，３－オキサゾリン－
２－イレン、ベンゾキサゾール－２－イレン、イミダゾール－２－イレン、イミダゾリン
－２－イレン、ベンズイミダゾール－２－イレン、ピロリン－２－イレン、３－Ｈ－イン
ドール－２－イレン、１，３，４－チアジアゾール－２－イレン、１，２，４－チアジア
ゾール－３－イレンまたはキノキサリン－２－イレンを表し、これらはそれぞれ、メチル
、エチル、ベンジル、メトキシ、塩素、シアノ、ニトロ、メトキシカルボニル、ジメチル
アミノ、ジエチルアミノ、ジプロピルアミノ、ジブチルアミノ、ピロリジノ、モルホリノ
またはピペリジノにより置換されてよいが、イミダゾール－２－イレン、イミダゾリン－
２－イレンおよびベンズイミダゾール－２－イレンの場合、窒素原子はいずれもＲ２２に
より置換され、
Ｙ２１は、ＮまたはＣ－Ｒ２７を表し、
ｗは、０または１を表し、
Ｒ２１およびＲ２２は、互いに独立して、メチル、エチル、プロピル、ブチル、ベンジル
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またはフェネチルを表し、
Ｒ２７およびＲ２８は、互いに独立して、水素またはシアノを表し、および
Ｒ２９は、水素を表す〕
で示されるカチオン染料である。　
【００９７】
　特に好ましいのは、式（ＩＩＩ）
〔式中、　
Ａは、Ｘ２１およびＸ２３およびこれらに結合する原子と共に、２－または４－キノリル
、１，３－チアゾール－２－イル、１，３－チアゾリン－２－イル、ベンゾチアゾール－
２－イル、イミダゾール－２－イル、イミダゾリン－２－イル、ベンズイミダゾール－２
－イル、ピロリン－２－イルまたは３Ｈ－インドール－２－イルを表し、これらはそれぞ
れ、メチル、メトキシ、塩素、ニトロまたはメトキシカルボニルにより置換されてよいが
、イミダゾール－２－イル、イミダゾリン－２－イルおよびベンズイミダゾール－２－イ
ルの場合には、窒素原子はいずれもＲ２１により置換され、　
Ｂは、Ｘ２２およびＸ２４およびこれらに結合する原子と共に、キノリン－２－または－
４－イレン、１，３－チアゾール－２－イレン、１，３－チアゾリン－２－イレン、ベン
ゾチアゾール－２－イレン、イミダゾール－２－イレン、イミダゾリン－２－イレン、ベ
ンズイミダゾール－２－イレン、ピロリン－２－イレンまたは３－Ｈ－インドール－２－
イレンを表し、これらはそれぞれ、メチル、メトキシ、塩素、ニトロまたはメトキシカル
ボニルにより置換されてよいが、イミダゾール－２－イレン、イミダゾリン－２－イレン
およびベンズイミダゾール－２－イレンの場合には、窒素原子はいずれもＲ２２により置
換され、
Ｙ２１は、Ｃ－Ｒ２７を表し、
ｗは、０または１、好ましくは１を表し、
Ｒ２１およびＲ２２は、互いに独立して、メチル、エチルまたはベンジルを表し、
Ｒ２７は、水素またはシアノを表し、および
Ｒ２８およびＲ２９は、水素を表す。〕
で示されるカチオン染料である。
【００９８】
　また、特に好ましいのは、式（ＩＩＩ）
〔式中、　
Ａは、Ｘ２１およびＸ２３およびこれらに結合する原子と共に、２－または４－キノリル
、１，３－チアゾール－２－イル、１，３－チアゾリン－２－イル、ベンゾチアゾール－
２－イル、イミダゾール－２－イル、イミダゾリン－２－イル、ベンズイミダゾール－２
－イル、ピロリン－２－イルまたは３Ｈ－インドール－２－イルを表し、これらはそれぞ
れ、メチル、メトキシ、塩素、ニトロまたはメトキシカルボニルにより置換されてよいが
、イミダゾール－２－イル、イミダゾリン－２－イルおよびベンズイミダゾール－２－イ
ルの場合には、窒素原子はいずれもＲ２１により置換され、　
Ｂは、Ｘ２２およびＸ２４およびこれらに結合する原子と共に、１，３－チアゾール－２
－イレン、ベンゾチアゾール－２－イレン、イミダゾール－２－イレン、ベンズイミダゾ
ール－２－イレンを表し、これらはそれぞれ、メチル、エチル、メトキシ、塩素、シアノ
、フェニル、メトキシカルボニルで置換されてよく、１，３，４－チアゾール－２－イレ
ンを表し、これは、メチル、メトキシ、メチルチオ、臭素、ジメチルアミノ、ジエチルア
ミノ、ジプロピルアミノ、Ｎ－メチル－Ｎ－（２－シアノエチル）アミノ、Ｎ－メチルア
ミノ、ピロリジノ、モルホリノまたはピペリジノを表し、または１，２，４－チアジアゾ
ール－３－イレンを表し、これは、メチル、エチル、メチルチオまたはフェニルにより置
換されてよいが、イミダゾール－２－イレンおよびイミダゾリン－２－イレンの場合には
、窒素原子はいずれもＲ２２により置換され、　
Ｙ２１は、Ｎを表し、
ｗは１を表し、
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Ｒ２１およびＲ２２は、互いに独立して、メチル、エチルまたはベンジルを表し、および
Ｒ２８およびＲ２９は、水素を表す。〕
で示されるカチオン染料である。　
【００９９】
　また、極めて特に好ましいのは、式（ＩＶ）：
【化１００】

〔式中、
Ｃは、Ｘ３１およびＸ３２およびこれらに結合する原子と共に、２－または４－ピリジル
、２－または４－キノリル、１，３－チアゾール－２－イル、１，３－チアゾリン－２－
イル、ベンゾチアゾール－２－イル、１，３－オキサゾリン－２－イル、ベンゾキサゾー
ル－２－イル、イミダゾール－２－イル、イミダゾリン－２－イル、ベンズイミダゾール
－２－イル、ピロリン－２－イル、３Ｈ－インドール－２－イルまたはキノキサリン－２
－イルを表し、これらはそれぞれ、メチル、エチル、ベンジル、メトキシ、塩素、シアノ
、ニトロまたはメトキシカルボニルフェニルにより置換されてよいが、イミダゾール－２
－イル、イミダゾリン－２－イルおよびベンズイミダゾール－２－イルの場合には、窒素
原子はいずれもＲ３１により置換され、または
Ｃは、Ｘ３１－Ｒ３１およびＸ３２およびこれらに結合する原子と共に、群フェニル、ト
リルまたはアニシルからの２つの部分により置換されたピリリウム－２－または－４－イ
ル、チオピリリウム－２－または－４－イルを表す。
Ｒ３１は、メチル、エチル、プロピル、ブチル、ベンジルまたはフェネチルを表し、
Ｒ３２およびＲ３３は、互いに独立して、メチル、エチル、プロピル、ブチル、クロロエ
チル、シアノメチル、シアノエチル、メトキシエチル、シクロペンチル、シクロヘキシル
、シクロヘキシルメチル、ベンジル、フェニル、トリル、アニシル、４－エトキシフェニ
ルまたはクロロフェニルを表し、および　
Ｒ３２は、水素を更に表し得、または　
ＮＲ３２Ｒ３３は、ピロリジノ、ピペリジノ、モルホリノまたはＮ－メチルピペラジノを
表し、
Ｒ３４は、水素、塩素、メチルまたはメトキシを表し、または　　
Ｒ３４は、Ｒ３２と組み合わさって３個までの水素原子がメチル基により置換されてよい
－ＣＨ２ＣＨ２－、－ＣＨ２ＣＨ２ＣＨ２－または－ＣＨ２ＣＨ２－Ｏ－ブリッジを形成
し、
Ｒ３５は、水素、塩素、メチル、メトキシ、アセトアミノ、プロピオニルアミノまたはメ
タンスルホニルアミノを表し、　
Ｒ３６は、水素またはシアノを表し、
ｘは１を表し、および
ｘは、Ｃが１，３－チアゾール－２－イル、１，３－チアゾリン－２－イル、ベンゾチア
ゾール－２－イル、１，３－オキサゾリン－２－イル、ベンゾキサゾール－２－イル、イ
ミダゾール－２－イル、イミダゾリン－２－イルまたはベンズイミダゾール－２－イルを
表す場合には０を更に表し得る。
で示されるカチオン染料である。　
【０１００】
　特に好ましいのは、式（ＩＶ）
〔式中、　
Ｃは、Ｘ３１およびＸ３２およびこれらに結合する原子と共に、２－または４－キノリル



(45) JP 6144625 B2 2017.6.7

10

20

30

40

50

、１，３－チアゾール－２－イル、１，３－チアゾリン－２－イル、ベンゾチアゾール－
２－イル、イミダゾール－２－イル、イミダゾリン－２－イル、ベンズイミダゾール－２
－イル、ピロリン－２－イルまたは３Ｈ－インドール－２－イルを表し、これらはそれぞ
れ、メチル、メトキシ、塩素、ニトロまたはメトキシカルボニルにより置換されてよいが
、イミダゾール－２－イル、イミダゾリン－２－イルおよびベンズイミダゾール－２－イ
ルの場合には、窒素原子はいずれもＲ２１により置換され、または
Ｃは、Ｘ３１－Ｒ３１およびＸ３２およびこれらと結合する原子と共に、２つのフェニル
部分により置換されたピリリウム－２－イル、チオピリリウムを表し、
Ｒ３１は、メチル、エチルまたはベンジルを表し、
Ｒ３２およびＲ３３は、互いに独立して、メチル、エチル、クロロエチル、シアノメチル
、シアノエチル、ベンジル、フェニル、アニシルまたは４－エトキシフェニルを表し、ま
たは　
ＮＲ３２Ｒ３３は、ピロリジノ、ピペリジノまたはモルホリノを表し、
Ｒ３４は、水素を表し、
Ｒ３５は、水素またはメチルを表し、　
Ｒ３６は、水素またはシアノを表し、および
ｘは１を表す。〕
で示されるカチオン染料である。
【０１０１】
　また、極めて特に好ましいのは、式（Ｖ）：
【化１０１】

〔式中、　
Ｙ４２は、式（Ｖａ）：

【化１０２】

または
（Ｖｂ）：
【化１０３】

の基を表わし、　
Ｒ４１、Ｒ４１ａおよびＲ４１ｂは、互いに独立して、メチル、エチル、プロピル、ブチ
ル、ベンジルまたはフェネチルを表し、Ｒ４１およびＲ４１ａは、水素を更に表し、
Ｒ４２およびＲ４２ａは、互いに独立して、水素、メチル、エチル、シクロヘキシル、フ
ェニル、トリル、アニシルまたはクロロフェニルを表し、
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Ｒ４３およびＲ４３ａは、互いに独立して、水素、メチル、メトキシまたは塩素を表し、
または２つの隣接したＲ４３またはＲ４３ａは、－ＣＨ＝ＣＨ－ＣＨ＝ＣＨ－を表し、　
ｎおよびｏは、互いに独立して、０～２の整数を表し、
Ｙ４１は、Ｙ４２が式（Ｖａ）で示される部分を表す場合には、ＣＲ４４または＝ＣＲ４

５ａ－ＣＲ４６＝ＣＲ４５ｂを表すか、または
Ｙ４１は、Ｙ４２が式（Ｖｂ）で示される部分を表す場合には、ＣＲ４４を表し、
Ｙ４３は、ＣＨを表し、または
Ｙ４１およびＹ４３はいずれもＮを表し、
Ｒ４４、Ｒ４５ａ、Ｒ４５ｂおよびＲ４６は、水素を表し、および　　
Ｄは、Ｘ４１およびＸ４２およびこれらに結合する原子と共に、ピリジン－２－また－４
－イレン、キノリン－２－または－４－イレン、１，３－チアゾール－２－イレン、１，
３－チアゾリン－２－イレン、ベンゾチアゾール－２－イレン、１，３，４－チアジゾー
ル－２－イレン、１，３－オキサゾリン－２－イレン、ベンゾキサゾール－２－イレン、
イミダゾール－２－イレン、イミダゾリン－２－イレン、ベンズイミダゾール－２－イレ
ン、ピロリン－２－イレン、１，３，４－トリアゾール－２－イレン、３－Ｈ－インドー
ル－２－イレンまたはキノキサリン－２－イレンを表し、これらはそれぞれ、メチル、エ
チル、ベンジル、メトキシ、塩素、シアノ、ニトロまたはメトキシカルボニルにより置換
されてよいが、イミダゾール－２－イレン、イミダゾリン－２－イレンおよびベンズイミ
ダゾール－２－イレンの場合はいずれも、窒素原子はＲ４１ｂにより置換され、および１
，３，４－チアジゾール－２－イレンの場合には、更なる置換基は、ジメチルアミノ、ジ
エチルアミノ、ジプロピルアミノ、ジブチルアミノ、Ｎ－メチル，Ｎ－シアノエチルアミ
ノ、ビス（シアノエチル）アミノ、Ｎ－メチル－Ｎ－フェニルアミノ、ピロリジノ、ピペ
リジノまたはモルホリノであり、または
Ｄは、Ｘ４１－Ｒ４１ｂおよびＸ４２およびこれらに結合する原子と共に、群フェニル、
トリルまたはアニシルからの２つの部分により置換された２Ｈ－ピラン－２－イレン、４
Ｈ－ピラン－４－イレン、２Ｈ－チオピラン－２－イレン、４Ｈ－チオピラン－４－イレ
ンを表す。〕
で示されるカチオン染料である。　
【０１０２】
　特に好ましいのは、式（Ｖ）
〔式中、　
Ｙ４２は、式（Ｖａ）：
【化１０４】

または
（Ｖｂ）：
【化１０５】

の部分を表わし、
Ｒ４１、Ｒ４１ａおよびＲ４１ｂは、互いに独立して、メチル、エチルまたはベンジルを
表し、
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Ｒ４２およびＲ４２ａは、互いに独立して、水素、メチルまたはフェニルを表し、
Ｒ４３およびＲ４３ａは、水素を表し、　
ｎおよびｏは、互いに独立して１を表し、
Ｙ４１は、Ｙ４２が式（Ｖａ）で示される部分を表す場合には、ＣＲ４４または＝ＣＲ４

５ａ－ＣＲ４６＝ＣＲ４５ｂを表すか、または
Ｙ４１は、Ｙ４２が式（Ｖｂ）で示される部分を表す場合には、ＣＲ４４を表し、
Ｙ４３は、ＣＨを表し、
Ｒ４４、Ｒ４５ａ、Ｒ４５ｂおよびＲ４６は、水素を表し、および
Ｄは、Ｘ４１およびＸ４２およびこれらに結合する原子と共に、キノリン－２－または－
４－イレン、１，３－チアゾール－２－イレン、ベンゾチアゾール－２－イレン、イミダ
ゾール－２－イレン、イミダゾリン－２－イレン、ベンズイミダゾール－２－イレン、ピ
ロリン－２－イレンまたは３－Ｈ－インドール－２－イレンを表し、これらはそれぞれ、
メチル、メトキシ、塩素、シアノ、ニトロまたはメトキシカルボニルにより置換されてよ
いが、イミダゾール－２－イレン、イミダゾリン－２－イレンおよびベンズイミダゾール
－２－イレンの場合はいずれも、窒素原子はＲ４１ｂにより置換され、または
Ｄは、Ｘ４１－Ｒ４１ｂおよびＸ４２およびこれらに結合する原子と共に、２つの部分に
より置換された２Ｈ－ピラン－２－イレン、４Ｈ－ピラン－４－イレン、２Ｈ－チオピラ
ン－２－イレン、４Ｈ－チオピラン－４－イレンを表す。〕
で示されるカチオン染料である。
【０１０３】
　また、特に好ましいのは、式（Ｖ）
〔式中、対Ｒ４１およびＲ４１ａ、Ｒ４２およびＲ４２ａ、Ｒ４３およびＲ４３ａならび
にｎおよびｏはいずれの場合にも同じ意味を有する。〕
で示されるカチオン染料である。
【０１０４】
　また、極めて特に好ましいのは、式（ＶＩ）：
【化１０６】

〔式中、　
Ｙ５２は、式（ＶＩａ）：

【化１０７】

（ＶＩｂ）：

【化１０８】
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または（ＶＩｃ）：
【化１０９】

の部分を表わし、
Ｒ５１、Ｒ５１ａ、Ｒ５１ｂおよびＲ５１ｃは、互いに独立して、メチル、エチル、プロ
ピル、ブチル、ベンジルまたはフェネチルを表し、
Ｒ５２およびＲ５２ａは、互いに独立して、シクロヘキシル、フェニル、トリル、アニシ
ルまたはクロロフェニルを表し、
Ｒ５３およびＲ５３ａは、互いに独立して、メチル、シアノ、メトキシカルボニルまたは
エトキシカルボニルを表し、
Ｒ５３ｄは、メチル、エチル、シクロヘキシル、フェニル、トリル、アニシルまたはクロ
ロフェニルを表し、
Ｒ５３ｂは、水素、メチル、メトキシまたは塩素を表すか、または隣接するＲ５３ｂは、
－ＣＨ＝ＣＨ－ＣＨ＝ＣＨ－を表し、
ｍは、０～２の整数を表し、
Ｙ５１は、Ｙ５２が式（ＶＩａ）または（ＶＩｃ）で示される部分を表す場合には、ＣＲ
５４または＝ＣＲ５５ａ－ＣＲ５６＝ＣＲ５５ｂを表すか、または
Ｙ５１は、Ｙ５２が式（ＶＩｂ）で示される部分を表す場合には、ＣＲ５４を表し、
Ｙ５３は、ＣＨを表し、または
Ｙ５１およびＹ５３はいずれもＮを表し、
Ｒ５４、Ｒ５５ａ、Ｒ５５ｂおよびＲ５６は、水素を表し、
Ｅは、Ｘ５１およびＸ５２およびこれらに結合する原子と共に、ピリジン－２－また－４
－イレン、キノリン－２－または－４－イレン、１，３－チアゾール－２－イレン、１，
３－チアゾリン－２－イレン、ベンゾチアゾール－２－イレン、１，３，４－チアジゾー
ル－２－イレン、１，３－オキサゾリン－２－イレン、ベンゾキサゾール－２－イレン、
イミダゾール－２－イレン、イミダゾリン－２－イレン、ベンズイミダゾール－２－イレ
ン、ピロリン－２－イレン、１，３，４－トリアゾール－２－イレン、３－Ｈ－インドー
ル－２－イレンまたはキノキサリン－２－イレンを表し、これらはそれぞれ、メチル、エ
チル、ベンジル、メトキシ、塩素、シアノ、ニトロまたはメトキシカルボニルにより置換
されてよいが、イミダゾール－２－イレン、イミダゾリン－２－イレンおよびベンズイミ
ダゾール－２－イレンの場合には、窒素原子はいずれもＲ５１ｃにより置換され、および
１，３，４－チアジゾール－２－イレンの場合には、可能性のある更なる置換基は、ジメ
チルアミノ、ジエチルアミノ、ジプロピルアミノ、ジブチルアミノ、Ｎ－メチル、Ｎ－シ
アノエチルアミノ、ビス（シアノエチル）アミノ、Ｎ－メチル－Ｎ－フェニルアミノ、ピ
ロリジノ、ピペリジノまたはモルホリノであり、または
Ｅは、Ｘ５１－Ｒ５１ｃおよびＸ５２およびこれらに結合する原子と共に、群フェニル、
トリルまたはアニシルからの２つの部分により置換された２Ｈ－ピラン－２－イレン、４
Ｈ－ピラン－４－イレン、２Ｈ－チオピラン－２－イレン、４Ｈ－チオピラン－４－イレ
ンを表す。〕
で示されるカチオン染料である。
【０１０５】
　特に好ましいのは、式（ＶＩ）
〔式中、
対Ｒ５１およびＲ５１ａ、Ｒ５２およびＲ５２ａならびにＲ５３　およびＲ５３ａは、い
ずれの場合にも同じ意味を有する。〕
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で示されるカチオン染料である。
【０１０６】
　特に好ましいのは、式（ＶＩ）
〔式中、　
Ｙ５２は、式（ＶＩａ）：
【化１１０】

（ＶＩｂ）：
【化１１１】

または
（ＶＩｃ）：
【化１１２】

の部分を表わし、
Ｒ５１、Ｒ５１ａ、Ｒ５１ｂおよびＲ５１ｃは、互いに独立して、メチル、エチルまたは
ベンジルを表し、
Ｒ５２およびＲ５２ａは、互いに独立して、フェニル、トリル、アニシルまたはクロロフ
ェニルを表し、
Ｒ５３およびＲ５３ａは、互いに独立して、メチルまたはメトキシカルボニルを表し、
Ｒ５３ｄは、メチルまたはフェニルを表し、
Ｒ５３ｂは、水素を表し、
ｍは１を表し、
Ｙ５１は、Ｙ５２が式（ＶＩａ）または（ＶＩｃ）で示される部分を表す場合には、ＣＲ
５４または＝ＣＲ５５ａ－ＣＲ５６＝ＣＲ５５ｂを表すか、または
Ｙ５１は、Ｙ５２が式（ＶＩｂ）で示される部分を表す場合には、ＣＲ５４を表し、
Ｙ５３は、ＣＨを表し、
Ｒ５４、Ｒ５５ａ、Ｒ５５ｂおよびＲ５６は、水素を表し、
Ｅは、Ｘ５１およびＸ５２およびこれらに結合する原子と共に、キノリン－２－または－
４－イレン、１，３－チアゾール－２－イレン、ベンゾチアゾール－２－イレン、イミダ
ゾール－２－イレン、イミダゾリン－２－イレン、ベンズイミダゾール－２－イレン、ピ
ロリン－２－イレンまたは３－Ｈ－インドール－２－イレンを表し、これらはそれぞれ、
メチル、メトキシ、塩素、シアノ、ニトロまたはメトキシカルボニルにより置換されてよ
いが、イミダゾール－２－イレン、イミダゾリン－２－イレンおよびベンズイミダゾール
－２－イレンの場合には、窒素原子はいずれもＲ４１ｂにより置換され、または
Ｅは、Ｘ５１－Ｒ５１ｃおよびＸ５２およびこれらに結合する原子と共に、２つの部分に
より置換された２Ｈ－ピラン－２－イレン、４Ｈ－ピラン－４－イレン、２Ｈ－チオピラ
ン－２－イレン、４Ｈ－チオピラン－４－イレンを表す。〕
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で示されるカチオン染料である。　
【０１０７】
　また、極めて特に好ましいのは、式（ＶＩＩ）：
【化１１３】

〔式中、
Ｙ６２は、式（ＶＩＩａ）：
【化１１４】

（ＶＩＩｂ）：
【化１１５】

または
（ＶＩＩｃ）
【化１１６】

で示される部分を表し、
Ｘ６１およびＸ６１ａは、互いに独立してＯまたはＳを表し、
Ｘ６２およびＸ６２ａは、互いに独立してＣＲ６６またはＮを表し、
Ｒ６３およびＲ６３ａは、互いに独立して、水素、メチル、２－プロピル、ｔｅｒｔ－ブ
チル、塩素、フェニル、トリル、アニシル、クロロフェニルまたはＮＲ６４Ｒ６５を表し
、
Ｒ６１、Ｒ６１ａ、Ｒ６２、Ｒ６２ａ、Ｒ６４およびＲ６５は、互いに独立して、メチル
、エチル、プロピル、ブチル、クロロエチル、シアノメチル、シアノエチル、メトキシエ
チル、シクロペンチル、シクロヘキシル、シクロヘキシルメチル、ベンジル、フェニル、
トリル、アニシルまたはクロロフェニルを表すか、または　
ＮＲ６１Ｒ６２およびＮＲ６４Ｒ６５は、互いに独立して、ピロリジノ、ピペリジノ、モ
ルホリノまたはＮ－メチルピペラジノを表し、
Ｙ６１は、＝ＣＲ６７－またはＮを表し、
Ｒ６７は、水素または式（ＶＩＩａ）で示される部分を表し、
Ｇは、Ｘ６３およびＸ６４およびこれらに結合する原子と共に、ピリジン－２－また－４
－イレン、キノリン－２－または－４－イレン、１，３－チアゾール－２－イレン、１，
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２－イレン、ベンゾキサゾール－２－イレン、イミダゾール－２－イレン、イミダゾリン
－２－イレン、ベンズイミダゾール－２－イレン、ピロリン－２－イレン、３－Ｈ－イン
ドール－２－イレンまたはキノキサリン－２－イレンを表し、これらはそれぞれ、メチル
、エチル、ベンジル、メトキシ、塩素、シアノ、ニトロまたはメトキシカルボニルにより
置換されてよいが、イミダゾール－２－イレン、イミダゾリン－２－イレンおよびベンズ
イミダゾール－２－イレンの場合はいずれも、窒素原子はＲ６８により置換され、
Ｒ６８は、メチル、エチル、プロピル、ブチル、ベンジルまたはフェネチルを表し、
Ｘ６５は、ＮまたはＣ－Ｒ６７を表し、
Ｒ６６およびＲ６７は、互いに独立して、水素またはシアノを表し、
Ｒ７２およびＲ７３は、互いに独立して、メチル、エチル、プロピル、ブチル、クロロエ
チル、シアノメチル、シアノエチル、メトキシエチル、シクロペンチル、シクロヘキシル
、シクロヘキシルメチル、ベンジル、フェニル、トリル、アニシルまたはクロロフェニル
を表し、および
Ｒ７２は、水素を更に表してよく、または　
ＮＲ７２Ｒ７３は、ピロリジノ、ピペリジノ、モルホリノまたはＮ－メチルピペラジノを
表し、
Ｒ７４ａは、水素を表し、
Ｒ７４は、水素、メチル、メトキシまたは塩素を表し、または　
Ｒ７４；Ｒ７３は、３個までの水素原子がメチル基により置換されてよい－ＣＨ２ＣＨ２

－、－ＣＨ２ＣＨ２ＣＨ２－または－ＣＨ２ＣＨ２－Ｏブリッジを形成し、　
Ｒ７５は、水素、塩素、メチル、メトキシ、アセトアミノ、プロピオニルアミノまたはメ
タンスルホニルアミノを表す。〕
で示されるカチオン染料である。
【０１０８】
　特に好ましいのは、式（ＶＩＩ）
〔式中、　
Ｙ６２は、式（ＶＩＩａ）：

【化１１７】

（ＶＩＩｂ）：

【化１１８】

または
（ＶＩＩｃ）：
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【化１１９】

で表される部分を表し、
Ｘ６１およびＸ６１ａは、互いに独立してＳを表し、
Ｘ６２およびＸ６２ａは、互いに独立してＣＲ６６またはＮを表し、
Ｒ６３およびＲ６３ａは、互いに独立して、水素、メチル、フェニルまたはＮＲ６４Ｒ６

５を表し、
Ｒ６１、Ｒ６１ａ、Ｒ６２、Ｒ６２ａ、Ｒ６４およびＲ６５は、互いに独立して、メチル
、エチル、プロピル、ブチル、シアノメチル、ベンジルまたはフェニルを表すか、または
ＮＲ６１Ｒ６２およびＮＲ６４Ｒ６５は、互いに独立して、ピロリジノ、ピペリジノまた
はモルホリノを表し、
Ｙ６１は、＝ＣＲ６７－を表し、
Ｒ６７は、水素または式（ＶＩＩａ）で示される部分を表し、
Ｇは、Ｘ６３およびＸ６４およびこれらに結合する原子と共に、キノリン－２－または－
４－イレン、１，３－チアゾール－２－イレン、ベンゾチアゾール－２－イレン、イミダ
ゾール－２－イレン、イミダゾリン－２－イレン、ベンズイミダゾール－２－イレン、ピ
ロリン－２－イレンまたは３－Ｈ－インドール－２－イレンを表し、これらはそれぞれ、
メチル、メトキシ、塩素、シアノ、ニトロまたはメトキシカルボニルにより置換されてよ
いが、イミダゾール－２－イレン、イミダゾリン－２－イレンおよびベンズイミダゾール
－２－イレンの場合には、窒素原子はいずれもＲ４１ｂにより置換され、または
Ｒ６８は、メチル、エチルまたはベンジルを表し、
Ｘ６５は、Ｃ－Ｒ６７を表し、
Ｒ６６およびＲ６７は、水素を表す。
Ｒ７２およびＲ７３は、互いに独立して、メチル、エチル、クロロエチル、シアノメチル
、シアノエチル、ベンジルまたはフェニルを表し、または
ＮＲ７２Ｒ７３は、ピロリジノ、ピペリジノまたはモルホリノを表し、
Ｒ７４およびＲ７４ａは、水素を表し、
Ｒ７５は、水素またはメチルを表す〕
で示されるカチオン染料である。
【０１０９】
　また、特に好ましいのは、Ｘ６１およびＸ６１ａ、Ｘ６２およびＸ６２ａ、Ｒ６１およ
びＲ６１ａ、Ｒ６２およびＲ６２ａ、Ｒ６３およびＲ６３ａはいずれの場合にも対となる
式（ＶＩＩ）で示されるカチオン染料である。
【０１１０】
　また、極めて特に好ましいのは、式（ＶＩＩＩ）：
【化１２０】

〔式中、
Ｒ８１およびＲ８２は、互いに独立して、メチル、エチル、プロピル、ブチル、クロロエ
チル、シアノメチル、シアノエチル、メトキシエチル、シクロペンチル、シクロヘキシル
、シクロヘキシルメチル、ベンジル、フェニル、トリル、アニシルまたはクロロフェニル
を表し、
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Ｒ８３およびＲ８４は、互いに独立して、水素、メチル、メトキシ、塩素、シアノ、ニト
ロ、メトキシカルボニルまたはエトキシカルボニルを表すか、または２つの隣接したＲ８

３またはＲ８４は、－ＣＨ＝ＣＨ－ＣＨ＝ＣＨ－を表し、または　
Ｒ８３；Ｒ８１および／またはＲ８４；Ｒ８２は、３個までの水素原子がメチル基により
置換されてよい－ＣＨ２ＣＨ２－、－ＣＨ２ＣＨ２ＣＨ２－または－ＣＨ２ＣＨ２－Ｏ－
ブリッジを形成し、　
ｑおよびｒは、互いに独立して、０～２の整数を表す。〕
で示されるカチオン染料である。
【０１１１】
　特に好ましいのは、式（ＶＩＩＩ）
〔式中、
Ｒ８１およびＲ８２は、互いに独立して、メチルまたはエチルを表し、
Ｒ８３およびＲ８４は、互いに独立して、水素、メチル、メトキシ、塩素、シアノ、ニト
ロ、メトキシカルボニルまたはエトキシカルボニルを表すか、または２つの隣接したＲ８

３またはＲ８４は、－ＣＨ＝ＣＨ－ＣＨ＝ＣＨ－を表し、または　
Ｒ８３；Ｒ８１および／またはＲ８４；Ｒ８２は、－ＣＨ２ＣＨ２－または－ＣＨ２ＣＨ

２ＣＨ２－ブリッジを形成し、および　
ｑおよびｒは、１を表す。〕
で示されるカチオン染料である。　
【０１１２】
　また、特に好ましいのは、式（ＶＩＩＩ）
〔式中、
対Ｒ８１およびＲ８２、Ｒ８３およびＲ８４ならびにｑおよびｒは同じである。〕
で示されるカチオン染料である。
【０１１３】
　また、極めて特に好ましいのは、式（ＩＸ）：
【化１２１】

〔式中、
Ｙ９１は、式（ＩＸａ）：
【化１２２】

または
（ＩＸｂ）：

【化１２３】

で示される部分を表わし、　
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ルを表し、
Ｒ９２およびＲ９３は、互いに独立して、メチル、エチル、プロピル、ブチル、クロロエ
チル、シアノメチル、シアノエチル、メトキシエチル、シクロペンチル、シクロヘキシル
、シクロヘキシルメチル、ベンジル、フェニル、トリル、アニシル、４－エトキシフェニ
ルまたはクロロフェニルを表し、または　
ＮＲ９２Ｒ９３は、ピロリジノ、ピペリジノ、モルホリノまたはＮ－メチルピペラジノを
表し、　
Ｒ９４ａは、水素を表し、
Ｒ９４は、水素、メチル、メトキシまたは塩素を表し、または　
Ｒ９４；Ｒ９３は、３個までの水素原子がメチル基により置換されてよい－ＣＨ２ＣＨ２

－または－ＣＨ２ＣＨ２ＣＨ２－ブリッジを形成し、
Ｒ９５は、水素、塩素、メチル、メトキシ、アセトアミノ、プロピオニルアミノまたはメ
タンスルホニルアミノを表し、
Ｒ９６は、水素または臭素を表し、
Ｒ９７は、メチル、エチル、プロピル、ブチル、ベンジルまたはフェネチルを表し、　
Ｒ９８は、水素、メチル、エチル、シクロヘキシル、フェニル、トリル、アニシルまたは
クロロフェニルを表し、
Ｒ９９は、水素、メチル、メトキシまたは塩素を表すか、または２つの隣接するＲ９９は
、－ＣＨ＝ＣＨ－ＣＨ＝ＣＨ－を表し、　
ｌは、０～２の整数を表し、および
ｊは、０または１を表す。〕
で示されるカチオン染料である。
【０１１４】
　特に好ましいのは、式（ＩＸ）：
〔式中、　
Ｒ９１は、メチルまたはエチルを表し、
Ｒ９２およびＲ９３は、互いに独立して、メチル、エチル、クロロエチル、シアノエチル
、ベンジル、フェニル、トリル、アニシルまたは４－エトキシフェニルを表し、または　
ＮＲ９２Ｒ９３は、ピロリジノ、ピペリジノまたはモルホリノを表し、　
Ｒ９４およびＲ９４ａは、水素を表し、または　
Ｒ９４；Ｒ９３は、３個までの水素原子がメチル基により置換されてよい－ＣＨ２ＣＨ２

－または－ＣＨ２ＣＨ２ＣＨ２－ブリッジを形成し、　
Ｒ９５は、水素またはメチルを表し、
Ｒ９６は、水素または臭素を表し、
Ｒ９７は、メチル、エチルまたはベンジルを表し、
Ｒ９８は、水素、メチルまたはフェニルを表し、
Ｒ９９は、水素を表し、　
ｌは１を表し、および
ｊは、０または１を表す。〕
で示されるカチオン染料である。
【０１１５】
　また、極めて特に好ましいのは、式（Ｘ）：
【化１２４】

〔式中、
Ｙ１０１は、式（Ｘａ）：
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（Ｘｂ）：

【化１２６】

または
（Ｘｃ）：

【化１２７】

で表される部分を表し、
Ｘ１０１は、ＯまたはＳを表し、
Ｘ１０２は、ＣＲ１０７またはＮを表し、
Ｒ１０３は、水素、メチル、２－プロピル、ｔｅｒｔ－ブチル、塩素、フェニル、トリル
、アニシル、クロロフェニルまたはＮＲ１０１ａＲ１０２ａを表し、
Ｒ１０１、Ｒ１０２、Ｒ１０１ａ、Ｒ１０２ａ　Ｒ１０５およびＲ１０６は、互いに独立
して、メチル、エチル、プロピル、ブチル、クロロエチル、シアノメチル、シアノエチル
、メトキシエチル、シクロペンチル、シクロヘキシル、シクロヘキシルメチル、ベンジル
、フェニル、トリル、アニシルまたはクロロフェニルを表すか、または
ＮＲ１０１Ｒ１０２および／またはＮＲ１０１ａＲ１０２ａ　および／またはＮＲ１０５

Ｒ１０６は、ピロリジノ、モルホリノ、ピペラジノまたはピペリジノを表し、
Ｒ１０７は、水素またはシアノを表し、
Ｈは、Ｘ１０３およびＸ１０４およびこれらに結合する原子と共に、ピリジン－２－また
－４－イレン、キノリン－２－または－４－イレン、１，３－チアゾール－２－イレン、
１，３－チアゾリン－２－イレン、ベンゾチアゾール－２－イレン、１，３－オキサゾリ
ン－２－イレン、ベンゾキサゾール－２－イレン、イミダゾール－２－イレン、イミダゾ
リン－２－イレン、ベンズイミダゾール－２－イレン、ピロリン－２－イレン、３－Ｈ－
インドール－２－イレンまたはキノキサリン－２－イレンを表し、これらはそれぞれ、メ
チル、エチル、ベンジル、メトキシ、塩素、シアノ、ニトロまたはメトキシカルボニルに
より置換されてよいが、イミダゾール－２－イレン、イミダゾリン－２－イレンおよびベ
ンズイミダゾール－２－イレンの場合には、窒素原子はいずれもＲ１０４により置換され
、
Ｒ１０４およびＲ１１４は、互いに独立して、メチル、エチル、プロピル、ブチル、ベン
ジルまたはフェネチルを表し、
Ｙ１０２は、ＣＨを表し、
Ｙ１０５は、ＮまたはＣＨを表し、
Ｙ１０３は、ＣＮを表し、
Ｙ１０４は、式：
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または
【化１２９】

で示されるカチオン部分を表し、
ＣＹ１０３Ｙ１０４は共に、式：
【化１３０】

【化１３１】

〔式中、アスタリスク（＊）は、二重結合を生じさせる環原子を示す〕
で示される部分を表し、
Ｒ１１２は、水素、メチル、エチル、シアノエチル、ベンジルまたはフェニルを表し、
Ｒ１１３は、メチル、シアノ、メトキシカルボニルまたはエトキシカルボニルを表し、
Ｊ、ＫおよびＬは、式：
【化１３２】

【化１３３】

【化１３４】
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【化１３５】

【化１３６】

【化１３７】

または

【化１３８】

で示される部分を表し、および
Ｍは、式：

【化１３９】

または
【化１４０】

で表される部分を表す。〕
で示されるカチオン染料である。
【０１１６】
　特に好ましいのは、式（Ｘ）
〔式中、　
Ｙ１０１は、式（Ｘａ）：

【化１４１】

（Ｘｂ）：
【化１４２】

または
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【化１４３】

で表される部分を表し、
Ｘ１０１はＳを表し、
Ｘ１０２は、ＣＲ１０７またはＮを表し、
Ｒ１０３は、水素、メチル、フェニルまたはＮＲ１０１ａＲ１０２ａを表し、
Ｒ１０１、Ｒ１０２、Ｒ１０１ａ、Ｒ１０２ａ　Ｒ１０５およびＲ１０６は、互いに独立
して、メチル、エチル、シアノメチル、ベンジルまたはフェニルを表すか、または
ＮＲ１０１Ｒ１０２および／またはＮＲ１０１ａＲ１０２ａおよび／またはＮＲ１０５Ｒ
１０６は、ピロリジノ、モルホリノまたはピペラジノを表し、
Ｒ１０７は、水素またはシアノを表し、
Ｈは、Ｘ１０３およびＸ１０４およびこれらに結合する原子と共に、キノリン－２－また
は－４－イレン、１，３－チアゾール－２－イレン、ベンゾチアゾール－２－イレン、イ
ミダゾール－２－イレン、イミダゾリン－２－イレン、ベンズイミダゾール－２－イレン
、ピロリン－２－イレンまたは３－Ｈ－インドール－２－イレンを表し、これらはそれぞ
れ、メチル、メトキシ、塩素、シアノ、ニトロまたはメトキシカルボニルにより置換され
てよいが、イミダゾール－２－イレン、イミダゾリン－２－イレンおよびベンズイミダゾ
ール－２－イレンの場合には、窒素原子はいずれもＲ１０４により置換され、
Ｒ１０４およびＲ１１４は、互いに独立して、メチル、エチルまたはベンジルを表し、
Ｙ１０２は、ＣＨを表し、
Ｙ１０５は、ＣＨを表し、
Ｙ１０３は、ＣＮを表し、
Ｙ１０４は、式：

【化１４４】

または
【化１４５】

で示されるカチオン部分を表し、　
ＣＹ１０３Ｙ１０４は共に、式：
【化１４６】
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【化１４７】

〔式中、アスタリスク（＊）は、二重結合を生じさせる環原子を示す。〕
で示される部分を表し、
Ｒ１１２は、メチル、エチル、シアノエチルまたはベンジルを表し、
Ｒ１１３は、メチル、シアノまたはメトキシカルボニルを表し、
Ｊ、ＫおよびＬは、式：

【化１４８】

【化１４９】

【化１５０】

または
【化１５１】

で示される部分を表し、および
Ｍは、式：
【化１５２】

または
【化１５３】

で表される部分を表す。〕
で示されるカチオン染料である。
【０１１７】
　本発明は、式Ｆ＋Ａｎ－

〔式中、
Ｆ＋は、上記の一般的または好ましい意味を有し、特に一般的乃至特に好ましい意味は、
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式（Ｉ）～（Ｘ）を示し、
Ａｎ－は、式（ＬＩ）：
【化１５４】

で示される４－（ｓｅｃ－アルキル）ベンゼンスルホネートを表し、
ａおよびｂは、互いに独立して、０～２０の整数を表し、但し、ａ＋ｂは≧３である。
ａ＋ｂは、好ましくは≧５、より好ましくは≧７、さらにより好ましくは≧９である。〕
で示される染料を更に提供する。
【０１１８】
　式（ＬＩ）はまた、ａ＋ｂが同じであるａおよびｂの異なった値でのアニオンの混合物
を含む。しかしながら、式（ＬＩ）もまたａおよびｂの異なった値でのアニオンの混合物
を含む。
【０１１９】
　式（ＬＩ）で示されるアニオンの例は、以下：

【化１５５】

および
全ての５つの考慮される異性体の混合物である：
【０１２０】
　本発明は、式Ｆ＋Ａｎ－

〔式中、
Ｆ＋は、上記の一般的または好ましい意味を有し、特に一般的乃至特に好ましい意味は、
式（Ｉ）～（Ｘ）を示し、
Ａｎ－は、式（ＬＩＩ）： 
【化１５６】

で示されるｓｅｃ－アルキルスルホネートを表し、
ｃおよびｄは、互いに独立して、０～２０の整数を表し、但し、ｃ＋ｄは≧５である。
ｃ＋ｄは、好ましくは≧７、より好ましくは≧９、さらにより好ましくは≧１１である。
〕
で示される染料を更に提供する。
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【０１２１】
　式（ＬＩＩ）はまた、ｃ＋ｄが同じであるｃおよびｄの異なった値でのアニオンの混合
物を含む。しかしながら、式（ＬＩＩ）もまたｃおよびｄの異なった値でのアニオンの混
合物を含む。
【０１２２】
　式（ＬＩＩ）で示されるアニオンの例は、以下：
【化１５７】

【化１５８】

【化１５９】

【化１６０】

および
全ての５つの考慮される異性体の混合物である：
【０１２３】
　本発明は、式Ｆ＋Ａｎ－

〔式中、　
Ｆ＋は、上記の一般的または好ましい意味を有し、特に一般的乃至特に好ましい意味は、
式（Ｉ）～（Ｘ）を示し、　
Ａｎ－は、式（ＬＩＩＩ）：
【化１６１】

で示される分枝状アルキルスルフェートを表し、
ｅは、０～５の整数を表し、



(62) JP 6144625 B2 2017.6.7

10

20

30

40

50

ｆおよびｇは、互いに独立して、０～１５の整数を表し、但し、ｅ＋ｆ＋ｇは≧５であり
、および
ＣＨ２基は、更なるメチル基またはエチル基で更に置換されていてよい。
ｅ＋ｆ＋ｇは、好ましくは≧７、より好ましくは≧９、さらにより好ましくは≧１１であ
る。
ｅは、好ましくは０または１を表す。
好ましいのは、２つのＣＨ２基がメチルおよび／またはエチル置換されていることである
。〕
で示される染料を更に提供する。
【０１２４】
　式（ＬＩＩＩ）はまた、ｅ＋ｆ＋ｇが同じであるｅ、ｆおよびｇの異なった値でのアニ
オンの混合物を含む。しかしながら、式（ＬＩＩＩ）もまたｅ、ｆおよびｇの異なった値
でのアニオンの混合物を含む。
【０１２５】
　式（ＬＩＩＩ）で示されるアニオンの例は以下：
【化１６２】

【化１６３】

【化１６４】

【化１６５】

である
【０１２６】
　本発明は、式Ｆ＋Ａｎ－

〔式中、
Ｆ＋は、上記の一般的または好ましい意味を有し、特に一般的乃至特に好ましい意味は、
式（Ｉ）～（Ｘ）を示し、　
Ａｎ－は、式（ＬＩＶ）：
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で示される環式リン酸エステルを表し、
Ｒ２００は、水素またはハロゲンを表し、
ｈは、１～４の整数を表す。
好ましくは、Ｒ２００は、塩素または臭素を表し、およびｈは４を表す。〕
で示される染料を更に提供する。
【０１２７】
　式（ＬＩＶ）で示されるアニオンの例は以下である：
【化１６７】

【０１２８】
　本発明は、式Ｆ＋Ａｎ－

〔式中、
Ｆ＋は、上記の一般的または好ましい意味を有し、特に一般的乃至特に好ましい意味は、
式（ＩＩＩ）～（Ｘ）を示し、
Ａｎ－は、式（ＬＶ）：

【化１６８】

で示されるアルキルスルフェートを表し、
ｉは、８～２５の整数を表す。〕
で示される染料を更に提供する。
【０１２９】
　本発明は、式Ｆ＋Ａｎ－

〔式中、
Ｆ＋は、上記の一般的または好ましい意味を有し、特に一般的乃至特に好ましい意味は、
式（Ｉ）および（ＩＩ）を示し、　
Ａｎ－は、式（ＬＶ）：
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で示されるアルキルスルフェートを表し、
ｉは、１２～２５の整数を表すか、または
ｉは、１８～２５の整数を表し、および　
Ｆ＋が、式（Ｉ）を表し、Ｘ２がＮを表し、Ｘ１がＯまたはＳを表し、およびＲ１～Ｒ４

が同一でありおよびメチルまたはエチルを表すか、または　
Ｆ＋が、式（ＩＩ）を表し、およびＮＲ１１Ｒ１２、ＮＲ１３Ｒ１４およびＲ１８Ｒ１９

が同じでありおよびジメチルアミノをあらわす場合、　
全ての他の部分は、一般乃至特に好ましい意味を有する。
好ましくは、ｉは、１８～２５の整数を表す。〕
で示される染料を鎖に提供する。
【０１３０】
　式（ＬＶ）で示されるアニオンの例は以下：

【化１７０】

である。
【０１３１】
　本発明は、式Ｆ＋Ａｎ－

〔式中、　
Ｆ＋は、上記の一般的または好ましい意味を有し、特に一般的乃至特に好ましい意味は、
式（Ｉ）～（Ｘ）を示し、　
Ａｎ－は、式（ＬＶＩ）：
【化１７１】

で示されるスルホスクシネートを表し、
Ｒ２０１およびＲ２０２は、互いに独立して、分枝状Ｃ４－～Ｃ１６－アルキル部分を表
し、
好ましくは、Ｒ２０１およびＲ２０２は、同一である。〕
で示される染料を更に提供する。
【０１３２】
　本発明は、式Ｆ＋Ａｎ－

〔式中、
Ｆ＋は、上記の一般的または好ましい意味を有し、特に一般的乃至特に好ましい意味は、
式（Ｉ）～（Ｘ）を示し、　
Ａｎ－は、式（ＬＶＩ）：
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【化１７２】

で示されるスルホスクシネートを表し、
Ｒ２０１およびＲ２０２は、互いに独立して、４以上のフッ素原子で置換されたＣ２－～
Ｃ１２－アルキル部分、Ｃ５－～Ｃ７－シクロアルキル部分またはＣ７－～Ｃ１０－アラ
ルキル部分であってよい。
好ましくは、Ｒ２０１およびＲ２０２は、同一である。〕
で示される染料を更に提供する。
【０１３３】
　本発明は、式Ｆ＋Ａｎ－

〔式中、
Ｆ＋は、上記の一般的または好ましい意味を有し、特に一般的乃至特に好ましい意味は、
式（Ｉ）〔式中、Ｘ２＝Ｃ－Ｒ５〕および（ＩＩＩ）、（ＶＩ）～（Ｘ）を示し、
Ａｎ－は、式（ＬＶＩ）：

【化１７３】

で示されるスルホスクシネートを表し、
Ｒ２０１およびＲ２０２は、互いに独立してＣ４－～Ｃ６－アルキル部分を表し、これは
分枝状であってよく、４以上のフッ素原子で置換されたＣ２－～Ｃ１２－アルキル部分、
Ｃ５－～Ｃ７－シクロアルキル部分またはＣ７－～Ｃ１０－アラルキル部分であってよい
。
好ましくは、Ｒ２０１およびＲ２０２は、同一である。〕
で示される染料を更に提供する。
【０１３４】
　本発明は、式Ｆ＋Ａｎ－

〔式中、　
Ｆ＋は、式（Ｉ）〔式中、Ｘ２＝Ｎ〕および（ＩＩ）を表し、
式中、
Ｘ１は、Ｏ、Ｓ、Ｎ－Ｒ６またはＣＲ６ａＲ６ｂを表し、
Ｒ６は、水素、メチル、エチル、プロピル、ブチル、シクロヘキシル、ベンジル、フェニ
ル、トリル、アニシルまたはクロロフェニルを表し、
Ｒ６ａおよびＲ６ｂは、同一であり、メチル、エチルまたは結合して－ＣＨ２－ＣＨ２－
ＣＨ２－または　ＣＨ２－ＣＨ２－ＣＨ２－ＣＨ２－ブリッジを表し、　
Ｒ１～Ｒ４は、互いに独立して、水素、メチル、エチル、プロピル、ブチル、クロロエチ
ル、シアノメチル、シアノエチル、メトキシエチル、シクロペンチル、シクロヘキシル、
シクロヘキシルメチル、ベンジル、フェニル、トリル、アニシルまたはクロロフェニルを
表し、Ｒ１～Ｒ４の少なくとも１つは、Ｘ１がＳを表す場合にはメチルを表さないか、ま
たはＮＲ１Ｒ２は、Ｘ１がＯを表す場合にはジエチルアミノを表さず、
ＮＲ１Ｒ２およびＮＲ３Ｒ４は、互いに独立して、ピロリジノ、ピペリジノ、モルホリノ
またはＮ－メチルピペラジノを表し、
Ｒ９、Ｒ９ａ、Ｒ９ｂ、Ｒ１０、Ｒ１０ａおよびＲ１０ｂは、水素を表し、またはいずれ
の場合にも、Ｒ９、Ｒ９ａ、Ｒ９ｂの１つおよび／またはＲ１０、Ｒ１０ａおよびＲ１０
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Ｒ１；Ｒ９、Ｒ２；Ｒ９ａ、Ｒ３；Ｒ１０およびＲ４；Ｒ１０ａ　は、互いに独立して、
－ＣＨ２ＣＨ２－または－ＣＨ２ＣＨ２ＣＨ２－ブリッジを形成し、
Ｒ１５は、水素、塩素、メチル、メトキシまたはＮＲ１８Ｒ１９を表し、
Ｒ１１～Ｒ１４、Ｒ１８およびＲ１９は、互いに独立して、水素、エチル、プロピル、ブ
チル、クロロエチル、シアノメチル、シアノエチル、メトキシエチル、シクロペンチル、
シクロヘキシル、シクロヘキシルメチル、ベンジル、フェニル、トリル、アニシルまたは
クロロフェニルを表し、および
Ｒ１３、Ｒ１４、Ｒ１８およびＲ１９は、メチルを更に表してよく、または
ＮＲ１１Ｒ１２、ＮＲ１３Ｒ１４およびＮＲ１８Ｒ１９　は、互いに独立して、ピロリジ
ノ、ピペリジノ、モルホリノまたはＮ－メチルピペラジノを表し、
Ｒ１２；Ｒ１７ｂ、Ｒ１３；Ｒ１７ｃおよびＲ１８；Ｒ１７ａは、互いに独立して、３個
までの水素原子がメチル基により置換されていてよい－ＣＨ２ＣＨ２－、
－ＣＨ２ＣＨ２ＣＨ２－または－ＣＨ２ＣＨ２－Ｏ－ブリッジを形成し、
Ｒ１６は、水素、塩素、メトキシカルボニルまたはエトキシカルボニルを表し、
Ｒ１６ａは、水素を表し、および
Ｒ１７ａ、Ｒ１７ｂおよびＲ１７ｃは、互いに独立して、水素またはメチルを表す。
Ａｎ－は、式（ＬＶＩ）：
【化１７４】

で示されるスルホスクシネートを表し、
Ｒ２０１およびＲ２０２は、互いに独立してＣ４－～Ｃ１６－アルキル部分を表し、これ
は分枝状であってよく、４以上のフッ素原子で置換されたＣ２－～Ｃ１２－アルキル部分
、Ｃ５－～Ｃ７－シクロアルキル部分またはＣ７－～Ｃ１０－アラルキル部分であってよ
い。〕
で示される染料を更に提供する。
【０１３５】
　本発明は、式Ｆ＋Ａｎ－

〔式中、
Ｆ＋は、式（ＩＩ）を表し、
Ｒ１５は、水素、塩素、メチル、メトキシまたはＮＲ１８Ｒ１９を表し、
Ｒ１１～Ｒ１４、Ｒ１８、Ｒ１９およびＲ２０は、互いに独立して、水素、エチル、プロ
ピル、ブチル、クロロエチル、シアノメチル、シアノエチル、メトキシエチル、シクロペ
ンチル、シクロヘキシル、シクロヘキシルメチル、ベンジル、フェニル、トリル、アニシ
ルまたはクロロフェニルを表し、または
ＮＲ１１Ｒ１２、ＮＲ１３Ｒ１４およびＮＲ１８Ｒ１９は、互いに独立して、ピロリジノ
、ピペリジノ、モルホリノまたはＮ－メチルピペラジノを表し、
Ｒ１２；Ｒ１７ｂ、Ｒ１３；Ｒ１７ｃおよびＲ１８；Ｒ１７ａは、互いに独立して、３個
までのメチル基を有し得る－ＣＨ２ＣＨ２－、－ＣＨ２ＣＨ２ＣＨ２－または－ＣＨ２Ｃ
Ｈ２－Ｏ－ブリッジを形成し、
Ｒ１６は、水素、塩素、メトキシカルボニルまたはエトキシカルボニルを表し、
Ｒ１６ａは、水素を表し、および
Ｒ１７ａ、Ｒ１７ｂおよびＲ１７ｃは、互いに独立して、水素またはメチルを表す。
Ａｎ－は、式（ＬＶＩ）：



(67) JP 6144625 B2 2017.6.7

10

20

30

40

50

【化１７５】

で示されるスルホスクシネートを表し、
Ｒ２０１およびＲ２０２は、互いに独立してＣ４－～Ｃ６－アルキル部分を表し、これは
分枝状であってよく、４以上のフッ素原子で置換されたＣ２－～Ｃ１２－アルキル部分、
Ｃ５－～Ｃ７－シクロアルキル部分またはＣ７－～Ｃ１０－アラルキル部分であってよい
。〕
で示される染料を更に提供する。
【０１３６】
　本発明は、式Ｆ＋Ａｎ－

〔式中、
Ｆ＋は、式（ＩＶ）および（Ｖ）を表し、式中、
Ｃは、Ｘ３１およびＸ３２およびこれらに結合する原子と共に、２－または４－ピリジル
、２－または４－キノリル、１，３－チアゾール－２－イル、１，３－チアゾリン－２－
イル、ベンゾチアゾール－２－イル、１，３－オキサゾリン－２－イル、ベンゾキサゾー
ル－２－イル、イミダゾール－２－イル、イミダゾリン－２－イル、ベンズイミダゾール
－２－イル、ピロリン－２－イル、３Ｈ－インドール－２－イルまたはキノキサリン－２
－イルを表し、これらはそれぞれ、メチル、エチル、ベンジル、メトキシ、塩素、シアノ
、ニトロまたはメトキシカルボニルフェニルにより置換されてよいが、イミダゾール－２
－イル、イミダゾリン－２－イルおよびベンズイミダゾール－２－イルの場合には、窒素
原子はいずれもＲ３１により置換され、または
Ｃは、Ｘ３１－Ｒ３１およびＸ３２およびこれらに結合する原子と共に、群フェニル、ト
リルまたはアニシルからの２つの部分により置換されたピリリウム－２－または－４－イ
ル、チオピリリウム－２－または－４－イルを表す。
Ｒ３１は、メチル、エチル、プロピル、ブチル、ベンジルまたはフェネチルを表し、
Ｒ３２およびＲ３３は、互いに独立して、メチル、プロピル、ブチル、クロロエチル、シ
アノメチル、メトキシエチル、シクロペンチル、シクロヘキシル、シクロヘキシルメチル
、ベンジル、フェニル、トリル、アニシルまたはクロロフェニルを表し、および　
Ｒ３２は、水素またはエチルを更に表してよく、または　
ＮＲ３２Ｒ３３は、ピロリジノ、ピペリジノ、モルホリノまたはＮ－メチルピペラジノを
表し、
Ｒ３４は、水素、塩素、メチルまたはメトキシを表し、または　　
Ｒ３４は、Ｒ３２と組み合わさって３個までの水素原子がメチル基により置換されてよい
－ＣＨ２ＣＨ２－、－ＣＨ２ＣＨ２ＣＨ２－または－ＣＨ２－Ｏ－ブリッジを形成し、
Ｒ３５は、水素、塩素、メチル、メトキシ、アセトアミノ、プロピオニルアミノまたはメ
タンスルホニルアミノを表し、　
Ｒ３６は、水素またはシアノを表し、
Ｙ４２は、式（Ｖａ）：
【化１７６】

または
（Ｖｂ）：
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【化１７７】

の部分を表わし、　
Ｒ４１、Ｒ４１ａおよびＲ４１ｂは、互いに独立して、メチル、エチル、プロピル、ブチ
ル、ベンジルまたはフェネチルを表し、およびＲ４１ａは、水素を更に表し、
Ｒ４２およびＲ４２ａは、互いに独立して、水素、エチル、シクロヘキシル、フェニル、
トリル、アニシルまたはクロロフェニルを表し、
Ｒ４３およびＲ４３ａは、互いに独立して、水素、メチル、メトキシまたは塩素を表し、
または２つの隣接したＲ４３またはＲ４３ａは、－ＣＨ＝ＣＨ－ＣＨ＝ＣＨ－を表し、　
ｎおよびｏは、互いに独立して、０～２の整数を表し、
Ｙ４１は、Ｙ４２が式（Ｖａ）で示される部分を表す場合には、ＣＲ４４または＝ＣＲ４

５ａ－ＣＲ４６＝ＣＲ４５ｂを表すか、または
Ｙ４１は、Ｙ４２が式（Ｖｂ）で示される部分を表す場合には、ＣＲ４４を表し、
Ｙ４３は、ＣＨを表し、または
Ｙ４１およびＹ４３はいずれもＮを表し、
Ｒ４４、Ｒ４５ａ、Ｒ４５ｂおよびＲ４６は、水素を表し、および　
Ｄは、Ｘ４１およびＸ４２およびこれらに結合する原子と共に、ピリジン－２－また－４
－イレン、キノリン－２－または－４－イレン、１，３－チアゾール－２－イレン、１，
３－チアゾリン－２－イレン、ベンゾチアゾール－２－イレン、１，３，４－チアジアゾ
ール－２－イレン、１，３－オキサゾリン－２－イレン、ベンゾキサゾール－２－イレン
、イミダゾール－２－イレン、イミダゾリン－２－イレン、ベンズイミダゾール－２－イ
レン、ピロリン－２－イレン、１，３，４－トリアゾール－２－イレン、３－Ｈ－インド
ール－２－イレンまたはキノキサリン－２－イレンを表し、これらはそれぞれ、メチル、
エチル、ベンジル、メトキシ、塩素、シアノ、ニトロまたはメトキシカルボニルにより置
換されてよいが、イミダゾール－２－イレン、イミダゾリン－２－イレンおよびベンズイ
ミダゾール－２－イレンの場合はいずれも、窒素原子はＲ４１ｂにより置換され、および
１，３，４－チアジゾール－２－イレンの場合には、可能性のある更なる置換基は、ジメ
チルアミノ、ジエチルアミノ、ジプロピルアミノ、ジブチルアミノ、Ｎ－メチル、Ｎ－シ
アノエチルアミノ、ビス（シアノエチル）アミノ、Ｎ－メチル－Ｎ－フェニルアミノ、ピ
ロリジノ、ピペリジノまたはモルホリノであり、または
Ｄは、Ｘ４１－Ｒ４１ｂおよびＸ４２およびこれらに結合する原子と共に、群フェニル、
トリルまたはアニシルからの２つの部分により置換された２Ｈ－ピラン－２－イレン、４
Ｈ－ピラン－４－イレン、２Ｈ－チオピラン－２－イレン、４Ｈ－チオピラン－４－イレ
ンを表し、
Ａｎ－は、式（ＬＶＩ）：

【化１７８】

で示されるスルホスクシネートを表し、
Ｒ２０１およびＲ２０２は、互いに独立してＣ４－～Ｃ６－アルキル部分を表し、これは
分枝状であってよく、４以上のフッ素原子で置換されたＣ２－～Ｃ１２－アルキル部分、
Ｃ５－～Ｃ７－シクロアルキル部分またはＣ７－～Ｃ１０－アラルキル部分であってよい
。
Ｒ２０１およびＲ２０２が、分枝状であり得るＣ６－～Ｃ１２－アルキル部分を表すこと
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、またはシクロヘキシルまたはベンジルを表すことは特に好ましい。Ｒ２０１およびＲ２

０２が、ｎ－ヘキシル、ｎ－オクチルまたは２－エチルヘキシルを表すことは極めて特に
好ましい。また、Ｒ２０１およびＲ２０２が、２，２，３，３－テトラフルオロプロピル
、１Ｈ、１Ｈ－ヘプラフルオロブチル、パーフルオロオクチル、１Ｈ、１Ｈ、７Ｈ－ドデ
カフルオロヘプチル、１Ｈ、１Ｈ、２Ｈ、２Ｈ－トリデカフルオロオクチルを表すことが
極めて特に好ましい。〕
で示される染料を更に提供する。
【０１３７】
　式（ＬＶＩ）で示されるアニオンの例は以下：
【化１７９】

である。
【０１３８】
　本発明は、式Ｆ＋Ａｎ－

〔式中、
Ｆ＋は、上記の一般的または好ましい意味を有し、特に一般的乃至特に好ましい意味は、
式（Ｉ）～（Ｘ）を示し、
Ａｎ－は、式（ＬＶＩＩ）：
【化１８０】

で示されるエステルスルフェートを表し、
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Ｒ２０３は、Ｃ２－～Ｃ２２－アルキル部分を表し、これは分枝状であってよく、または
置換されていてよく、および
ｕは、２～４の整数を表す。〕
で示される染料を更に提供する。
【０１３９】
　式（ＬＶＩＩ）で示されるアニオンの例は以下：
【化１８１】

である。
【０１４０】
　本発明は、式Ｆ＋Ａｎ－

〔式中、
Ｆ＋は、上記の一般的または好ましい意味を有し、特に一般的乃至特に好ましい意味は、
式（Ｉ）～（Ｘ）を示し、　
Ａｎ－は、式（ＬＶＩＩＩ）：
【化１８２】

で示されるエステルスルホネートまたはエステルスルフェートを表し、
ｖは、０または１を表す。
Ｒ２０４は、Ｃ１－～Ｃ１８－アルキルを表し、これは分枝状および／または置換されて
いてよく、
Ｒ２０５は、水素またはＣ１－～Ｃ８－アルキルを表し、および
Ｙ２０１は、直接結合、脂肪族Ｃ１～Ｃ２２ブリッジまたはオレフィン性Ｃ２～Ｃ２２ブ
リッジを表し、　
ここで、Ｙ２０１およびＲ２０４は共に７以上の炭素原子を有する。〕
で示される染料を更に提供する。
【０１４１】
　本発明は、式Ｆ＋Ａｎ－

〔式中、
Ｆ＋は、上記の一般的または好ましい意味を有し、特に一般的乃至特に好ましい意味は、
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式（Ｉ）～（Ｘ）を示し、　
Ａｎ－は、式（ＬＸ）：
【化１８３】

〔式中、
Ｒ２０９は、４以上のフッ素原子を有するＣ４－～Ｃ１８－アルキル基を表す。〕
で示されるフッ素化アルキルスルフェートを表す。〕
で示される染料を更に提供する。
【０１４２】
　式（ＬＸ）で示されるアニオンの例は以下：
【化１８４】

である。
【０１４３】
　式（ＬＶＩＩＩ）で示されるアニオンの例は以下： 

【化１８５】

である。
【０１４４】
　本発明は、本発明に従う式Ｆ＋Ａｎ－で示される染料の溶液を更に提供する。
【０１４５】
　好ましいのは、エステルおよびケトンおよびこれらの混合物中のような溶液である。適
当なエステルは、ギ酸、酢酸およびプロピオン酸のエチル、プロピルおよびブチルエステ
ルである。プロピルは、１－プロピルおよび２－プロピルを意味すると理解され、ブチル
は、１－ブチル、２－ブチルおよび２－メチル－１－プロピルを意味すると理解される。
好ましいエステルは、酢酸エチルおよび酢酸１－ブチルである。適当なケトンは、アセト
ン、ブタノンおよびペンタノンである。ブタノンは、好ましいケトンである。好ましい混
合物は、酢酸エチルおよび／または酢酸１－ブチルおよび／またはブタノンからなる。こ
のような混合物中のブタノン分率は、好ましくは≦５０％、より好ましくは≦２０％であ
る。
【０１４６】
　本発明の染料のそのような溶液の濃度は、１重量％～５０重量％の範囲、好ましくは５
重量％～４０重量％の範囲、より好ましくは１０重量％～３０重量％の範囲である。　
好ましいのは、含水量＜０．３％、より好ましくは＜０．２％、さらにより好ましくは＜
０．１％を有するそのような溶液である。
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　本発明は、式（Ｉ）で示される染料を懸濁液から分離することを特徴とする式（Ｉ）で
示される染料の製造方法を更に提供する。
【０１４８】
　この方法では、式Ｆ＋Ａｎ’－〔式中、Ｆ＋は、上記の通り定義され、Ａｎ’－は染料
の合成または分離に由来するアニオンを表す〕で示される染料を、適当な溶媒または溶媒
混合物中に溶解または懸濁させる。本発明のアニオンＭ＋Ａｎ－〔式中、Ｍ＋は、カチオ
ンまたはカチオンの１当量を表し、およびＡｎ－は、アニオンの上記意味を有する〕の塩
もまた溶媒または溶媒混合物中に溶解させるが、染料および塩のための溶媒は、同じであ
る必要はないが混和性でなければならない。次いで、この塩Ｍ＋Ａｎ－の溶液を室温また
は高温において染料Ｆ＋Ａｎ’－の溶液または懸濁液へ添加し、本発明の式Ｆ＋Ａｎ－で
示される染料が沈殿する。ろ過し、洗浄し、必要に応じて、最小限溶解するだけの溶媒で
粉末にしてよく、またはこの場合、この溶媒から再結晶化することができる。これは、式
Ｆ＋Ａｎ－〔式中、Ｆ＋およびＡｎ－は、上記意味を有する〕で示される染料を提供する
。　
【０１４９】
　アニオンＡｎ’－の例は、塩素、臭素、スルフェート、硫化水素、硝酸塩、メトスルフ
ェートである。　
【０１５０】
　カチオンＭ＋の例は、Ｎａ＋、Ｋ＋、ＮＨ４

＋である。
【０１５１】
　温度は、室温および混合物の沸点の間であってよい。特に好ましいのは、室温および５
０℃の間である。
【０１５２】
　適当な溶媒は、アルコール、例えばメタノール、エタノール、２－プロパノール等、ニ
トリル、例えばアセトニトリル等、酸、例えば氷酢酸等、双極性溶媒、例えばＮ－エチル
ピロリドン、エーテル、例えばテトラヒドロフランまたは水等である。
【０１５３】
　粉末化に適当な溶媒の例は、ジエチルエーテルおよびｔｅｒｔ－ブチルメチルエーテル
である。再結晶化に適した溶媒の例は、氷酢酸およびアセトニトリルである。沈殿を、例
えばメタノールまたは水の添加により向上させることができる場合がある。
【０１５４】
　この方法の他の変法は、式Ｆ＋Ａｎ’－で示される染料が、無水物塩基へ脱プロトン化
可能であるか、または式Ｆ－ＯＨで示されるカルビノール塩基を形成する場合に可能であ
る。式Ｆ＋Ａｎ’－で示される脱プロトン化可能な染料は、式Ｆ’－Ｈ＋Ａｎ’－で示さ
れる染料〔式中、Ｆ’－Ｈ＋はＦ＋と同じ意味を有する〕である。このような染料は、酸
Ｈ＋　Ａｎ－で本発明の染料Ｆ’－Ｈ＋Ａｎ－＝Ｆ＋Ａｎ－へ変換される中性無水物塩基
Ｆ’へ塩基で変換することができる。
【０１５５】
　その例は以下である：
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【化１８６】

【化１８７】

【０１５６】
　本発明は、水および水不混和性溶媒の２相混合物を用いることを特徴とする式（Ｉ）で
示される染料の製造方法を更に提供する。
【０１５７】
　この方法では、式Ｆ＋Ａｎ’－〔式中、Ｆ＋は上で定義した通りであり、およびＡｎ’
－は染料の合成または分離に由来する〕で示される染料を、本発明のアニオンＭ＋Ａｎ－

〔Ｍ＋はカチオンまたはカチオンの１当量を表し、およびＡｎ－はスルホスクシネートの
上記意味を有する〕の塩と共に水および水不混和性溶媒の混合物と室温または高温におい
て撹拌する。水性相を分離する。これは、室温または高温にて行うことができる。有利に
は、式Ｆ＋Ａｎ－で示される染料を含有する有機相を、新しい水と共に１回以上撹拌する
。水性相をそれぞれにおいて分離する。有機相は、適当に乾燥し、最終的に蒸発させる。
必要に応じて、乾燥残渣は、最小限溶解するだけの溶媒で更に粉末にしてよく、または、
この場合、この溶媒から再結晶化することができる。これは、式Ｆ＋Ａｎ－〔式中、Ｆ＋

およびＡｎ－は、上記意味を有する〕で示される染料を提供する。
【０１５８】
　アニオンＡｎ’－の例は、塩素、臭素、スルフェート、硫化水素、硝酸塩、メトスルフ
ェートである。　
【０１５９】
　カチオンＭ＋の例は、Ｎａ＋、Ｋ＋およびＮＨ４

＋である。
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【０１６０】
　温度は、室温および混合物の沸点の間であってよい。特に好ましいのは、室温および４
０～５０℃の間である。
【０１６１】
　適当な水混和性溶媒は、ハロゲン化アルカン、例えばジクロロメタン、トリクロロメタ
ン、テトラクロロエタン等および芳香族化合物、例えばトルエンまたはクロロベンゼン等
である。
【０１６２】
　粉末化に適当な溶媒の例は、ジエチルエーテルおよびｔｅｒｔ－ブチルメチルエーテル
である。再結晶化に適した溶媒の例は、氷酢酸およびアセトニトリルである。
【０１６３】
　本発明は、水およびエステルの２相混合物を用いることを特徴とする、スルホスクシネ
ートの製造方法を更に提供する。　
【０１６４】
　この方法では、式Ｆ＋Ａｎ’－〔式中、Ｆ＋は上で定義した通りであり、およびＡｎ’
－は染料の合成または分離に由来する〕で示される染料を、本発明のアニオンＭ＋Ａｎ－

〔Ｍ＋はカチオンまたはカチオンの１当量を表し、およびＡｎ－はスルホスクシネートの
上記意味を有する〕の塩と共に水およびエステルの混合物と室温または高温において撹拌
する。水性相を分離する。これは、室温または高温にて行うことができる。有利には、式
Ｆ＋Ａｎ－で示される染料を含有するエステル相を、新しい水と共に１回以上撹拌する。
水性相をそれぞれにおいて分離する。エステル相は、適当に乾燥させる。これは、式Ｆ＋

Ａｎ－〔式中、Ｆ＋およびＡｎ－は、上記意味を有する〕で示される染料の溶液を提供す
る。
【０１６５】
　アニオンＡｎ’－の例は、塩素、臭素、スルフェート、硫化水素、硝酸塩、メトスルフ
ェートである。　
【０１６６】
　エステルとは、ギ酸、酢酸、プロピオン酸および酪酸のエステル、好ましくは酢酸およ
びプロピオン酸のエステルのことである。　
【０１６７】
　エステルの例は、ギ酸プロピル、ギ酸ブチル、酢酸エチル、酢酸ブチル、酢酸メトキシ
プロピル、酢酸エトキシプロピル、プロピオン酸メチル、プロピオン酸エチル、酪酸メチ
ルである。酢酸エチルおよび酢酸ブチルが好ましい。
【０１６８】
　カチオンＭ＋の例は、Ｎａ＋、Ｋ＋およびＮＨ４＋である。
【０１６９】
　温度は、室温および混合物の沸点の間であってよい。特に好ましいのは、室温および５
０℃の間である。
【０１７０】
　エステル相の乾燥は、連行および／または溶解水を除去するものと理解される。連行水
は、例えば適当な膜または疎水性化ろ紙よりろ過することにより除去することができる。
適当な乾燥法は、無水物塩、例えばナトリウムスルフェートまたはマグネシウムスルフェ
ート等またはモレキュラーシーブ上で乾燥させる。更なる乾燥法は、共沸混合物としての
水の蒸留除去である。有利には、種々のこれらの方法は、連続して行う。　
【０１７１】
　本発明は、エステルを、水の不存在下で用いることを特徴とする、スルホスクシネート
の製造方法を更に提供する。
【０１７２】
　この方法では、式Ｆ＋　Ａｎ’－〔式中、Ｆ＋は上で定義した通りであり、およびＡｎ
’－は染料の合成または分離に由来する〕で示される染料を、本発明のアニオンＭ＋　Ａ
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ｎ－〔Ｍ＋はカチオンまたはカチオンの１当量を表し、およびＡｎ－はスルホスクシネー
トの上記意味を有する〕の塩と共にエステル中で室温または高温において撹拌し、非溶解
物をろ過する。これは、更なる乾燥を伴わずに有用な式Ｆ＋Ａｎ－〔式中、Ｆ＋およびＡ
ｎ－は、上記意味を有する〕で示される染料の溶液を提供する。しかしながら、個々の場
合には、例えば用いる出発物質が完全に水不含ではなかった場合、更なる乾燥が必要であ
り得る場合には、上記の通り行う。
【０１７３】
　アニオンＡｎ’－の例は、塩素、臭素、スルフェート、硫化水素、硝酸塩、メトスルフ
ェートである。　
【０１７４】
　エステルは上記エステルのことである。　
【０１７５】
　好ましいエステルは、酢酸エチルおよび酢酸ブチルである。
【０１７６】
　カチオンＭ＋の例は、Ｎａ＋、Ｋ＋およびＮＨ４

＋である。
【０１７７】
　温度は、室温および酢酸エステルの沸点の間であってよい。特に好ましいのは、室温お
よび６０℃の間である。
【０１７８】
　非溶解物は、主に組成物Ｍ＋Ａｎ’－の塩を含む。
【０１７９】
　本発明は、式（Ｖｃ）：
【化１８８】

および
（Ｖｄ）：

【化１８９】

〔式中、
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Ｒ４９ａおよびＲ４９ｂは、水素、　Ｃ１－～Ｃ４－アルキル、Ｃ１－～Ｃ４－、シアノ
またはハロゲンを表し、好ましくは同じである。　
Ｒ４１は、水素、Ｃ１－～Ｃ１６－アルキル、Ｃ３－～Ｃ６－アルケニル、Ｃ５－～Ｃ７

－シクロアルキルまたはＣ７－～Ｃ１６－アラルキルまたはＣ６－～Ｃ１０－アリールを
表し、
Ｒ４２は、Ｃ１－～Ｃ１６－アルキル、Ｃ３－～Ｃ６－アルケニル、Ｃ５－～Ｃ７－シク
ロアルキルまたはＣ７－～Ｃ１６－アラルキル、Ｃ６－～Ｃ１０－アリールまたはヘタリ
ールを表し、
Ｒ４３は、水素、Ｃ１－～Ｃ４－アルキル、Ｃ１－～Ｃ４－アルコキシ、ハロゲン、シア
ノ、ニトロまたはＣ１－～Ｃ４－アルコキシカルボニルを表し、または２つの隣接Ｒ４３

は－ＣＨ＝ＣＨ－ＣＨ＝ＣＨ－を表し、
ｎは、０～２の整数を表し、
Ａｎ－は、アニオン、好ましくは本発明のアニオンを表す。〕
で示される染料を更に提供する。
【０１８０】
　好ましいのは、式（Ｖｃ）および（Ｖｄ）
〔式中、
Ｒ４９ａおよびＲ４９ｂは、水素を表し、
Ｒ４１は、水素、メチル、エチル、シアノエチル、アリルまたはベンジルを表し、
Ｒ４２は、メチル、エチル、シクロヘキシル、フェニル、トリル、アニシルまたはクロロ
フェニルを表し、
Ｒ４３は、水素、塩素、シアノ、メチル、メトキシ、メトキシカルボニルまたはエトキシ
カルボニルを表し、
ｎは１を表し、
Ａｎ－は、アニオン、好ましくは本発明のアニオンを表す。〕
で示される染料である。　
【０１８１】
　イソシアネート成分ａ）としては、１分子あたり平均２以上のＮＣＯ官能基を有する、
それ自体当業者に既知の任意の化合物またはその混合物であってよい。これらは、芳香族
、芳香脂肪族、脂肪族または脂環式系であってよい。不飽和を含有するモノイソシアネー
トおよび／またはポリイソシアネートを少量用いることもできる。
【０１８２】
　適当な例は、ブチレンジイソシアネート、ヘキサメチレンジイソシアネート（ＨＤＩ）
、イソホロンジイソシアネート（ＩＰＤＩ）、１，８－ジイソシアナト－４－（イソシア
ナトメチル）オクタン、２，２，４－および／または２，４，４－トリメチルヘキサメチ
レンジイソシアネート、異性体ビス（４，４’－イソシアナトシクロヘキシル）メタンお
よびこれらの任意の所望の異性体含有量を有する混合物、イソシアナトメチル－１，８－
オクタンジイソシアネート、１，４－シクロヘキシレンジイソシアネート、異性体シクロ
ヘキサンジメチレンジイソシアネート、１，４－フェニレンジイソシアネート、２，４－
および／または２，６－トリレンジイソシアネート、１，５－ナフチレンジイソシアネー
ト、２，４’－または４，４’－ジフェニルメタンジイソシアネートおよび／またはトリ
フェニルメタン－４，４’，４’’－トリイソシアネートである。
【０１８３】
　また、ウレタン、ウレア、カルボジイミド、アシルウレア、イソシアヌレート、アロフ
ァネート、ビウレット、オキサジアジントリオン、ウレットジオンおよび／またはイミノ
オキサジアジンジオン構造を有するモノマージ－またはトリイソシアネートの誘導体を使
用することも可能である。
【０１８４】
　脂肪族および／または脂環式のジ－またはトリイソシアネートに基づくポリイソシアネ
ートを用いることが好ましい。
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【０１８５】
　成分ａ）のポリイソシアネートが、二量体化　またはオリゴマー化された脂肪族および
／または脂環式ジ　－またはトリイソシアネートであることは特に好ましい。
【０１８６】
　ＨＤＩおよび１，８－ジイソシアナト－４－（イソシアナトメチル）オクタンまたはそ
の混合物に基づくイソシアヌレート、ウレットジオンおよび／またはイミノオキサジアジ
ンジオンは極めて特に好ましい。
【０１８７】
　同様に、ウレタン基、アロファネート基、ビウレット基および／またはアミド基を有す
るＮＣＯ官能性プレポリマーは、成分ａ）として有用である。成分ａ）のプレポリマーは
、よく知られた従来法により、モノマー、オリゴマーまたはポリイソシアネートａ１）と
イソシアネート反応性化合物ａ２）とを、触媒および溶媒の存在下または不存在下で適当
な化学量論で反応させることにより得られる。
【０１８８】
　有用なポリイソシアネートａ１）は、当業者に自体既知の全ての脂肪族、脂環式、芳香
族または芳香脂肪族ジ　－およびトリイソシアネートであり、これらがホスゲン化により
またはホスゲン不含法により得られたかは重要ではない。さらに、よく知られた従来使用
されるウレタン、ウレア、カルボジイミド、アシルウレア、イソシアヌレート、アロファ
ネート、ビウレット、オキサジアジントリオン、ウレットジオンまたはイミノオキサジア
ジンジオン構造を有するモノマージ－および／またはトリイソシアネートのより高い分子
量の派生生成物を、それぞれ個々にまたは互いの任意の所望の混合物として用いることも
できる。
【０１８９】
　成分ａ１）として有用な適当なモノマージ　－またはトリイソシアネートの例は、ブチ
レンジイソシアネート、ヘキサメチレンジイソシアネート（ＨＤＩ）、イソホロンジイソ
シアネート（ＩＰＤＩ）、トリメチルヘキサメチレンジイソシアネート（ＴＭＤＩ）、１
，８－ジイソシアナト－４－（イソシアナトメチル）オクタン、イソシアナトメチル－１
，８－オクタンジイソシアネート（ＴＩＮ）、２，４　－および／または２，６－トルエ
ンジイソシアネートである。
【０１９０】
　プレポリマーを合成するためのイソシアネート反応性化合物ａ２）は、好ましくはＯＨ
官能性化合物である。これらは、成分ｂ）について以下に記載のＯＨ官能性化合物に類似
する。
【０１９１】
　プレポリマーの調製のためにアミンを用いることも可能である。例えばエチレンジアミ
ン、ジエチレントリアミン、トリエチレンテトラミン、プロピレンジアミン、ジアミノシ
クロヘキサン、ジアミノベンゼン、ジアミノビスフェニル、２官能性ポリアミン、例えば
Ｊｅｆｆａｍｉｎｅｓ（登録商標）、１００００ｇ／モルまでの数平均モル質量を有する
アミン末端ポリマーおよびこれらの互いの任意の所望の混合物は適当である。
【０１９２】
　ビウレット基を含有するプレポリマーの調製のために、過剰のイソシアネートをアミン
と反応させ、ビウレット基を形成する。この場合、記載のジ－、トリ－およびポリイソシ
アネートとの反応のためのアミンとして、上記の型の全てのオリゴマーまたはポリマーの
第１級または第２級２官能性アミンは適当である。
【０１９３】
　好ましいプレポリマーは、２００～１００００ｇ／モルの数平均モル質量を有する脂肪
族イソシアネート官能性化合物およびオリゴマーまたはポリマーのイソシアネート反応性
化合物から得られるウレタン、アロファネートまたはビウレットであり、特に好ましいの
は、脂肪族イソシアネート官能性化合物および５００～８５００ｇ／モルの数平均モル質
量を有するオリゴマーまたはポリマーポリオールまたはポリアミンから得られたウレタン
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、アロファネートまたはビウレットである。極めて特に好ましいのは、ＨＤＩまたはＴＭ
ＤＩおよび１０００～８２００ｇ／モルの数平均モル質量を有する２官能性ポリエーテル
ポリオールから形成されたアロファネートである。
【０１９４】
　上記のプレポリマーは、好ましくは１重量％未満、特に好ましくは０．５重量％未満、
極めて特に好ましくは０．２重量％未満の遊離モノマーイソシアネートの残渣含有量を有
する。
【０１９５】
　当然のことながら、ポリイソシアネート成分は、記載のプレポリマーの他に比例的に更
なるイソシアネート成分を含有し得る。この目的のために、芳香族、脂肪族、芳香脂肪族
および脂環式ジ－、トリ－またはポリイソシアネートは適当である。上記ジ－、トリ－ま
たはポリイソシアネートの混合物を用いることも可能である。適当なジ－、トリ－または
ポリイソシアネートの例は、ブチレンジイソシアネート、ヘキサメチレンジイソシアネー
ト（ＨＤＩ）、イソホロンジイソシアネート（ＩＰＤＩ）、１，８－ジイソシアナト－４
－（イソシアナトメチル）オクタン、２，２，４－および／または２，４，４－トリメチ
ルヘキサメチレンジイソシアネート（ＴＭＤＩ）、異性体ビス（４，４’－イソシアナト
シクロヘキシル）メタンおよびこれらの任意の所望の異性体含有量を有する混合物、イソ
シアナトメチル－１，８－オクタンジイソシアネート、１，４－シクロヘキシレンジイソ
シアネート、異性体シクロヘキサンジメチレンジイソシアネート、１，４－フェニレンジ
イソシアネート、２，４－および／または２，６－トリレンジイソシアネート、１，５－
ナフチレンジイソシアネート、２，４’－または４，４’－ジフェニルメタンジイソシア
ネート、トリフェニルメタン－４，４’，４’’－トリイソシアネートまたはウレタン、
ウレア、カルボジイミド、アシルウレア、イソシアヌレート、アロファネート、ビウレッ
ト、オキサジアジントリオン、ウレットジオンまたはイミノオキサジアジン構造を有する
これらの誘導体およびこれらの混合物である。適当な方法により過剰のジイソシアネート
が除かれたオリゴマー化および／または誘導体化ジイソシアネートに基づくポリイソシア
ネートは好ましい。ＨＤＩのオリゴマーイソシアヌレート、ウレットジオンおよびイミノ
オキサジアジンジオンおよびこれらの混合物は特に好ましい。
【０１９６】
　必要に応じて、ポリイソシアネート成分ａ）が、イソシアネート反応性エチレン性不飽
和化合物と部分的に反応したイソシアネートを比例的に含有することも可能である。本発
明では、イソシアネート反応性エチレン性不飽和化合物として、α，β－不飽和カルボン
酸誘導体、例えばアクリレート、メタクリレート、マレエート、フマレート、マレイミド
、アクリルアミドおよびビニルエーテル、プロペニルエーテル、アリルエーテルおよびジ
シクロペンタジエニル単位を含有しおよび少なくとも１つのイソシアネートに対して反応
性の基を有する化合物を好ましく使用し、これらは、少なくとも１つのイソシアネート反
応性基を含有するアクリレートおよびメタクリレートが特に好ましい。適当なヒドロキシ
官能性アクリレートまたはメタクリレートは、例えば以下のような化合物である：２－ヒ
ドロキシエチル（メタ）アクリレート、ポリエチレンオキシドモノ（メタ）アクリレート
、ポリプロピレンオキシドモノ（メタ）アクリレート、ポリアルキレンオキシドモノ（メ
タ）アクリレート、ポリ（ε－カプロラクトン）モノ（メタ）アクリレート、例えばＴｏ
ｎｅ（登録商標）Ｍ１００（Ｄｏｗ、米国）、２－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、３－ヒドロキシ－２，２－ジメチ
ルプロピル（メタ）アクリレート、多価アルコール、例えばトリメチロールプロパン、グ
リセロール、ペンタエリトリトール、ジペンタエリトリトール、エトキシル化、プロポキ
シル化またはアルコキシル化されたトリメチロールプロパン、グリセロール、ペンタエリ
トリトール、ジペンタエリトリトールおよびこれらの工業用混合物のヒドロキシ官能性モ
ノ－、ジ－またはテトラ（メタ）アクリレート。また、単独でのまたは上記モノマー化合
物と組み合わせたアクリレート基および／またはメタクリレート基を含有するイソシアネ
ート反応性オリゴマーまたはポリマー不飽和化合物は適当である。イソシアネート反応性
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エチレン性不飽和化合物と部分的に反応したイソシアネートの割合は、イソシアネート成
分ａ）を基準に０～９９％、好ましくは０～５０％、特に好ましくは０～２５％、極めて
特に好ましくは０～１５％である。
【０１９７】
　必要に応じて、上記ポリイソシアネート成分ａ）が、被覆技術から当業者に既知のブロ
ック剤と完全にまたは部分的に反応したイソシアネートを完全にまたは比例的に含有する
ことも可能である。ブロック剤の例として次のものが挙げられる：アルコール、ラクタム
、オキシム、マロン酸エステル、アルキルアセトアセテート、トリアゾール、フェノール
、イミダゾール、ピラゾールおよびアミン、例えばブタノンオキシム、ジイソプロピルア
ミン、１，２，４－トリアゾール、ジメチル－１，２，４－トリアゾール、イミダゾール
、マロン酸ジエチル、エチルアセトアセテート、アセトンオキシム、３，５－ジメチルピ
ラゾール、ε－カプロラクタム、Ｎ－ｔｅｒｔ－ブチルベンジルアミン、シクロペンタノ
ンカルボキシエチルエステルまたはこれらブロック剤の任意の所望の混合物。
【０１９８】
　ポリイソシアネート成分が、脂肪族ポリイソシアネートまたは脂肪族プレポリマー、好
ましくは第１級ＮＣＯ基を有する脂肪族ポリイソシアネートまたはプレポリマーであるこ
とが特に好ましい。　
【０１９９】
　原則として、１分子当たり平均少なくとも１．５個のイソシアネート反応性基を有する
全ての多官能性イソシアネート反応性化合物を、ポリオール成分ｂ）として用いることが
できる。
【０２００】
　本発明では、イソシアネート反応性基は、好ましくはヒドロキシル基、アミノ基または
チオ基であり、ヒドロキシ化合物は特に好ましい。
【０２０１】
　適当な多官能性イソシアネート反応性化合物は、例えばポリエステル、ポリエーテル、
ポリカーボネート、ポリ（メタ）アクリレートおよび／またはポリウレタンポリオールで
ある。
【０２０２】
　適当なポリエステルポリオールは、例えば脂肪族、脂環式または芳香族ジ－またはポリ
カルボン酸またはその無水物と≧２のＯＨ官能価を有する多価アルコールとから既知の方
法により得られるような直鎖ポリエステルジオールまたは分枝状ポリエステルポリオール
である。
【０２０３】
　このようなジ－またはポリカルボン酸または無水物の例は、コハク酸、グルタル酸、ア
ジピン酸、ピメリン酸、スベリン酸、アゼライン酸、セバシン酸、ノナンジカルボン酸、
デカンジカルボン酸、テレフタル酸、イソフタル酸、ｏ－フタル酸、テトラヒドロフタル
酸、ヘキサヒドロフタル酸またはトリメリット酸および酸無水物、例えばｏ－フタル酸無
水物、トリメリット酸無水物またはコハク酸無水物または任意の互いの所望の混合物であ
る。
【０２０４】
　適当なアルコールの例は、エタンジオール、ジエチレングリコール、トリエチレングリ
コールおよびテトラエチレングリコール、１，２－プロパンジオール、ジプロピレングリ
コール、トリプロピレングリコールまたはテトラプロピレングリコール、１，３－プロパ
ンジオール、１，４－ブタンジオール、１，３－ブタンジオール、２，３－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、２，２－ジメチル－１，
３－プロパンジオール、１，４　－ジヒドロキシシクロヘキサン、１，４－ジメチロール
シクロヘキサン、１，８－オクタンジオール、１，１０－デカンジオール、１，１２－ド
デカンジオール、トリメチロールプロパン、グリセロールまたは互いの任意の所望のこれ
らの混合物である。
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【０２０５】
　ポリエステルポリオールは、天然原料、例えばヒマシ油等に基づき得る。ポリエステル
ポリオールは、好ましくはラクトンまたはラクトン混合物の付加反応により得られるよう
なラクトン、例えばブチロラクトン、ε－カプロラクトンおよび／またはメチル－ε－カ
プロラクトン等と、ヒドロキシ官能性化合物、例えば上記型の≧２のＯＨ官能価を有する
多価アルコール等とのホモ－またはコポリマーに基づくことも可能である。
【０２０６】
　このようなポリエステルポリオールは、４００～４０００ｇ／モル、特に好ましくは５
００～２０００ｇ／モルの数平均モル質量を好ましくは有する。そのＯＨ官能価は、好ま
しくは１．５～３．５、特に好ましくは１．８～３．０である。
【０２０７】
　適当なポリカーボネートポリオールは、有機カーボネートまたはホスゲンとジオールま
たはジオール混合物との反応により、自体既知の方法により得られる。
【０２０８】
　適当な有機カーボネートは、ジメチル、ジエチルおよびジフェニルカーボネートである
。
【０２０９】
　適当なジオールまたは混合物は、ポリエステルセグメントにおいて記載の、≧２のＯＨ
官能価を有する多価アルコール、好ましくは１，４－ブタンジオール、１，６－ヘキサン
ジオールおよび／または３－メチルペンタンジオールを含み、またはポリエステルポリオ
ールは、ポリカーボネートポリオールへ変換することができる。
【０２１０】
　このようなポリカーボネートポリオールは、４００～４０００ｇ／モル、特に好ましく
は５００～２０００ｇ／モルの数平均モル質量を好ましくは有する。これらのポリオール
のＯＨ官能価は、好ましくは１．８～３．２、特に好ましくは１．９～３．０である。
【０２１１】
　適当なポリエーテルポリオールは、環式エーテルとＯＨ－またはＮＨ－官能性スタータ
ー分子との重付加物であり、前記重付加物は、必要に応じてブロック構造を有する。
【０２１２】
　適当な環式エーテルは、例えばスチレンオキシド、エチレンオキシド、プロピレンオキ
シド、テトラヒドロフラン、ブチレンオキシド、エピクロロヒドリンおよびこれらの任意
の所望の混合物である。
【０２１３】
　用い得るスターターは、ポリエステルポリオールにおいて記載の≧２のＯＨ官能価を有
する多価アルコールおよび第１級アミンまたは第２級アミンおよびアミノアルコールであ
る。
【０２１４】
　好ましいポリエーテルポリオールは、専らプロピレンオキシドのみに基づく上記の型の
ポリエーテルポリオール、またはプロピレンオキシドと更なる１－アルキレンオキシドと
に基づくランダムまたはブロックコポリマーであり、１－アルキレンオキシドの割合は８
０重量％以下である。プロピレンオキシドホモポリマーおよびオキシエチレン、オキシプ
ロピレンおよび／またはオキシブチレン単位を有するランダムまたはブロックコポリマー
は特に好ましく、オキシプロピレン単位の割合は、全オキシエチレンの全量を基準に少な
くとも２０重量％、好ましくは少なくとも４５重量％となる。本発明では、オキシプロピ
レンおよびオキシブチレンは、全ての各直鎖および分枝状Ｃ３－およびＣ４－異性体を含
む。
【０２１５】
　このようなポリエーテルポリオールは、好ましくは２５０～１００００ｇ／モル、特に
好ましくは５００～８５００ｇ／モル、極めて特に好ましくは６００～４５００ｇ／モル
の数平均モル質量を有する。ＯＨ官能価は、好ましくは１．５～４．０、特に好ましくは
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１．８～３．１である。　
【０２１６】
　さらに、５００ｇ／モル未満の分子量を有し、２～２０個の炭素原子を含有する脂肪族
、芳香脂肪族または脂環式ジ－、トリ－または多官能性アルコールも、ポリオール成分ｂ
）の成分として、多官能性イソシアネート反応性化合物として適当である。
【０２１７】
　これらは、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、テトラエチレングリコール、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－プロパンジオール、１，３－プロパンジオール、１，４－ブタンジオール、ネオ
ペンチルグリコール、２－エチル－２－ブチルプロパンジオール、トリメチルペンタンジ
オール、ジエチルオクタンジオールの位置異性体、１，３－ブチレングリコール、シクロ
ヘキサンジオール、１，４－シクロヘキサンジメタノール、１，６－ヘキサンジオール、
１，２－シクロヘキサンジオール、１，４－シクロヘキサンジオール、水素化ビスフェノ
ールＡ（２，２－ビス（４－ヒドロキシシクロヘキシル）プロパン）、（２，２－ジメチ
ル－３－ヒドロキシプロピル）２，２－ジメチル－３－ヒドロキシプロピオネートであり
得る。適当なトリオールの例は、トリメチロールエタン、トリメチロールプロパンまたは
グリセロールである。適当なより高い官能性アルコールは、ジトリメチロールプロパン、
ペンタエリトリトール、ジペンタエリスリトールまたはソルビトールである。
【０２１８】
　ポリオール成分が、２官能性ポリエーテル、ポリエステルまたはポリエーテル－ポリエ
ステルブロックコポリエステルまたは第１級ＯＨ官能基を有するポリエーテルポリエステ
ルブロックコポリマーであることは特に好ましい。
【０２１９】
　特に好ましいのは、ＨＤＩに基づくイソシアヌレート、ウレットジオン、イミノオキサ
ジアジンジオンおよび／または他のオリゴマーと組み合わせた、ブチロラクトン、ε－カ
プロラクトンおよび／またはメチルε－カプロラクトンの１．８～３．１の官能価と２０
０～４０００ｇ／モルの数平均分子量を有するポリエーテルポリオール上への付加生成物
からなるマトリックスポリマー成分の製造における成分ａ）およびｂ）の組み合わせであ
る。極めて特に好ましいのは、ＨＤＩに基づくイソシアヌレート、ウレットジオン、イミ
ノオキサジアジンジオンおよび／または他のオリゴマーと組み合わせた、１．９～２．２
の官能価および５００～２０００ｇ／モル（特に６００～１４００ｇ／モル）の数平均モ
ル質量を有するポリ（テトラヒドロフラン）へのε－カプロラクトンの付加生成物であり
、その数平均全分子量は、８００～４５００ｇ／モル、特に１０００～３０００ｇ／モル
である。
【０２２０】
　用いる光開始剤は、典型的には、化学線によって活性化され、対応する重合性基の重合
を開始させる開始剤である。光開始剤は、それ自体既知の市販の化合物であり、単分子（
Ｉ型）開始剤と二分子（ＩＩ型）開始剤として分類される。さらに、ＩＩ型光開始剤は、
特にカチオン染料および容器を含み得る。有用な共開始剤は、ＥＰ－Ａ０２２３５８７に
記載のようなアンモニウムアリールボレートを含む。適当なアンモニウムアリールボレー
トの例は、テトラブチルアンモニウムトリフェニルヘキシルボレート、テトラブチルアン
モニウムトリフェニルブチルボレート、テトラ－ブチルアンモニウムトリナフチルブチル
ボレート、テトラブチルアンモニウムトリス（３－フルオロフェニル）ヘキシルボレート
、、テトラ（ｎ－ヘキシル）アンモニウム（ｓｅｃ－ブチル）トリフェニルボレート、１
－メチル－３－オクチルイミダゾリウムジペンチルジフェニルボレートおよびテトラブチ
ルアンモニウムトリス（３－クロロ－４－メチルフェニル）ヘキシルボレート（Ｃｕｎｎ
ｉｎｇｈａｍら、ＲａｄＴｅｃｈ’９８　Ｎｏｒｔｈ　Ａｍｅｒｉｃａ　ＵＶ／ＥＢ　Ｃ
ｏｎｆｅｒｅｎｃｅ　Ｐｒｏｃｅｅｄｉｎｇｓ、シカゴ、１９９８年４月１９～２２日）
である。
【０２２１】
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　これらの化合物の混合物を用いることは有利であってよい。硬化に使用される放射線源
に応じて、光開始剤の型および濃度を、当業者に既知の様式で適合させル必要がある。更
なる詳細は、例えばＰ．Ｋ．Ｔ．Ｏｌｄｒｉｎｇ（編集）、Ｃｈｅｍｉｓｔｒｙ　＆　Ｔ
ｅｃｈｎｏｌｏｇｙ　ｏｆ　ＵＶ　＆　ＥＢ　Ｆｏｒｍｕｌａｔｉｏｎｓ　Ｆｏｒ　Ｃｏ
ａｔｉｎｇｓ，　Ｉｎｋｓ　＆　Ｐａｉｎｔｓ、第３巻、１９９１年、ＳＩＴＡ　Ｔｅｃ
ｈｎｏｌｏｇｙ、ロンドン、第６１頁～第３２８頁に記載されている。
【０２２２】
　好ましい光開始剤は、テトラブチルアンモニウムテトラへキシルボレート、テトラアン
モニウムトリフェニルヘキシルボレート、テトラブチルアンモニウムトリス（３－フルオ
ロフェニル）ヘキシルボレート（［１９１７２６－６９－９］、ＣＧＩ　７４６０、ＢＡ
ＳＦ　ＳＥからの生成物、バーゼル）およびテトラブチルアンモニウムトリス（３－クロ
ロ－４－メチルフェニル）ヘキシルボレート（［１１４７３１５－１１－４］、ＣＧＩ　
９０９、ＢＡＳＦ　ＳＥからの生成物、バーゼル）と本発明の式Ｆ＋Ａｎ－で示される染
料との混合物である。
【０２２３】
　１つの更なる好ましい実施態様では、フォトポリマー処方物は、可塑剤として、ウレタ
ンが少なくとも１つのフッ素原子によりさらに特に置換されていてよいウレタンを更に含
有する。
【０２２４】
　ウレタンは、好ましくは一般式（ＣＩ）：
【化１９０】

〔式中、ｓは≧１および≦８であり、Ｒ３００、Ｒ３０１、Ｒ３０２は、互いに独立して
、水素、直鎖状、分枝状、環状または複素環式非置換または必要に応じてヘテロ原子置換
された有機部分であり、好ましくは、基Ｒ３００、Ｒ３０１、Ｒ３０２の少なくとも１つ
は、少なくとも１つのフッ素原子により置換され、より好ましくはＲ３００は、少なくと
も１つのフッ素原子を有する有機部分である〕Ｒ３０２が、非置換または必要に応じてヘ
テロ原子、例えばフッ素で置換された直鎖状、分枝状、環状または複素環式有機基である
ことは特に好ましい。〕
を有し得る。
【０２２５】
　１つの更なる好ましい実施態様では、書込モノマーは、とりわけモノーおよび多官能性
アクリレート書込モノマーを含み得る少なくともモノ－および／または多官能性書込モノ
マーを含んでなる。書込モノマーが、少なくとも単官能性および多官能性ウレタン（メタ
）アクリレートを含むことは特に好ましい。
【０２２６】
　アクリレート書込モノマーは、とりわけ、一般式（ＣＩＩ）：
【化１９１】

〔式中、いずれの場合にも、ｔは、≧１およびｔ≦４であり、Ｒ３０３、Ｒ３０４は互い
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に独立して、水素、直鎖状、分枝状、環状または複素環式非置換または必要に応じてヘテ
ロ原子により置換された有機基であるＲ３０４が、水素またはメチルであり、Ｒ３０３が
直鎖状、分枝状、環状または複素環式非置換または必要に応じてヘテロ原子置換された有
機基であることは特に好ましい。〕
で示される化合物であり得る。
【０２２７】
　更なる不飽和化合物、例えばα，β－不飽和カルボン酸誘導体、例えばアクリレート、
メタクリレート、マレエート、フマレート、マレイミド、アクリルアミドおよびビニルエ
ーテル、プロペニルエーテル、アリルエーテルおよびジシクロペンタジエニル含有化合物
およびオレフィン不飽和化合物、例えばスチレン、α－メチルスチレン、ビニルトルエン
など、オレフィン、例えば１－オクテンおよび／または１－デセン、ビニルエステル、（
メタ）アクリロニトリル、（メタ）アクリルアミド、メタクリル酸、アクリル酸等を添加
することも可能である。しかしながら、好ましいのは、アクリレートおよびメタクリレー
トである。
【０２２８】
　一般に、アクリル酸およびメタクリル酸のエステルはそれぞれ、アクリレートおよびメ
タクリレートとして挙げられる。用いることができるアクリレートおよびメタクリレート
の例は、アクリル酸メチル、メタクリル酸メチル、アクリル酸エチル、メタクリル酸エチ
ル、アクリル酸エトキシエチル、メタクリル酸エトキシエチル、アクリル酸ｎ－ブチル、
メタクリル酸ｎ－ブチル、アクリル酸ｔｅｒｔ－ブチル、メタクリル酸ｔｅｒｔ－ブチル
、アクリル酸ヘキシル、メタクリル酸ヘキシル、アクリル酸２－エチルヘキシル、メタク
リル酸２－エチルヘキシル、アクリル酸ブトキシエチル、メタクリル酸ブトキシエチル、
アクリル酸ラウリル、メタクリル酸ラウリル、アクリル酸イソボルニル、メタクリル酸イ
ソボルニル、アクリル酸フェニル、メタクリル酸フェニル、アクリル酸ｐ－クロロフェニ
ル、メタクリル酸ｐ－クロロフェニル、アクリル酸ｐ－ブロモフェニル、メタクリル酸ｐ
－ブロモフェニル、アクリル酸２，４，６－トリクロロフェニル、メタクリル酸２，４，
６－トリクロロフェニル、アクリル酸２，４，６－トリブロモフェニル、メタクリル酸２
，４，６－トリブロモフェニル、アクリル酸ペンタクロロフェニル、メタクリル酸ペンタ
クロロフェニル、アクリル酸ペンタブロモフェニル、メタクリル酸ペンタブロモフェニル
、アクリル酸ペンタブロモベンジル、メタクリル酸ペンタブロモベンジル、アクリル酸フ
ェノキシエチル、メタクリル酸フェノキシエチル、アクリル酸フェノキシエトキシエチル
、メタクリル酸フェノキシエトキシエチル、アクリル酸フェニルチオエチル、メタクリル
酸フェニルチオエチル、アクリル酸２－ナフチル、メタクリル酸２－ナフチル、アクリル
酸１，４－ビス（２－チオナフチル）－２－ブチル、メタクリル酸１，４－ビス（２－チ
オナフチル）－２－ブチル、プロパン－２，２－ジイルビス［（２，６－ジブロモ－４，
１－フェニレン）オキシ（２－｛［３，３，３－トリス（４－クロロフェニル）プロパノ
イル］オキシ｝プロパン－３，１－ジイル）オキシエタン－２，１－ジイル］ジアクリレ
ート、ビスフェノールＡジアクリレート、ビスフェノールＡジメタクリレート、テトラブ
ロモビスフェノールＡジアクリレート、テトラブロモビスフェノールＡジメタクリレート
およびそのエトキシル化類似化合物、アクリル酸Ｎ－カルバゾリルが挙げられるが、これ
らは使用され得るアクリレートおよびメタクリレートの抜粋である。
【０２２９】
　もちろん、ウレタンアクリレートも使用し得る。ウレタンアクリレートは、少なくとも
１つのアクリル酸エステル基を有し、さらに、少なくとも１つのウレタン結合を有する化
合物を意味すると理解される。かかる化合物は、ヒドロキシ官能性アクリル酸をイソシア
ネート官能性化合物と反応させることにより得られることが知られている。
【０２３０】
　この目的のために用いることができるイソシアネート官能性化合物の例は、芳香族、芳
香脂肪族、脂肪族および脂環式ジ－、トリ－またはポリイソシアネートである。上記ジ－
、トリ－またはポリ－イソシアネートの混合物を用いることも可能である。適当なジ－、
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トリ－またはポリイソシアネートの例は、ブチレンジイソシアネート、ヘキサメチレンジ
イソシアネート（ＨＤＩ）、イソホロンジイソシアネート（ＩＰＤＩ）、１，８－ジイソ
シアナト－４－（イソシアナトメチル）オクタン、２，２，４－および／または２，４，
４－トリメチルヘキサメチレンジイソシアネート、異性体ビス（４，４’－イソシアナト
シクロヘキシル）メタンおよびこれらの任意の所望の異性体含有量を有する混合物、イソ
シアナトメチル－１，８－オクタンジイソシアネート、１，４－シクロヘキシレンジイソ
シアネート、異性体シクロヘキサンジメチレンジイソシアネート、１，４－フェニレンジ
イソシアネート、２，４－および／または２，６－トルエンジイソシアネート、１，５－
ナフチレンジイソシアネート、２，４’－または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、ｍ－メチルチオフェニルイソシアネー
ト、トリフェニルメタン－４，４’，４’’－トリイソシアネートおよびトリス（ｐ－イ
ソシアナトフェニル）チオホスフェートまたはウレタン、ウレア、カルボジイミド、アシ
ルウレア、イソシアヌレート、アロファネート、ビウレット、オキサジアジントリオン、
ウレットジオンまたはイミノオキサジアジン構造を有するこれらの誘導体およびこれらの
混合物である。芳香族または芳香脂肪族ジ－、トリ－またはポリイソシアネートが好まし
い。
【０２３１】
　ウレタンアクリレートの製造のために適当なヒドロキシ官能性アクリレートまたはメタ
クリレートは、例えば以下のような化合物である：２－ヒドロキシエチル（メタ）アクリ
レート、ポリエチレンオキシドモノ（メタ）アクリレート、ポリプロピレンオキシドモノ
（メタ）アクリレート、ポリアルキレンオキシドモノ（メタ）アクリレート、ポリ（ε－
カプロラクトン）モノ（メタ）アクリレート、例えばＴｏｎｅ（登録商標）Ｍ１００（Ｄ
ｏｗ、シュバルバッハ、独国）、２－　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、３－ヒドロキシ－２，２－ジメチルプロピル（
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、２－ヒドロキシ－３－
フェノキシプロピルアクリレート、多価アルコール、例えばトリメチロールプロパン、グ
リセロール、ペンタエリトリトール、ジペンタエリトリトール、エトキシル化、プロポキ
シル化またはアルコキシル化されたトリメチロールプロパン、グリセロール、ペンタエリ
トリトール、ジペンタエリトリトールまたはこれらの工業用混合物のヒドロキシ官能性モ
ノ－、ジ－またはテトラ（メタ）アクリレート。２－ヒドロキシエチルアクリレート、ヒ
ドロキシプロピルアクリレート、４－ヒドロキシブチルアクリレートおよびポリ（ε－カ
プロラクトン）モノ（メタ）アクリレートが好ましい。また、単独でのまたは上記モノマ
ー化合物と組み合わせたアクリレート基および／またはメタクリレート基を含有するイソ
シアネート反応性オリゴマーまたはポリマー不飽和化合物は適当である。ヒドロキシル基
を含み、２０～３００ｍｇＫＯＨ／ｇのＯＨ含量を有する自体既知のエポキシ（メタ）ア
クリレートまたはヒドロキシル基を含み、２０～３００ｍｇＫＯＨ／ｇのＯＨ含量を有す
るポリウレタン（メタ）アクリレート、または２０～３００ｍｇＫＯＨ／ｇのＯＨ含量を
有するアクリル化ポリアクリレート、およびこれらの互いの混合物、およびヒドロキシル
基を含む不飽和ポリエステルとの混合物、およびポリエステル（メタ）アクリレートとの
混合物、またはヒドロキシル基を含む不飽和ポリエステルとポリエステル（メタ）アクリ
レートとの混合物も用いることができる。
【０２３２】
　トリス（ｐ－イソシアナトフェニル）チオホスフェートおよびｍ－メチルチオフェニル
イソシアネートとアルコール官能性アクリレートの反応から得られるウレタンアクリレー
ト、例えばヒドロキシエチル（メタ）アクリレート、ヒドロキシプロピル（メタ）アクリ
レートおよびヒドロキシブチル（メタ）アクリレート等は好ましい。
【０２３３】
　本発明はまた、本発明のフォトポリマー処方物を含有する、または本発明のフォトポリ
マー処方物を用いて得られるホログラフィック媒体を提供する。本発明は、ホログラフィ
ック媒体を製造するための本発明のフォトポリマー処方物の使用を更に提供する。
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【０２３４】
　本発明のホログラフィック媒体は、全可視範囲および近ＵＶ範囲（３００～８００ｎｍ
）において光学的用途のための適切な露光プロセスによりホログラムを処理することがで
きる。可視ホログラムは、当業者に知られた方法により記録することができる任意のホロ
グラムを含む。この定義としては、とりわけ、インライン型（ガーボル）ホログラム、二
光束（ｏｆｆ－ａｘｉｓ）ホログラム、フルアパチャートランスファーホログラム、白色
光透過型ホログラム（「レインボーホログラム」）、デニシュクホログラム、二光束反射
ホログラム、エッジリットホログラムおよびホログラフィックステレオグラムが挙げられ
る。反射ホログラム、デニシュクホログラムおよび透過型ホログラムが好ましい。
【０２３５】
　本発明のフォトポリマー処方物を用いて得られるホログラムの可能性のある光学機能は
、光学部材、例えばレンズ、鏡、偏向鏡、フィルター、散乱ディスク、回折部材、光導体
、導波管、投影スクリーンおよび／またはマスク等の光学機能に対応する。多くの場合、
このような光学部材は、どのようにホログラムに光照射されたか、およびホログラムの寸
法に応じて周波数選択性を示す。
【０２３６】
　また、本発明のフォトポリマー処方物を用いてホログラム画像または表示、例えば個人
の肖像画、セキュリティ書類におけるバイオメトリック表示、または一般に広告、セキュ
リティラベル、商標保護、商標ブランド表示、ラベル、デザイン部材、装飾、説明、多重
旅行チケット、イメージ等のための画像または画像構造、デジタルデータ、とりわけ上記
の生成物と組み合わせて表示することができる画像を製造することができる。ホログラフ
ィック画像は、３次元画像のくぼみを与え得るだけでなく、照射される角度および光源（
可動光源を含む）等に応じて、連続画像、短編映画または多くの異なった被写体を表示す
るものであってもよい。このような種々の設計可能性に起因して、ホログラム、特に体積
ホログラムは、上記用途のための魅力的な技術的解決法である。
【０２３７】
　フォトポリマー処方物は、特に、フィルムの形態でのホログラフィック媒体を製造する
ために用いることができる。担体として、可視スペクトル範囲の光に対して透明（４００
～７８０ｎｍの波長範囲において８５％より大きい透過率）である物質または物質の集合
の層は、片側または両側が被覆され、任意に、カバー層は、フォトポリマー層または層の
上部に適用する。
【０２３８】
　好ましい担体のための物質または物質の集合は、ポリカーボネート（ＰＣ）、ポリエチ
レンテレフタレート（ＰＥＴ）、ポリブチレンテレフタレート、ポリエチレン、ポリプロ
ピレン、酢酸セルロース、水和セルロース、硝酸セルロース、シクロオレフィンポリマー
、ポリスチレン、ポリエポキシド、ポリスルホン、三酢酸セルロース（ＣＴＡ）、ポリア
ミド、ポリメタクリル酸メチル、ポリ塩化ビニル、ポリビニルブチラールまたはポリジシ
クロペンタジエンまたはその混合物をベースとするものである。これらは、とりわけ、Ｐ
Ｃ、ＰＥＴおよびＣＴＡに基づく。物質の集合は、自立式ポリマーシートまたは共押出物
のラミネートであってよい。好ましい物質の集合は、構成Ａ／Ｂ、Ａ／Ｂ／ＡまたはＡ／
Ｂ／Ｃの１つに従って構築されたデュプレックスおよびトリプレックスフィルムである。
特に好ましいのは、ＰＣ／ＰＥＴ、ＰＥＴ／ＰＣ／ＰＥＴおよびＰＣ／ＴＰＵ（ＴＰＵ＝
熱可塑性ポリウレタン）である。
【０２３９】
　上記のプラスチック担体に対する択一例として、平面状のガラス板を使用することも可
能であり、これは、特に、大きな面積を正確に結像露光するため、例えば、ホログラフィ
ックリソグラフィーのために使用される（ＩＥＥＥ　Ｔｒａｎｓａｃｔｉｏｎｓ　ｏｎ　
Ｅｌｅｃｔｒｏｎ　Ｄｅｖｉｃｅｓ、１９７８年、ＥＤ－２５（１０）、第１１９３～１
２００頁、ＩＳＳＮ：００１８－９３８３）。
【０２４０】
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　担体の物質または物質の集合は、片側または両側が、非粘着性、静電気防止性、撥水性
または親水性処理されていてよい。フォトポリマー層ＩＩ）に面する側では、記載の改質
は、フォトポリマー層を担体から破壊されることなく除去することを可能にするために働
く。フォトポリマー層から離れた担体の側の改質は、本発明の媒体が、例えば、ロールラ
ミネーターでの加工処理、特にロールツーロール法において特定の機械的要件を満たすこ
とを確実にするために働く。
【０２４１】
　本発明は、式Ｆ＋Ａｎ－で示される染料を更に提供し、式中、Ｆ＋は、カチオン染料を
表し、およびＡｎ－は、アニオンを表し、アニオンＡｎ－は、群ｓｅｃ－アルキルベンゼ
ンスルホネート、分枝状アルキルスルフェート、ｎ－アルキルスルフェート、ｓｅｃ－ア
ルキルスルホネート、スルホスクシネート、エステルスルフェートおよびエステルスルホ
ネートから選択される。本発明では、カチオン染料Ｆ＋は、アクリジン染料、キサンテン
染料、チオキサンテン染料、フェナジン染料、フェノキサジン染料、フェノチアジン染料
、トリ（ヘト）アリールメタン染料、特にジアミノ－およびトリアミノ（ヘト）アリール
メタン染料、モノ－、ジ－およびトリメチンシアニン染料、ヘミシアニン染料、外部カチ
オン性メロシアニン染料、外部カチオン性ニュートロシアニン染料、ヌルメチン染料、特
にナフトラクタム染料およびストレプトシアニン染料の群から選択される場合に特に好ま
しい。　
【実施例】
【０２４２】
　以下の実施例により本発明を説明する。
【０２４３】
測定の方法
　記載のＯＨ価は、ＤＩＮ　５３２４０－２に従って決定した。
【０２４４】
　記載のＮＣＯ値（イソシアネート含有量）は、ＤＩＮ　ＥＮ　ＩＳＯ　１１９０９に従
って決定した。
【０２４５】
　記載の溶液からの含水量（ＫＦ）は、ＤＩＮ　５１７７７に従って決定した。
【０２４６】
　２－ヒドロキシエチルアクリレート（ＨＥＡ）含有量は、ＤＩＮ／ＩＳＯ１０２８３（
２００７）に従って決定する。１．４１ｇのアントラセン（校正物質）を内部標準物質と
して、１リットル体積フラスコ中へ酢酸エチルと共に正確に計量する。約１ｇの試料を計
量し、１０ｍＬの上記内部標準の溶液および１０ｍＬの酢酸エチルと混合し、その２．０
μＬを、ガスクロマトグラフィーにより分離し、ＨＥＡ含有量を、面積補正重量％におい
て計算する。
【０２４７】
　実施例の水吸収は、５～１０ｇの染料を、まず、いずれの場合にも開放ガラス皿中で２
００ミリバールの圧力および５０℃の温度において一定質量へ乾燥させることにより決定
した。試料を、室温へ６０分間、湿気を存在させずに冷却させた後真空乾燥棚から取り出
した後計量した。計量前に湿気を確実に存在させないために、ガラス皿を、Ｐａｒａｆｉ
ｌｍ　Ｍ（登録商標）（Ｐｅｃｈｉｎｅｙ　Ｐｌａｓｔｉｃ　Ｐａｃｋａｇｉｎｇ、シカ
ゴ、ＩＬ　６０６３１、米国、ｗｗｗ．ｐａｒａｆｉｌｍ．ｃｏｍ）で密閉し封止し、次
いで計量した。次いで、空気中で室温（２２℃）および９０％の相対湿度において７日間
、一定質量まで置いて計量した。次いで、水吸収は、式（Ｆ－１）：
Ｗ＝（ｍｆ／ｍｔ－１）×１００％　　　　　　（Ｆ－１）
〔式中、ｍｆは、水飽和後の染料の質量であり、およびｍｔは、乾燥染料の質量である〕
から計算した。
【０２４８】
本発明における振動レオメーターによるマトリックスポリマーの平坦弾性率Ｇ０の測定
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　マトリックスネットワークの平坦弾性率Ｇ０を決定するためのフォトポリマー処方物を
製造するために、書込モノマーおよび添加剤、イソシアネート反応性成分および染料溶液
を共に添加し、スピードミキサー中で５分間混合する。染料は、予めＮ－エチルピロリド
ン中に溶解させた。次いで、イソシアネートを添加し、次いで１分間スピードミキサー中
で混合する。その後、Ｎ－エチルピロリドン中の触媒の溶液を添加した後、再び１分間ス
ピードミキサー中で混合する。Ｎ－エチルピロリドン中の触媒の濃度は、１０重量％であ
る。
【０２４９】
　次いで未だ液体処方物を、レオメーター（８０℃へ予備加熱したオーブン型ＣＴＤ４５
０を有するＡｎｔｏｎ　ＰａａｒからのＰｈｙｓｉｃａ　ｍｏｄｅｌ　ＭＣＲ　３０１）
のプレート－プレート測定系中へ導入する。次いで、時間によるフォトポリマー処方物の
マトリックスの硬化を、以下の条件下で測定する：
・プレート空間２５０μｍ
・１０ｒａｄ／秒の一定の角振動数ω０および１％の調節変形振幅における振動測定モー
ド
・温度８０℃、０ニュートンへ設定した垂直力調節
・多くとも２時間以下または貯蔵弾性率Ｇ’の一定値Ｇｍａｘに到達するまでの測定時間
にわたる貯蔵弾性率Ｇ’の記録この値が、フォトポリマーのマトリックスネットワークの
平坦弾性率Ｇ０であると考えられる。
【０２５０】
　図３は、硬化時間に対する貯蔵弾性率Ｇ’のプロットとしてマトリックスネットワーク
を硬化する過程を示す。
【０２５１】
　Ｍ．Ｄｏｉ、Ｓ．Ｆ．Ｅｄｗａｒｄｓ、Ｔｈｅ　Ｔｈｅｏｒｙ　ｏｆ　Ｐｏｌｙｍｅｒ
　Ｄｙｎａｍｉｃｓ、Ｏｘｆｏｒｄ　Ｓｃｉｅｎｃｅ　Ｐｕｂｌｉｃａｔｉｏｎｓ、１９
８６年によれば、平坦弾性率Ｇ０は、以下の通り２つのポリマーストランドを架橋するセ
グメントの平均分子量ＭＣに関連し得る：
【数１】

【０２５２】
　Ｒは、アボガドロの定数であり、Ｔは、ケルビンにおける絶対温度であり、およびρは
、質量密度である。低い平坦弾性率Ｇ０または２つのポリマーセグメントを架橋するセグ
メントのための高い平均分子量ＭＣは、低い架橋密度のネットワークを特徴づける。
【０２５３】
　従って、フォトポリマー処方物のための固体組成物を与えるために、減少した平坦弾性
率Ｇ０は、マトリックスポリマーの不完全な架橋を示す。
【０２５４】
反射配置での２ビーム干渉によるホログラフィック媒体のホログラフィック特性ＤＥおよ
びΔｎの測定
　図１に描いた実験ホログラム設定を用いて媒体の回折効率（ＤＥ）を測定した。Ｈｅ－
Ｎｅレーザー（放射波長６３３ｎｍ）のビームを、空間フィルター（ＳＦ）および視準レ
ンズ（ＣＬ）により平行な均一ビームに変換した。信号および参照ビームの最終横断面を
、虹彩絞り（Ｉ）によって固定した。虹彩絞り開口部の直径は０．４ｃｍである。偏光依
存性ビームスプリッター（ＰＢＳ）が、レーザービームを２つの可干渉性（コヒーレント
）の同一偏光ビームに分割する。λ／２プレートによって、参照ビームの出力を０．５ｍ
Ｗに調節し、信号ビームの出力を０．６５ｍＷに調節した。これらの出力を、試料を除去
して半導体検出器（Ｄ）で決定した。参照ビームの入射の角度（α０）は－２１．８度で
あり、信号ビームの入射の角度（β０）は４１．８度である。角度は、ビーム方向に垂直
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な方向な試料から出発して計測する。従って、図１によれば、α０は負号を有し、β０は
正号を有する。試料（媒体）の位置において、２つの重なりビームの干渉場は、試料に入
射した２つのビームの角２等分線に垂直である明暗ストリップの格子（反射ホログラム）
を作った。媒体中のストリップ間隔Λ（格子周期とも称される）は約２２５ｎｍであった
（媒体の屈折率は約１．５０４であると仮定される）。
【０２５５】
　図１は、ホログラフィック媒体試験機（ＨＭＴ）のλ＝６３３ｎｍ（Ｈｅ－Ｎｅレーザ
ー）における配置を示す：Ｍ＝鏡、Ｓ＝シャッター、ＳＦ＝空間フィルター、ＣＬ＝コリ
メーターレンズ、λ／２＝λ／２プレート、ＰＢＳ＝偏光依存ビームスプリッター、Ｄ＝
検出器、Ｉ＝虹彩ダイアグラム、α０＝－２１．８度、β０＝４１．８度は、試料の外側
（媒体の外側）で測定したコヒーレントビームの入射角である。ＲＤ＝ターンテーブルの
参照方向。
【０２５６】
　以下のようにして、ホログラムを媒体中に書き込んだ。
・暴露時間ｔの間、両シャッター（Ｓ）を開いた。
・次いで、シャッター（Ｓ）を閉じて、媒体のなお未重合の書込モノマーを５分間拡散さ
せた。
【０２５７】
　次いで書込ホログラムを以下のようにして読み取った。信号ビームのシャッターは閉じ
たままであった。参照ビームのシャッターを開いた。参照ビームの虹彩絞りを、＜１ｍｍ
の直径にまで閉じた。これにより、媒体の回転の全角度（Ω）に対して、ビームが、常に
完全に、予め記録したホログラム中に存在することを確保した。ターンテーブルは、コン
ピューター制御下でΩｍｉｎ～Ωｍａｘの角度範囲を角度のステップ幅０．０５度で変換
した。Ωは、試料からターンテーブルの参照方向へ垂直に計測する。ターンテーブルの参
照方向は、ホログラムの書込中に、参照ビームおよび信号ビームの入射の角度が等しい大
きさ、すなわちα０＝－３１．８度およびβ０＝３１．８度である場合に生じる。この場
合Ωｒｅｃｏｒｄｉｎｇは０度である。従って、α０＝－２１．８度およびβ０＝４１．
８度について、Ωｒｅｃｏｒｄｉｎｇは、１０度である。以下の式：

【数２】

は、ホログラムの記録（「書込」）の間、干渉場について概して当てはまる。
【０２５８】
　θ０は、媒体の外側での実験室系において半角であり、以下は、ホログラムの記録の間
に当てはまる：　
【数３】

【０２５９】
　この場合、従って、θ０は、－３１．８度である。到達した回転のそれぞれの角Ωにお
いて、ゼロ次数において透過したビームの出力を、対応する検出器Ｄによって測定し、第
１次数において回折したビームの出力を、検出器Ｄによって測定した。回折効率は、到達
した各角度Ωにおいて、以下の商として得られた：

【数４】

【０２６０】
　ＰＤは、回折ビーム検出器の出力であり、ＰＴは、透過ビーム検出器の出力である。
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【０２６１】
　上記の方法により、ブラッグ（Ｂｒａｇｇ）曲線（これは、回折効率ηを、記録ホログ
ラムの回転角Ωの関数として記載する）を測定し、コンピューターに保存した。さらに、
ゼロ次数において透過した強度をも回転角Ωに対してプロットし、コンピューターに保存
した。
【０２６２】
　ホログラムの最大回折効率（ＤＥ＝ηｍａｘ）、即ちピーク値を、Ωｒｅｃｏｎｓｔｒ

ｕｃｔｉｏｎにおいて決定した。この目的のために、回折ビームの検出器の位置を、最大
値を決定するために、必要に応じて変更した。
【０２６３】
　ここで、フォトポリマー層の厚みｄおよび回折率コントラストΔｎを、結合波理論（参
照：Ｈ．Ｋｏｇｅｌｎｉｋ、Ｔｈｅ　Ｂｅｌｌ　Ｓｙｓｔｅｍ　Ｔｅｃｈｎｉｃａｌ　Ｊ
ｏｕｒｎａｌ、第４８巻、１９６９年１１月、第９号、第２９０９～２９４７頁）により
、測定ブラッグ曲線および透過強度の角度変動から決定した。注目すべきは、光重合の結
果生じる厚み収縮に起因して、ホログラムのストリップ空間Λ’およびストリップ（傾き
）の方向性が、参照パターンのストリップ空間Λおよびその方向性から外れることである
。従って、最大回折効率が得られる角度α０’またはターンテーブルΩｒｅｃｏｎｓｔｒ

ｕｃｔｉｏｎの対応角もまたα０または対応するΩｒｅｃｏｒｄｉｎｇから外れる。その
結果、ブラッグ条件は変化する。この変化は、評価法において考慮する。評価を以下に記
載する：
【０２６４】
　記録ホログラムに関連するが、干渉パターンに関連しない全ての幾何学量を、波線量と
して表す。
【０２６５】
　Ｋｏｇｅｌｎｉｋに従えば、以下は、反射ホログラムのブラッグ曲線η（Ω）について
当てはまる：
【数５】

と、
【数６】
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【数７】

【数８】

【０２６６】
　ホログラム（「ｒｅｃｏｎｓｔｒｕｃｔｉｏｎ」）を読み取る際、条件は上記と同様で
ある：

【数９】

【０２６７】
　ブラッグ条件において、「位相の散逸」ＤＰは０である。従って、以下の式：

【数１０】

が当てはまる。
【０２６８】
　未知の角度β’は、ホログラムの読み取りの間の干渉場のブラッグ条件とホログラムの
読み取りの間のブラッグ条件との比較から、厚み収縮のみが起こると仮定して決定するこ
とができる。この場合、以下の式：

【数１１】

が当てはまる。
【０２６９】
　νは、格子厚さであり、ξは、離調パラメーターであり、ψ’は、書き込まれた屈折率
格子の方向性（傾き）である。α’およびβ’は、ホログラムの記録の間の干渉場の角度
α０およびβ０に対応するが、媒体中で測定されたものであり、ホログラムの格子へ（厚
み収縮後に）適用可能である。ｎは、フォトポリマーの平均屈折率であり、１．５０４に
て設定された。λは、真空におけるレーザー光の波長である。
【０２７０】
　この場合、ξについての最大回折効率（ＤＥ＝ηｍａｘ）＝０である：

【数１２】

【０２７１】
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　図１は、測定透過出力ＰＴ（右ｙ軸）を、角度離調ΔΩに対してプロットした実線とし
て、測定回折効率η（左ｙ軸）を角度離調ΔΩ（検出器の限界寸法により許容される場合
）に対してプロットした実線円として、およびＫｏｇｅｌｎｉｋ理論の適合を波線として
示す。
【０２７２】
　図２に示すように、回折効率、理論的ブラッグ曲線および透過強度の測定値を、回転の
中心角：
【数１３】

（角度離調とも称する）に対してプロットした。
【０２７３】
　ＤＥがわかっているので、Ｋｏｇｅｌｎｉｋに従う理論的ブラッグ曲線の形状は、フォ
トポリマー層の厚みｄ’のみによって決定される。Δｎを、与えられた厚みｄ’に対して
ＤＥより補正して、ＤＥの測定および理論が常に一致するようにした。理論的ブラッグ曲
線の最初の第２極小値の角度位置が、透過強度の最初の第２極大値の角度位置に一致する
まで、さらに、理論的ブラッグ曲線と透過強度についての半最大値での全幅（ＦＷＨＭ）
が一致するまで、ｄ’を調節した。
【０２７４】
　反射ホログラムがΩスキャンによる再現時に回転する方向、しかし回折光のための検出
器は、限定された角度範囲のみ検出することができるので、広範なホログラム（小さいｄ
’）のブラッグ曲線は、Ωスキャンで完全に登録されておらず、適切な検出器位置での中
心領域のみである。従って、ブラッグ曲線を補完する透過強度の形状を、さらに層厚みｄ
’を調節するために用いる。
【０２７５】
　図２は、角度離調ΔΩに対する、結合波理論に従うブラッグ曲線η（波線）、測定回折
効率（黒丸）、および透過出力（黒線）のプロットを示す。
【０２７６】
　一配合物のために、この手順は、入射レーザービームの平均エネルギー用量が、ホログ
ラムＤＥの記録の間に飽和となる時間にて決定するために異なった暴露時間ｔの間、異な
った媒体上で数回繰り返した。この平均エネルギー用量Ｅは、角度α０およびβ０で調整
した２部分ビームの出力（Ｐｒ＝０．５０ｍＷでの参照ビームおよびＰｓ＝０．６３ｍＷ
での信号ビーム）、暴露時間ｔおよび虹彩絞りの直径（０．４ｃｍ）から、以下のように
して得られる：
【数１４】

【０２７７】
　これら部分ビームの出力を、同じ出力密度が、使用した角度α０およびβ０で媒体にお
いて得られるように適合させた。
【０２７８】
　また、別法Ｉとして、図１に示した構成と等しい試験を、真空中で５３２ｎｍの放射波
長λを有する緑色レーザーを用いて行った。ここで、α０は－１１．５度であり、β０は
３３．５度であり、Ｐｒは１．８４ｍＷであり、Ｐｓは２．１６ｍＷであった。
【０２７９】
　また、別法ＩＩとして、図１に示した構成と等しい試験を、真空中で４７３ｎｍの放射
波長λを有する青色レーザーを用いて行った。ここで、α０は－２２．０度であり、β０

は４２．０度であり、Ｐｒは１．７８ｍＷであり、Ｐｓは２．２２ｍＷであった。
【０２８０】
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物質
　用いた染料および塩ならびに溶媒および試薬は、市販されている。
〔ＣＧＩ－９０９〕
テトラブチルアンモニウムトリス（３－クロロ－４－メチルフェニル）（ヘキシル）ボレ
ート、［１１４７３１５－１１－４］は、ＢＡＳＦ　ＳＥ（バーセル、スイス）により製
造された生成物である。
〔Ｄｅｓｍｏｒａｐｉｄ　Ｚ〕
ジブチル錫ジラウレート［７７－５８－７］、Ｂａｙｅｒ　ＭａｔｅｒｉａｌＳｃｉｅｎ
ｃｅ　ＡＧ、レーバークーゼン、ドイツからの生成物。
〔Ｄｅｓｍｏｄｕｒ（登録商標）　Ｎ　３９００〕
Ｂａｙｅｒ　ＭａｔｅｒｉａｌＳｃｉｅｎｃｅ　ＡＧ，　Ｌｅｖｅｒｋｕｓｅｎ、レーバ
ークーゼン、ドイツからの生成物、ヘキサンジイソシアネート系ポリイソシアネート、イ
ミノオキサジアジンジオン割合少なくとも３０％、ＮＣＯ含有量：２３．５％。
〔Ｆｏｍｒｅｚ　ＵＬ　２８〕
ウレタン化触媒、Ｍｏｍｅｎｔｉｖｅ　Ｐｅｒｆｏｒｍａｎｃｅ　Ｃｈｅｍｉｃａｌｓ、
Ｗｉｌｔｏｎ、ＣＴ、米国の市販品
【０２８１】
〔Ｓａｆｒａｎｉｎ　Ｏ／Ｔ〕
市販Ｓａｆｒａｎｉｎ　Ｏ／Ｔは、６つの着色化合物からなることが見出された。３つを
明らにすることができた：
【化１９２】

【０２８２】
　４番目は、２個のメチル基を有する更なる異性である。他の２つについて、質量分析が
構造を示す：
【化１９３】

および
【化１９４】

または
考えられるその異性体。簡単にするため、主成分の式のみをＳａｆｒａｎｉｎ　Ｏを用い
た場合に以下に示す。これは常に、本発明のアニオンとの組み合わせを含む６つの成分の
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【０２８３】
実施例１
　主成分としての３．００ｇの式：
【化１９５】

で示される染料を有する混合物に対応するＳａｆｒａｎｉｎ　Ｏ（Ｃｈｅｍｏｓ　Ｇｍｂ
Ｈ、ドイツ、論文番号１３０８から２０１０年に得られた）を、２０ｍＬのメタノールお
よび３０ｍＬの水の混合物中に溶解させた。２．９８ｇの４－（ｓｅｃ－ドデシル）ベン
ゼンスルホネートナトリウム（５つの異なったｓｅｃ－ドデシル部分）の溶液を、３．１
０ｇの４－（ｓｅｃ－ドデシル）ベンゼンスルホン酸９０％純度（Ｆｌｕｋａから２０１
０年に得られた。文献番号４４１９８）から５０ｍＬの水を水酸化ナトリウム水溶液で中
和することにより調製した。この溶液を、室温で３０分間効率的な撹拌下で染料溶液へ滴
下した。３０分間、１００ｍＬの水を滴下した。赤色懸濁液を、室温で５時間撹拌し、吸
引でろ過し、２００ｍＬの水で一部洗浄し、５０℃にて減圧下で乾燥して５．９９ｇ（理
論の９１．２％）の混合物を１つの式（染料：主成分、アニオン：理想）において

【化１９６】

で示される赤色パウダーとして得た。　
メタノール中のλｍａｘ：５２８ｎｍ
適当なレーザー波長：５３２ｎｍ
【０２８４】
実施例２
　５．００ｇの式：

【化１９７】

で示される染料（２００８年にＴＣＩ　Ｅｕｒｏｐｅ　ｂ．ｖ．から得られたニューメチ
レンブルー）を、６０ｍＬの水および１０ｍＬの氷酢酸の混合物中に溶解させた。この溶
液を、１００ｍＬの水および２０ｍＬのメタノールで希釈した。５．４４ｇの２　－エチ
ルヘキシルスルフェートナトリウムの５０パーセント溶液（Ａｌｄｒｉｃｈ　から２００
９年に得られた）を１７ｍＬの水で希釈した。この溶液を、染料溶液へ室温において６０
分間効率的な撹拌下で添加して懸濁液を得、次いで２時間撹拌した。次いで吸引でろ過し
、２００ｍＬの水で部分的に洗浄する。５０℃における減圧下での乾燥により、４．８５
ｇ（理論の７９．４％）の式：
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【化１９８】

で示される青色粉末が残った。
メタノール中のλｍａｘ：６２５ｎｍ
適当なレーザー波長：６３３ｎｍ
【０２８５】
実施例３
　３．００ｇの式：

【化１９９】

で示される染料（２００９年にＡｌｆａ－Ａｅｓａｒから得られたフクシン）を、７０ｍ
Ｌのメタノール中に溶解させた。２．５６ｇのナトリウムドデシルスフェート（２００９
年にＡｐｐｌｉｃｈｅｍから得られた）を２５ｍＬの水に溶解させた。この溶液を、染料
溶液へ室温において３０分間効率的な撹拌下で添加して深赤紫色溶液を得、これは全部で
４０ｍＬの水の５時間の段階的な添加により沈殿した。この沈殿を吸引ろ過し、６０ｍＬ
の１：１水／メタノールで、および最後に１５０ｍＬの水で洗浄し、５０℃にて減圧下で
乾燥させて３．３８ｇ（理論の６７．０％）の式：
【化２００】

で示される紫色パウダーを得た。
メタノール中のλｍａｘ：５５１ｎｍ
適当なレーザー波長：５３２ｎｍ
【０２８６】
実施例４
　２．００ｇの式：
【化２０１】

で示される染料を有する混合物に対応するＳａｆｒａｎｉｎ　Ｏ（供給源は実施例１を参
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Ｊ．　Ｏｒｇ．　Ｃｈｅｍ．　２００４、６９、第８５２１～８５２４頁の通り製造した
式：
【化２０２】

示されるトリエチルアンモニウム塩を、３０ｍＬのアセトニトリル中に５０℃にて溶解さ
せた。この溶液を、５０℃にて１０分間効率的な撹拌下で染料溶液へ滴下した。混合物を
室温へ冷却し、１５０ｍＬの水で沈殿させた。赤色懸濁液を、吸引でろ過し、１５０ｍＬ
の水で部分的に洗浄し、５０℃にて減圧下で乾燥させて５．３４ｇ（理論の８６．３％）
の式：

【化２０３】

で示される赤色パウダーが残った。
メタノール中のλｍａｘ：５２８ｎｍ
適当なレーザー波長：５３２ｎｍ
【０２８７】
実施例５
　２．００ｇの式：

【化２０４】

で示される染料を有する混合物に対応するＳａｆｒａｎｉｎ　Ｏ（供給源は実施例１を参
照）を主成分として２０ｍＬの水に部分的に溶解させた。１．７４ｇのオレイン酸ナトリ
ウム（１９８２年にＲｉｅｄｅｌ－ｄｅ－Ｈａｅｎから得られた）を３０ｍＬの水に溶解
させた。この溶液を添加して染料の部分溶液へ添加し、次いで室温にて２４時間撹拌した
。樹脂状赤色生成物が形成し、水性相をこれからデカントした。樹脂を３０ｍＬの新しい
水で２４時間撹拌した。他のデカントを行った。赤色樹脂を５０℃にて減圧下で乾燥し、
最後に３０ｍＬのｔｅｒｔ－ブチルメチルエーテルで撹拌した。形成した懸濁液を、吸引
でろ過し、５ｍＬのブチルメチルエーテルで洗浄し、５０℃にて減圧下で乾燥させて２．
７２ｇ（理論の７９．９％）の式：
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【化２０５】

で示される赤色パウダーが残った。
メタノール中のλｍａｘ：５２８ｎｍ
適当なレーザー波長：５３２ｎｍ
【０２８８】
実施例６
　２．００ｇの式：
【化２０６】

で示される染料を４５ｍＬのメタノール中で沸点の半分において撹拌しながら溶解した。
１．７８ｇのナトリウムテトラフェニルボレート（ＡＢＣＲから２０１０年に得られた）
を添加した。得られる懸濁液を、１５分間沸騰させ、冷却し、吸引でろ過し、２０ｍＬの
メタノールおよび１００ｍＬの水で洗浄し、５０℃にて減圧下で乾燥させた。精製のため
に、粗製染料を室温にて必要な最小量のＮ－エチルピロリドン中に溶解し、５倍のメタノ
ールの量で希釈し、死後に水で淡く着色した母液の時点まで沈殿させた。懸濁液を、吸引
でろ過し、５０ｍＬのメタノールで部分的に洗浄し、５０℃にて減圧下で乾燥させて２．
４５ｇ（理論の７５．５％）の式：
【化２０７】

で示される僅かに緑掛かった玉虫色パウダーを得た。
メタノール中のλｍａｘ：４８６ｎｍ
適当なレーザー波長：４７３ｎｍ
【０２８９】
　出発染料を、以下の通り、既存法と同様に調製した：
　５．７８ｇの２－メチルピリジンおよび８．２０ｇのα－α’－ジブロモ－ｏ－キシレ
ンを６０ｍＬのγ　－ブチロラクトン中で８０℃にて２時間撹拌した。該混合物を冷却し
、吸引でろ過し、フィルター残渣を乾燥させた。１２．０ｇのこの物質を、２７ｍＬの氷
酢酸および２７ｍＬのモルホリンの混合物に入れ、９．４５ｇの４　ジエチルアミノベン
ザルデヒドと徐々に混合し、８０℃にて２時間撹拌した。冷却後、混合物を、水中へ入れ
、生成物を分離し、乾燥させた。
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【０２９０】
実施例７
　２．００ｇの式：
【化２０８】

で示される染料（Ｃ．Ｉ．Ｂａｓｉｃ　Ｖｉｏｌｅｔ　７）を、３０ｍＬのエタノール中
に溶解した。光をあてずに、６．３９ｇのリチウムブチルトリフェニルボレートの２０パ
ーセント水溶液（Ｈｏｋｋｏ　Ｃｈｅｍｉｃａｌ　Ｉｎｄ．、日本から２００９年に得ら
れた）を、室温にて撹拌下で滴下した。濃赤色懸濁液を、４時間撹拌し、吸引でろ過し、
１５ｍＬのエタノールおよび１００ｍＬの水で部分的に洗浄し、５０℃にて減圧下で光を
当てずに乾燥させて２．７８ｇ（理論の９７．７％）の式：

【化２０９】

で示される紫色パウダーを得た。
メタノール中のλｍａｘ：５４９ｎｍ
適当なレーザー波長：５３２ｎｍ
【０２９１】
実施例８
　独国特許１１５８６４６に記載の通り調製された３．００ｇの式：

【化２１０】

で示される染料を５０ｍＬのメタノール中に部分的に溶解させた。１．９０ｇのナトリウ
ムテトラフェニルボレート（２０１０年にＡＢＣＲから得られた）を１５ｍＬの水に溶解
させた。この溶液を、室温にて３０分間撹拌下で染料溶液へ滴下した。この方法では、赤
色懸濁液は、橙色懸濁液へ変化した。２時間の撹拌後、懸濁液を、吸引でろ過し、１０ｍ
Ｌのメタノールおよび１００ｍＬの水で部分的に洗浄し、５０℃にて減圧下で乾燥させて
２．００ｇ（理論の２８．２％）の式：

【化２１１】



(98) JP 6144625 B2 2017.6.7

10

20

30

40

50

で示される赤色掛かった橙色パウダーを得た。
メタノール中のλｍａｘ：４６７ｎｍ
適当なレーザー波長：４７３ｎｍ
【０２９２】
実施例９
　１５．０ｇのナトリウムビス（２－エチルヘキシル）スルホスクシネート（Ａｌｄｒｉ
ｃｈから２０１０年に得られた）を、３５０ｍＬの水に５０℃にて溶解させた。式：
【化２１２】

で示された２４．５ｇの染料（Ｂａｓｉｃ　Ｂｌｕｅ　３）を、５３重量％物質として、
および２２０ｍＬの酢酸ブチルを添加し、５０℃にて４時間撹拌した。水性相を、分離し
、有機相を３回５０ｍＬの新たな水で５０℃にて撹拌した。最後に、水性相を、それぞれ
分離し、最後は、室温にて分離した。深い青色有機相を、無水マグネシウムスルフェート
で乾燥し、ろ過し、残存水を１５０ミリバールにて共沸蒸留により除去した。無水ブチル
酢酸を添加して、式：

【化２１３】

で示される染料について９．６８重量％である２５０ｇの深青色溶液を得た（理論の９６
．４ｇ）。　
含水量（ＫＦ）：０．１％
メタノール中のλｍａｘ：６４３ｎｍ
適当なレーザー波長：６３３ｎｍ
【０２９３】
　溶液を蒸発させることは、２４．２ｇの金色掛かった光沢のあるプリズムの形態での深
青色ガラスを与えた。次に、これを用いて例えばブタノンまたは７：３酢酸エチル／ブタ
ノン中２０重量％溶液を製造することができた。　
【０２９４】
実施例１０
　３．７１ｇのナトリウムビス（２－エチルヘキシル）スルホスクシネート無水物（Ａｌ
ｄｒｉｃｈから２０１０年に得られた）を、５０ｍＬの無水酢酸エチルに溶解させた。４
．００ｇの式：
【化２１４】

（Ｂａｓｉｃ　Ｖｉｏｌｅｔ　７）で示される無水染料を添加した。深赤色混合物を、室
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【化２１５】

で示される染料が１３．５重量％である深紅－赤色溶液を得た（理論の９９．２％）。
含水量（ＫＦ）：０．０８％
メタノール中のλｍａｘ：５４９ｎｍ
適当なレーザー波長：５３２ｎｍ
【０２９５】
実施例１１
　２．７８ｇのＰｈｙｓ．Ｃｈｅｍ．Ｃｈｅｍ．Ｐｈｙｓ．１９９９、１、４３９５に記
載の通り調製したナトリウムジ－ｎ－オクチルスルホスクシネートを２０ｍＬの酢酸エチ
ル中に溶解した。式：
【化２１６】

で示された２．２０ｇの染料（Ｂａｓｉｃ　Ｖｉｏｌｅｔ　２１）を添加した。深橙色混
合物を、４５℃にて８時間撹拌し、室温へ冷却し、溝付きフィルターよりろ過して深橙色
溶液を得、これをまず、連行水を共沸蒸留により大気圧にて除去し、次いで２３．０ｇ質
量へ無水酢酸エチルの添加により調節した。溶液は、式：

【化２１７】

で示される染料について２０．０重量％であった（理論の９９．５％）。
含水量（ＫＦ）：０．０４％
メタノール中のλｍａｘ：４９２ｎｍ
適当なレーザー波長：４７３ｎｍ
【０２９６】
実施例１２
式：
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で示された３．３０ｇの染料（メチレンブルー、Ａｐｐｌｉｃｈｅｍから２０１０年に得
られた。９０％純度）を、７２ｍＬの水および９ｍＬのメタノールの混合物中に溶解し、
ろ過して少量の不溶性物質を除去した。光をあてずに、１４．３６ｇのリチウム　ｎ－ブ
チルトリフェニルボレートの２０重量パーセント水溶液（Ｈｏｋｋｏ　Ｃｈｅｍｉｃａｌ
　Ｉｎｄ．、日本から２００９年に得られた）を、撹拌下で滴下した。１時間撹拌した後
、光をあてずに、吸引でろ過することにより、５０ｍＬの水で洗浄し、５０℃にて減圧下
で乾燥して４．７３ｇ（理論の８６．４％）の式：
【化２１９】

で示される青色粉末を得た。
メタノール中のλｍａｘ：６５３ｎｍ、６１２（ｓｈ）ｎｍ
適当なレーザー波長：６３３ｎｍ
【０２９７】
　以下の表２における染料は、同様にして得られる。
【０２９８】
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【表２－１】

【０２９９】
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【表２－２】

【０３００】
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【表２－３】
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【０３０１】
【表２－４】
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【０３０２】
【表２－５】

【０３０３】
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【表２－６】

【０３０４】



(107) JP 6144625 B2 2017.6.7

10

20

30

40

50

【表２－７】
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【０３０５】
【表２－８】

【０３０６】



(109) JP 6144625 B2 2017.6.7

10

20

30

40

50

【表２－９】

【０３０７】
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【表２－１０】
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【０３０８】
【表２－１１】
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【０３０９】
【表２－１２】
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【０３１０】
【表２－１３】

【０３１１】
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【表２－１４】

【０３１２】
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【表２－１５】

【０３１３】
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【表２－１６】
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【０３１４】
【表２－１７】

【０３１５】
　表３は、選択した実施例についての観測した水吸収Ｗを集約する。
【０３１６】
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【表３】

【０３１７】
　比較例Ｖ１～２は、市販染料Ｓａｆｒａｎｉｎ　Ｏ／Ｔおよびメチレンブルーである。
比較例Ｖ３は、Ｈ．Ｂｅｒｎｅｔｈ　ｉｎ　Ｕｌｌｍａｎｎ’ｓ　Ｅｎｃｙｃｌｏｐｅｄ
ｉａ　ｏｆ　Ｉｎｄｕｓｔｒｉａｌ　Ｃｈｅｍｉｓｔｒｙ、Ｍｅｔｈｉｎｅ　Ｄｙｅｓ　
ａｎｄ　Ｐｉｇｍｅｎｔｓ、Ｗｉｌｅｙ－ＶＣＨ　Ｖｅｒｌａｇ、２００８年からの方法
により調製されたＢａｓｉｃ　Ｏｒａｎｇｅ　２１である。Ｖ－４はメチレンブルーおよ
び以下に記載の過塩素酸塩リチウムから得られた。表４は、比較例Ｖ１～４の観測した水
吸収Ｗを集約する。
【０３１８】
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【表４】

【０３１９】
比較例Ｖ４の調製
　５．５５ｇのメチレンブルー水和物（Ｆｌｕｋａから２０１０年に得られた９０％純度
）を、９０ｍＬの水に部分的に溶解させた。この部分的溶液へ、１．６６ｇの過塩素酸塩
リチウム（２００９年にＡｃｒｏｓから得られた）を１５ｍＬの水中での溶液を、室温に
て１時間、効率的な撹拌下で滴下した。次いで３時間撹拌し、吸引でろ過し、２×２５ｍ
Ｌの水で洗浄した。減圧下での乾燥により、５．９７ｇ（理論の９９．５％）の式：
【化２２０】

で示される青色粉末が残った。　
【０３２０】
成分の調製　
ポリオール１の調製：
　１Ｌフラスコ中に、まず、０．１８ｇの錫オクトエート、３７４．８ｇのε－カプロラ
クトンおよび３７４．８ｇの二官能性ポリテトラヒドロフランポリエーテルポリオール（
ＯＨの当量５００ｇ／モル）を投入し、１２０℃へ加熱し、その温度を固形分が９９．５
重量％以上になるまで維持した。次いで、冷却して生成物をワックス状固体として得た。
【０３２１】
アクリレート１（トリアクリル酸リンチオイルトリス（オキシ－４，１－フェニレンイミ
ノカルボニル－オキシエチレン－２，１－ジイル））の調製：
　５００ｍ丸底フラスコ中に、まず、０．１ｇの２，６－ジ－ｔｅｒｔ－ブチル－４－メ
チルフェノール、０．０５ｇのジブチル錫ジラウレート（Ｄｅｓｍｏｒａｐｉｄ（登録商
標）　Ｚ、Ｂａｙｅｒ　ＭａｔｅｒｉａｌＳｃｉｅｎｃｅ　ＡＧ、レーベークーゼン、ド
イツ）および２１３．０７ｇの酢酸エチル中のトリス（ｐ－イソシアナトフェニル）チオ
ホスフェートの２７％溶液（Ｄｅｓｍｏｄｕｒ（登録商標）　ＲＦＥ、Ｂａｙｅｒ　Ｍａ
ｔｅｒｉａｌＳｃｉｅｎｃｅ　ＡＧ、レーベークーゼン、ドイツからの生成物）を投入し
、６０℃へ加熱した。その後、４２．３７ｇの２－ヒドロキシエチルアクリレートを滴下
し、混合物をイソシアネート含有量が０．１％未満に低下するまで更に６０℃において維
持した。次いで冷却し、酢酸エチルを減圧下で完全に除去して生成物を部分結晶性固体と
して得た。
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【０３２２】
アクリレート２　２－（｛［３－メチルスルファニル）フェニル］カルバモイル｝オキシ
）エチルプロプ－２－エノエート）の調製：
　１００ｍＬ丸底フラスコ中に、まず、０．０２ｇの２，６－ジ－ｔｅｒｔ－ブチル－４
－メチルフェノール、０．０１ｇのＤｅｓｍｏｒａｐｉｄ（登録商標）　Ｚ、１１．７ｇ
の３－（メチルチオ）フェニルイソシアネートを投入し、６０℃へ加熱した。その後、８
．２ｇの２－ヒドロキシエチルアクリレートを滴下し、混合物をイソシアネート含有量が
０．１％未満に低下するまで６０℃において更に維持した。次いで、冷却して生成物を淡
黄色液体として得た。　
【０３２３】
添加剤１の調製：（ビス（２，２，３，３，４，４，５，５，６，６，７，７－ドデカフ
ルオロヘプチル）２，２，４－トリメチルヘキサン－１，６－ジイルビスカルバメート）
：
　丸底フラスコ中に、まず、０．０２ｇのＤｅｓｍｏｒａｐｉｄ　Ｚおよび３．６ｇの２
，４，４－トリメチルヘキサン１，６－ジイソシアネートを投入し、７０℃へ加熱した。
次いで１１．３９ｇの２，２，３，３，４，４，５，５，６，６，７，７－ドデカフルオ
ロヘプタン－１－オールを滴下し、混合物をイソシアネート含有量が０．１％未満に低下
するまで７０℃において更に維持した。次いで、冷却して生成物を無色オイルとして得た
。
【０３２４】
構成弾性率および平坦弾性率Ｇ０を決定するための処方物の製造
実施例処方物１
　２．００ｇのアクリレート１、２．００ｇのアクリレート２、１．５０ｇの添加剤１を
、３．４６５ｇのポリオール１および０．０２６ｇの実施例２５からの染料の０．５１２
ｇのＮ－エチルピロリドン中の溶液とスピードミキサー中で５分間混合して均質溶液を得
た。次いで上記ポリオール溶液を０．６６７ｇのＤｅｓｍｏｄｕｒ（登録商標）　Ｎ　３
９００（Ｂａｙｅｒ　ＭａｔｅｒｉａｌＳｃｉｅｎｃｅ　ＡＧ、レーベークーゼン、ドイ
ツからの生成物）とスピードミキサー中で更に１分間混合しながら添加した。次いで０．
０１グラムのＮ－エチルピロリドン中に１０重量％のＦｏｍｒｅｚ　ＵＬ　２８（ウレタ
ン化触媒、Ｍｏｍｅｎｔｉｖｅ　Ｐｅｒｆｏｒｍａｎｃｅ　Ｃｈｅｍｉｃａｌｓ、ウィル
トン、ＣＴ、米国）の溶液を添加し、再びスピードミキサー中で１分間混合した。得られ
た液体塊を、振動レオメーターのプレート－プレート測定系中へ導入した。
【０３２５】
比較例１：
　２．００ｇのアクリレート１、２．００ｇのアクリレート２、１．５０ｇの添加剤１を
、３．４７１ｇのポリオール１および０．０１５ｇの比較例Ｖ－２からの染料の０．５１
２ｇのＮ－エチルピロリドン中の溶液とスピードミキサー中で５分間混合して均質溶液を
得た。次いで上記ポリオール溶液を０．６６８ｇのＤｅｓｍｏｄｕｒ（登録商標）　Ｎ　
３９００（Ｂａｙｅｒ　ＭａｔｅｒｉａｌＳｃｉｅｎｃｅ　ＡＧ、レーベークーゼン、ド
イツからの生成物）とスピードミキサー中で更に１分間混合しながら添加した。次いで０
．０１グラムのＮ－エチルピロリドン中に１０重量％のＦｏｍｒｅｚ　ＵＬ　２８（ウレ
タン化触媒、Ｍｏｍｅｎｔｉｖｅ　Ｐｅｒｆｏｒｍａｎｃｅ　Ｃｈｅｍｉｃａｌｓ、ウィ
ルトン、ＣＴ、米国）の溶液を添加し、再びスピードミキサー中で１分間混合した。得ら
れた液体塊を、振動レオメーターのプレート－プレート測定系中へ導入した。
【０３２６】
実施例処方物２
　２．００ｇのアクリレート１、２．００ｇのアクリレート２、１．５０ｇの添加剤１を
、３．４６５ｇのポリオール１および０．０２６ｇの実施例４１からの染料の０．５１２
ｇのＮ－エチルピロリドン中の溶液とスピードミキサー中で５分間混合して均質溶液を得
た。次いで上記ポリオール溶液を０．６６７ｇのＤｅｓｍｏｄｕｒ（登録商標）　Ｎ　３
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９００（Ｂａｙｅｒ　ＭａｔｅｒｉａｌＳｃｉｅｎｃｅ　ＡＧ、レーベークーゼン、ドイ
ツからの生成物）とスピードミキサー中で更に１分間混合しながら添加した。次いで０．
０１グラムのＮ－エチルピロリドン中に１０重量％のＦｏｍｒｅｚ　ＵＬ　２８（ウレタ
ン化触媒、Ｍｏｍｅｎｔｉｖｅ　Ｐｅｒｆｏｒｍａｎｃｅ　Ｃｈｅｍｉｃａｌｓ、ウィル
トン、ＣＴ、米国）の溶液を添加し、再びスピードミキサー中で１分間混合した。得られ
た液体塊を、振動レオメーターのプレート－プレート測定系中へ導入した。
【０３２７】
比較例２：
　２．００ｇのアクリレート１、２．００ｇのアクリレート２、１．５０ｇの添加剤１を
、３．４７１ｇのポリオール１および０．０１５ｇの比較例Ｖ－３からの染料の０．５１
２ｇのＮ－エチルピロリドン中の溶液とスピードミキサー中で５分間混合して均質溶液を
得た。次いで上記ポリオール溶液を０．６６８ｇのＤｅｓｍｏｄｕｒ（登録商標）　Ｎ　
３９００（Ｂａｙｅｒ　ＭａｔｅｒｉａｌＳｃｉｅｎｃｅ　ＡＧ、レーベークーゼン、ド
イツからの生成物）とスピードミキサー中で更に１分間混合しながら添加した。次いで０
．０１グラムのＮ－エチルピロリドン中に１０重量％のＦｏｍｒｅｚ　ＵＬ　２８（ウレ
タン化触媒、Ｍｏｍｅｎｔｉｖｅ　Ｐｅｒｆｏｒｍａｎｃｅ　Ｃｈｅｍｉｃａｌｓ、ウィ
ルトン、ＣＴ、米国）の溶液を添加し、再びスピードミキサー中で１分間混合した。得ら
れた液体塊を、振動レオメーターのプレート－プレート測定系中へ導入した。
【０３２８】
実施例処方物３
　２．００ｇのアクリレート１、２．００ｇのアクリレート２、１．５０ｇの添加剤１を
、３．４６５ｇのポリオール１、０．５１２ｇのＮ－エチルピロリドンおよび０．１２５
ｇの実施例３０からの染料の酢酸ブチル中の２０．７（重量％）溶液および２－ブタノン
（８０重量％の酢酸ブチル、２０重量％の２－ブタノン）とスピードミキサー中で５分間
混合して均質溶液を得た。次いで上記ポリオール溶液を０．６６７ｇのＤｅｓｍｏｄｕｒ
（登録商標）　Ｎ　３９００（Ｂａｙｅｒ　ＭａｔｅｒｉａｌＳｃｉｅｎｃｅ　ＡＧ、レ
ーベークーゼン、ドイツからの生成物）とスピードミキサー中で更に１分間混合しながら
添加した。次いで０．０１グラムのＮ－エチルピロリドン中に１０重量％のＦｏｍｒｅｚ
　ＵＬ　２８（ウレタン化触媒、Ｍｏｍｅｎｔｉｖｅ　Ｐｅｒｆｏｒｍａｎｃｅ　Ｃｈｅ
ｍｉｃａｌｓ、ウィルトン、ＣＴ、米国）の溶液を添加し、再びスピードミキサー中で１
分間混合した。得られた液体塊を、振動レオメーターのプレート－プレート測定系中へ導
入した。
【０３２９】
比較例３：
　２．００ｇのアクリレート１、２．００ｇのアクリレート２、１．５０ｇの添加剤１を
、３．４７１ｇのポリオール１および０．０１５ｇの比較例Ｖ－１からの染料の０．５１
２ｇのＮ－エチルピロリドン中の溶液とスピードミキサー中で５分間混合して均質溶液を
得た。次いで上記ポリオール溶液を０．６６８ｇのＤｅｓｍｏｄｕｒ（登録商標）　Ｎ　
３９００（Ｂａｙｅｒ　ＭａｔｅｒｉａｌＳｃｉｅｎｃｅ　ＡＧ、レーベークーゼン、ド
イツからの生成物）とスピードミキサー中で更に１分間混合しながら添加した。次いで０
．０１グラムのＮ－エチルピロリドン中に１０重量％のＦｏｍｒｅｚ　ＵＬ　２８（ウレ
タン化触媒、Ｍｏｍｅｎｔｉｖｅ　Ｐｅｒｆｏｒｍａｎｃｅ　Ｃｈｅｍｉｃａｌｓ、ウィ
ルトン、ＣＴ、米国）の溶液を添加し、再びスピードミキサー中で１分間混合した。得ら
れた液体塊を、振動レオメーターのプレート－プレート測定系中へ導入した。
【０３３０】
実施例処方物４
　２．００ｇのアクリレート１、２．００ｇのアクリレート２、１．５０ｇの添加剤１を
、３．４６５ｇのポリオール１および０．１２５ｇの実施例３０からの染料の酢酸ブチル
中の２０．７（重量％）溶液および２－ブタノン（８０重量％の酢酸ブチル、２０重量％
の２－ブタノン）とスピードミキサー中で５分間混合して均質溶液を得た。次いで上記ポ
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リオール溶液を０．６６７ｇのＤｅｓｍｏｄｕｒ（登録商標）　Ｎ　３９００（Ｂａｙｅ
ｒ　ＭａｔｅｒｉａｌＳｃｉｅｎｃｅ　ＡＧ、レーベークーゼン、ドイツからの生成物）
とスピードミキサー中で更に１分間混合しながら添加した。次いで０．０１グラムのＮ－
エチルピロリドン中に１０重量％のＦｏｍｒｅｚ　ＵＬ　２８（ウレタン化触媒、Ｍｏｍ
ｅｎｔｉｖｅ　Ｐｅｒｆｏｒｍａｎｃｅ　Ｃｈｅｍｉｃａｌｓ、ウィルトン、ＣＴ、米国
）の溶液を添加し、再びスピードミキサー中で１分間混合した。得られた液体塊を、振動
レオメーターのプレート－プレート測定系中へ導入した。
【０３３１】
平坦弾性率Ｇ０および構成弾性率：
　次いで記載の通り得られた処方物を、そのレオロジー特性について上記方法により試験
した。平坦弾性率Ｇ０について以下の測定値を得た：
【表５】

【０３３２】
　表５に記載の実施例処方物は、平坦弾性率が対応する比較処方物の平坦弾性率より常に
大きいことを示した。従って、本発明により選択した染料は、高い水吸収を有する染料よ
り良好なポリマーマトリックス架橋を示した。マトリックスポリマーの不完全な架橋は、
そこに記録したホログラムの安定性について悪影響を有した。
【０３３３】
　図４は、実施例処方物１および比較例処方物１の間の硬化時間にわたる構成弾性率の比
較を示す。図５は、実施例処方物２および比較例処方物２の間の硬化時間にわたる構成弾
性率の比較を示す。図６は、実施例処方物３および比較例処方物３おおび実施例処方物４
の間の硬化時間にわたる構成弾性率の比較を示す。実施例処方物は通常、対応する比較処
方物より速い構成弾性率を示し、すなわち、より高い貯蔵弾性率Ｇ’に固定硬化時間後に
達することを示す。これは、例えば、本発明のフォトポリマー処方物は、ブロック耐性を
得るより短い硬化時間を可能とする（すなわち、フォトポリマー処方物が、ブロック耐性
を得ると機械安定性であり、被覆媒体を更に処理、一般に連続ロールツーロール法におい
て巻き取ることができる）ので、ホログラフィックフィルムを製造するためのフォトポリ
マー処方物での基材箔の効率的な被覆について有利である。本発明のフォトポリマー処方
物はまた、Ｎ－エチルピロリドンで調剤することができるので、実施例処方物４により示
される通り、平坦弾性率の更なる増加および硬化時間にわたりその上昇をもたらす。
【０３３４】
ホログラフィック特性を決定するための媒体の製造
実施例媒体１
　３．３８ｇのポリオール成分１を２．００ｇのアクリレート１、２．００ｇのアクリレ
ート１、１．５０ｇの添加剤１、０．１０ｇのＣＧＩ９０９（ＢＡＳＦ　ＳＥ、バーゼル
、スイスからの生成物）、０．０１７ｇの実施例２５からの染料および０．３５ｇのＮ－
エチルピロリドンと６０℃にて混合して透明溶液を得た。次いで溶液を３０℃へ冷却し、
０．６５ｇのＤｅｓｍｏｄｕｒ（登録商標）Ｎ３９００（Ｂａｙｅｒ　Ｍａｔｅｒｉａｌ
Ｓｃｉｅｎｃｅ　ＡＧ、レーベークーゼン、ドイツからの市販生成物、ヘキサンジイソシ
アネート系ポリイソシアネート、イミノオキサジアジンジオンについての割合少なくとも
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３０％、ＮＣＯ含有量２３．５％）を添加し、混合した。２３．５％）　ｗａｓ　ａｄｄ
ｅｄ　ｂｅｆｏｒｅ　ｒｅｎｅｗｅｄ　ｍｉｘｉｎｇ．最後に、０．０１ｇのＦｏｍｒｅ
ｚ　ＵＬ　２８（ウレタン化触媒、Ｍｏｍｅｎｔｉｖｅ　Ｐｅｒｆｏｒｍａｎｃｅ　Ｃｈ
ｅｍｉｃａｌｓ、ウィルトン、ＣＴ、米国の市販生成物）を添加し、再び短く混合した。
次いで、得られた液体塊をガラス板へ塗布し、その上に第２ガラス板でカバーした。この
サンプル試料を室温にて１２時間硬化するために放置した。
【０３３５】
実施例媒体２
　３．３８ｇのポリオール成分１を２．００ｇのアクリレート１と混合し、２．００ｇの
アクリレート１、１．５０ｇの添加剤１、酢酸エチル中に０．１０ｇのＣＧＩ９０９（Ｂ
ＡＳＦ　ＳＥ、バーゼル、スイスからの生成物）の３０重量％溶液および０．１０３ｇの
実施例９からの９．６８重量％染料溶液の混合物を６０℃にて混合して透明溶液を得た。
次いで溶液を３０℃へ冷却し、０．６５ｇのＤｅｓｍｏｄｕｒ（登録商標）Ｎ３９００（
Ｂａｙｅｒ　ＭａｔｅｒｉａｌＳｃｉｅｎｃｅ　ＡＧ、レーベークーゼン、ドイツからの
市販生成物、ヘキサンジイソシアネート系ポリイソシアネート、イミノオキサジアジンジ
オンについての割合少なくとも３０％、ＮＣＯ含有量２３．５％）を添加し、混合した。
２３．５％）　ｗａｓ　ａｄｄｅｄ　ｂｅｆｏｒｅ　ｒｅｎｅｗｅｄ　ｍｉｘｉｎｇ．最
後に、０．０１ｇのＦｏｍｒｅｚ　ＵＬ　２８（ウレタン化触媒、Ｍｏｍｅｎｔｉｖｅ　
Ｐｅｒｆｏｒｍａｎｃｅ　Ｃｈｅｍｉｃａｌｓ、ウィルトン、ＣＴ、米国の市販生成物）
を添加し、再び短く混合した。次いで、得られた液体塊をガラス板へ塗布し、その上に第
２ガラス板でカバーした。このサンプル試料を室温にて１２時間硬化するために放置した
。　
【０３３６】
実施例媒体３
　実施例媒体１を、０．０１７ｇの実施例２５からの染料の代わりに０．０１ｇの実施例
１３からの染料を用いたことを除いて繰り返した。
【０３３７】
実施例媒体４
　実施例媒体１を、０．０１７ｇの実施例２５からの染料の代わりに０．０１ｇの実施例
３１からの染料を用いたことを除いて繰り返した。
【０３３８】
比較媒体１
　３．３８ｇのポリオール成分１を２．００ｇのアクリレート１、２．００ｇのアクリレ
ート１、１．５０ｇの添加剤１、０．１０ｇのＣＧＩ９０９（ＢＡＳＦ　ＳＥ、バーゼル
、スイスからの生成物）、０．０１０ｇの比較例Ｖ－２からの染料および０．３５ｇのＮ
－エチルピロリドンと６０℃にて混合して透明溶液を得た。次いで溶液を３０℃へ冷却し
、０．６５ｇのＤｅｓｍｏｄｕｒ（登録商標）Ｎ３９００（Ｂａｙｅｒ　Ｍａｔｅｒｉａ
ｌＳｃｉｅｎｃｅ　ＡＧ、レーベークーゼン、ドイツからの市販生成物、ヘキサンジイソ
シアネート系ポリイソシアネート、イミノオキサジアジンジオンについての割合少なくと
も３０％、ＮＣＯ含有量２３．５％）を添加し、混合した。２３．５％）　ｗａｓ　ａｄ
ｄｅｄ　ｂｅｆｏｒｅ　ｒｅｎｅｗｅｄ　ｍｉｘｉｎｇ．最後に、０．０１ｇのＦｏｍｒ
ｅｚ　ＵＬ　２８（ウレタン化触媒、Ｍｏｍｅｎｔｉｖｅ　Ｐｅｒｆｏｒｍａｎｃｅ　Ｃ
ｈｅｍｉｃａｌｓ、ウィルトン、ＣＴ、米国の市販生成物）を添加し、再び短く混合した
。次いで、得られた液体塊をガラス板へ塗布し、その上に第２ガラス板でカバーした。こ
のサンプル試料を室温にて１２時間硬化するために放置した。　
【０３３９】
ホログラフィック試験：
　次いで、記載の通り得られた媒体をホログラフィック特性について、図１に従う測定配
置を用いて上記の方法により試験した。量Ｅ［ｍＪ／ｃｍ２］におけるΔｎｓａｔについ
て以下の測定結果を得た：
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【表６】

【０３４０】
　見出された値は、フォトポリマー処方物に用いた本発明の染料がホログラフィック媒体
において、Δｎｓａｔの高い値に起因して極めて有用であり、より素早い構成弾性率を、
マトリックスネットワークの硬化およびこれらの使用においておよびより高い平坦弾性率
Ｇ０をもたらし、従ってマトリックスポリマーの完全な架橋が得られることを示す。
【０３４１】
　さらに本発明のフォトポリマー処方物はまた、ホログラフィック媒体におけるより高い
感光性を示す。Δｎ対露光量Ｅをプロットする図７に示す通り、ホログラフィック書込は
、実施例媒体１において比較媒体１より低い量Ｅにて起こる。
【０３４２】
　実施例媒体１～４と同様の方法により、実施例１～８、１０～１２、１４～２４、２６
～３０および３２～１０６の本発明の染料は、同等のホログラフィックデータを有するホ
ログラフィック媒体を得ることを可能とする。

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】
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【図５】

【図６】

【図７】
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