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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　フルオラン発色剤を含有するコーティング組成物を不可逆的に着色する方法であって、
　前記フルオラン発色剤は、３－ジエチルアミノ－６－メチル－７－アニリノフルオラン
、３－ジエチルアミノ－６－メチル－７－（２，４－ジメチルアニリノ）フルオラン、３
－ジエチルアミノ－６－メチル－７－クロロフルオラン、３－ジエチルアミノ－７－（４
－ｎ－オクチルアニリノ）フルオラン、３－ジエチルアミノ－７－（ジベンジルアミノ）
フルオラン、３－ジエチルアミノ－７－ｔ－ブチルフルオラン、３－ジエチルアミノ－７
－カルボキシエチルフルオラン、３－ジエチルアミノ－６，８－ジメチルフルオラン、３
－ジエチルアミノ－ベンゾ［ａ］フルオラン、３－ジエチルアミノ－ベンゾ［ｃ］フルオ
ラン、３－ジブチルアミノ－６－メチル－７－アニリノフルオラン、３－ジペンチル－ア
ミノ－６－メチル－７－アニリノフルオラン、３－（Ｎ－メチル－Ｎ－プロピルアミノ）
－６－メチル－７－アニリノフルオラン、３－（Ｎ－メチル－Ｎ－シクロヘキシルアミノ
）－６－メチル－７－アニリノフルオラン、３－（Ｎ－エチル－Ｎ－シクロヘキシルアミ
ノ）－６－メチル－７－アニリノフルオラン、３－（Ｎ－エチル－ｐ－トルイジノ）アミ
ノ－７－メチルフルオラン、３－（Ｎ－エチル－Ｎ－イソアミル－アミノ）－６－メチル
－７－アニリノフルオラン、３－（Ｎ－エチル－Ｎ－イソブチルアミノ）－６－メチル－
７－アニリノフルオラン、３－（Ｎ－エチル－Ｎ－エトキシプロピルアミノ）－６－メチ
ル－７－アニリノフルオラン、及び３－シクロヘキシルアミノ－６－クロロフルオランか
らなる群から選択され、
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　ａ）ウレタンアクリレート、ポリエステルアクリレート、弾性（メタ）アクリレートを
含む（メタ）アクリレートモノマー、オリゴマー、ポリマーおよびコポリマーを含むＵＶ
硬化樹脂、アクリル熱硬化樹脂または長油アルキド樹脂からなるコーティング組成物であ
って、１５mgＫＯＨ/g未満の酸価を有するコーティング組成物を準備し、ただし、前記コ
ーティング組成物は、顕色剤、あるいは顕色剤として機能しうる添加剤を含有せず、
　ｂ）コーティング組成物を、フルオラン発色剤と混合し、この時には色は形成されず、
　ｃ）ステップｂ）で得られた無色の組成物を基材に適用し、
　ｄ）アクリル熱硬化樹脂の場合には樹脂を１００～３００℃で硬化させ、この時には色
は形成されず、長油アルキド樹脂の場合には樹脂を室温で乾燥させ、この時には色は形成
されず、
　ｅ）４００nm未満のＵＶ放射線に曝露し、この時には色が形成されるステップを含む、
方法。
【請求項２】
　コーティング組成物中のフルオラン発色剤の量が、０．００１～１０重量％の範囲であ
る、請求項１記載の方法。
【請求項３】
　コーティング組成物が、アクリル熱硬化性樹脂である、請求項１又は２記載の方法。
【請求項４】
　コーティング組成物が、アクリルＵＶ硬化組成物である、請求項１又は２記載の方法。
【請求項５】
　請求項１に記載の方法における、ＵＶ硬化プロセスでの十分なＵＶ曝露を可視化するた
めのＵＶ硬化配合物中での指示物質としてのフルオランの使用。
【請求項６】
　請求項１に記載の方法における、全ＵＶ曝露量／吸収量の識別のための検出物質／記録
物質としてのフルオランの使用。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本出願は、顕色剤を必要とすることなく、ＵＶ放射線もしくは高エネルギー放射線の照
射によってコーティング組成物を着色する方法に関する。
【０００２】
　無色の発色性化合物は、酸性物質、例えば有機酸、酸性白土、フェノールホルムアルデ
ヒド樹脂、芳香族カルボン酸の金属塩およびビスフェノールＡと接触すると色を生成する
。
【０００３】
　国際公開公報第０２／１０１４６２号には、ＵＶ光の照射によって、潜在性の酸（late
nt acid）および発色剤を含有するポリマー材料を着色する方法が記載されている。
【０００４】
　国際公開公報第０４／０５２６５４号には、ＵＶ放射線もしくは高エネルギー放射線を
用いた照射によって、潜在性の酸としてフェノール性の抗酸化剤および／またはフェノー
ル性のＵＶ吸収剤を含有するポリマー材料を着色する方法が記載されている。
【０００５】
　米国特許第４９２３７８１号には、機能性モノマー、好ましくは（メタ）アクリレート
モノマー、発色剤として３，６－ジアミンフルオラン、光開始剤、および照射によって発
色剤に色を生成させることのできる有機ハロゲン化合物を含有する光重合可能な組成物が
記載されている。
【０００６】
　上記の国際公開公報第０２／１０１４６２号に記載の発色剤、特にフルオラン発色剤は
、全体を曝露するかまたはマスクを通してもしくはＵＶレーザによる画像形成によってＵ
Ｖ放射線もしくは高エネルギー放射線に曝露すると、不可逆的に顕色可能であることが分
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かった。この系は、３００℃まで熱的に安定である。適切な放射線を用いた時にだけ、瞬
間的に、コンマ数秒以内に顕色させることができる。このようにして、着色した部分もし
くは着色した像が得られる。
【０００７】
　この方法は、コーティング組成物の自然な深部着色（depth coloring）に行うのに特に
適しており、得られた像がコーティングを除かない限り除去できないという利点を有する
。
【０００８】
　ＵＶ硬化可能なコーティング組成物（ＵＶ硬化コーティング組成物）を、光開始剤を含
有させて使用する場合には、硬化および画像化（imaging）のプロセスは１ステップで行
われる。このような系は、ＵＶ硬化条件下で迅速かつ強力に発色するので、ＵＶ硬化プロ
セスにおいて十分にＵＶ曝露されたことを可視化するための、ＵＶ硬化可能な配合物中で
の指示物質（プロセス化学物質）として機能することができる。
【０００９】
　熱硬化可能なコーティング組成物を使用する場合には、硬化ステップは、顕色ステップ
とは別にされる。つまり、硬化中は、顕色しない。
【００１０】
　人工日光もしくは天然の日光の下での発色は上記の場合よりはるかにより遅い（数時間
以内）ので、この系は、全体のＵＶ曝露量／吸収量の識別のための検出物質／記録物質（
detector/recorder）として機能することができる。
【００１１】
　よって、本発明は、発色剤（color former）を含有するコーティング組成物を不可逆的
に着色する方法であって、以下のステップを有する、すなわち、
ａ）ＵＶ硬化樹脂、熱硬化性樹脂またはアルキド樹脂からなるコーティング組成物を準備
し、
ｂ）コーティング組成物を発色剤と混合し、ただしこの時、色は形成されず、
ｃ）ステップｂ）で得られた無色の組成物を基材に適用し、
ｄ）熱硬化性樹脂の場合には１００～３００℃、好ましくは１００～１５０℃で樹脂を硬
化させ、ただしこの時、色は形成されず、アルキド樹脂の場合には室温で樹脂を乾燥させ
、ただしこの時、色は形成されず、
ｅ）ＵＶ放射線もしくは４００nm未満の高エネルギー放射線に曝露し（exposure）、この
時に色が形成される、方法に関する。
【００１２】
　ＵＶ硬化樹脂は、例えば、ウレタン、アクリレート、エポキシアクリレート、ポリエス
テルアクリレート、弾性（メタ）アクリレートを含む（メタ）アクリレートモノマー、オ
リゴマー、ならびにポリマーおよびコポリマーであって、重合可能な二重結合を含むモノ
マー単位で任意に末端キャップされていてよい一官能性、二官能性、三官能性および四官
能性モノマーまたはそれに関連するオリゴマーもしくはポリマー組成物を含み、特に、塩
化ビニル、ビニルアルコール、酢酸ビニルおよびこれに関連するビニルモノマー、オリゴ
マーおよびポリマーをベースとするものを含むビニルもしくはビニル型のモノマー、オリ
ゴマーおよびポリマーを含むものから選択されるポリマー、オリゴマーもしくはモノマー
を含む。酸価の低い（１５mgＫＯＨ/g未満）、好ましくは酸価３mgＫＯＨ/g未満のアクリ
ル樹脂が好ましい。
【００１３】
　光重合開始剤は、上記のオリゴマーおよびモノマーを組み合わせて使用することができ
る。さらに、界面活性剤も存在しうる。顕色剤としての機能を有しうる光開始剤は除外す
る。そのような除外される光開始剤の例としては、有機ハロゲン化合物、特にトリハロメ
チルスルホン、フェニルトリハロメチルケトン、トリハロメチルトリアジンのような光潜
在性の酸、または例えばヨードニウム塩、オニウム塩、６－ニトロベンジルスルホネート
、ビス－スルホニルジアゾメタン化合物、オキシムスルホネートのような光潜在性の酸等
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が挙げられる。化学的に強化されたフォトレジストのための公知の光潜在性酸の例は、例
えば米国特許第５７３１３６４号、米国特許第５８００９６４号、欧州特許第７０４７６
２号、米国特許第５４６８５８９号、米国特許第５５５８９７１号、米国特許第５５５８
９７６号、ならびに特に欧州特許第７９４４５７号および欧州特許第７９５７８６号に記
載されている。
【００１４】
　熱硬化性樹脂は、アルキド樹脂、アクリル樹脂、ポリエステル樹脂、エポキシ樹脂、フ
ェノール樹脂、アミノ樹脂を含み、メラミン、シリコーンおよびポリウレタンならびにそ
れらの混合物を含む。酸価の低い（＜１５mgＫＯＨ/g）アクリル熱硬化樹脂を使用するの
が好ましい。
【００１５】
　任意に、溶剤、例えば酢酸ブチル、ブタノール、イソブタノールまたは芳香族炭化水素
、例えばExxon Mobile Chemicalにより製造されているSolvesso 150を存在させてもよい
。任意に、流動性向上剤を存在させてもよい。
【００１６】
　アルキド樹脂は、好ましくは長油アルキド樹脂であり、また乾燥剤を含有していてよい
。さらに、皮張り防止剤および不活性な溶剤、例えばExxonの化学製品であるExxolまたは
Varsolのような石油留分、または別の不活性な炭化水素を含有していてよい。樹脂系全体
の酸価は、１５mgＫＯＨ/g未満であることが望ましい。
【００１７】
　アルキド樹脂は、多塩基酸と多価アルコールとをエステル化させて熱硬化性炭化水素樹
脂を得ることによって製造される。グリセロールおよびペンタエリスリトールは、アルキ
ド樹脂のための最も一般的な多価アルコールである。ポリオール、例えばソルビトールお
よびジエチレングリコールも使用することができる。アルキド樹脂のための最も重要な多
塩基酸は、フタル酸およびイソフタル酸である。特定の特性を付与するためにアルキド樹
脂において使用される別の二塩基酸は、アジピン酸、アゼライン酸、セバシン酸、無水テ
トラクロロフタル酸おおび無水クロレンド酸である。アルキド樹脂は２～１５の酸価を有
してはいるが、アルキド樹脂中の酸性部分は活性ではない、つまり、顕色剤とアルキド樹
脂とを混合しても発色しない。
【００１８】
　全ての樹脂（ＵＶ硬化樹脂、熱硬化樹脂もしくはアルキド樹脂）は、発色剤を含有して
いるだけであり、顕色剤、あるいは顕色剤として機能しうる添加剤も含有していない。
【００１９】
　「顕色剤」という言葉は、従来の熱硬化性記録材料中で電子受容体として働く全ての酸
性物質、例えば無機酸、芳香族カルボン酸またはその無水物、有機スルホン酸、別の有機
酸およびフェノール化合物および／またはそれ自体は酸ではないが照射によって解離しう
るプロトンを含む化合物である「潜在性酸顕色剤（latent acid developer）」を含む。
【００２０】
　潜在性酸顕色剤の例は、国際公開公報第０２／１０１４６２号に記載されており、この
文献には、式（１）
【００２１】
【化１】
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【００２２】
　［環Ａは、１つ以上のヘテロ原子を含むことができかつ／またはアネレート環（anelat
ed ring）を含むことができ、
　Ｒ１は、水素、アルキル、好ましくはＣ１～Ｃ２０アルキル、アルケニル、好ましくは
Ｃ２～Ｃ２０アルケニル、アリール、好ましくはフェニル、またはＣ１～Ｃ４アルキルも
しくはＣ１～Ｃ４アルコキシで１～３回置換されたフェニルであり、
　Ｒ２、Ｒ３、Ｒ４およびＲ５は、互いに独立して、水素もしくは官能性置換基であり、
　Ｒは、Ｃ１～Ｃ６アルキル、－Ｚ１－Ｑ１または－Ｚ２－Ｑ２を表し、
　Ｚ１は単結合、Ｓ、ＮＨもしくはＯであり、
　Ｑ１は、Ｃ、Ｓ、ＯおよびＮから選択される５～９個の環原子を有しかつ少なくとも２
個、好ましくは少なくとも３個、より好ましくは少なくとも４個の炭素原子を環系内に有
する複素環系であり、好ましくはＱ１は、モルホリン、Ｃ１～Ｃ４アルキルもしくはヒド
ロキシで１～３回置換されていてよいピリジン、メルカプトベンズオキサゾール、メルカ
プトベンズチアゾールを表し、
　Ｚ２は、Ｃ１～Ｃ４アルキルまたはＱ３で置換されていてよいＣ１～Ｃ４アルキレンを
表し、
　ここでＱ３は、Ｃ１～Ｃ４アルキル、ヒドロキシ、Ｃ５～Ｃ８シクロアルキルおよび／
またはＣ、Ｓ、ＯおよびＮから選択される５～９個の環原子を有しかつ少なくとも２個、
好ましくは少なくとも３個、より好ましくは少なくとも４個の炭素原子を環系内に有する
複素環系で１～３回置換されていてよいフェニルを表し、
　Ｑ２は、Ｃ１～Ｃ４アルキル、ヒドロキシ、Ｃ５～Ｃ８シクロアルキルおよび／または
Ｃ、Ｓ、ＯおよびＮから選択される５～９個の環原子を有しかつ少なくとも２個、好まし
くは少なくとも３個、より好ましくは少なくとも４個の炭素原子を環系内に有する複素環
系で１～３回置換されていてよいフェニルを表し、
　Ｒに対するα位のＣ原子にある水素原子が、照射により解離することができる］の潜在
性酸が開示されている。
【００２３】
　「潜在性酸顕色剤」という言葉は、さらに、欧州特許出願第０３／５０９１２号に開示
されたフェノール抗酸化剤を指す。典型的な例は、ヒドロキシフェニルベンゾトリアゾー
ル、ヒドロキシフェニルトリアジンもしくはヒドロキシベンゾフェノンの分類であり、こ
れら全ては、コア分子へのフェニル環の結合位置に対してオルト位でフェニル環に配置さ
れたヒドロキシ基を有している。
【００２４】
　「発色剤」という言葉は、フルオラン、トリフェニルメタン、ラクトン、ベンズオキサ
ジン、スピロピラン、フタリドを指すが、フルオランが好ましい。
【００２５】
　適切な発色剤は、３－ジブチルアミノ－７－ジベンジルアミノフルオラン、３－ジエチ
ルアミノ－６－メチルフルオラン、３－ジメチルアミノ－６－メチル－７－アニリノフル
オラン、３－ジエチルアミノ－６－メチル－７－アニリノフルオラン、３－ジエチルアミ
ノ－６－メチル－７－（２，４－ジメチルアニリノ）フルオラン、３－ジエチルアミノ－
６－メチル－７－クロロフルオラン、３－ジエチルアミノ－６－メチル－７－（３－トリ
フルオロメチルアニリノ）フルオラン、３－ジエチルアミノ－６－メチル－７－（２－ク
ロロアニリノ）フルオラン、３－ジエチルアミノ－６－メチル－７－（４－クロロアニリ
ノ）フルオラン、３－ジエチルアミノ－６－メチル－７－（２－フルオロアニリノ）フル
オラン、３－ジエチルアミノ－６－メチル－７－（４－ｎ－オクチルアニリノ）フルオラ
ン、３－ジエチルアミノ－７－（４－ｎ－オクチルアニリノ）フルオラン、３－ジエチル
アミノ－６－メチル－７－（ジベンジルアミノ）フルオラン、３－ジエチルアミノ－７－
（ジベンジルアミノ）フルオラン、３－ジエチルアミノ－６－クロロ－７－メチルフルオ
ラン、３－ジエチルアミノ－７－ｔ－ブチルフルオラン、３－ジエチルアミノ－７－カル
ボキシエチルフルオラン、３－ジエチルアミノ－６－クロロ－７－アニリノフルオラン、



(6) JP 5073479 B2 2012.11.14

10

20

30

40

50

３－ジエチルアミノ－６－メチル－７－（３－メチルアニリノ）フルオラン、３－ジエチ
ルアミノ－６－メチル－７－（４－メチルアニリノ）フルオラン、３－ジエチルアミノ－
６－エトキシエチル－７－アニリノフルオラン、３－ジエチルアミノ－７－メチルフルオ
ラン、３－ジエチルアミノ－６，８－ジメチルフルオラン、３－ジエチルアミノ－７－ク
ロロフルオラン、３－ジエチルアミノ－７－クロロフルオラン、３－ジエチルアミノ－７
－（３－トリフルオロメチルアニリノ）フルオラン、３－ジエチルアミノ－７－（２－ク
ロロアニリノ）フルオラン、３－ジエチルアミノ－７－（２－フルオロアニリノ）フルオ
ラン、３－ジエチルアミノ－ベンゾ［ａ］フルオラン、３－ジエチルアミノ－ベンゾ［ｃ
］フルオラン、３－ジブチルアミノ－６－メチルフルオラン、３－ジブチルアミノ－６－
メチル－７－アニリノフルオラン、３－ジブチルアミノ－６－メチル－７－（２，４－ジ
メチルアニリノ）－フルオラン、３－ジブチルアミノ－６－メチル－７－（２－クロロア
ニリノ）フルオラン、３－ジブチルアミノ－６－メチル－７－（４－クロロアニリノ）フ
ルオラン、３－ジブチルアミノ－６－メチル－７－（２－フルオロアニリノ）フルオラン
、３－ジブチルアミノ－６－メチル－７－（３－トリフルオロメチルアニリノ）フルオラ
ン、３－ジブチルアミノ－６－エトキシエチル－７－アニリノフルオラン、３－ジブチル
アミノ－６－クロロ－アニリノフルオラン、３－ジブチルアミノ－６－メチル－７－（４
－メチルアニリノ）フルオラン、３－ジブチルアミノ－７－（２－クロロアニリノ）フル
オラン、３－ジブチルアミノ－７－（２－フルオロアニリノ）フルオラン、３－ジペンチ
ル－アミノ－６－メチル－７－アニリノフルオラン、３－ジペンチルアミノ－６－メチル
－７－（４－２－クロロアニリノ）フルオラン、３－ジペンチルアミノ－７－（３－トリ
フルオロメチルアニリノ）フルオラン、３－ジペンチルアミノ－６－クロロ－７－アニリ
ノフルオラン、３－ジペンチルアミノ－７－（４－クロロアニリノ）フルオラン、３－ピ
ロリジノ－６－メチル－７－アニリノフルオラン、３－ピペリジノ－６－メチル－７－ア
ニリノフルオラン、３－（Ｎ－メチル－Ｎ－プロピルアミノ）－６－メチル－７－アニリ
ノフルオラン、３－（Ｎ－メチル－Ｎ－シクロヘキシルアミノ）－６－メチル－７－アニ
リノフルオラン、３－（Ｎ－エチル－Ｎ－シクロヘキシルアミノ）－６－メチル－７－ア
ニリノフルオラン、３－（Ｎ－エチル－Ｎ－ｎ－ヘキシルアミノ）－７－アニリノフルオ
ラン、３－（Ｎ－エチル－ｐ－トルイジノ）アミノ－６－メチル－７－アニリノフルオラ
ン、３－（Ｎ－エチル－ｐ－トルイジノ）アミノ－７－メチルフルオラン、３－（Ｎ－エ
チル－Ｎ－イソアミル－アミノ）－６－メチル－７－アニリノフルオラン、３－（Ｎ－エ
チル－Ｎ－イソアミルアミノ）－７－（２－クロロアニリノ）フルオラン、３－（Ｎ－エ
チル－Ｎ－イソアミルアミノ）－６－クロロ－７－アニリノフルオラン、３－（Ｎ－エチ
ル－Ｎ－テトラヒドロフルフリルアミノ）－６－メチル－７－アニリノフルオラン、３－
（Ｎ－エチル－Ｎ－イソブチルアミノ）－６－メチル－７－アニリノフルオラン、３－（
Ｎ－ブチル－Ｎ－イソアミルアミノ）－６－メチル－７－アニリノフルオラン、３－（Ｎ
－イソプロピル－Ｎ－３－ペンチルアミノ）－６－メチル－７－アニリノフルオラン、３
－（Ｎ－エチル－Ｎ－エトキシプロピルアミノ）－６－メチル－７－アニリノフルオラン
、３－シクロヘキシルアミノ－６－クロロフルオラン、２－メチル－６－ｐ－（ｐ－ジメ
チルアミノフェニル）アミノアニリノフルオラン、２－メトキシ－６－ｐ－（ｐ－ジメチ
ルアミノフェニル）アミノアニリノフルオラン、２－クロロ－３－メチル－６－ｐ－（ｐ
－フェニルアミノフェニル）アミノアニリノフルオラン、２－ジエチルアミノ－６－ｐ－
（ｐ－ジメチルアミノフェニル）アミノアニリノフルオラン、２－フェニル－６－メチル
－６－ｐ－（ｐ－フェニルアミノフェニル）アミノアニリノフルオラン、２－ベンジル－
６－ｐ－（ｐ－フェニル－アミノフェニル）アミノアニリノフルオラン、３－メチル－６
－ｐ－（ｐ－ジメチルアミノフェニル）アミノアニリノフルオラン、３－ジエチルアミノ
－６－ｐ－（ｐ－ジエチルアミノフェニル）アミノアニリノフルオラン、３－ジエチルア
ミノ－６－ｐ－（ｐ－ジブチルアミノフェニル）アミノアニリノフルオラン、２，４－ジ
メチル－６－［（４－ジメチルアミノ）アニリノ］フルオランを含むが、これらに限定さ
れることはない。
【００２６】
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　特に好ましいフルオラン化合物は、３－ジエチルアミノ－６－メチルフルオラン、３－
ジエチルアミノ－６－メチル－７－アニリノフルオラン、３－ジエチルアミノ－６－メチ
ル－７－（２，４－ジメチルアニリノ）フルオラン、３－ジエチルアミノ－６－メチル－
７－クロロフルオラン、３－ジエチルアミノ－６－メチル－７－（３－トリフルオロメチ
ルアニリノ）フルオラン、３－ジエチルアミノ－６－メチル－７－（２－クロロアニリノ
）フルオラン、３－ジエチルアミノ－６－メチル－７－（４－クロロアニリノ）フルオラ
ン、３－ジエチルアミノ－６－メチル－７－（２－フルオロアニリノ）フルオラン、３－
ジエチルアミノ－７－（４－ｎ－オクチルアニリノ）フルオラン、３－ジエチルアミノ－
７－（ジベンジルアミノ）フルオラン、３－ジエチルアミノ－６－クロロ－７－メチルフ
ルオラン、３－ジエチルアミノ－７－ｔ－ブチルフルオラン、３－ジエチルアミノ－７－
カルボキシエチルフルオラン、３－ジエチルアミノ－６－クロロ－７－アニリノフルオラ
ン、３－ジエチルアミノ－６－メチル－７－（３－メチルアニリノ）フルオラン、３－ジ
エチルアミノ－６－メチル－７－（４－メチルアニリノ）フルオラン、３－ジエチルアミ
ノ－７－メチルフルオラン、３－ジエチルアミノ－６，８－ジメチルフルオラン、３－ジ
エチルアミノ－７－クロロフルオラン、３－ジエチルアミノ－７－（３－トリフルオロ－
メチルアニリノ）フルオラン、３－ジエチルアミノ－７－（２－クロロアニリノ）フルオ
ラン、３－ジエチルアミノ－７－（２－フルオロアニリノ）フルオラン、３－ジエチルア
ミノ－ベンゾ［ａ］フルオラン－６－エトキシエチル－７－アニリノフルオラン、３－ジ
ブチルアミノ－６－クロロ－アニリノフルオラン、３－ジペンチルアミノ－６－メチル－
７－アニリノフルオラン、３－（Ｎ－メチル－Ｎ－プロピルアミノ）－６－メチル－７－
アニリノフルオラン、３－（Ｎ－メチル－Ｎ－シクロヘキシルアミノ）－６－メチル－７
－アニリノフルオラン、３－（Ｎ－エチル－Ｎ－シクロヘキシルアミノ）－６－メチル－
７－アニリノフルオラン、３－（Ｎ－エチル－Ｎ－ｎ－ヘキシル－アミノ）－７－アニリ
ノフルオラン、３－（Ｎ－エチル－ｐ－トルイジノ）アミノ－６－メチル－７－アニリノ
フルオラン、３－（Ｎ－エチル－ｐ－トルイジノ）アミノ－７－メチルフルオラン、３－
（Ｎ－エチル－Ｎ－イソアミルアミノ）－６－メチル－７－アニリノフルオラン、３－（
Ｎ－エチル－Ｎ－テトラヒドロフルフリルアミノ）－６－メチル－７－アニリノフルオラ
ン、３－（Ｎ－エチル－Ｎ－イソブチルアミノ）－６－メチル－７－アニリノフルオラン
、３－（Ｎ－ブチル－Ｎ－イソアミルアミノ）－６－メチル－７－アニリノフルオラン、
３－（Ｎ－イソプロピル－Ｎ－３－ペンチルアミノ）－６－メチル－７－アニリノフルオ
ラン、３－（Ｎ－エチル－Ｎ－エトキシプロピルアミノ）－６－メチル－７－アニリノフ
ルオラン、３－シクロヘキシルアミノ－６－クロロフルオラン、７－（Ｎ－エチル－Ｎ－
イソペンチルアミノ）－３－メチル－１－フェニルスピロ［４Ｈ－クロメノ［２，３－ｃ
］ピラゾール－４（１Ｈ）－３′フタリドである。
【００２７】
　とりわけ好ましいフルオラン化合物は、３－ジエチルアミノ－６－メチル－７－アニリ
ノフルオラン、３－ジエチルアミノ－６－メチル－７－（２，４－ジメチルアニリノ）フ
ルオラン、３－ジエチルアミノ－６－メチル－７－クロロフルオラン、３－ジエチルアミ
ノ－７－（４－ｎ－オクチルアニリノ）フルオラン、３－ジエチルアミノ－７－（ジベン
ジルアミノ）フルオラン、３－ジエチルアミノ－７－ｔ－ブチルフルオラン、３－ジエチ
ルアミノ－７－カルボキシエチルフルオラン、３－ジエチルアミノ－６，８－ジメチルフ
ルオラン、３－ジエチルアミノ－ベンゾ［ａ］フルオラン、３－ジエチルアミノ－ベンゾ
［ｃ］フルオラン、３－ジブチルアミノ－６－メチル－７－アニリノフルオラン、３－ジ
ペンチルアミノ－６－メチル－７－アニリノフルオラン、３－（Ｎ－メチル－Ｎ－プロピ
ル－アミノ）－６－メチル－７－アニリノフルオラン、３－（Ｎ－メチル－Ｎ－シクロヘ
キシルアミノ）－６－メチル－７－アニリノフルオラン、３－（Ｎ－エチル－Ｎ－シクロ
ヘキシルアミノ）－６－メチル－７－アニリノフルオラン、３－（Ｎ－エチル－ｐ－トル
イジノ）アミノ－７－メチルフルオラン、３－（Ｎ－エチル－Ｎ－イソアミルアミノ）－
６－メチル－７－アニリノフルオラン、３－（Ｎ－エチル－Ｎ－イソブチルアミノ）－６
－メチル－７－アニリノフルオラン、３－（Ｎ－エチル－Ｎ－エトキシプロピルアミノ）
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－６－メチル－７－アニリノフルオラン、３－シクロヘキシルアミノ－６－クロロフルオ
ラン、７－（Ｎ－エチル－Ｎ－イソペンチルアミノ）－３－メチル－１－フェニルスピロ
［４Ｈ－クロメノ［２，３－ｃ］ピラゾール－４（１Ｈ）－３′フタリドである。
【００２８】
　上記の発色剤は、単独の化合物として、または互いに組み合わせるかもしくはさらなる
別の発色性の化合物と組み合わせて使用することができる。
【００２９】
　上で列記したものに含まれる市販のフルオランは、Pergascript Black T-R、Pergascri
pt Black T-2R、Pergascript Green I-2GN、Pergascript Orange I-G、Pergascript blue
 I-2RNおよび別の製造業者の製品であるOrange DCF、Red DCF、Orange 100、Red PSD-V、
Red ETPMである。
【００３０】
　「コーティング組成物」という言葉は、基材の表面に適用されてコーティングを形成す
る任意の化合物を表すのに使用される。このような化合物は、水性であっても非水性であ
ってもよく、予備重合されたポリマーまたは重合可能なモノマー、オリゴマーおよび／ま
たはポリマーを、また任意に別の添加剤、特に界面活性剤および／または乳化剤ならびに
溶剤を含む別の添加剤を含有していてよい。コーティング組成物は、インク組成物であっ
てもよい。その場合、インク組成物により基材が印刷され、基材上にインクフィルムが形
成される。
【００３１】
　インクの非限定的な例としては、各種印刷プロセスで用いられる印刷インク用インク、
つまり、フレキソグラフィー印刷、スクリーン印刷、パッケージ印刷、セキュリティーイ
ンク印刷（security ink printing）、おう版印刷またはオフセット印刷用、製版段階用
および布地印刷用、オフィス、家庭での用途またはグラフィック用途のため、例えば紙製
品用、例えばボールペン、フェルトペン、サインペン、カード、木材、（木材）ステイン
、金属、インクパッド用、またはインパクト印刷プロセス（インパクト圧インクリボンを
利用）用、デジタル印刷のためのノンインパクト印刷材料の製造用、熱溶融型転写印刷プ
ロセス、インクジェット印刷プロセス用もしくは熱転写印刷プロセス用のインク、またポ
リマーインク粒子、トナー、染料レーザ、乾式コピートナー、液体コピートナーまたは電
気泳動トナーの製造用、ならびにエレクトロルミネセンスデバイスのために使用するイン
クである。
【００３２】
　コーティングの非限定的な例は、工業的または商業的な使用のため、布地装飾および工
業的標識用、ロール塗工もしくは粉体適用用または自動車の仕上げ塗装用、高濃度固体（
低濃度溶剤）、水含有もしくは金属コーティング材料用または水性塗料のための顔料着色
配合物用、コーティング、繊維、円盤（platters）もしくは成型担体のための顔料着色プ
ラスチックの製造用である。
【００３３】
　コーティング組成物中の発色剤の量は、通常、コーティング組成物の全重量に対して約
０．００１～１０重量％、最も好ましくは０．０１～５重量％の範囲にある。コーティン
グ組成物は、２種以上の着色剤を含有していてよい。
【００３４】
　適切な放射源は、戸外での曝露、人工日光、ＵＶ光（４００nmより短い、好ましくは３
８０nmより短い波長（λ））、Ｘ線、γ線または粒子放射線、例えば電子ビームを含む。
好ましい放射源は、ＵＶレーザ、ＵＶランプ、Ｘ線または電子放射源、α放射線、β放射
線および／またはγ放射線を発する放射性材料を含む。
【００３５】
　発色剤、および顕色剤として機能しない任意のさらなる添加剤は、公知の方法、例えば
粉末の形態での乾式混合、または例えば不活性な溶剤、水もしくは油の溶液、分散液もし
くは懸濁液の形態での湿式混合によって、コーティング組成物に添加することができる。
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　さらに、非酸性添加剤、例えば溶剤、光開始剤、抗酸化剤（国際公開公報第０４／０５
２６５４号に記載されているような潜在性酸として作用するものを除く）、光沢剤、充填
材、早すぎる重合の阻止を意図して添加される熱重合阻害剤（thermal inhibitors）、例
えば、２，２，６，６－テトラメチル－４－ヒドロキシピペリジン－１－オキシル（４－
ヒドロキシ－ＴＥＭＰＯ）およびその誘導体、制電剤、湿潤剤もしくは流動性向上剤およ
び接着増強剤、ＵＶ吸収剤および光安定剤がさらに存在していてもよい。
【００３７】
　安定性の基材の非限定的な例としては、例えば木材、布地、紙、セラミックス、ガラス
、ガラス繊維、プラスチック、例えばポリエステル、ポリエチレンテレフタレート、ポリ
オレフィンもしくは酢酸セルロース、特にフィルムの形態になっているもの、さらには金
属、例えばＡｌ、Ｃｕ、Ｎｉ、Ｆｅ、Ｚｎ、ＭｇもしくはＣｏ、およびＧａＡｓ、Ｓｉも
しくはＳｉＯ２が挙げられる。
【００３８】
　発色は、放射下で起こる。この色の変化は不可逆的である。着色された部分もしくは着
色された像は、全面的にもしくはマスクを通して得ることができる。この方法は、特に、
コーティング組成物の自然な深部着色に適しており、得られた像はコーティングを除かな
い限り除去できないという利点を有する。
【００３９】
　ＵＶ硬化コーティング組成物は、光開始剤を含有させて使用し、硬化プロセスおよび画
像形成プロセスは、１つのステップで行う。この系は、ＵＶ硬化条件下で迅速かつ強力に
発色するので、ＵＶ硬化プロセスでの十分なＵＶ曝露を可視化するための、ＵＶ硬化可能
な配合物における指示物質（プロセス化学物質）として機能することができる。
【００４０】
　人工日光または天然日光による発色は上記条件での発色よりもはるかに遅い（数時間以
内）ので、この系は、全ＵＶ曝露量／吸収量の識別のための検出物質／記録物質として機
能することができる。
【００４１】
　例
　１．試験された発色剤の一覧
【００４２】
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【表１】
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【００４３】
　２．試験された配合物、適用および乾燥条件
　２．１　ＵＶ硬化系
【００４４】
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【表２】

【００４５】
　試料をワイヤバーで適用し（濡れた状態でのフィルム厚み６０μm）、２つのＨｇ灯バ
ルブ（それぞれ８０W/cm）でラインスピード（line speed）１０m/分で照射して硬化させ
た。
【００４６】
　２．２　熱硬化性アクリル系
【００４７】
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【表３】

【００４８】
　試料をワイヤバーで適用し（濡れた状態でのフィルム厚み１２０μm）、１３０℃、３
０分間で硬化させた。
【００４９】
　２．３　長油アルキド系
【００５０】

【表４】

【００５１】
　試料をワイヤバーで適用し（濡れた状態でのフィルム厚み８０μm）、室温で少なくと
も２４時間暗所で乾燥させる。
【００５２】



(15) JP 5073479 B2 2012.11.14

10

20

　全ての適用に使用された基材は、白色着色アルミニウム（pre-coated aluminum）（Q-P
anel QTY:125）であった。
【００５３】
　３．照射条件
　異なる光源および照射条件を利用して顕色させた。
【００５４】
　３．１　ＵＶ硬化条件
　それぞれ８０W/cmの２つの媒体圧Ｈｇ灯をラインスピード１０m/分で使用。全曝露時間
に達するまでの機械の作動回数を実施する（１作業は６秒）。
【００５５】
　３．２　ＵＶ－Ａ曝露
　３４０nmにＵＶ－Ａ発光ピークを有する４つのＵＶ－Ａ蛍光ランプを使用。常設して曝
露。
【００５６】
　３．３　日光ランプ
　DIN 6173による、ＵＶ－Ａ光を一部に含む人工日光を使用。常設して曝露。
【００５７】
　４．顕色結果
　Minolta CM-2600d測色装置を使用して、曝露後の顕色を（曝露時間毎に）測定し、CIE-
Lab色差式を用いて計算を行った。Ｌ＊、ａ＊、ｂ＊の値は、個々の色の強さおよび暗さ
（明度および彩度）を表している。
【００５８】
　４．１　ＵＶ硬化系
　全ての液体配合物は、ＵＶ光照射前には色を示していない。
【００５９】
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【表５】

【００６０】
　ＣＩＥ Ｌ＊ａ＊ｂ＊値により、全ての試料が、照射後に著しい着色を示していること
が分かる。上表に示されているように、対照１のように光潜在性酸を存在させることは顕
色のための必須条件ではない。
【００６１】
　４．２　熱硬化性アクリル系
　全ての硬化された試料は、照射前には著しい色を示していない。
【００６２】
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【表６】

【００６３】
　上記のＣＩＥ Ｌ＊ａ＊ｂ＊値より、ＵＶ硬化条件下で、試験された全ての製品が、光
潜在性酸の存在なしで著しい着色を示したことが分かる。上表の値に示されているように
、対照１および対照２のような酸もしくは酸発生剤の存在は、顕色のための必須条件では
ない。
【００６４】
　基材の色値と比較した場合、全ての試料が、ＵＶ硬化条件下での照射によって著しい色
変化を示した。ＣＦ１およびＣＦ２は、ＵＶ－Ａ光および人工日光のような長波長の光に
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よる照射で着色する。
【００６５】
　４．３　長油アルキド系
　試料は、照射前には著しい色を示していない。
【００６６】
【表７】

　Ｌ＊ａ＊ｂ＊値は、顕色剤を用いることなく、着色を示したことが明らかである。
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