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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　式（２）で表される１，３－ジヒドロ－１－オキソ－２Ｈ－インデン誘導体化合物。
【化１】

［式（２）中、ＡはＳ原子またはＮＲ7を表し、Ｒ1、Ｒ2、Ｒ3、Ｒ4、Ｒ5、Ｒ6、Ｒ8およ
びＲ9はそれぞれ独立に１価の非金属原子団の基を表し、Ｒ7はアルキル基またはアリール
基を表し、Ｒ8とＲ9とは互いに結合して５から８員の環を形成しても良い。］
【請求項２】
　(i) 請求項１記載の化合物である増感色素と、(ii)該増感色素の光吸収により生じる電
子励起状態との相互作用により化学変化を起こし、ラジカル、酸および塩基のうちの少な
くともいずれか１種を生成する活性剤化合物と、(iii)ラジカル、酸および塩基のうちの
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少なくともいずれか１種によって反応し、その物理的または化学的特性が変化して保持さ
れる化合物とを含有する感光性組成物。
【請求項３】
　前記ラジカル、酸および塩基のうちの少なくともいずれか１種によって反応しその物理
的または化学的特性が変化して保持される化合物がエチレン性不飽和二重結合を有する付
加重合性化合物である請求項２に記載の感光性組成物。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は新規な光開始系、特に、高感度でかつ、安定性に優れた光開始系を含有する感光
性組成物に関する。また、本発明は、特に、ディジタル信号に基づいた走査露光により製
版可能な平版印刷版原版用の材料として優れた光重合性組成物に関する。
【０００２】
【従来の技術】
従来、平版印刷版としては親水性支持体上に親油性の感光性樹脂層を設けた構成を有する
ＰＳ版が広く用いられ、その製版方法として、通常は、リスフイルムを介してマスク露光
（面露光）後、非画像部を溶解除去することにより所望の印刷版を得ていた。
【０００３】
近年、画像情報をコンピュータを用いて電子的に処理、蓄積、出力する、ディジタル化技
術が広く普及し、それに対応した新しい画像出力方式が種々実用されるようになってきた
。その結果レーザ光のような指向性の高い光をディジタル化された画像情報に従って走査
し、リスフイルムを介すことなく、直接印刷版を製造するコンピュータ　トゥ　プレート
（ＣＴＰ）技術が望まれ、これに適応した印刷版原版を得ることが重要な技術課題となっ
ている。
【０００４】
このような走査露光可能な平版印刷版を得る方式の一つとして、従来より、親水性支持体
上に設けるインク受容性の感光性樹脂層（以下、感光層という）として、感光スピードに
優れた光重合系組成物を用いた構成が提案され、既に上市されている。こうした構成の原
版は、現像処理が簡便であり、さらに解像度、着肉性、耐刷性、汚れ性に優れるといった
望ましい刷版、印刷性能を有する。
【０００５】
上記光重合性組成物は基本的にはエチレン性不飽和化合物、光重合開始系、バインダー樹
脂からなり、画像形成は、光開始系が光吸収し、活性ラジカルを生成、エチレン性不飽和
化合物の付加重合を引き起こし、感光層の不溶化を生じるものである。従来の、走査露光
可能な光重合性組成物に関する提案の大部分は、感光性に優れた光開始系の使用を開示し
たものであり、例えば、Bruce M. Monroeら著、Chemical Revue,93,435(1993).やR.S.Dav
idson著、Journal of Photochemistry and biology A:Chemistry,73.81(1993).に多く記
載されている。
【０００６】
これらの開始系からなる光重合性組成物と光源としてＡｒレーザー（４８８ｎｍ）やＦＤ
－ＹＡＧレーザー（５３２ｎｍ）のような長波長の可視光源を用いた、従来のＣＴＰシス
テムに関しては、製版工程の生産性を上げるために、さらに高速で書き込むことが望まれ
ているが、光源の出力が十分高くないことや感材の感度が十分高くないためにその目的は
達成されていない。
【０００７】
一方、近年、例えば、ＩｎＧａＮ系の材料を用い、３５０ｎｍから４５０ｎｍ域で連続発
振可能な半導体レーザが実用段階となっている。これらの短波光源を用いた走査露光シス
テムは、半導体レーザが構造上、安価に製造できるため、十分な出力を有しながら、経済
的なシステムを構築できるといった長所を有する。さらに、従来のＦＤ－ＹＡＧやＡｒレ
ーザを使用するシステムに比較して、より明るいセーフライト下での作業が可能な感光域
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が短波な感材が使用できる。
【０００８】
しかしながら、３５０ｎｍから４５０ｎｍの短波長域で走査露光に十分な感度を有する光
開始系は現在までに知られていない。
【０００９】
さらに、例えば、J.P.Faussier "Photoinitiated Polymerization-Theory and Applicati
ons" :Rapra Review vol.9,Report,Rapra Technology(1998)やM.Tsunooka et al.,Prog.P
olym.Sci.,21,1(1996)に記載されるように、感度の高い光開始系を得ることは、広く、イ
メージング分野において、なお切望される技術である。増感色素と活性剤とからなる光開
始系は、活性剤の選択により、上記活性ラジカルの他、酸、塩基を発生することができ、
例えば、光造形、ホログラフィー、カラーハードコピーといった画像形成や、フォトレジ
スト等の電子材料製造分野、インクや塗料、接着剤等の光硬化樹脂材料用途に利用される
。これらの産業分野において、活性剤の分解を効率良く引き起こすために、光吸収性、増
感能に優れた増感色素を見いだすことが本産業分野において、望まれている。
【００１０】
【発明が解決しようとする課題】
本発明の目的は、作業性、経済性に優れた、ＣＴＰシステムに適合した走査露光用平版印
刷版を得るためのものであって、安価な短波半導体レーザの発振波長に対し高感度な平版
印刷版原版に適した、広く３５０ｎｍから４５０ｎｍの波長に対し高感度な新規な光開始
系を用いた感光性組成物を提供することである。また、これに用いることができる新規化
合物を提供することである。
【００１１】
【課題を解決するための手段】
本発明者らは、上記目的を達成すべく鋭意検討を重ねた結果、特定の構造を有する増感色
素と活性剤とからなる新規な光開始系が、特に高い感光性を与えることを見いだしたもの
である。具体的には、
(i)式（１）で表される増感色素と、(ii)式（１）で表される増感色素の光吸収により生
じる電子励起状態との相互作用により化学変化を起こし、ラジカル、酸および塩基のうち
の少なくともいずれか１種を生成する活性剤化合物からなる光開始系が非常に高い感光性
を有し、特に３５０ｎｍから４５０ｎｍ付近において高感度であることを見いだしたもの
である。
【００１２】
【化３】

【００１３】
［式（１）中、ＡはＳ原子またはＮＲ7を表し、Ｙは隣接するＡおよび炭素原子と共同し
て色素の塩基性核を形成する非金属原子団を表し、Ｒ1、Ｒ2、Ｒ3、Ｒ4、Ｒ5およびＲ6は
それぞれ独立に１価の非金属原子団の基を表し、Ｒ7はアルキル基またはアリール基を表
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す。］
そして、上記開始系は、さらに(iii)ラジカル、酸および塩基のうちの少なくともいずれ
か１種によって反応し、その物理的または化学的特性が変化して保持される化合物と組み
合わせることで、優れた感光性組成物を与える。
【００１４】
さらに、(iii)のラジカル、酸および塩基のうちの少なくともいずれか１種によって反応
しその物理的または化学的特性が変化して保持される化合物が、エチレン性不飽和二重結
合を有する付加重合性化合物である感光性組成物を使用することで、短波半導体レーザに
よる走査露光に十分な感度を有し、明るいセーフライト下でも取り扱い可能で、かつ優れ
た印刷性を示す平版印刷版原版が得られることを見いだしたものである。
【００１５】
　また、本発明においては、 (i)の式（１）で表される増感色素は式（２）で表される１
，３－ジヒドロ－１－オキソ－２Ｈ－インデン誘導体化合物であり、この化合物は新規化
合物である。
【００１６】
【化４】

【００１７】
［式（２）中、ＡはＳ原子またはＮＲ7を表し、Ｒ1、Ｒ2、Ｒ3、Ｒ4、Ｒ5、Ｒ6、Ｒ8およ
びＲ9はそれぞれ独立に１価の非金属原子団の基を表し、Ｒ7はアルキル基またはアリール
基を表し、Ｒ8とＲ9とは互いに結合して５から８員の環を形成しても良い。］
【００１８】
【発明の実施の形態】
本発明の実施の形態について詳細に説明する。
「Ａ．光開始系」
本発明の光開始系は(i)特定構造を有する、１，３－ジヒドロ－１－オキソ－２Ｈ－イン
デン誘導体増感色素と、(ii)増感色素の光吸収により生じる電子励起状態との相互作用に
より化学変化を起こし、ラジカル、酸および塩基のうちの少なくともいずれか１種を生成
する活性剤化合物とからなる。
【００１９】
本発明の増感色素(i)の特徴の１つは、３５０ｎｍから４５０ｎｍ域に特に優れた吸収特
性を有することにある。さらに(i)は、種々の活性剤の分解を効率良く引き起こし、非常
に高い感光性を示す。一般に、増感色素／活性剤からなる光開始系の増感機構は▲１▼増
感色素の電子励起状態から活性剤への電子移動反応に基づく、活性剤の還元的分解、▲２
▼活性剤から増感色素の電子励起状態への電子移動に基づく、活性剤の酸化的分解、▲３
▼増感色素の電子励起状態から活性剤へのエネルギー移動に基づく、活性剤の電子励起状
態からの分解、といった経路が知られるが、本発明の増感色素は、これら何れのタイプの
増感反応をも優れた効率で引き起こすことがわかった。
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【００２０】
本発明者らは、高感度を得るためには増感色素が、１，３－ジヒドロ－１－オキソ－２Ｈ
－インデン－２－イル部分構造を有することが非常に重要であることを見いだしたが、そ
の作用機構は明らかではない。本発明の増感色素は高強度の発光（ケイ光および／または
リン光）スペクトルを示す。このことから、一つの可能性として、上記部分構造を有する
本発明の増感色素は励起状態の寿命が比較的長いため、活性剤との反応の効率化に作用し
ていることが考えられる。その他の可能性として、１，３－ジヒドロ－１－オキソ－２Ｈ
－インデン－２－イル部分構造が、増感反応初期過程（電子移動等）の効率化や、さらに
、活性剤分解にいたる後続反応の効率化に寄与している可能性もある。
【００２１】
（Ａ１）増感色素
　本発明について説明するに際して、その前に下記式（１）で表される増感色素について
説明する。
【００２２】
【化５】

【００２３】
式（１）中、ＡはＳ原子またはＮＲ7を表し、Ｙは隣接するＡおよび炭素原子と共同して
色素の塩基性核を形成する非金属原子団を表し、Ｒ1からＲ6はそれぞれ独立に１価の非金
属原子団の基を表し、Ｒ7は置換もしくは無置換のアルキル基またはアリール基を表す。
【００２４】
式（１）について詳しく説明する。ＡはＳ原子または、ＮＲ7を表し、Ｒ7は置換もしくは
無置換のアルキル基、または置換もしくは無置換のアリール基を表し、Ｙは隣接するＡ、
および隣接炭素原子と共同して色素の塩基性核を形成する非金属原子団を表す。
【００２５】
Ｒ7の好ましい例について具体的に述べる。好ましいアルキル基の例としては、炭素原子
数が１から２０までの直鎖状、分岐状、および環状のアルキル基を挙げることができ、そ
の具体例としては、メチル基、エチル基、プロピル基、ブチル基、ペンチル基、ヘキシル
基、ヘプチル基、オクチル基、ノニル基、デシル基、ウンデシル基、ドデシル基、トリデ
シル基、ヘキサデシル基、オクタデシル基、エイコシル基、イソプロピル基、イソブチル
基、ｓ－ブチル基、ｔ－ブチル基、イソペンチル基、ネオペンチル基、１－メチルブチル
基、イソヘキシル基、２－エチルヘキシル基、２－メチルヘキシル基、シクロヘキシル基
、シクロペンチル基、２－ノルボルニル基を挙げることができる。これらの中では、炭素
原子数１から１２までの直鎖状、炭素原子数３から１２までの分岐状、ならびに炭素原子
数５から１０までの環状のアルキル基がより好ましい。
【００２６】
置換アルキル基の置換基としては、水素を除く１価の非金属原子団の基が用いられ、好ま
しい例としては、ハロゲン原子（－Ｆ、－Ｂｒ、－Ｃｌ、－Ｉ）、ヒドロキシル基、アル
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コキシ基、アリーロキシ基、メルカプト基、アルキルチオ基、アリールチオ基、アルキル
ジチオ基、アリールジチオ基、アミノ基、Ｎ－アルキルアミノ基、Ｎ，Ｎ－ジアルキルア
ミノ基、Ｎ－アリールアミノ基、Ｎ，Ｎ－ジアリールアミノ基、Ｎ－アルキル－Ｎ－アリ
ールアミノ基、アシルオキシ基、カルバモイルオキシ基、Ｎ－アルキルカルバモイルオキ
シ基、Ｎ－アリールカルバモイルオキシ基、Ｎ，Ｎ－ジアルキルカルバモイルオキシ基、
Ｎ，Ｎ－ジアリールカルバモイルオキシ基、Ｎ－アルキル－Ｎ－アリールカルバモイルオ
キシ基、アルキルスルホキシ基、アリールスルホキシ基、アシルオキシ基、アシルチオ基
、アシルアミノ基、Ｎ－アルキルアシルアミノ基、Ｎ－アリールアシルアミノ基、ウレイ
ド基、Ｎ'－アルキルウレイド基、Ｎ'，Ｎ'－ジアルキルウレイド基、Ｎ'－アリールウレ
イド基、Ｎ'，Ｎ'－ジアリールウレイド基、Ｎ'－アルキル－Ｎ'－アリールウレイド基、
Ｎ－アルキルウレイド基、Ｎ－アリールウレイド基、Ｎ'－アルキル－Ｎ－アルキルウレ
イド基、Ｎ'－アルキル－Ｎ－アリールウレイド基、Ｎ'，Ｎ'－ジアルキル－Ｎ－アルキ
ルウレイド基、Ｎ'，Ｎ'－ジアルキル－Ｎ－アリールウレイド基、Ｎ'－アリール－Ｎ－
アルキルウレイド基、Ｎ'－アリール－Ｎ－アリールウレイド基、Ｎ'，Ｎ'－ジアリール
－Ｎ－アルキルウレイド基、Ｎ'，Ｎ'－ジアリール－Ｎ－アリールウレイド基、Ｎ'－ア
ルキル－Ｎ'－アリール－Ｎ－アルキルウレイド基、Ｎ'－アルキル－Ｎ'－アリール－Ｎ
－アリールウレイド基、アルコキシカルボニルアミノ基、アリーロキシカルボニルアミノ
基、Ｎ－アルキル－Ｎ－アルコキシカルボニルアミノ基、Ｎ－アルキル－Ｎ－アリーロキ
シカルボニルアミノ基、Ｎ－アリール－Ｎ－アルコキシカルボニルアミノ基、Ｎ－アリー
ル－Ｎ－アリーロキシカルボニルアミノ基、ホルミル基、アシル基、カルボキシル基、ア
ルコキシカルボニル基、アリーロキシカルボニル基、カルバモイル基、Ｎ－アルキルカル
バモイル基、Ｎ，Ｎ－ジアルキルカルバモイル基、Ｎ－アリールカルバモイル基、Ｎ，Ｎ
－ジアリールカルバモイル基、Ｎ－アルキル－Ｎ－アリールカルバモイル基、アルキルス
ルフィニル基、アリールスルフィニル基、アルキルスルホニル基、アリールスルホニル基
、スルホ基（－ＳＯ3Ｈ）およびその共役塩基基（以下、スルホナト基と称す）、アルコ
キシスルホニル基、アリーロキシスルホニル基、スルフィナモイル基、Ｎ－アルキルスル
フィナモイル基、Ｎ，Ｎ－ジアルキルスルフィナモイル基、Ｎ－アリールスルフィナモイ
ル基、Ｎ，Ｎ－ジアリールスルフィナモイル基、Ｎ－アルキル－Ｎ－アリールスルフィナ
モイル基、スルファモイル基、Ｎ－アルキルスルファモイル基、Ｎ，Ｎ－ジアルキルスル
ファモイル基、Ｎ－アリールスルファモイル基、Ｎ，Ｎ－ジアリールスルファモイル基、
Ｎ－アルキル－Ｎ－アリールスルファモイル基、ホスフォノ基（－ＰＯ3Ｈ2）およびその
共役塩基基（以下、ホスフォナト基と称す）、ジアルキルホスフォノ基（－ＰＯ3(alkyl)

2）、ジアリールホスフォノ基（－ＰＯ3(aryl)2）、アルキルアリールホスフォノ基（－
ＰＯ3(alkyl)(aryl)）、モノアルキルホスフォノ基（－ＰＯ3Ｈ(alkyl)）およびその共役
塩基基（以後、アルキルホスフォナト基と称す）、モノアリールホスフォノ基（－ＰＯ3

Ｈ(aryl)）およびその共役塩基基（以後、アリールホスフォナト基と称す）、ホスフォノ
オキシ基（－ＯＰＯ3Ｈ2）およびその共役塩基基（以後、ホスフォナトオキシ基と称す）
、ジアルキルホスフォノオキシ基（－ＯＰＯ3(alkyl)2）、ジアリールホスフォノオキシ
基（－ＯＰＯ3(aryl)2）、アルキルアリールホスフォノオキシ基（－ＯＰＯ3(alkyl)(ary
l)）、モノアルキルホスフォノオキシ基（－ＯＰＯ3Ｈ(alkyl)）およびその共役塩基基（
以後、アルキルホスフォナトオキシ基と称す）、モノアリールホスフォノオキシ基（－Ｏ
ＰＯ3Ｈ(aryl)）およびその共役塩基基（以後、アリールフォスホナトオキシ基と称す）
、シアノ基、ニトロ基、アリール基、ヘテロアリール基、アルケニル基、アルキニル基、
シリル基が挙げられる。
【００２７】
これらの置換基における、アルキル基の具体例としては、前述のアルキル基が挙げられ、
さらに置換基を有していてもよく、アリール基の具体例としては、フェニル基、ビフェニ
ル基、ナフチル基、トリル基、キシリル基、メシチル基、クメニル基、クロロフェニル基
、ブロモフェニル基、クロロメチルフェニル基、ヒドロキシフェニル基、メトキシフェニ
ル基、エトキシフェニル基、フェノキシフェニル基、アセトキシフェニル基、ベンゾイロ
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キシフェニル基、メチルチオフェニル基、フェニルチオフェニル基、メチルアミノフェニ
ル基、ジメチルアミノフェニル基、アセチルアミノフェニル基、カルボキシフェニル基、
メトキシカルボニルフェニル基、エトキシフェニルカルボニル基、フェノキシカルボニル
フェニル基、Ｎ－フェニルカルバモイルフェニル基、フェニル基、シアノフェニル基、ス
ルホフェニル基、スルホナトフェニル基、ホスフォノフェニル基、ホスフォナトフェニル
基等を挙げることができる。
【００２８】
ヘテロアリール基としては、窒素、酸素、硫黄原子の少なくとも一つを含有する単環、ま
たは多環芳香族環から誘導される基が用いられ、特に好ましいヘテロアリール基中のヘテ
ロアリール環の例としては、例えば、チオフェン、チアスレン、フラン、ピラン、イソベ
ンゾフラン、クロメン、キサンテン、フェノキサジン、ピロール、ピラゾール、イソチア
ゾール、イソオキサゾール、ピラジン、ピリミジン、ピリダジン、インドリジン、イソイ
ンドリジン、インドイール、インダゾール、プリン、キノリジン、イソキノリン、フタラ
ジン、ナフチリジン、キナゾリン、シノリン、プテリジン、カルバゾール、カルボリン、
フェナンスリン、アクリジン、ペリミジン、フェナンスロリン、フタラジン、フェナルザ
ジン、フェノキサジン、フラザン、フェノキサジンや等が挙げられ、これらは、さらにベ
ンゾ縮環しても良く、また置換基を有していても良い。
【００２９】
また、アルケニル基の例としては、ビニル基、１－プロペニル基、１－ブテニル基、シン
ナミル基、２－クロロ－１－エテニル基、等が挙げられ、アルキニル基の例としては、エ
チニル基、１－プロピニル基、１－ブチニル基、トリメチルシリルエチニル基等が挙げら
れる。アシル基（Ｇ1ＣＯ－）におけるＧ1としては、水素、ならびに上記のアルキル基、
アリール基を挙げることができる。これら置換基の内、更により好ましいものとしてはハ
ロゲン原子（－Ｆ、－Ｂｒ、－Ｃｌ、－Ｉ）、アルコキシ基、アリーロキシ基、、アルキ
ルチオ基、アリールチオ基、Ｎ－アルキルアミノ基、Ｎ，Ｎ－ジアルキルアミノ基、アシ
ルオキシ基、Ｎ－アルキルカルバモイルオキシ基、Ｎ－アリールカルバモイルオキシ基、
アシルアミノ基、ホルミル基、アシル基、カルボキシル基、アルコキシカルボニル基、ア
リーロキシカルボニル基、カルバモイル基、Ｎ－アルキルカルバモイル基、Ｎ，Ｎ－ジア
ルキルカルバモイル基、Ｎ－アリールカルバモイル基、Ｎ－アルキル－Ｎ－アリールカル
バモイル基、スルホ基、スルホナト基、スルファモイル基、Ｎ－アルキルスルファモイル
基、Ｎ，Ｎ－ジアルキルスルファモイル基、Ｎ－アリールスルファモイル基、Ｎ－アルキ
ル－Ｎ－アリールスルファモイル基、ホスフォノ基、ホスフォナト基、ジアルキルホスフ
ォノ基、ジアリールホスフォノ基、モノアルキルホスフォノ基、アルキルホスフォナト基
、モノアリールホスフォノ基、アリールホスフォナト基、ホスフォノオキシ基、ホスフォ
ナトオキシ基、アリール基、アルケニル基、アルキリデン基（メチレン基等）が挙げられ
る。
【００３０】
一方、置換アルキル基におけるアルキレン基としては前述の炭素数１から２０までのアル
キル基上の水素原子のいずれか１つを除し、２価の有機残基としたものを挙げることがで
き、好ましくは炭素原子数１から１２までの直鎖状、炭素原子数３から１２までの分岐状
ならびに炭素原子数５から１０までの環状のアルキレン基を挙げることができる。
【００３１】
上記置換基とアルキレン基を組み合わせることにより得られるＲ7として好ましい置換ア
ルキル基の、具体例としては、クロロメチル基、ブロモメチル基、２－クロロエチル基、
トリフルオロメチル基、メトキシメチル基、メトキシエトキシエチル基、アリルオキシメ
チル基、フェノキシメチル基、メチルチオメチル基、トリルチオメチル基、エチルアミノ
エチル基、ジエチルアミノプロピル基、モルホリノプロピル基、アセチルオキシメチル基
、ベンゾイルオキシメチル基、Ｎ－シクロヘキシルカルバモイルオキシエチル基、Ｎ－フ
ェニルカルバモイルオキシエチル基、アセチルアミノエチル基、Ｎ－メチルベンゾイルア
ミノプロピル基、２－オキソエチル基、２－オキソプロピル基、カルボキシプロピル基、
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メトキシカルボニルエチル基、アリルオキシカルボニルブチル基、クロロフェノキシカル
ボニルメチル基、カルバモイルメチル基、Ｎ－メチルカルバモイルエチル基、Ｎ，Ｎ－ジ
プロピルカルバモイルメチル基、Ｎ－（メトキシフェニル）カルバモイルエチル基、Ｎ－
メチル－Ｎ－（スルホフェニル）カルバモイルメチル基、スルホブチル基、スルホナトプ
ロピル基、スルホナトブチル基、スルファモイルブチル基、Ｎ－エチルスルファモイルメ
チル基、Ｎ，Ｎ－ジプロピルスルファモイルプロピル基、Ｎ－トリルスルファモイルプロ
ピル基、Ｎ－メチル－Ｎ－（ホスフォノフェニル）スルファモイルオクチル基、ホスフォ
ノブチル基、ホスフォナトヘキシル基、ジエチルホスフォノブチル基、ジフェニルホスフ
ォノプロピル基、メチルホスフォノブチル基、メチルホスフォナトブチル基、トリルホス
フォノヘキシル基、トリルホスフォナトヘキシル基、ホスフォノオキシプロピル基、ホス
フォナトオキシブチル基、ベンジル基、フェネチル基、α－メチルベンジル基、１－メチ
ル－１－フェニルエチル基、ｐ－メチルベンジル基、シンナミル基、アリル基、１－プロ
ペニルメチル基、２－ブテニル基、２－メチルアリル基、２－メチルプロペニルメチル基
、２－プロピニル基、２－ブチニル基、３－ブチニル基、等を挙げることができる。
【００３２】
Ｒ7として好ましいアリール基の具体例としては、１個から３個のベンゼン環が縮合環を
形成したもの、ベンゼン環と５員不飽和環が縮合環を形成したものを挙げることができ、
具体例としては、フェニル基、ナフチル基、アントリル基、フェナントリル基、インデニ
ル基、アセナフテニル基、フルオレニル基、を挙げることができ、これらのなかでは、フ
ェニル基、ナフチル基がより好ましい。
【００３３】
Ｒ7として好ましい置換アリール基の具体例としては、前述のアリール基の環形成炭素原
子上に置換基として、水素を除く１価の非金属原子団の基を有するものが用いられる。好
ましい置換基の例としては前述のアルキル基、置換アルキル基、ならびに、先に置換アル
キル基における置換基として示したものを挙げることができる。このような、置換アリー
ル基の好ましい具体例としては、ビフェニル基、トリル基、キシリル基、メシチル基、ク
メニル基、クロロフェニル基、ブロモフェニル基、フルオロフェニル基、クロロメチルフ
ェニル基、トリフルオロメチルフェニル基、ヒドロキシフェニル基、メトキシフェニル基
、メトキシエトキシフェニル基、アリルオキシフェニル基、フェノキシフェニル基、メチ
ルチオフェニル基、トリルチオフェニル基、エチルアミノフェニル基、ジエチルアミノフ
ェニル基、モルホリノフェニル基、アセチルオキシフェニル基、ベンゾイルオキシフェニ
ル基、Ｎ－シクロヘキシルカルバモイルオキシフェニル基、Ｎ－フェニルカルバモイルオ
キシフェニル基、アセチルアミノフェニル基、Ｎ－メチルベンゾイルアミノフェニル基、
カルボキシフェニル基、メトキシカルボニルフェニル基、アリルオキシカルボニルフェニ
ル基、クロロフェノキシカルボニルフェニル基、カルバモイルフェニル基、Ｎ－メチルカ
ルバモイルフェニル基、Ｎ，Ｎ－ジプロピルカルバモイルフェニル基、Ｎ－（メトキシフ
ェニル）カルバモイルフェニル基、Ｎ－メチル－Ｎ－（スルホフェニル）カルバモイルフ
ェニル基、スルホフェニル基、スルホナトフェニル基、スルファモイルフェニル基、Ｎ－
エチルスルファモイルフェニル基、Ｎ，Ｎ－ジプロピルスルファモイルフェニル基、Ｎ－
トリルスルファモイルフェニル基、Ｎ－メチル－Ｎ－（ホスフォノフェニル）スルファモ
イルフェニル基、ホスフォノフェニル基、ホスフォナトフェニル基、ジエチルホスフォノ
フェニル基、ジフェニルホスフォノフェニル基、メチルホスフォノフェニル基、メチルホ
スフォナトフェニル基、トリルホスフォノフェニル基、トリルホスフォナトフェニル基、
アリルフェニル基、１－プロペニルメチルフェニル基、２－ブテニルフェニル基、２－メ
チルアリルフェニル基、２－メチルプロペニルフェニル基、２－プロピニルフェニル基、
２－ブチニルフェニル基、３－ブチニルフェニル基、等を挙げることができる。
【００３４】
次に、式（１）におけるＹについて説明する。Ｙは上述のＡおよび隣接炭素原子と共同し
て、複素環を形成するのに必要な非金属原子団を表す。このような複素環としては縮合環
を有していてもよい５、６、７員の含窒素、あるいは含硫黄複素環が挙げられ、好ましく
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は５、６員の複素環がよい。
【００３５】
含窒素複素環の例としては例えば、L.G.Brooker et al.,J.Am.Chem.Soc.,73,5326-5358(1
951)および参考文献に記載されるメロシアニン色素類における塩基性核を構成するものと
して知られるものをいずれも好適に用いることができる。具体例としては、チアゾール類
（例えば、チアゾール、４－メチルチアゾール、４－フェニルチアゾール、５－メチルチ
アゾール、５－フェニルチアゾール、４，５－ジメチルチアゾール、４，５－ジフェニル
チアゾール、４，５－ジ（ｐ－メトキシフェニルチアゾール）、４－（２－チエニル）チ
アゾール、４，５－ジ（２－フリル）チアゾール等）、ベンゾチアゾール類（例えば、ベ
ンゾチアゾール、４－クロロベンゾチアゾール、５－クロロベンゾチアゾール、６－クロ
ロベンゾチアゾール、７－クロロベンゾチアゾール、４－メチルベンゾチアゾール、５－
メチルベンゾチアゾール、６－メチルベンゾチアゾール、５－ブロモベンゾチアゾール、
４－フェニルベンゾチアゾール、５－フェニルベンゾチアゾール、４－メトキシベンゾチ
アゾール、５－メトキシベンゾチアゾール、６－メトキシベンゾチアゾール、５－ヨード
ベンゾチアゾール、６－ヨードベンゾチアゾール、４－エトキシベンゾチアゾール、５－
エトキシベンゾチアゾール、テトラヒドロベンゾチアゾール、５，６－ジメトキシベンゾ
チアゾール、５，６－ジオキシメチレンベンゾチアゾール、５－ヒドロキシベンゾチアゾ
ール、６－ヒドロキシベンゾチアゾール、６ージメチルアミノベンゾチアゾール、５－エ
トキシカルボニルベンゾチアゾール、等）、ナフトチアゾール類（例えば、ナフト［１，
２］チアゾール、ナフト［２，１］チアゾール、５－メトキシナフト［２，１］チアゾー
ル、５－エトキシナフト［２，１］チアゾール、８－メトキシナフト［１，２］チアゾー
ル、７－メトキシナフト［１，２］チアゾール、等）、チアナフテノ－７'，６'，４，５
－チアゾール類（例えば、４'－メトキシチアナフテノ－７'，６'，４，５－チアゾール
、等）、オキサゾール類（例えば、４－メチルオキサゾール、５－メチルオキサゾール、
４－フェニルオキサゾール、４，５－ジフェニルオキサゾール、４－エチルオキサゾール
、４，５－ジメチルオキサゾール、５－フェニルオキサゾール等）、ベンゾオキサゾール
類（ベンゾオキサゾール、５－クロロベンゾオキサゾール、5ーメチルベンゾオキサゾー
ル、５－フェニルベンゾオキサゾール、６－メチルベンゾオキサゾール、５，６－ジメチ
ルベンゾオキサゾール、４，６－ジメチルベンゾオキサゾール、６－メトキシベンゾオキ
サゾール、５－メトキシベンゾオキサゾール、４－エトキシベンゾオキサゾール、５－ク
ロロベンゾオキサゾール、６ーメトキシベンゾオキサゾール、５－ヒドロキシベンゾオキ
サゾール、６－ヒドロキシベンゾオキサゾール、等）、ナフトオキサゾール類（例えば、
ナフト［１，２］オキサゾール、ナフト［２，１］オキサゾール、等）、セレナゾール類
（例えば、４－メチルセレナゾール、４－フェニルセレナゾール、等）、ベンゾセレナゾ
ール類（例えば、ベンゾセレナゾール、５－クロロベンゾセレナゾール、５－メトキシベ
ンゾセレナゾール、５－ヒドロキシベンゾセレナゾール、テトラヒドロベンゾセレナゾー
ル、等）、ナフトセレナゾール類（例えば、ナフト［１，２］セレナゾール、ナフト［２
，１］セレナゾール、等）、チアゾリン類（例えば、チアゾリン、４－メチルチアゾリン
、４，５－ジメチルチアゾリン、４－フェニルチアゾリン、４，５－ジ（２－フリル）チ
アゾリン、４，５－ジフェニルチアゾリン、４，５－ジ（ｐ－メトキシフェニル）チアゾ
リン等）、２－キノリン類（例えば、キノリン、３－メチルキノリン、５－メチルキノリ
ン、７－メチルキノリン、８－メチルキノリン、６－クロロキノリン、８－クロロキノリ
ン、６－メトキシキノリン、６－エトキシキノリン、６ーヒドロキシキノリン、８－ヒド
ロキシキノリン、等）、４－キノリン類（例えば、キノリン、６－メトキシキノリン、７
－メチルキノリン、８－メチルキノリン、等）、１－イソキノリン類（例えば、イソキノ
リン、３，４－ジヒドロイソキノリン、等）、３－イソキノリン類（例えば、イソキノリ
ン等）、ベンズイミダゾール類（例えば、１，３－ジメチルベンズイミダゾール、１，３
－ジエチルベンズイミダゾール、１－エチル－３－フェニルベンズイミダゾール、等）、
３，３－ジアルキルインドレニン類（例えば、３，３－ジメチルインドレニン、３，３，
５－トリメチルインドレニン、３，３，７－トリメチルインドレニン、等）、２－ピリジ
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ン類（例えば、ピリジン、５－メチルピリジン、等）、４－ピリジン（例えば、ピリジン
等）等を挙げることができる。また、これらの環の置換基同士が結合して環を形成してい
てもよい。
【００３６】
また、含硫黄複素環の例としては、例えば、特開平３－２９６７５９号記載の色素類にお
けるジチオール部分構造を挙げることができる。
【００３７】
具体例としては、ベンゾジチオール類（例えば、ベンゾジチオール、５－ｔ－ブチルベン
ゾジチオール、５－メチルベンゾジチオール、等）、ナフトジチオール類（例えば、ナフ
ト［１，２］ジチオール、ナフト［２，１］ジチオール、等）、ジチオール類（例えば、
４，５－ジメチルジチオール類、４－フェニルジチオール類、４－メトキシカルボニルジ
チオール類、４，５－ジメトキシカルボニルジチオール類、４，５－ジエトキシカルボニ
ルジチオール類、４，５－ジトリフルオロメチルジチオール、４，５－ジシアノジチオー
ル、４－メトキシカルボニルメチルジチオール、４－カルボキシメチルジチオール、等）
等を挙げることができる。
【００３８】
　以上に述べた式（１）における、Ｙが上述のＡおよび隣接する炭素原子と共同して、形
成する含窒素あるいは硫黄複素環の例の内、本発明に相当するものは、下記部分構造式（
１－Ａ）で表される構造を有する色素であるが、高い増感能を有する上、保存安定性にも
非常に優れた、光重合性組成物を与えるため、特に好ましい。式（１）において、部分構
造式（１－Ａ）で表される構造を有する色素は新規化合物である。
【００３９】
【化６】

【００４０】
式（１－Ａ）中、Ａは式（１）と同義であり、Ｒ8、Ｒ9はそれぞれ独立に、１価の非金属
原子団の基を表し、Ｒ8、Ｒ9は互いに結合して５から８員の環を形成しても良い。
【００４１】
特に好ましいＲ8、Ｒ9は、水素原子、置換もしくは無置換のアルキル基、置換もしくは無
置換のアリール基、置換もしくは無置換のヘテロアリール基である。これらの置換基のよ
り具体的な例は先述のＲ7の例として挙げたものを用いることができる。特に好ましいＲ8

、Ｒ9はそれぞれ独立に、炭素数１から６の分岐していても良いアルキル基、置換基を有
していても良いフェニル基、置換基を有しても良いフリル基、チエニル基、アルコキシカ
ルボニル基である。さらに、Ｒ8、Ｒ9が互いに結合して５、６、もしくは７員環を形成す
る場合特に好ましいのは、ベンゼン環、ナフタレン環を形成するものや、トリメチレン（
－（ＣＨ2）3－）、テトラメチレン（－（ＣＨ2）4－）を構成するものである。
【００４２】
次に、式（１）におけるＲ1～Ｒ6について詳しく説明する。
Ｒ1、Ｒ2、Ｒ3、Ｒ4、Ｒ5、Ｒ6としては、それぞれ独立して１価の非金属原子団の基が使
用できるが、より好ましくは、水素原子、ハロゲン原子、アルキル基、置換アルキル基、
アリール基、置換アリール基、アルケニル基、置換アルケニル基、ヒドロキシル基、置換
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オキシ基、メルカプト基、置換チオ基、アミノ基、置換アミノ基、置換カルボニル基、ス
ルホ基、スルホナト基、置換スルフイニル基、置換スルホニル基、ホスフォノ基、置換ホ
スフォノ基、ホスフォナト基、置換ホスフォナト基、シアノ基、ニトロ基、シリル基のい
ずれかであるものを挙げることができる。これらの置換基の好ましい例としては、前述の
Ｒ7例として挙げたものがいずれも好適に使用できる。
【００４３】
また、Ｒ1とＲ2は互いに結合して脂肪族環を形成し、これらが結合する炭素原子を含む環
と、スピロ環をなしても良い。好ましい脂肪族環としては、３員環、5員環、6員環、7員
環および8員環の脂肪族環を挙げることができ、より好ましくは、３員環、5員環、6員環
の脂肪族環を挙げることができる。これらは更に、これらを構成する炭素原子上に置換基
を有していても良く（置換基の例としては、先にＲ7の例として挙げた置換アルキル基に
おける置換基の例を挙げることができる）、また、環構成炭素の一部が、へテロ原子（酸
素原子、硫黄原子、窒素原子等）で置換されていても良い。これらの好ましい具体例とし
ては、シクロプロパン環、シクロペンタン環、シクロへキサン環、シクロへプタン環、シ
クロオクタン漠、シクロ－1，3－ジオキサペンタン環、シクロペンテン環、シクロへキセ
ン環、シクロへプテン環、シクロオクテン環、シクロ－1，3－ジオキサペンテン環、シク
ロ－1，3－ジオキサへキセン環、をなすもの等が挙げられる。
【００４４】
また、Ｒ3とＲ4、Ｒ4とＲ5、Ｒ5とＲ6が互いに結合して脂肪族または芳香族環を形成して
いるものも好適に使用できる。このような脂肪族環の例としては、5員環、6員環、7員環
および8員環の脂肪族環を挙げることができ、より好ましくは、5員環、6員環の脂肪族環
を挙げることができる。これらは更に、これらを構成する炭素原子上に置換基を有してい
ても良く（置換基の例としては、先に、Ｒ7の例として挙げた置換アルキル基における置
換基の例を挙げることができる）、また、環構成炭素の一部が、へテロ原子（酸素原子、
硫黄原子、窒素原子等）で置換されていても良い。これらの好ましい具体例としては、（
B）式中の、これらが結合する炭素原子を含むベンゼン環と協同して、ベンゾシクロペン
テン環、ベンゾシクロへキセン環、ベンゾシクロへプテン環、ベンゾシクロオクテン環、
1，3－ベンゾシクロへキサジエン環、1，3－ジヒドロ－1，3－ジオキサインデン環、ジュ
ロリジン環をなすもの等が挙げられる。また、芳香族環を形成する例としては、これらが
結合する炭素原子を含むベンゼン環と協同して、ナフタレン、アントラセン環をなすもの
を挙げることができ、より好ましくはナフタレン環をなすものが挙げられる。これらを構
成する炭素原子上に置換基を有していても良い（置換基の例としては、先にＲ7の例とし
て挙げた置換アルキル基上の置換基を挙げることができる）。
【００４５】
これらの内、さらにより好ましいＲ1、Ｒ2としては水素原子、ハロゲン原子、アルキル基
、置換アルキル基、アリール基、置換アリール基、置換カルボニル基、トリアルキルシリ
ル基が挙げられ、Ｒ3～Ｒ6としては、水素原子、ハロゲン原子、アルキル基、置換アルキ
ル基、アリール基、置換アリール基、ヒドロキシル基、置換オキシ基、メルカプト基、置
換チオ基、アミノ基、置換アミノ基、置換カルボニル基、がより好ましい。
【００４６】
以下に、好ましいＲ1～Ｒ6を有する部分構造（B）の例を異体的に示す。
【００４７】
【化７】
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【００４８】
【化８】
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【００４９】
【化９】
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【化１０】
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【００５１】
式（１）で表される化合物は、先述のＡおよびＹが隣接炭素原子と共同して形成する塩基
性核と、部分構造式（Ｂ）で表される１，３－ジヒドロ－１－オキソ－２Ｈ－インデニリ
デン骨格とを順次組み合わせることで構成できる。以下に式（１）で表される化合物の好
ましい具体例（Ｄ１）から（Ｄ５２）を示すが、本発明はこれに限定されるものではない
。
【００５２】
【化１１】
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【化１２】
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【００５４】
【化１３】
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【００５５】
【化１４】
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【００５６】
【化１５】
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【００５７】
【化１６】
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【００５８】
本発明の式（１）で表される増感色素は、Ｆ．Ｍ．ヘイマーら著、「ザ・シアニン・ダイ
ズ・アンド・リレィテッド・コンパウンズ」(F.M.Hamer et al., "The Cyanine Dyes and
 Related Compounds ") 第５１１～６１１頁（1964年）に記載された方法、KAI ARNE JEN
SEN およびLARS HENRIKSENらがACTA CHEMICA SCANDINAVICA 22巻1107～1128頁（1968年）
に記載した方法などを参照して合成することができる。
【００５９】
例えば、反応式（１）に示すように、Ａに隣接する炭素上に脱離基(Leaving group)を有
する塩基性核原料と、適切なインダノン誘導体との縮合反応により製造できる。
【００６０】
【化１７】
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【００６１】
望ましい合成法をより具体的な例としては、反応式（２）による方法が挙げられる。即ち
、例えば、Ａの隣接炭素上に、チオ基を有する塩基性核原料（Ing1）と、アルキル化剤（
ＲＸ、例えば、よう化メチルやメチルトシレート等）を反応させ、４級塩（Ing2）とした
後、Ing2とインダノン誘導体を縮合するものである。縮合反応は必要に応じ、塩基(Base)
存在下で実施される。塩基としては、一般的に汎用されるもの、例えば、アミン、ピリジ
ン類（トリアルキルアミン、ジメチルアミノピリジン、ジアザビシクロウンデセンＤＢＵ
等）、金属アミド類（リチウムジイソプロピルアミド等）、金属アルコキシド類（ナトリ
ウムメトキシド、カリウム－ｔ－ブトキシド等）、金属水素化物類（水素化ナトリウム、
水素化カリウム等）が制限なく利用できる。通常、インダノン誘導体は比較的高ｐＫａの
活性メチレンであるので、使用する塩基は比較的塩基性の強いものが好ましく、一方、(I
ng2)は求核性の高い塩基存在下では、分解してしまう。従って、反応式（２）における、
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縮合反応は、求核性の抑制された強塩基（例えば、水素化ナトリウム、リチウムジイソプ
ロピルアミド、カリウム－ｔ－ブトキシド等）を非プロトン性溶媒（テトラヒドロフラン
ＴＨＦ、ジエチルエーテル、ジオキサン、ジメチルホルムアミドＤＭＦ、ベンゼン、トル
エン等）中で使用した場合に高い収率を与える。
【００６２】
【化１８】

【００６３】
本発明の増感色素に関しては、さらに、感光層の特性を改良するための様々な化学修飾を
行うことも可能である。例えば、増感色素と、付加重合性化合物構造（例えば、アクリロ
イル基やメタクリロイル基）とを、共有結合、イオン結合、水素結合等の方法により結合
させることで、露光膜の高強度化や、露光後の膜からの色素の不要な析出抑制を行うこと
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ができる。また、増感色素と後述のチタノセン化合物やその他のラジカル発生パート（例
えば、ハロゲン化アルキル、オニウム、過酸化物、ビイミダゾール、オニウム、ビイミダ
ゾール等の還元分解性部位や、ボレート、アミン、トリメチルシリルメチル、カルボキシ
メチル、カルボニル、イミン等の酸化解裂性部位）との結合により、特に開始系の濃度の
低い状態での感光性を著しく高めることができる。さらに、本発明の感光層の好ましい使
用様態である、（アルカリ）水系現像液への処理適性を高める目的に対しては、親水性部
位（カルボキシル基並びにそのエステル、スルホン酸基並びにそのエステル、エチレンオ
キサイド基等の酸基もしくは極性基）の導入が有効である。特にエステル型の親水性基は
、感光層中では比較的疎水的構造を有するため相溶性に優れ、かつ、現像液中では、加水
分解により酸基を生成し、親水性が増大するという特徴を有する。その他、例えば、感光
層中での相溶性向上、結晶析出抑制のために適宜置換基を導入することができる。例えば
、ある種の感光系では、アリール基やアリル基等の不飽和結合が相溶性向上に非常に有効
である場合があり、また、分岐アルキル構造導入等の方法により、色素π平面間の立体障
害を導入することで、結晶析出が著しく抑制できる。また、ホスホン酸基やエポキシ基、
トリアルコキシシリル基等の導入により、金属や金属酸化物等の無機物への密着性を向上
させることができる。そのほか、目的に応じ、増感色素のポリマー化等の方法も利用でき
る。
【００６４】
これらの増感色素のどの構造を用いるか、単独で使用するか２種以上併用するか、添加量
はどうか、といった使用法の詳細は、最終的な感材の性能設計にあわせて適宜設定できる
。例えば、増感色素を２種以上併用することで、感光層への相溶性を高めることができる
。増感色素の選択は、感光性の他、使用する光源の発光波長でのモル吸光係数が重要な因
子である。モル吸光係数の大きな色素を使用することにより、色素の添加量は比較的少な
くできるので、経済的であり、かつ感光層の膜物性の点からも有利である。感光層の感光
性、解像度や、露光膜の物性は光源波長での吸光度に大きな影響を受けるので、これらを
考慮して増感色素の添加量を適宜選択する。例えば、吸光度が０．１以下の低い領域では
感度が低下する。また、ハレーションの影響により低解像度となる。但し、例えば５μｍ
以上の厚い膜を硬化させる目的に対しては、このような低い吸光度の方がかえって硬化度
を上げられる場合もある。また、吸光度が３以上のような高い領域では、感光層表面で大
部分の光が吸収され、より内部での硬化が阻害され、例えば印刷版として使用した場合に
は膜強度、基板密着性の不十分なものとなる。比較的薄い膜厚で使用する平版印刷版とし
ての使用に際しては、増感色素の添加量は、感光層の吸光度が０．１から１．５の範囲、
好ましくは０．２５から１の範囲となるように設定するのが好ましい。平版印刷版として
利用する場合には、これは、通常、感光層成分１００重量部に対し、０．０５～３０重量
部、好ましくは０．１～２０重量部、さらに好ましくは０．２～１０重量部の範囲である
。
【００６５】
（Ａ２）活性剤化合物
本発明における光開始系の第２の必須成分である、活性剤について説明する。本発明にお
ける活性剤は増感色素の電子励起状態との相互作用をへて、化学変化を生じ、ラジカル、
酸、塩基の少なくともいずれか１種を生成する化合物である。以下、このようにして生じ
たラジカル、酸、塩基を単に活性種と呼ぶ。これらの化合物が存在しない場合や、活性剤
のみを単独で用いた場合には、実用上十分な感度が得られないが、前記、増感色素と、活
性化合物を併用する一つの態様として、これらを、適切な化学的方法（増感色素と、活性
剤化合物との化学結合による連結等）によって単一の化合物として利用することも可能で
ある。
このような技術思想は、例えば、特公昭２７２０１９５号に開示されている。
【００６６】
通常これらの、活性剤の多くは、次の、▲１▼から▲３▼の初期化学プロセスをへて、活
性種を生成するものと考えられる。即ち、▲１▼増感色素の電子励起状態から活性剤への
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電子移動反応に基づく、活性剤の還元的分解、▲２▼活性剤から増感色素の電子励起状態
への電子移動に基づく、活性剤の酸化的分解、▲３▼増感色素の電子励起状態から活性剤
へのエネルギー移動に基づく、活性剤の電子励起状態からの分解、である。個々の、活性
剤化合物が▲１▼から▲３▼のどのタイプに属するかに関しては、曖昧な場合も多いが、
本発明における、増感色素の大きな特徴は、これら、何れのタイプの活性剤と組み合わせ
ても非常に高い増感効果を示すことにある。
【００６７】
具体的な活性剤化合物は当業者間で公知のものを制限なく使用でき、具体的には、例えば
、 Bruce M. Monroeら著、Chemical Revue,93,435(1993).やR.S.Davidson著、Journal of
 Photochemistry and biology A:Chemistry,73.81(1993).
J.P.Faussier "Photoinitiated Polymerization-Theory and Applications" :Rapra Revi
ew vol.9,Report,Rapra Technology(1998).
M.Tsunooka et al.,Prog.Polym.Sci.,21,1(1996).に多く、記載されている。また、前記
▲１▼、▲２▼の機能を有する他の化合物群としては、さらに、
F. D.Saeva,Topics in Current Chemistry,156,59(1990).
G. G. Maslak,Topics in Current Chemistry,168,1(1993).
H. B.Shuster et al,JACS,112,6329(1990).
I. D.F.Eaton et al,JACS,102,3298(1980). 等に記載されているような、酸化的もしくは
還元的に結合解裂を生じる化合物群も知られる。
【００６８】
以下、好ましい活性剤の具体例に関し、（ａ）還元されて結合解裂を起こし活性種を生成
するもの、（ｂ）酸化されて結合解裂を起こし活性種を生成しうるもの、（ｃ）その他の
ものに分類して説明するが、個々の化合物がこれらのどれに属するかに関しては通説がな
い場合も多く、本発明はこれらの反応機構に関する記述に制限を受けるものではない。
【００６９】
（ａ）還元されて結合解裂を起こし活性種を生成するもの。
炭素－ハロゲン結合結合を有する化合物：還元的に炭素－ハロゲン結合が解裂し、活性種
を発生すると考えられる（例えば、Polymer Preprints,Jpn.,41(3)542(1992).に記載れて
いる）。活性種としては、ラジカル、酸を発生しうる。具体的には、例えば、ハロメチル
－ｓ－トリアジン類の他、M.P.Hutt,E.F.ElslagerおよびL.M.Merbel著Journal of Hetero
cyclic chemistry,7,511(1970).に記載される合成方法により当業者が容易に合成しうる
ハロメチルオキサジアゾール類、また、ドイツ特許２６４１１００号，同３３３３４５０
号，同３０２１５９０号、同３０２１５９９号に記載される化合物等が好適に使用できる
。
【００７０】
窒素－窒素結合もしくは、含窒素ヘテロ環－含窒素ヘテロ環結合を有する化合物：還元的
に結合解裂を起こす（例えば、J.Pys.Chem.,96,207(1992).に記載されている）。具体的
にはヘキサアリールビイミダゾール類等が好適に使用される。生成する活性種はロフィン
ラジカルであり、必要に応じ水素供与体との併用で、ラジカル連鎖反応を開始するほか、
ロフィンラジカルによる酸化反応を用いた画像形成も知られる（Ｊ.Imaging Sci.,30,215
(1986).に記載される）。
【００７１】
酸素－酸素結合を有する化合物：還元的に酸素－酸素結合が解裂し、活性ラジカルを発生
すると考えられる（例えば、Polym.Adv.Technol.,1,287(1990).に記載されている）。具
体的には、例えば、有機過酸化物類等が好適に使用される。活性種としてラジカルを発生
しうる。
【００７２】
オニウム化合物：還元的に炭素－ヘテロ結合や、酸素－窒素結合が解裂し、活性種を発生
すると考えられる（例えば、J.Photopolym.Sci.Technol.,3,149(1990).に記載されている
）。具体的には例えば、欧州特許１０４１４３号，米国特許４８３７１２４号，特開平２
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－１５０８４８号，特開平２－９６５１４号に記載されるヨードニウム塩類、欧州特許３
７０６９３号，同２３３５６７号，同２９７４４３号，同２９７４４２号，同２７９２１
０号，同４２２５７０号，米国特許３９０２１４４号，同４９３３３７７号，同４７６０
０１３号，同４７３４４４４号，同２８３３８２７号に記載されるスルホニウム塩類、ジ
アゾニウム塩類（置換基を有しても良いベンゼンジアゾニウム等）、ジアゾニウム塩樹脂
類（ジアゾジフェニルアミンのホルムアルデヒド樹脂等）、Ｎ－アルコキシピリジニウム
塩類等（例えば、ＵＳＰ４，７４３，５２８号、特開昭６３－１３８３４５号、特開昭６
３－１４２３４５号、特開昭６３－１４２３４６号、特公昭４６－４２３６３号等に記載
されるもので、具体的には１－メトキシ－４－フェニルピリジニウム　テトラフルオロボ
レート等）、さらには特公昭５２－１４７２７７号、同５２－１４２７８号，同５２－１
４２７９号記載の化合物が好適に使用される。活性種としてラジカルや酸を生成する。
【００７３】
活性エステル類：スルホン酸やカルボン酸のニトロベンジルエステル類、スルホン酸やカ
ルボン酸とＮ-ヒドロキシ化合物（Ｎ－ヒドロキシフタルイミドやオキシム等）とのエス
テル類、ピロガロールのスルホン酸エステル類、ナフトキノンジアジド-4-スルホン酸エ
ステル類等は還元的に分解しうる。活性種としては、ラジカル、酸、を発生しうる。具体
的な、スルホン酸エステル類の例としては、欧州特許０２９０７５０号、同０４６０８３
号，同１５６１５３号，同２７１８５１号、同０３８８３４３号，米国特許３９０１７１
０号，同４１８１５３１号，特開昭６０－１９８５３８号，特開昭５３－１３３０２２号
に記載されるニトロベンズルエステル化合物、欧州特許０１９９６７２，同８４５１５号
，同１９９６７２，同０４４１１５号，同０１０１１２２号，米国特許４６１８５６４，
同４３７１６０５号，同４４３１７７４号、特開昭６４－１８１４３号，特開平２－２４
５７５６号，特開平４－３６５０４８号記載のイミノスルホネート化合物、特公昭６２－
６２２３号、特公昭６３－１４３４０号，特開昭５９－１７４８３１号に記載される化合
物等が挙げられ、さらに、例えば下記に示すような化合物が挙げられる。
【００７４】
【化１９】

【００７５】
（式中、Ａｒは置換されても良い芳香族基、脂肪族基を表す。）
また、活性種として塩基を生成することも可能であり、例えば下記のような化合物群が知
られる。
【００７６】
フェロセン、鉄アレーン錯体類：還元的に活性ラジカルを生成しうる。具体的には例えば
、特開平１－３０４４５３号、特開平１－１５２１０９号に開示されている。
【００７７】
【化２０】
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【００７８】
（式中Ｒは置換されても良い脂肪族基、芳香族基を表す。）
ジスルホン類：還元的にＳ－Ｓ結合解裂を起こし酸を発生しうる。例えば特開昭６１－１
６６５４４に記載されるようなジフェニルジスルホン類が知られる。
【００７９】
（ｂ）酸化されて結合解裂を起こし活性種を生成するもの。
アルキルアート錯体：酸化的に炭素－ヘテロ結合が解裂し、活性ラジカルを生成すると考
えられる（例えば、J.Am.Chem.Soc.,112,6329(1990).に記載される）。具体的には例えば
、トリアリールアルキルボレート類が好適に使用される。
【００８０】
アルキルアミン化合物：酸化により窒素に隣接した炭素上のＣ－Ｘ結合が解裂し、活性ラ
ジカルを生成するものと考えられる（例えば、J.Am.Chem.Soc.,116,4211(1994).に記載さ
れる）。Ｘとしては、水素原子、カルボキシル基、トリメチルシリル基、ベンジル基等が
好適である。具体的には、例えば、エタノールアミン類、Ｎ－フェニルグリシン類、Ｎ－
トリメチルシリルメチルアニリン類等が挙げられる。
【００８１】
含硫黄、含錫化合物：上述のアミン類の窒素原子を硫黄原子、錫原子に置き換えたものが
、同様の作用により活性ラジカルを生成しうる。また、Ｓ－Ｓ結合を有する化合物もＳ－
Ｓ解裂による増感が知られる。
【００８２】
α－置換メチルカルボニル化合物：酸化により、カルボニル－α炭素間の結合解裂により
、活性ラジカルを生成しうる。また、カルボニルをオキシムエーテルに変換したものも同
様の作用を示す。具体的には、２－アルキル－１－［４－（アルキルチオ）フェニル］－
２－モルフォリノプロノン－１類、並びに、これらと、ヒドロキシアミン類とを反応した
のち、Ｎ－ＯＨをエーテル化したオキシムエーテル類を挙げることができる。
【００８３】
スルフィン酸塩類：還元的に活性ラジカルを生成しうる。具体的は、アリールスルフィン
酸ナトリウム等を挙げることができる。
【００８４】
（ｃ）その他
増感機構は明確ではないが、活性剤として機能しうるものも多い。チタノセン、フェロセ
ン等の有機金属化合物や芳香族ケトン、アシルフォスフィン、ビスアシルフォスフィン類
等が挙げられ、活性種としては、ラジカル、酸を発生しうる。
【００８５】
以下、本発明に使用される活性剤化合物の内、感度や安定性に特に優れる好ましい化合物
群を具体的に例示する。
【００８６】
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（１）ハロメチルトリアジン類
下記式[II]で表される化合物が挙げられる。特にラジカル発生、酸発生能にすぐれる。
【００８７】
【化２１】

【００８８】
式[II]中、Ｘはハロゲン原子を表す。Ｙ1は－ＣＸ'3、－ＮＨ2、－ＮＨＲ1'、－ＮＲ1'2
、－ＯＲ1'を表す。ここでＲ1'はアルキル基、置換アルキル基、アリール基、置換アリー
ル基を表す。またＲ1'は－ＣＸ3、アルキル基、置換アルキル基、アリール基、置換アリ
ール基、置換アルケニル基を表す。
【００８９】
このような化合物の具体例としては、例えば、若林ら著、Bull. Chem. Soc. Japan, ４２
，２９２４（１９６９）記載の化合物、例えば、２－フェニル－４，６－ビス（トリクロ
ルメチル）－Ｓ－トリアジン、２－（ｐ－クロルフェニル）－４，６－ビス（トリクロル
メチル）－Ｓ－トリアジン、２－（ｐ－トリル）－４，６－ビス（トリクロルメチル）－
Ｓ－トリアジン、２－（ｐ－メトキシフェニル）－４，６－ビス（トリクロルメチル）－
Ｓ－トリアジン、２－（２'，４'－ジクロルフェニル）－４，６－ビス（トリクロルメチ
ル）－Ｓ－トリアジン、２，４，６－トリス（トリクロルメチル）－Ｓ－トリアジン、２
－メチル－４，６－ビス（トリクロルメチル）－Ｓ－トリアジン、２－ｎ－ノニル－４，
６－ビス（トリクロルメチル）－Ｓ－トリアジン、２－（α，α，β－トリクロルエチル
）－４，６－ビス（トリクロルメチル）－Ｓ－トリアジン等が挙げられる。その他、英国
特許第1388492 号明細書記載の化合物、例えば、２－スチリル－４，６－ビス（トリクロ
ルメチル）－Ｓ－トリアジン、２－（ｐ－メチルスチリル）－４，６－ビス（トリクロル
メチル）－Ｓ－トリアジン、２－（ｐ－メトキシスチリル）－４，６－ビス（トリクロル
メチル）－Ｓ－トリアジン、２－（ｐ－メトキシスチリル）－４－アミノ－６－トリクロ
ルメチル－Ｓ－トリアジン等、特開昭５３－１３３４２８号記載の化合物、例えば、２－
（４－メトキシ－ナフト－１－イル）－４，６－ビス－トリクロルメチル－Ｓ－トリアジ
ン、２－（４－エトキシ－ナフト－１－イル）－４，６－ビス－トリクロルメチル－Ｓ－
トリアジン、２－〔４－（２－エトキシエチル）－ナフト－１－イル〕－４，６－ビス－
トリクロルメチル－Ｓ－トリアジン、２－（４，７－ジメトキシ－ナフト－１－イル〕－
４，６－ビス－トリクロルメチル－Ｓ－トリアジン、２－（アセナフト－５－イル）－４
，６－ビス－トリクロルメチル－Ｓ－トリアジン等、独国特許第3337024 号明細書記載の
化合物、例えば下記の化合物を挙げることができる。
【００９０】
【化２２】
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【００９１】
【化２３】

【００９２】
また、F. C. Schaefer等による J. Org. Chem.，２９，１５２７（１９６４）記載の化合
物、例えば２－メチル－４，６－ビス（トリブロムメチル）－Ｓ－トリアジン、２，４，
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ル）－Ｓ－トリアジン、２－アミノ－４－メチル－６－トリブロムメチル－Ｓ－トリアジ
ン、２－メトキシ－４－メチル－６－トリクロルメチル－Ｓ－トリアジン等を挙げること
ができる。
【００９３】
さらに特開昭６２－５８２４１号記載の化合物、例えば下記の化合物を挙げることができ
る。
【００９４】
【化２４】

【００９５】
【化２５】
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更に特開平５－２８１７２８号記載の化合物、例えば下記の化合物を挙げることができる
。
【００９７】
【化２６】
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【００９８】
（２）チタノセン類
活性剤と特に好適に用いられる、チタノセン化合物は、前記した増感色素との共存下で光
照射した場合、活性種を発生し得るチタノセン化合物であればいずれであってもよく、例
えば、特開昭５９－１５２３９６号、特開昭６１－１５１１９７号、特開昭６３－４１４
８３号、特開昭６３－４１４８４号、特開平２－２４９号、特開平２－２９１号、特開平
３－２７３９３号、特開平３－１２４０３号、特開平６－４１１７０号公報に記載されて
いる公知の化合物を適宜に選択して用いることができる。
【００９９】
さらに具体的には、ジ－シクロペンタジエニル－Ｔｉ－ジ－クロライド、ジ－シクロペン
タジエニル－Ｔｉ－ビス－フェニル、ジ－シクロペンタジエニル－Ｔｉ－ビス－２，３，
４，５，６－ペンタフルオロフェニ－１－イル、ジ－シクロペンタジエニル－Ｔｉ－ビス
－２，３，５，６－テトラフルオロフェニ－１－イル、ジ－シクロペンタジエニル－Ｔｉ
－ビス－２，４，６－トリフルオロフェニ－１－イル、ジ－シクロペンタジエニル－Ｔｉ
－ビス－２，６－ジフルオロフエニ－１－イル、ジ－シクロペンタジエニル－Ｔｉ－ビス
－２，４－ジフルオロフエニ－１－イル、ジ－メチルシクロペンタジエニル－Ｔｉ－ビス
－２，３，４，５，６－ペンタフルオロフエニ－１－イル、ジ－メチルシクロペンタジエ
ニル－Ｔｉ－ビス－２，３，５，６－テトラフルオロフエニ－１－イル、ジ－メチルシク
ロペンタジエニル－Ｔｉ－ビス－２，４－ジフルオロフエニ－１－イル、ビス（シクロペ
ンタジエニル）－ビス（２，６－ジフルオロ－３－（ピル－１－イル）フェニル）チタニ
ウム等を挙げることができる。
【０１００】
（３）ボレート塩化合物
下記式[III]で表されるボレート塩類はラジカル発生能にすぐれる。
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【０１０１】
【化２７】

【０１０２】
式[III]中、Ｒ51、Ｒ52、Ｒ53およびＲ54は互いに同一でも異なっていてもよく、各々置
換もしくは無置換のアルキル基、置換もしくは無置換のアリール基、置換もしくは無置換
のアルケニル基、置換もしくは無置換のアルキニル基、または置換もしくは無置換の複素
環基を示し、Ｒ51、Ｒ52、Ｒ53およびＲ54はその２個以上の基が結合して環状構造を形成
してもよい。ただし、Ｒ51、Ｒ52、Ｒ53およびＲ54のうち、少なくとも１つは置換または
無置換のアルキル基である。Ｚ+はアルカリ金属カチオンまたは第４級アンモニウムカチ
オンを示す。
【０１０３】
上記Ｒ51～Ｒ54のアルキル基としては、直鎖、分枝、環状のものが含まれ、炭素原子数１
～１８のものが好ましい。具体的にはメチル、エチル、プロピル、イソプロピル、ブチル
、ペンチル、ヘキシル、オクチル、ステアリル、シクロブチル、シクロペンチル、シクロ
ヘキシルなどが含まれる。また置換アルキル基としては、上記のようなアルキル基に、ハ
ロゲン原子（例えば－Ｃｌ、－Ｂｒなど）、シアノ基、ニトロ基、アリール基（好ましく
はフェニル基）、ヒドロキシ基、下記の基、
【０１０４】
【化２８】

【０１０５】
（ここでＲ55、Ｒ56は独立して水素原子、炭素数１～１４のアルキル基、またはアリール
基を示す。）、－ＣＯＯＲ57（ここでＲ57は水素原子、炭素数１～１４のアルキル基、ま
たはアリール基を示す。）、－ＣＯＯＲ58または－ＯＲ59（ここでＲ58は炭素数１～１４
のアルキル基、またはアリール基を示す。）を置換基として有するものが含まれる。
【０１０６】
上記Ｒ51～Ｒ54のアリール基としては、フェニル基、ナフチル基などの１～３環のアリー
ル基が含まれ、置換アリール基としては、上記のようなアリール基に前述の置換アルキル
基の置換基、または炭素数１～１４のアルキル基を有するものが含まれる。
【０１０７】
上記Ｒ51～Ｒ54のアルケニル基としては、炭素数２～１８の直鎖、分枝、環状のものが含
まれ、置換アルケニル基の置換基としては、前記の置換アルキル基の置換基として挙げた
ものが含まれる。
【０１０８】
上記Ｒ51～Ｒ54のアルキニル基としては、炭素数２～２８の直鎖または分枝のものが含ま
れ、置換アルキニル基の置換基としては、前記置換アルキル基の置換基として挙げたもの
が含まれる。
【０１０９】
また、上記Ｒ51～Ｒ54の複素環基としてはＮ、ＳおよびＯの少なくとも１つを含む５員環
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以上、好ましくは５～７員環の複素環基が挙げられ、この複素環基には縮合環が含まれて
いてもよい。さらに置換基として前述の置換アリール基の置換基として挙げたものを有し
ていてもよい。
【０１１０】
式[III]で示される化合物例としては具体的には米国特許第３５６７４５３号、同４３４
３８９１号、ヨーロッパ特許第１０９７７２号、同１０９７７３号に記載されている化合
物および以下に示すものが挙げられる。
【０１１１】
【化２９】

【０１１２】
（４）ヘキサアリールビイミダゾール類
安定性に優れ、高感度なラジカル発生が可能である。具体的には、２，２'－ビス（ｏ－
クロロフェニル）－４，４'，５，５'－テトラフェニルビイミダゾール、２，２'－ビス
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（ｏ－ブロモフェニル）－４，４'，５，５'－テトラフェニルビイミダゾール、２，２'
－ビス（ｏ，ｐ－ジクロロフェニル）－４，４'，５，５'－テトラフェニルビイミダゾー
ル、２，２'－ビス（ｏ－クロロフェニル）－４，４'，５，５'－テトラ（ｍ－メトキシ
フェニル）ビイミダゾール、２，２'－ビス（ｏ，ｏ'－ジクロロフェニル）－４，４'，
５，５'－テトラフェニルビイミダゾール、２，２'－ビス（ｏ－ニトロフェニル）－４，
４'，５，５'－テトラフェニルビイミダゾール、２，２'－ビス（ｏ－メチルフェニル）
－４，４'，５，５'－テトラフェニルビイミダゾール、２，２'－ビス（ｏ－トリフルオ
ロメチルフェニル）－４，４'，５，５'－テトラフェニルビイミダゾール等が挙げられる
。
【０１１３】
（５）オニウム塩化合物
周期律表の１５（５Ｂ）、１６（６Ｂ）、１７（７Ｂ）族元素、具体的にはＮ、Ｐ、Ａｓ
、Ｓｂ、Ｂｉ、Ｏ、Ｓ、Ｓｅ、Ｔｅ、Ｉのオニウム化合物は感度にすぐれた活性剤である
、特にヨードニウム塩やスルホニウム塩、とりわけ、ジアリールヨードニウム、トリアリ
ールスルホニウム塩化合物は感度と保存安定性の両方の観点で極めて優れている。酸、お
よび／またはラジカルの発生が可能であり、これらは目的に応じて、使用条件を適宜選択
することで使い分けることができる。具体的には以下の化合物が挙げられる。
【０１１４】
【化３０】
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【０１１５】
【化３１】
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【０１１６】
【化３２】
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【０１１７】
【化３３】
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【０１１８】
（６）有機過酸化物
有機過酸化物型の活性剤を用い場合、活性種としてラジカルの発生を非常に高感度で行う
ことができる。
【０１１９】
本発明に使用される成分(ii)の他の例である（ｃ）「有機過酸化物」としては分子中に酸
素－酸素結合を１個以上有する有機化合物のほとんど全てが含まれるが、その例としては
、例えばメチルエチルケトンパーオキサイド、シクロヘキサノンパーオキサイド、３，３
，５－トリメチルシクロヘキサノンパーオキサイド、メチルシクロヘキサノンパーオキサ
イド、アセチルアセトンパーオキサイド、１，１－ビス（ｔ－ブチルパーオキシ）－３，
３，５－トリメチルシクロヘキサン、１，１－ビス（ｔ－ブチルパーオキシ）シクロヘキ
サン、２，２－ビス（ｔ－ブチルパーオキシ）ブタン、ｔ－ブチルハイドロパーオキサイ
ド、クメンハイドロパーオキサイド、ジイソプロピルベンゼンハイドロパーオキサイド、
パラメタンハイドロパーオキサイド、２，５－ジメチルヘキサン－２，５－ジハイドロパ
ーオキサイド、１，１，３，３－テトラメチルブチルハイドロパーオキサイド、ジ－ｔ－
ブチルパーオキサイド、ｔ－ブチルクミルパーオキサイド、ジクミルパーオキサイド、ビ
ス（ｔ－ブチルパーオキシイソプロピル）ベンゼン、２，５－ジメチル－２，５－ジ（ｔ
－ブチルパーオキシ）ヘキサン、２，５－ジメチル－２，５－ジ（ｔ－ブチルパーオキシ
）ヘキシン－３、アセチルパーオキサイド、イソブチリルパーオキサイド、オクタノイル
パーオキサイド、デカノイルパーオキサイド、ラウロイルパーオキサイド、３，５，５－
トリメチルヘキサノイルパーオキサイド、過酸化こはく酸、過酸化ベンゾイル、
２，４－ジクロロベンゾイルパーオキサイド、メタ－トルオイルパーオキサイド、ジイソ
プロピルパーオキシジカーボネート、ジ－２－エチルヘキシルパーオキシジカーボネート
、ジ－２－エトキシエチルパーオキシジカーボネート、ジメトキシイソプロピルパーオキ
シカーボネート、ジ（３－メチル－３－メトキシブチル）パーオキシジカーボネート、ｔ
－ブチルパーオキシアセテート、ｔ－ブチルパーオキシピバレート、ｔ－ブチルパーオキ
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シネオデカノエート、ｔ－ブチルパーオキシオクタノエート、ｔ－ブチルパーオキシ－３
，５，５－トリメチルヘキサノエート、ｔ－ブチルパーオキシラウレート、ｔ－ブチルパ
ーオキシベンゾエート、ジ－ｔ－ブチルパーオキシイソフタレート、２，５－ジメチル－
２，５－ジ（ベンゾイルパーオキシ）ヘキサン、ｔ－ブチル過酸化マレイン酸、ｔ－ブチ
ルパーオキシイソプロピルカーボネート、３，３'，４，４'－テトラ－（ｔ－ブチルパー
オキシカルボニル）ベンゾフェノン、３，３'，４，４'－テトラ－（ｔ－アミルパーオキ
シカルボニル）ベンゾフェノン、３，３'，４，４'－テトラ（ｔ－ヘキシルパーオキシカ
ルボニル）ベンゾフェノン、３，３'，４，４'－テトラ（ｔ－オクチルパーオキシカルボ
ニル）ベンゾフェノン、３，３'，４，４'－テトラ（クミルパーオキシカルボニル）ベン
ゾフェノン、３，３'，４，４'－テトラ（ｐ－イソプロピルクミルパーオキシカルボニル
）ベンゾフェノン、カルボニルジ（ｔ－ブチルパーオキシ二水素二フタレート）、カルボ
ニルジ（ｔ－ヘキシルパーオキシ二水素二フタレート）等がある。
【０１２０】
これらの中で、３，３'，４，４'－テトラ－（ｔ－ブチルパーオキシカルボニル）ベンゾ
フェノン、３，３'，４，４'－テトラ－（ｔ－アミルパーオキシカルボニル）ベンゾフェ
ノン、３，３'，４，４'－テトラ（ｔ－ヘキシルパーオキシカルボニル）ベンゾフェノン
、３，３'，４，４'－テトラ（ｔ－オクチルパーオキシカルボニル）ベンゾフェノン、３
，３'，４，４'－テトラ（クミルパーオキシカルボニル）ベンゾフェノン、３，３'，４
，４'－テトラ（ｐ－イソプロピルクミルパーオキシカルボニル）ベンゾフェノン、ジ－
ｔ－ブチルジパーオキシイソフタレートなどの過酸化エステル系が好ましい。
【０１２１】
以上述べた活性剤に関しても、先の増感色素と同様、さらに、感光層の特性を改良するた
めの様々な化学修飾を行うことも可能である。例えば、増感色素や、付加重合性不飽和化
合物その他の活性剤パートとの結合、親水性部位の導入、相溶性向上、結晶析出抑制のた
めの置換基導入、密着性を向上させる置換基導入、ポリマー化等の方法が利用できる。
【０１２２】
これらの活性剤化合物の使用法に関しても、先述の増感色素同様、感材の性能設計により
適宜、任意に設定できる。例えば、２種以上併用することで、感光層への相溶性を高める
ことができる。活性剤化合物の使用量は通常多い方が感光性の点で有利であり、感光層成
分１００重量部に対し、０.５～８０重量部、好ましくは１～５０重量部の範囲で用いる
ことで十分な感光性が得られる。一方、例えばチタノセン化合物のように、活性剤自身が
可視光に吸収を持つような場合、黄色等、白色灯化での使用に際しては、５００ｎｍ付近
の光によるカブリ性の点から活性剤の使用量は少ないことが好ましいが、本発明の増感色
素との組み合わせにより活性剤化合物の使用量は６重量部以下、さらに１．９重量部以下
、さらには１．４重量部以下にまで下げても十分な感光性を得ることができる。
【０１２３】
「Ｂ」成分(iii)
本発明における第３の必須成分(iii)は上述の光開始系の光反応により生じた、活性種の
作用により、その物理的もしくは化学的特性が変化して保持される化合物であり、成分(i
ii)は、このような性質を有するものであれば特に制限なく任意のものを使用でき、例え
ば、上述の開始系に挙げた化合物自身がそのような性質を有する場合も多い。光開始系か
ら生成したラジカル、酸、および／または塩基により、変化する成分(iii)の特性として
は、例えば、吸収スペクトル（色）、化学構造、分極率等の分子的な物性や、溶解性、強
度、屈折率、流動性、粘着性、等の材料的な物性の変化を含む。
【０１２４】
例えば、成分(iii)として、ｐＨ指示薬のように、ｐＨによって吸収スペクトルの変化す
る化合物を用い、開始系から酸または塩基を発生させれば、露光部のみの色味をかえるこ
とができるが、このような組成物は画像形成材料として有用である。同様に、(iii)とし
て、酸化・還元や求核付加反応により吸収スペクトルが変化する化合物を用いた場合、開
始系から生成するラジカルによる酸化、還元等を引き起こし画像形成が可能である。その
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ような例は例えば、
J.Am.Chem.Soc.,108,128(1986)、J.Imaging.Sci.,30,215(1986)、
Israel.J.Chem.,25,264(1986)、
に開示されている。
【０１２５】
また、(iii)として付加重合または、重縮合可能な化合物を用い、開始系と組み合わせる
ことにより、光硬化性樹脂、あるいはネガ型フォトポリマーを形成可能である。
【０１２６】
(iii)としては、ラジカル重合性化合物（エチレン性不飽和結合を有する化合物等）やカ
チオン重合性化合物（エポキシ化合物、ビニルエーテル化合物、メチロール化合物等）、
アニオン重合性化合物（エポキシ化合物等）が用いられ、そのような例は、例えば、フォ
トポリマー懇話会編、フォトポリマーハンドブック、工業調査会（１９８９）や、高分子
,45,786(1996).等に記載される。また、(iii)としてチオール化合物を用い、光ラジカル
発生系と組み合わせた組成物も良く知られる。
【０１２７】
(iii)として酸分解性の化合物を用い、光酸発生剤と組み合わせることも有用である。例
えば、側鎖や、主鎖が酸で分解する高分子を用い、光により溶解性や親疎水性等を変化さ
せる材料は光分解型感光性樹脂、ポジ型フォトポリマーとして広く実用されている。その
ような具体例は例えば、ACS.Symp.Ser.242,11(1984).、特開昭６０－３６２５号、ＵＳＰ
－５１０２７７１号，同５２０６３１７号，同５２１２０４７号，特開平４－２６８５０
号，特開平３－１９２１７３１号，特開昭６０－１０２４７号，特開昭６２－４０４５０
号等が挙げられる。
【０１２８】
以下には本発明の目的の一つである、高感度な平版印刷版を得る目的に対し特に優れた成
分(iii)である、付加重合可能な化合物に関しより詳しく述べる。
【０１２９】
（Ｂ－１）付加重合性化合物
本発明に使用される好ましい成分(iii)である、少なくとも一個のエチレン性不飽和二重
結合を有する付加重合性化合物は、末端エチレン性不飽和結合を少なくとも１個、好まし
くは２個以上有する化合物から選ばれる。このような化合物群は当該産業分野において広
く知られるものであり、本発明においてはこれらを特に限定なく用いることができる。こ
れらは、例えばモノマー、プレポリマー、すなわち２量体、３量体およびオリゴマー、ま
たはそれらの混合物ならびにそれらの共重合体などの化学的形態をもつ。モノマーおよび
その共重合体の例としては、不飽和カルボン酸（例えば、アクリル酸、メタクリル酸、イ
タコン酸、クロトン酸、イソクロトン酸、マレイン酸など）や、そのエステル類、アミド
類が挙げられ、好ましくは、不飽和カルボン酸と脂肪族多価アルコール化合物とのエステ
ル、不飽和カルボン酸と脂肪族多価アミン化合物とのアミド類が用いられる。また、ヒド
ロキシル基や、アミノ基、メルカプト基等の求核性置換基を有する不飽和カルボン酸エス
テル、アミド類と単官能もしくは多官能イソシアネート類、エポキシ類との付加反応物、
単官能もしくは、多官能のカルボン酸との脱水縮合反応物等も好適に使用される。また、
イソシアナト基や、エポキシ基、等の親電子性置換基を有する、不飽和カルボン酸エステ
ル、アミド類と単官能もしくは多官能のアルコール類、アミン類、チオール類との付加反
応物、ハロゲン基や、トシルオキシ基、等の脱離性置換基を有する、不飽和カルボン酸エ
ステル、アミド類と単官能もしくは多官能のアルコール類、アミン類、チオール類との置
換反応物も好適である。また、別の例として、上記の不飽和カルボン酸の代わりに、不飽
和ホスホン酸、スチレン、ビニルエーテル等に置き換えた化合物群を使用することも可能
である。
【０１３０】
脂肪族多価アルコール化合物と不飽和カルボン酸とのエステルのモノマーの具体例として
は、アクリル酸エステルとして、エチレングリコールジアクリレート、トリエチレングリ
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コールジアクリレート、１，３－ブタンジオールジアクリレート、テトラメチレングリコ
ールジアクリレート、プロピレングリコールジアクリレート、ネオペンチルグリコールジ
アクリレート、トリメチロールプロパントリアクリレート、トリメチロールプロパントリ
（アクリロイルオキシプロピル）エーテル、トリメチロールエタントリアクリレート、ヘ
キサンジオールジアクリレート、１，４－シクロヘキサンジオールジアクリレート、テト
ラエチレングリコールジアクリレート、ペンタエリスリトールジアクリレート、ペンタエ
リスリトールトリアクリレート、ペンタエリスリトールテトラアクリレート、ジペンタエ
リスリトールジアクリレート、ジペンタエリスリトールヘキサアクリレート、ソルビトー
ルトリアクリレート、ソルビトールテトラアクリレート、ソルビトールペンタアクリレー
ト、ソルビトールヘキサアクリレート、トリ（アクリロイルオキシエチル）イソシアヌレ
ート、ポリエステルアクリレートオリゴマー等がある。
【０１３１】
メタクリル酸エステルとしては、テトラメチレングリコールジメタクリレート、トリエチ
レングリコールジメタクリレート、ネオペンチルグリコールジメタクリレート、トリメチ
ロールプロパントリメタクリレート、トリメチロールエタントリメタクリレート、エチレ
ングリコールジメタクリレート、１，３－ブタンジオールジメタクリレート、ヘキサンジ
オールジメタクリレート、ペンタエリスリトールジメタクリレート、ペンタエリスリトー
ルトリメタクリレート、ペンタエリスリトールテトラメタクリレート、ジペンタエリスリ
トールジメタクリレート、ジペンタエリスリトールヘキサメタクリレート、ソルビトール
トリメタクリレート、ソルビトールテトラメタクリレート、ビス〔ｐ－（３－メタクリル
オキシ－２－ヒドロキシプロポキシ）フェニル〕ジメチルメタン、ビス－〔ｐ－（メタク
リルオキシエトキシ）フェニル〕ジメチルメタン等がある。
【０１３２】
イタコン酸エステルとしては、エチレングリコールジイタコネート、プロピレングリコー
ルジイタコネート、１，３－ブタンジオールジイタコネート、１，４－ブタンジオールジ
イタコネート、テトラメチレングリコールジイタコネート、ペンタエリスリトールジイタ
コネート、ソルビトールテトライタコネート等がある。
【０１３３】
クロトン酸エステルとしては、エチレングリコールジクロトネート、テトラメチレングリ
コールジクロトネート、ペンタエリスリトールジクロトネート、ソルビトールテトラジク
ロトネート等がある。
【０１３４】
イソクロトン酸エステルとしては、エチレングリコールジイソクロトネート、ペンタエリ
スリトールジイソクロトネート、ソルビトールテトライソクロトネート等がある。
【０１３５】
マレイン酸エステルとしては、エチレングリコールジマレート、トリエチレングリコール
ジマレート、ペンタエリスリトールジマレート、ソルビトールテトラマレート等がある。
【０１３６】
その他のエステルの例として、例えば、特公昭４６－２７９２６号、特公昭５１－４７３
３４号、特開昭５７－１９６２３１号記載の脂肪族アルコール系エステル類や、特開昭５
９－５２４０号、特開昭５９－５２４１号、特開平２－２２６１４９号記載の芳香族系骨
格を有するもの、特開平１－１６５６１３号記載のアミノ基を含有するもの等も好適に用
いられる。
【０１３７】
さらに、前述のエステルモノマーは混合物としても使用することができる。
【０１３８】
また、脂肪族多価アミン化合物と不飽和カルボン酸とのアミドのモノマーの具体例として
は、メチレンビス－アクリルアミド、メチレンビス－メタクリルアミド、１，６－ヘキサ
メチレンビス－アクリルアミド、１，６－ヘキサメチレンビス－メタクリルアミド、ジエ
チレントリアミントリスアクリルアミド、キシリレンビスアクリルアミド、キシリレンビ



(43) JP 4130030 B2 2008.8.6

10

20

30

40

50

スメタクリルアミド等がある。
【０１３９】
その他の好ましいアミド系モノマーの例としては、特公昭５４－２１７２６号記載のシク
ロへキシレン構造を有すものを挙げることができる。
【０１４０】
また、イソシアネートと水酸基の付加反応を用いて製造されるウレタン系付加重合性化合
物も好適であり、そのような具体例としては、例えば、特公昭４８－４１７０８号公報中
に記載されている１分子に２個以上のイソシアネート基を有するポリイソシアネート化合
物に、下記式（Ｖ）で示される水酸基を含有するビニルモノマーを付加させた１分子中に
２個以上の重合性ビニル基を含有するビニルウレタン化合物等が挙げられる。
CH2＝C(R)COOCH2CH(R')OH　　　　（Ｖ）
（ただし、ＲおよびＲ'はＨあるいはＣＨ3を示す。）
【０１４１】
また、特開昭５１－３７１９３号、特公平２－３２２９３号、特公平２－１６７６５号に
記載されているようなウレタンアクリレート類や、特公昭５８－４９８６０号、特公昭５
６－１７６５４号、特公昭６２－３９４１７号、特公昭６２－３９４１８号記載のエチレ
ンオキサイド系骨格を有するウレタン化合物類も好適である。
【０１４２】
さらに、特開昭６３－２７７６５３号、特開昭６３－２６０９０９号、特開平１－１０５
２３８号に記載される、分子内にアミノ構造やスルフィド構造を有する付加重合性化合物
類を用いることによっては、非常に感光スピードに優れた光重合性組成物を得ることがで
きる。
【０１４３】
その他の例としては、特開昭４８－６４１８３号、特公昭４９－４３１９１号、特公昭５
２－３０４９０号、各公報に記載されているようなポリエステルアクリレート類、エポキ
シ樹脂と（メタ）アクリル酸を反応させたエポキシアクリレート類等の多官能のアクリレ
ートやメタクリレートを挙げることができる。また、特公昭４６－４３９４６号、特公平
１－４０３３７号、特公平１－４０３３６号記載の特定の不飽和化合物や、特開平２－２
５４９３号記載のビニルホスホン酸系化合物等も挙げることができる。また、ある場合に
は、特開昭６１－２２０４８号記載のペルフルオロアルキル基を含有する構造が好適に使
用される。さらに日本接着協会誌 vol. ２０、No. ７、３００～３０８ページ（１９８４
年）に光硬化性モノマーおよびオリゴマーとして紹介されているものも使用することがで
きる。
【０１４４】
これらの、付加重合性化合物について、どのような構造を用いるか、単独で使用するか併
用するか、添加量はどうかといった、使用方法の詳細は、最終的な感材の性能設計にあわ
せて、任意に設定できる。例えば次のような観点から選択される。感光スピードの点では
１分子あたりの不飽和基含量が多い構造が好ましく、多くの場合、２官能以上がこのまし
い。また、画像部すなわち硬化膜の強度を高くするためには、３官能以上のものが良く、
さらに、異なる官能数・異なる重合性基（例えばアクリル酸エステル、メタクリル酸エス
テル、スチレン系化合物、ビニルエーテル系化合物）のものを併用することで、感光性と
、強度を両方を調節する方法も有効である。大きな分子量の化合物や、疎水性の高い化合
物は感光スピードや、膜強度に優れる反面、現像スピードや現像液中での析出といった点
で好ましく無い場合がある。また、感光層中の他の成分（例えばバインダーポリマー、開
始剤、着色剤等）との相溶性、分散性に対しても、付加重合化合物の選択・使用法は重要
な要因であり、例えば、低純度化合物の使用や、２種以上の併用により相溶性を向上させ
ることがある。また、支持体、オーバーコート層等の密着性を向上させる目的で特定の構
造を選択することもあり得る。感光層中の付加重合性化合物の配合比に関しては、多い方
が感度的に有利であるが、多すぎる場合には、好ましく無い相分離が生じたり、感光層の
粘着性による製造工程上の問題（例えば、感材成分の転写、粘着に由来する製造不良）や
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、現像液からの析出が生じる等の問題を生じうる。これらの観点から、好ましい配合比は
、多くの場合、組成物全成分に対して５～８０重量％、好ましくは２５～７５重量％であ
る。また、これらは単独で用いても２種以上併用してもよい。そのほか、付加重合性化合
物の使用法は、酸素に対する重合阻害の大小、解像度、かぶり性、屈折率変化、表面粘着
性等の観点から適切な構造、配合、添加量を任意に選択でき、さらに場合によっては下塗
り、上塗りといった層構成・塗布方法も実施しうる。
【０１４５】
（Ｂ２）バインダーポリマー
本発明の好ましい実施形態である、平版印刷版への適用に際しては、感光層にさらにバイ
ンダーポリマーを使用することが好ましい。バインダーとしては線状有機高分子重合体を
含有させることが好ましい。このような「線状有機高分子重合体」としては、どれを使用
しても構わない。好ましくは水現像あるいは弱アルカリ水現像を可能とする水あるいは弱
アルカリ水可溶性または膨潤性である線状有機高分子重合体が選択される。線状有機高分
子重合体は、組成物の皮膜形成剤としてだけでなく、水、弱アルカリ水あるいは有機溶剤
現像剤としての用途に応じて選択使用される。例えば、水可溶性有機高分子重合体を用い
ると水現像が可能になる。このような線状有機高分子重合体としては、側鎖にカルボン酸
基を有する付加重合体、例えば特開昭５９－４４６１５号、特公昭５４－３４３２７号、
特公昭５８－１２５７７号、特公昭５４－２５９５７号、特開昭５４－９２７２３号、特
開昭５９－５３８３６号、特開昭５９－７１０４８号に記載されているもの、すなわち、
メタクリル酸共重合体、アクリル酸共重合体、イタコン酸共重合体、クロトン酸共重合体
、マレイン酸共重合体、部分エステル化マレイン酸共重合体等がある。また同様に側鎖に
カルボン酸基を有する酸性セルロース誘導体がある。この他に水酸基を有する付加重合体
に環状酸無水物を付加させたものなどが有用である。
【０１４６】
特にこれらの中で〔ベンジル（メタ）アクリレート／（メタ）アクリル酸／必要に応じて
その他の付加重合性ビニルモノマー〕共重合体および〔アリル（メタ）アクリレート／（
メタ）アクリル酸／必要に応じてその他の付加重合性ビニルモノマー〕共重合体は、膜強
度、感度、現像性のバランスに優れており、好適である。
【０１４７】
また、特公平７－１２００４号、特公平７－１２００４１号、特公平７－１２００４２号
、特公平８－１２４２４号、特開昭６３－２８７９４４号、特開昭６３－２８７９４７号
、特開平１－２７１７４１号、特願平１０－１１６２３２号等に記載される、酸基を含有
するウレタン系バインダーポリマーは、非常に、強度に優れるので、耐刷性・低露光適性
の点で有利である。
【０１４８】
また、特願平９－３６３１９５号記載のアミド基を有するバインダーは優れた現像性と膜
強度を併せもち、好適である。
【０１４９】
さらにこの他に水溶性線状有機高分子として、ポリビニルピロリドンやポリエチレンオキ
サイド等が有用である。また硬化皮膜の強度を上げるためにアルコール可溶性ナイロンや
２，２－ビス－（４－ヒドロキシフェニル）－プロパンとエピクロロヒドリンのポリエー
テル等も有用である。これらの線状有機高分子重合体は全組成物中に任意な量を混和させ
ることができる。しかし９０重量％を超える場合には形成される画像強度等の点で好まし
い結果を与えない。好ましくは３０～８５重量％である。また光重合可能なエチレン性不
飽和二重結合を有する化合物と線状有機高分子重合体は、重量比で１／９～７／３の範囲
とするのが好ましい。好ましい実施様態においてバインダーポリマーは実質的に水不要で
アルカリに可溶なものが用いられる。そうすることで、現像液として、環境上好ましくな
い有機溶剤を用いないかもしくは非常に少ない使用量に制限できる。このような使用法に
おいてはバインダーポリマーの酸価（ポリマー１ｇ当たりの酸含率を化学等量数で表した
もの）と分子量は画像強度と現像性の観点から適宜選択される。好ましい酸価は、０．４
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～３．０meq/gであり、好ましい分子量は重量平均分子量で３０００から５０万の範囲で
あり、より好ましくは、酸価が０．６～２．０、分子量が１万から３０万の範囲である。
【０１５０】
「Ｃ．その他の成分」
本発明の感光層には、さらにその用途、製造方法等に適したその他の成分を適宜添加する
ことができる。以下、好ましい添加剤に関し例示する。
【０１５１】
（Ｃ１）共増感剤
ある種の添加剤（以後、共増感剤という）を用いることで、感度をさらに向上させること
ができる。これらの作用機構は明確ではないが、多くは次のような化学プロセスに基づく
ものと考えられる。即ち、先述の開始系の光吸収により開始される光反応と、それに引き
続く付加重合反応の過程で生じる様々な中間活性種（ラジカル、過酸化物、酸化剤、還元
剤等）と、共増感剤が反応し、新たな活性ラジカルを生成するものと推定される。これら
は、大きくは、（ａ）還元されて活性ラジカルを生成しうるもの、（ｂ）酸化されて活性
ラジカルを生成しうるもの、（ｃ）活性の低いラジカルと反応し、より活性の高いラジカ
ルに変換するか、もしくは連鎖移動剤として作用するものに分類できるが、個々の化合物
がこれらのどれに属するかに関しては、通説がない場合も多い。
【０１５２】
（ａ）還元されて活性ラジカルを生成する化合物
炭素－ハロゲン結合を有する化合物：還元的に炭素－ハロゲン結合が解裂し、活性ラジカ
ルを発生すると考えられる。具体的には、例えば、トリハロメチル－ｓ－トリアジン類や
、トリハロメチルオキサジアゾール類等が好適に使用できる。
【０１５３】
窒素－窒素結合を有する化合物：還元的に窒素－窒素結合が解裂し、活性ラジカルを発生
すると考えられる。具体的にはヘキサアリールビイミダゾール類等が好適に使用される。
【０１５４】
酸素－酸素結合を有する化合物：還元的に酸素－酸素結合が解裂し、活性ラジカルを発生
すると考えられる。具体的には、例えば、有機過酸化物類等が好適に使用される。
【０１５５】
オニウム化合物：還元的に炭素－ヘテロ結合や、酸素－窒素結合が解裂し、活性ラジカル
を発生すると考えられる。具体的には例えば、ジアリールヨードニウム塩類、トリアリー
ルスルホニウム塩類、Ｎ－アルコキシピリジニウム（アジニウム）塩類等が好適に使用さ
れる。
フェロセン、鉄アレーン錯体類：還元的に活性ラジカルを生成しうる。
【０１５６】
（ｂ）酸化されて活性ラジカルを生成する化合物
アルキルアート錯体：酸化的に炭素－ヘテロ結合が解裂し、活性ラジカルを生成すると考
えられる。具体的には例えば、トリアリールアルキルボレート類が好適に使用される。
【０１５７】
アルキルアミン化合物：酸化により窒素に隣接した炭素上のＣ－Ｘ結合が解裂し、活性ラ
ジカルを生成するものと考えられる。Ｘとしては、水素原子、カルボキシル基、トリメチ
ルシリル基、ベンジル基等が好適である。具体的には、例えば、エタノールアミン類、Ｎ
－フェニルグリシン類、Ｎ－トリメチルシリルメチルアニリン類等が挙げられる。
【０１５８】
含硫黄、含錫化合物：上述のアミン類の窒素原子を硫黄原子、錫原子に置き換えたものが
、同様の作用により活性ラジカルを生成しうる。また、Ｓ－Ｓ結合を有する化合物もＳ－
Ｓ解裂による増感が知られる。
【０１５９】
α－置換メチルカルボニル化合物：酸化により、カルボニル－α炭素間の結合解裂により
、活性ラジカルを生成しうる。また、カルボニルをオキシムエーテルに変換したものも同
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様の作用を示す。具体的には、２－アルキル－１－［４－（アルキルチオ）フェニル］－
２－モルフォリノプロノン－１類、並びに、これらと、ヒドロキシアミン類とを反応した
のち、Ｎ－ＯＨをエーテル化したオキシムエーテル類を挙げることができる。
【０１６０】
スルフィン酸塩類：還元的に活性ラジカルを生成しうる。具体的は、アリールスルフィン
酸ナトリウム等を挙げることができる。
【０１６１】
ｃ）ラジカルと反応し高活性ラジカルに変換、もしくは連鎖移動剤として作用する化合物
：例えば、分子内にＳＨ、ＰＨ、ＳｉＨ、ＧｅＨを有する化合物群が用いられる。これら
は、低活性のラジカル種に水素供与して、ラジカルを生成するか、もしくは、酸化された
後、脱プロトンすることによりラジカルを生成しうる。具体的には、例えば、２－メルカ
プトベンズイミダゾール類等が挙げられる。
【０１６２】
これらの共増感剤のより具体的な例は、例えば、特開昭９－２３６９１３中に、感度向上
を目的とした添加剤として、多く記載されている。以下に、その一部を例示するが、本発
明はこれらに限定されるものはない。－ＴＭＳはトリメチルシリル基である。
【０１６３】
【化３４】

【０１６４】
これらの共増感剤に関しても、先の増感色素と同様、さらに、感光層の特性を改良するた
めの様々な化学修飾を行うことも可能である。例えば、増感色素や活性剤、付加重合性不
飽和化合物その他のパートとの結合、親水性部位の導入、相溶性向上、結晶析出抑制のた
めの置換基導入、密着性を向上させる置換基導入、ポリマー化等の方法が利用できる。
【０１６５】
これらの共増感剤は、単独でまたは２種以上併用して用いることができる。使用量はエチ
レン性不飽和二重結合を有する化合物１００重量部に対し０．０５～１００重量部、好ま
しくは１～８０重量部、さらに好ましくは３～５０重量部の範囲が適当である。
【０１６６】
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（Ｃ２）重合禁止剤
また、本発明においては以上の基本成分の他に感光性組成物の製造中あるいは保存中にお
いて重合可能なエチレン性不飽和二重結合を有する化合物の不要な熱重合を阻止するため
に少量の熱重合防止剤を添加することが望ましい。適当な熱重合防止剤としてはハイドロ
キノン、ｐ－メトキシフェノール、ジ－ｔ－ブチル－ｐ－クレゾール、ピロガロール、ｔ
－ブチルカテコール、ベンゾキノン、４，４'－チオビス（３－メチル－６－ｔ－ブチル
フェノール）、２，２'－メチレンビス（４－メチル－６－ｔ－ブチルフェノール）、Ｎ
－ニトロソフェニルヒドロキシアミン第一セリウム塩等が挙げられる。熱重合防止剤の添
加量は、全組成物の重量に対して約０．０１重量％～約５重量％が好ましい。また必要に
応じて、酸素による重合阻害を防止するためにベヘン酸やベヘン酸アミドのような高級脂
肪酸誘導体等を添加して、塗布後の乾燥の過程で感光層の表面に偏在させてもよい。高級
脂肪酸誘導体の添加量は、全組成物の約０．５重量％～約１０重量％が好ましい。
【０１６７】
（Ｃ３）着色剤等
さらに、感光層の着色を目的として染料もしくは顔料を添加してもよい。これにより、印
刷版としての、製版後の視認性や、画像濃度測定機適性といったいわゆる検版性を向上さ
せることができる。着色剤としては、多くの染料は光重合系感光層の感度の低下を生じる
ので、着色剤としては、特に顔料の使用が好ましい。具体例としては例えばフタロシアニ
ン系顔料、アゾ系顔料、カーボンブラック、酸化チタンなどの顔料、エチルバイオレット
、クリスタルバイオレット、アゾ系染料、アントラキノン系染料、シアニン系染料などの
染料がある。染料および顔料の添加量は全組成物の約０．５重量％～約５重量％が好まし
い。
【０１６８】
（Ｃ４）その他の添加剤
さらに、硬化皮膜の物性を改良するために無機充填剤や、その他可塑剤、感光層表面のイ
ンク着肉性を向上させうる感脂化剤等の公知の添加剤を加えてもよい。
【０１６９】
可塑剤としては例えばジオクチルフタレート、ジドデシルフタレート、トリエチレングリ
コールジカプリレート、ジメチルグリコールフタレート、トリクレジルホスフェート、ジ
オクチルアジペート、ジブチルセバケート、トリアセチルグリセリン等があり、結合剤を
使用した場合、エチレン性不飽和二重結合を有する化合物と結合剤との合計重量に対し１
０重量％以下添加することができる。
【０１７０】
また、後述する膜強度（耐刷性）向上を目的とした、現像後の加熱・露光の効果を強化す
るための、ＵＶ開始剤や、熱架橋剤等の添加もできる。
【０１７１】
その他、感光層と支持体との密着性向上や、未露光感光層の現像除去性を高めるための添
加剤、中間層を設けることを可能である。例えば、ジアゾニウム構造を有する化合物や、
ホスホン化合物、等、基板と比較的強い相互作用を有する化合物の添加や下塗りにより、
密着性が向上し、耐刷性を高めることが可能であり、一方ポリアクリル酸や、ポリスルホ
ン酸のような親水性ポリマーの添加や下塗りにより、非画像部の現像性が向上し、汚れ性
の向上が可能となる。
【０１７２】
本発明の光重合性組成物を支持体上に塗布する際には種々の有機溶剤に溶かして使用に供
される。ここで使用する溶媒としては、アセトン、メチルエチルケトン、シクロヘキサン
、酢酸エチル、エチレンジクロライド、テトラヒドロフラン、トルエン、エチレングリコ
ールモノメチルエーテル、エチレングリコールモノエチルエーテル、エチレングリコール
ジメチルエーテル、プロピレングリコールモノメチルエーテル、プロピレングリコールモ
ノエチルエーテル、アセチルアセトン、シクロヘキサノン、ジアセトンアルコール、エチ
レングリコールモノメチルエーテルアセテート、エチレングリコールエチルエーテルアセ
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テート、エチレングリコールモノイソプロピルエーテル、エチレングリコールモノブチル
エーテルアセテート、３－メトキシプロパノール、メトキシメトキシエタノール、ジエチ
レングリコールモノメチルエーテル、ジエチレングリコールモノエチルエーテル、ジエチ
レングリコールジメチルエーテル、ジエチレングリコールジエチルエーテル、プロピレン
グリコールモノメチルエーテルアセテート、プロピレングリコールモノエチルエーテルア
セテート、３－メトキシプロピルアセテート、Ｎ，Ｎ－ジメチルホルムアミド、ジメチル
スルホキシド、γ－ブチロラクトン、乳酸メチル、乳酸エチルなどがある。これらの溶媒
は、単独あるいは混合して使用することができる。そして、塗布溶液中の固形分の濃度は
、２～５０重量％が適当である。
【０１７３】
感光層の支持体被覆量は、主に、感光層の感度、現像性、露光膜の強度・耐刷性に影響し
うるもので、用途に応じ適宜選択することが望ましい。被覆量が少なすぎる場合には、耐
刷性が十分でなくなる。一方多すぎる場合には、感度が下がり、露光に時間がかかる上、
現像処理にもより長い時間を要するため好ましくない。本発明の主要な目的である走査露
光用平版印刷版としては、その被覆量は乾燥後の重量で約０．１g/m2～約１０g/m2の範囲
が適当である。より好ましくは０．５～５g/m2である。
【０１７４】
「支持体」
本発明の主要な目的の一つである、平版印刷版を得るには上記感光層を、表面が親水性の
支持体上に設けることが望ましい。親水性の支持体としては、従来公知の、平版印刷版に
使用される親水性支持体を限定無く使用することができる。使用される支持体は寸度的に
安定な板状物であることが好ましく、例えば、紙、プラスチック（例えば、ポリエチレン
、ポリプロピレン、ポリスチレン等）がラミネートされた紙、金属板（例えば、アルミニ
ウム、亜鉛、銅等）、プラスチックフィルム（例えば、二酢酸セルロ[ス、三酢酸セルロ
ース、プロピオン酸セルロース、酪酸セルロース、酢酸酪酸セルロース、硝酸セルロース
、ポリエチレンテレフタレート、ポリエチレン、ポリスチレン、ポリプロピレン、ポリカ
ーボネート、ポリビニルアセタール等）、上記のような金属がラミネートもしくは蒸着さ
れた紙もしくはプラスチックフィルム等が含まれ、これらの表面に対し、必要に応じ親水
性の付与や、強度向上、等の目的で適切な公知の物理的、化学的処理を施しても良い。
【０１７５】
特に、好ましい支持体としては、紙、ポリエステルフィルムまたはアルミニウム板が挙げ
られ、その中でも寸法安定性がよく、比較的安価であり、必要に応じた表面処理により親
水性や強度にすぐれた表面を提供できるアルミニウム板は特に好ましい。また、特公昭４
８－１８３２７号に記載されているようなポリエチレンテレフタレートフィルム上にアル
ミニウムシートが結合された複合体シートも好ましい。
【０１７６】
好適なアルミニウム板は、純アルミニウム板およびアルミニウムを主成分とし、微量の異
元素を含む合金板であり、更にはアルミニウムがラミネートまたは蒸着されたプラスチッ
クフィルムでもよい。アルミニウム合金に含まれる異元素には、ケイ素、鉄、マンガン、
銅、マグネシウム、クロム、亜鉛、ビスマス、ニッケル、チタン等がある。合金中の異元
素の含有量は高々１０重量％以下である。本発明において特に好適なアルミニウムは、純
アルミニウムであるが、完全に純粋なアルミニウムは精錬技術上製造が困難であるので、
僅かに異元素を含有するものでもよい。このように本発明に適用されるアルミニウム板は
、その組成が特定されるものではなく、従来より公知公用の素材のアルミニウム板を適宜
に利用することができる。本発明で用いられるアルミニウム板の厚みはおよそ０．１mm～
０．６mm程度、好ましくは０．１５mm～０．４mm、特に好ましくは０．２mm～０．３mmで
ある。
【０１７７】
また金属、特にアルミニウムの表面を有する支持体の場合には、粗面化（砂目立て）処理
、珪酸ソーダ、弗化ジルコニウム酸カリウム、燐酸塩等の水溶液への浸漬処理、あるいは
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陽極酸化処理などの表面処理がなされていることが好ましい。
【０１７８】
アルミニウム板の表面の粗面化処理は、種々の方法により行われるが、例えば、機械的に
粗面化する方法、電気化学的に表面を溶解粗面化する方法および化学的に表面を選択溶解
させる方法により行われる。機械的方法としては、ボール研磨法、ブラシ研磨法、ブラス
ト研磨法、バフ、磨法等の公知の方法を用いることができる。また、電気化学的な粗面化
法としては塩酸、硝酸等の電解液中で交流または直流により行う方法がある。また、特開
昭５４－６３９０２号に開示されているように両者を組み合わせた方法も利用することが
できる。また、アルミニウム板を粗面化するに先立ち、所望により、表面の圧延油を除去
するために、例えば、界面活性剤、有機溶剤またはアルカリ性水溶液等による脱脂処理が
行われる。
【０１７９】
さらに、粗面化したのちに珪酸ナトリウム水溶液に浸漬処理されたアルミニウム板が好ま
しく使用できる。特公昭４７－５１２５号に記載されているようにアルミニウム板を陽極
酸化処理したのちに、アルカリ金属珪酸塩の水溶液に浸漬処理したものが好適に使用され
る。陽極酸化処理は、例えば、燐酸、クロム酸、硫酸、硼酸等の無機酸、もしくは蓚酸、
スルファミン酸等の有機酸またはそれらの塩の水溶液または非水溶液の単独または二種以
上を組み合わせた電解液中でアルミニウム板を陽極として電流を流すことにより実施され
る。
【０１８０】
また、米国特許第３６５８６６２号に記載されているようなシリケート電着も有効である
。
【０１８１】
さらに、特公昭４６－２７４８１号、特開昭５２－５８６０２号、特開昭５２－３０５０
３号に開示されているような電解グレインを施した支持体と、上記陽極酸化処理および珪
酸ソーダ処理を組合せた表面処理も有用である。
【０１８２】
また、特開昭５６－２８８９３号に開示されているような機械的粗面化、化学的エッチン
グ、電解グレイン、陽極酸化処理さらに珪酸ソーダ処理を順に行ったものも好適である。
【０１８３】
さらに、これらの処理を行った後に、水溶性の樹脂、例えばポリビニルホスホン酸、スル
ホン酸基を側鎖に有する重合体および共重合体、ポリアクリル酸、水溶性金属塩（例えば
硼酸亜鉛）もしくは、黄色染料、アミン塩等を下塗りしたものも好適である。
【０１８４】
さらに特願平５－３０４３５８号に開示されているようなラジカルによって付加反応を起
こし得る官能基を共有結合させたゾル－ゲル処理基板も好適に用いられる。
【０１８５】
その他好ましい例として、任意の支持体上に表面層として耐水性の親水性層を設けたもの
も上げることができる。このような表面層としては例えばＵＳ３０５５２９５号や、特開
昭５６－１３１６８号記載の無機顔料と結着剤とからなる層、特開平９－８０７４４記載
の親水性膨潤層、特表平８－５０７７２７記載の酸化チタン、ポリビニルアルコール、珪
酸類からなるゾルゲル膜等を挙げることができる。
【０１８６】
これらの親水化処理は、支持体の表面を親水性とするために施される以外に、その上に設
けられる光重合性組成物の有害な反応を防ぐため、かつ感光層の密着性の向上等のために
施されるものである。
【０１８７】
「保護層」
本発明の望ましい様態である、走査露光用平版印刷版においては、通常、露光を大気中で
行うため、光重合性組成物の層の上に、さらに、保護層を設けることが好ましい。保護層
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は、感光層中で露光により生じる画像形成反応を阻害する大気中に存在する酸素、や塩基
性物質等の低分子化合物の感光層への混入を防止し、大気中での露光を可能とする。従っ
て、このような保護層に望まれる特性は、酸素等の低分子化合物の透過性が低いことであ
り、さらに、露光に用いる光の透過は実質阻害せず、感光層との密着性に優れ、かつ、露
光後の現像工程で容易に除去できることが望ましい。このような、保護層に関する工夫が
従来よりなされており、米国特許第３、４５８、３１１号、特開昭５５－４９７２９号に
詳しく記載されている。保護層に使用できる材料としては例えば、比較的、結晶性に優れ
た水溶性高分子化合物を用いることがよく、具体的には、ポリビニルアルコール、ポリビ
ニルピロリドン、酸性セルロース類、ゼラチン、アラビアゴム、ポリアクリル酸などのよ
うな水溶性ポリマーが知られていが、これらの内、ポリビニルアルコールを主成分として
用いることが、酸素遮断性、現像除去性といった基本特性的にもっとも良好な結果を与え
る。保護層に使用するポリビニルアルコールは、必要な酸素遮断性と水溶性を有するため
の、未置換ビニルアルコール単位を含有する限り、一部がエステル、エーテル、およびア
セタールで置換されていても良い。また、同様に一部が他の共重合成分を有していても良
い。ポリビニルアルコールの具体例としては７１～１００モル％加水分解され、分子量が
重量平均分子量で３００から２４００の範囲のものを挙げることができる。具体的には、
株式会社クラレ製のＰＶＡ－１０５、ＰＶＡ－１１０、ＰＶＡ－１１７、ＰＶＡ－１１７
Ｈ、ＰＶＡ－１２０、ＰＶＡ－１２４、ＰＶＡ－１２４Ｈ、ＰＶＡ－ＣＳ、ＰＶＡ－ＣＳ
Ｔ、ＰＶＡ－ＨＣ、ＰＶＡ－２０３、ＰＶＡ－２０４、ＰＶＡ－２０５、ＰＶＡ－２１０
、ＰＶＡ－２１７、ＰＶＡ－２２０、ＰＶＡ－２２４、ＰＶＡ－２１７ＥＥ、ＰＶＡ－２
１７Ｅ、ＰＶＡ－２２０Ｅ、ＰＶＡ－２２４Ｅ、ＰＶＡ－４０５、ＰＶＡ－４２０、ＰＶ
Ａ－６１３、Ｌ－８等が挙げられる。
【０１８８】
保護層の成分（ＰＶＡの選択、添加剤の使用）、塗布量等は、酸素遮断性・現像除去性の
他、カブリ性や密着性・耐傷性を考慮して選択される。一般には使用するＰＶＡの加水分
解率が高い程（保護層中の未置換ビニルアルコール単位含率が高い程）、膜厚が厚い程酸
素遮断性が高くなり、感度の点で有利である。しかしながら、極端に酸素遮断性を高める
と、製造時・生保存時に不要な重合反応が生じたり、また画像露光時に、不要なカブリ、
画線の太りが生じたりという問題を生じる。また、画像部との密着性や、耐傷性も版の取
り扱い上極めて重要である。即ち、水溶性ポリマーからなる親水性の層を親油性の重合層
に積層すると、接着力不足による膜剥離が発生しやすく、剥離部分が酸素の重合阻害によ
り膜硬化不良などの欠陥を引き起こす。これに対し、これら２層間の接着性を改良すべく
種々の提案がなされている。例えば米国特許第２９２５０１号、米国特許第４４５６３号
には、主にポリビニルアルコールからなる親水性ポリマー中に、アクリル系エマルジョン
または水不溶性ビニルピロリドン－ビニルアセテート共重合体などを２０～６０重量％混
合し、重合層の上に積層することにより、十分な接着性が得られることが記載されている
。本発明における保護層に対しては、これらの公知の技術をいずれも適用することができ
る。このような保護層の塗布方法については、例えば米国特許第3,４５8,３１１号、特開
昭５５－４９７２９号に詳しく記載されている。
【０１８９】
さらに、保護層に他の機能を付与することもできる。例えば、露光に使う、３５０ｎｍか
ら４５０ｎｍの光の透過性に優れ、かつ５００ｎｍ以上の光を効率良く吸収しうる、着色
剤（水溶性染料等）の添加により、感度低下を起こすことなく、セーフライト適性をさら
に高めることができる。
【０１９０】
本発明の光重合性組成物を用いた感光材料を画像形成材料として使用する際には、通常、
画像露光したのち、現像液で感光層の未露光部を除去し、画像を得る。これらの光重合性
組成物を平版印刷版の作成に使用する際の好ましい現像液としては、特公昭５７－７４２
７号に記載されているような現像液が挙げられ、ケイ酸ナトリウム、ケイ酸カリウム、水
酸化ナトリウム、水酸化カリウム、水酸化リチウム、第三リン酸ナトリウム、第二リン酸
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ナトリウム、第三リン酸アンモニウム、第二リン酸アンモニウム、メタケイ酸ナトリウム
、重炭酸ナトリウム、アンモニア水などのような無機アルカリ剤やモノエタノールアミン
またはジエタノールアミンなどのような有機アルカリ剤の水溶液が適当である。このよう
なアルカリ溶液の濃度が０．１～１０重量％、好ましくは０．５～５重量％になるように
添加される。
【０１９１】
また、このようなアルカリ性水溶液には、必要に応じて界面活性剤やベンジルアルコール
、２－フェノキシエタノール、２－ブトキシエタノールのような有機溶媒を少量含むこと
ができる。例えば、米国特許第３３７５１７１号および同第３６１５４８０号に記載され
ているものを挙げることができる。
【０１９２】
さらに、特開昭５０－２６６０１号、同５８－５４３４１号、特公昭５６－３９４６４号
、同５６－４２８６０号の各公報に記載されている現像液も優れている。
【０１９３】
その他、本発明の平版印刷版原版の製版プロセスとしては、必要に応じ、露光前、露光中
、露光から現像までの間に、全面を加熱しても良い。このような加熱により、感光層中の
画像形成反応が促進され、感度や耐刷性の向上、や、感度の安定化といった利点が生じ得
る。さらに、画像強度・耐刷性の向上を目的として、現像後の画像に対し、全面後加熱も
しくは、全面露光を行うことも有効である。通常現像前の加熱は１５０℃以下の穏和な条
件で行うことが好ましい。温度が高すぎると、非画像部までがかぶってしまう等の問題を
生じる。現像後の加熱には非常に強い条件を利用する。通常は２００～５００℃の範囲で
ある。温度が低いと十分な画像強化作用が得られず、高すぎる場合には支持体の劣化、画
像部の熱分解といった問題を生じる。
【０１９４】
本発明による走査露光平版印刷版の露光方法は、公知の方法を制限なく用いることができ
る。望ましい、光源の波長は３５０ｎｍから４５０ｎｍであり、具体的にはＩｎＧａＮ系
半導体レーザが好適である。露光機構は、内面ドラム方式、外面ドラム方式、フラットベ
ッド方式等の何れでも良い。また、本発明の感光層成分は、高い水溶性のものを使用する
ことで、中性の水や弱アルカリ水に可溶とすることもできるが、このような構成の平版印
刷版は印刷機上に装填後、機上で露光－現像といった方式を行うこともできる。
【０１９５】
３５０～４５０nmの入手可能なレーザー光源としては以下のものを利用することができる
。
【０１９６】
ガスレーザーとして、Ａｒイオンレーザー（３６４nm、３５１nm、１０mW～１W）、Ｋｒ
イオンレーザー（３５６nm、３５１nm、１０mW～１W）、Ｈｅ－Ｃｄレーザー（４４１nm
、３２５nm、１mW～１００mW）、
固体レーザーとして、Ｎｄ：ＹＡＧ（ＹＶＯ4）とＳＨＧ結晶×２回の組み合わせ（３５
５nm、５mW～１W）、Ｃｒ：ＬｉＳＡＦとＳＨＧ結晶の組み合わせ（４３０nm、１０mW）
、
半導体レーザー系として、ＫＮｂＯ3リング共振器（４３０nm、３０mW）、導波型波長変
換素子とＡｌＧａＡｓ、ＩｎＧａＡｓ半導体の組み合わせ（３８０nm～４５０nm、５mW～
１００mW）、導波型波長変換素子とＡｌＧａＩｎＰ、ＡｌＧａＡｓ半導体の組み合わせ（
３００nm～３５０nm、５mW～１００mW）、ＡｌＧａＩｎＮ（３５０nm～４５０nm、５mW～
３０mW）
その他、パルスレーザーとしてＮ2レーザー（３３７nm、パルス０．１～１０mJ）、Ｘｅ
Ｆ（３５１nm、パルス１０～２５０mJ）
【０１９７】
特にこの中でＡｌＧａＩｎＮ半導体レーザー（市販ＩｎＧａＮ系半導体レーザー４００～
４１０nm、５～３０mW）が波長特性、コストの面で好適である。
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【０１９８】
また走査露光方式の平版印刷版露光装置としては、露光機構として内面ドラム方式、外面
ドラム方式、フラットベッド方式があり、光源としては上記光源の中でパルスレーザー以
外のもの全てを利用することができる。現実的には感材感度と製版時間の関係で、以下の
露光装置が特に好ましい。
【０１９９】
・内面ドラム方式でガスレーザーあるいは固体レーザー光源を１つ使用するシングルビー
ム露光装置
・フラットベッド方式で半導体レーザーを多数（１０個以上）使用したマルチビームの露
光装置
・外面ドラム方式で半導体レーザーを多数（１０個以上）使用したマルチビームの露光装
置
【０２００】
以上のようなレーザー直描型の平版印刷版においては、一般に感材感度Ｘ（J/cm2）、感
材の露光面積Ｓ（cm2）、レーザー光源１個のパワーｑ（Ｗ）、レーザー本数ｎ、全露光
時間ｔ（ｓ）との間に式（eq１）が成立する。
Ｘ・Ｓ＝ｎ・ｑ・ｔ　－　（eq１）
【０２０１】
ｉ）内面ドラム（シングルビーム）方式の場合
レーザー回転数ｆ（ラジアン／ｓ）、感材の副走査長Ｌｘ（cm）、解像度Ｚ（ドット／cm
）、全露光時間ｔ（ｓ）の間には一般的に式（eq２）が成立する。
ｆ・Ｚ・ｔ＝Ｌｘ　－　（eq２）
ii）外面ドラム（マルチビーム）方式の場合
ドラム回転数Ｆ（ラジアン／ｓ）、感材の副走査長Ｌｘ（cm）、解像度Ｚ（ドット／cm）
、全露光時間ｔ（ｓ）、ビーム数（ｎ）の間には一般的に式（eq３）が成立する。
Ｆ・Ｚ・ｎ・ｔ＝Ｌｘ　－　（eq３）
iii）フラットベッド（マルチビーム）方式の場合
ポリゴンミラーの回転数Ｈ（ラジアン／ｓ）、感材の副走査長Ｌｘ（cm）、解像度Ｚ（ド
ット／cm）、全露光時間ｔ（ｓ）、ビーム数（ｎ）の間には一般的に式（eq４）が成立す
る。
Ｈ・Ｚ・ｎ・ｔ＝Ｌｘ　－　（eq４）
【０２０２】
実際の印刷版に要求される解像度（２５６０dpi）、版サイズ（Ａ１／Ｂ１、副走査長４
２inch）、２０枚／１時間程度の露光条件と本発明の感光性組成物の感光特性（感光波長
、感度：約０．１mJ/cm2）を上記式に代入することで、本発明の感材においては半導体レ
ーザーのマルチビーム露光方式との組み合わせがより好ましいことが理解できる。さらに
操作性、コスト等を掛け合わせることにより外面ドラム方式の半導体レーザーマルチビー
ム露光装置との組み合わせが最も好ましいことになる。
【０２０３】
また、本発明による光重合性組成物に対するその他の露光光線としては、超高圧、高圧、
中圧、低圧の各水銀灯、ケミカルランプ、カーボンアーク灯、キセノン灯、メタルハライ
ド灯、可視および紫外の各種レーザーランプ、蛍光灯、タングステン灯、太陽光等も使用
できる。また、本発明による光重合性組成物の用途としては走査露光用平版印刷版の他、
広く、光硬化樹脂の用途として知られるものに制限なく適用できる。例えば、必要に応じ
カチオン重合性化合物と併用した液状の光重合性組成物に適用することで、高感度な光造
形用材料が得られる。また、光重合にともなう、屈折率の変化を利用し、ホログラム材料
とすることもできる。光重合に伴う、表面の粘着性の変化を利用して様々な転写材料（剥
離感材、トナー現像感材等）にも応用できる。マイクロカプセルの光硬化にも適用できる
。フォトレジスト等の電子材料製造、インクや塗料、接着剤等の光硬化樹脂材料にも応用
できる。
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【０２０４】
【実施例】
以下、実施例によって本発明を説明するが、本発明はこれらの実施例に限定されるもので
はない。
合成例１
2-(1-methylnaphto[1,2-d]thiazol-2(1H)-ylidene)-1,3-dihydro-1-oxo-2H-indene（Ｄ１
）の合成
フラスコ中に、diisopropylamine 19.4ml(25.2mmol)、ＴＨＦ150mlをはかりとり、窒素気
流下、氷冷しながら、n-butyllithiumの１．３Ｎ　ヘキサン溶液をゆっくりと滴下した。
３０分攪拌した後、冷却バスをドライアイス／エタノールバスに変え、1-indanone3.17g(
24.0mmol)をＴＨＦ50mlに溶かした溶液をゆっくりと滴下した。さらに１時間攪拌後、1-m
ethyl-2-(methlthio)-naphto[1,2-d]thiazolium 4-methylbenzenesulfonateの粉末　5g(1
2.0mmol)を少しずつ加えた。さらに３時間攪拌後、反応液を徐々に室温に戻したところで
、反応液に水を加え、反応を終了させた。反応液を希塩酸により酸性にした後、酢酸エチ
ルで抽出、得られた油層を水洗、硫酸マグネシウムにより乾燥させた後、溶媒を減圧留去
し、黒色油状の粗生成物を得た。酢酸エチル／塩化メチレン（１５：８５　ｖ：ｖ）を溶
離液としたシリカゲルカラムクロマトグラフィーによる精製を行い、Ｄ１の黄色結晶1.2g
(3.64 mmol)を得た。収率３０％。構造は核磁気共鳴スペクトル、赤外吸収スペクトル、
質量分析スペクトル、元素分析（実測；炭素７６．５９％、水素４．５７％　計算値；炭
素７６．５７％、水素４．５９％）により同定した。
【０２０５】
融点[230-245℃](CHCl3-EtOAc)、電子吸収スペクトル（ＴＨＦ）：吸収極大波長４２１ｎ
ｍ、吸収極大モル吸光係数４８０００。
【０２０６】
合成例２
2-(3-ehtyl-2(3H)-benzothiazolylidene) -1,3-dihydro-1-oxo-2H-indene（Ｄ２）の合成
フラスコに水素化ナトリウム（６０wt%）6.12g(153mmol)をはかりとり、窒素気流下ＴＨ
Ｆ500mlを加え、攪拌しサスペンジョンとした。さらに氷冷しながら、3-ehtyl-2-(ehtylt
hio)-2(3H)-benzothiazolium 4-methylbenzenesulfonateの粉末30g(76.3mmol)を少しづつ
加えた。ついで、1-indanone 20.2g(153mmol)のＴＨＦ100ml溶液を滴下した。氷冷下３時
間、室温下３時間攪拌の後、反応液に２０ｍｌのメタノールを加えた。反応液を水1リッ
トル、メタノール1リットルの混合液に攪拌しながら少しずつ投入したところ、黄色の粗
結晶が得られた。粗結晶をメタノール２００ｍｌに懸濁させ、還流し精製、濾取すること
により黄土色のＤ２結晶7.06g(24.1mmol)を得た。収率３２％。構造は核磁気共鳴スペク
トル、赤外吸収スペクトル、質量分析スペクトル、元素分析（実測；炭素７３．４１％、
水素５．１２％　計算値；炭素７３．６９％、水素５．１５％）により同定した。
【０２０７】
融点[205-215℃](MeOH)、電子吸収スペクトル（ＭｅＯＨ）：吸収極大波長４１１ｎｍ、
吸収極大モル吸光係数４４０００。酸化電位（CH3CN,vs Ag/AgCl）+0.90V。
【０２０８】
合成例３
2-(3-ehtyl-2(3H)-benzothiazolylidene) -1,3-dihydro-1-oxo-3-phenyl-2H-indene（Ｄ1
4）の合成
フラスコに水素化ナトリウム（60wt%）1.2g(30mmol)をはかりとり、窒素気流下ＴＨＦ100
mlを加え、攪拌しサスペンジョンとした。さらに氷冷しながら、3-ehtyl-2-(ehtylthio)-
2(3H)-benzothiazolium 4-methylbenzenesulfonateの粉末5.9g(15mmol)を少しづつ加えた
。ついで、3-phenyl-1-indanone 6.24g(30mmol)のＴＨＦ50ml溶液を滴下した。氷冷下３
時間、室温下３時間攪拌の後、反応液に20mlのメタノールを加えた。反応液を水100ml、
メタノール100mlの混合液に攪拌しながら少しずつ投入したところ、黄色の粗結晶が得ら
れた。粗結晶をメタノール100mlに懸濁させ、還流し精製、濾取することにより黄色のＤ
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１４結晶1.23g(3.33mmol)を得た。収率22％。構造は核磁気共鳴スペクトル、赤外吸収ス
ペクトル、質量分析スペクトル、元素分析（実測；炭素７８．００％、水素５．１５％　
計算値；炭素７８．０２％、水素５．１８％）により同定した。
【０２０９】
融点[203-205℃](MeOH)、電子吸収スペクトル（ＭｅＯＨ）：吸収極大波長412nm、吸収極
大モル吸光係数41000。酸化電位（CH3CN,vs Ag/AgCl）+0.95V。
【０２１０】
合成例４
2-(3-ehtyl-2(3H)-benzothiazolylidene)-1,3-dihydro-3-oxo-2H-indene-1-carboxylic a
cid（Ｄ４）の合成
フラスコに水素化ナトリウム（６０wt%）2.4g(60mmol)をとり、窒素気流下ＴＨＦ100mlを
加え、攪拌しサスペンジョンとした。さらに氷冷しながら、3-ehtyl-2-(ehtylthio)-2(3H
)-benzothiazolium 4-methylbenzenesulfonateの粉末5.9g(15mmol)を少しづつ加えた。つ
いで、1-carboxy-3-indanone5.28g(30mmol)のＴＨＦ30ml溶液を滴下した。氷冷下３時間
、室温下３時間攪拌の後、反応液に２０ｍｌのメタノールを加えた。反応液を塩酸酸性と
した後、水100ml、メタノール100mlの混合液に攪拌しながら少しずつ投入したところ、黄
色の粗結晶が得られた。粗結晶をメタノール１００ｍｌに懸濁させ、還流し精製、濾取す
ることにより黄色のＤ４結晶1.48g(4.39mmol)を得た。収率2９％。構造は核磁気共鳴スペ
クトル、赤外吸収スペクトル、質量分析スペクトル、元素分析（実測；炭素６７．６１％
、水素４．４８％　計算値；炭素６７．６４％、水素４．４８％）により同定した。融点
[163-168℃](MeOH) 。
【０２１１】
合成例５
2-(3-(trimethylsilylmethyl)-2(3H)-benzothiazolylidene) -1,3-dihydro-1-oxo-2H-ind
ene（Ｄ3）の合成
フラスコ中でtrimethylsilylmethyl triflate 5.2g(22mmol)、2-(methyltio)benzothiazo
le 3.63g(20mmol)、塩化メチレン20mlを混合し２時間攪拌した。塩化メチレンを減圧留去
後、酢酸エチル１００ｇを加え、析出した固体を濾取し、3-(trimethylsilylmethyl)l-2-
(mehtylthio)-2(3H)-benzothiazolium triflateの白色結晶7.7g(18mmol)を得た。
【０２１２】
ついで、フラスコに水素化ナトリウム（６０wt%）0.8g(20mmol)をとり、窒素気流下ＴＨ
Ｆ100mlを加え、攪拌しサスペンジョンとした。さらに氷冷しながら、3-(trimethylsilyl
methyl)l-2-(mehtylthio)-2(3H)-benzothiazolium triflateの粉末4.18g(10mmol)を少し
づつ加えた。ついで、1-indanone 2.64g(20mmol)のＴＨＦ100ml溶液を滴下した。氷冷下
３時間、室温下３時間攪拌の後、反応液に２０ｍｌのメタノールを加えた。反応液を水1l
、メタノール1lの混合液に攪拌しながら少しずつ投入したところ、黄色の粗結晶が得られ
た。粗結晶をメタノール２００ｍｌに懸濁させ、還流し精製、濾取することにより黄土色
のＤ3結晶1.2g(3.41mmol)を得た。収率３4％。構造は核磁気共鳴スペクトル、赤外吸収ス
ペクトル、質量分析スペクトル、元素分析（実測；炭素68.30％、水素6.05％　計算値；
炭素68.33％、水素6.02％）により同定した。
【０２１３】
融点[188-190℃](MeOH)、電子吸収スペクトル（ＭｅＯＨ）：吸収極大波長４１7ｎｍ、吸
収極大モル吸光係数３９０００。酸化電位（CH3CN,vs Ag/AgCl）+0.８５V。
【０２１４】
合成例６
2-(5-(1,1-dimethylethyl)-1,3-benzodhithiol-2-ylidene) -1,3-dihydro-1-oxo-2H-inde
ne（Ｄ１８）の合成
フラスコに5-(1,1-dimethylethyl)-3a,7a-dihydro-benzodhithiol-1-ium perchlorate 1.
54g(5mmol)、1-indanone 0.33g(2.5mmol)、塩化メチレン１０ｍｌを加え、室温で２時間
攪拌した。塩化メチレンを減圧留去後エタノール２０ｍｌを加え、析出した粗結晶を濾取
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、エタノールにより再結晶を行い、Ｄ－１８の黄色結晶０．６６ｇ(1.9mmol)を得た。収
率７８％。構造は核磁気共鳴スペクトル、赤外吸収スペクトル、質量分析スペクトル、元
素分析（実測；炭素７０．９９％、水素５．３９％　計算値；炭素７０．９７％、水素５
．３６％）により同定した。
【０２１５】
融点[210-212℃](MeOH) 。電子吸収スペクトル（ＴＨＦ）：吸収極大波長４０５ｎｍ、吸
収極大モル吸光係数３２０００。
【０２１６】
実施例１～８、比較例１～７
（支持体の調製）
厚さ０．３mmのアルミニウム板を１０重量％水酸化ナトリウムに６０℃で２５秒間浸漬し
てエッチングした後、流水で水洗後２０重量％硝酸で中和洗浄し、次いで水洗した。これ
を正弦波の交番波形電流を用いて１重量％硝酸水溶液中で３００クーロン／dm2の陽極時
電気量で電解粗面化処理を行った。引き続いて１重量％水酸化ナトリウム水溶液中に４０
℃で５秒間浸漬後３０重量％の硫酸水溶液中に浸漬し、６０℃で４０秒間デスマット処理
した後、２０重量％硫酸水溶液中、電流密度２A/dm2において、陽極酸化皮膜の厚さが２
．７g/m2になるように、２分間陽極酸化処理した。その表面粗さを測定したところ、０．
３μm （ＪＩＳＢ０６０１によるＲａ表示）であった。
【０２１７】
このように処理された基板の裏面に下記のゾル－ゲル反応液をバーコーターで塗布し１０
０℃で１分間乾燥し、乾燥後の塗布量が７０mg/m2のバックコート層を設けた支持体を作
成した。
【０２１８】
ゾル－ゲル反応液
テトラエチルシリケート　　　　　　　　　　　　　　　　５０重量部
水　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２０重量部
メタノール　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１５重量部
リン酸　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　０．０５重量部
【０２１９】
上記成分を混合、撹拌すると約５分で発熱が開始した。６０分間反応させた後、以下に示
す液を加えることによりバックコート塗布液を調製した。
【０２２０】

【０２２１】
（感光層の調製）
このように処理されたアルミニウム板上に、下記組成の光重合性組成物を乾燥塗布量が１
．０～２．０g/m2となるように塗布し、８０℃２分間乾燥させ感光層を形成させた。
【０２２２】
ペンタエリスリトールテトラアクリレート　　　　　　　　　１．５ｇ
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（共重合モル比７５／２５）　　　　　　　　　　　　　　　２．０ｇ
光重合開始系　　　（表１中に記載）
増感色素（Ｄ１，Ｄ２，Ｄ１４，ＤＲ－１～ＤＲ－３）　　　Ｘｇ
活性剤（Ａ－１～Ａ－５）　　　　　　　　　　　　　　　　Ｙｇ
共増感剤（Ｃ－１～Ｃ－３）　　　　　　　　　　　　　　　Ｚｇ
フッ素系ノニオン界面活性剤（Ｆ－１７７Ｐ）　　　　　　０．０３ｇ
熱重合禁止剤Ｎ－ニトロソフェニルヒドロキシル　　　　　０．０１ｇ
アミンアルミニウム塩
顔料分散物　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２．０ｇ
顔料分散物の組成
組成： Pigment Blue　 １５：６　　　　　　　　　１５重量部
アリルメタクリレート／メタクリル酸共重合体　　　１０重量部
（共重合モル比８３／１７）
シクロヘキサノン　　　　　　　　　　　　　　　　１５重量部
メトキシプロピルアセテート　　　　　　　　　　　２０重量部
プロピレングリコールモノメチルエーテル　　　　　４０重量部
メチルエチルケトン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２０ｇ
プロピレングリコールモノメチルエーテル　　　　　　　　　　２０ｇ
【０２２３】
（保護層の調製）
この感光層上にポリビニルアルコール（ケン化度９８モル％、重合度５５０）の３重量％
の水溶液を乾燥塗布重量が２g/m2となるように塗布し、１００℃で２分間乾燥した。
【０２２４】
（感度の評価）
このように得られた感材上に、富士写真フイルム（株）製の富士ステップガイド（△Ｄ＝
０．１５で不連続的に透過光学濃度が変化するグレースケール）を密着させ、光学フィル
ターを通したキセノンランプにより既知の露光エネルギーとなるように露光を行った。そ
の後、下記組成の現像液に２５℃、１０秒間浸漬し、現像を行い、画像が完全に除去され
る最高の段数を読み、その露光エネルギー量を求め、感度を算出した（単位、mJ/cm2）。
エネルギー量が小さい程、高感度である。短波半導体レーザへの露光適性を見積もる目的
で、光学フィルターとしてケンコーＢＰ－４０を用い、４００ｎｍのモノクロミックな光
で露光を行った。結果を表１に示す。
【０２２５】
（現像液の組成）
ＤＰ－４（富士写真フイルム社製）　　　　　　　　　　　　　６５．０ｇ
水　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　８８０．０ｇ
リポミンＬＡ（２０％水溶液、ライオン（株）社製）　　　　　５０．０ｇ
【０２２６】
【表１】
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【０２２７】
実施例１～８で明らかなように本発明の開始系は実用上十分な高感度を示す。比較例１～
３により、本発明の開始系は増感色素と活性剤の併用によって高感度を発現しうることが
明らかであり、さらに、実施例１～５からは本発明の活性剤は、その増感機構によらず広
い範囲のものが適用できることがわかる。さらに、実施例１と比較例５～７との比較によ
り、本発明の増感色素が、高感度を示す構造上の特徴が、１，３－ジヒドロ－１－オキソ
－２Ｈ－インデン部分構造にあることが示唆されるが、これは予期し得ぬ発見であった。
【０２２８】
実施例９～１６、比較例８
以下の手順で平版印刷版を作製し、印刷性能を評価した。結果を表２に示す。
【０２２９】
「支持体の前処理」
厚さ０．３mmの材質１Ｓのアルミニウム板を８号ナイロンブラシと８００メッシュのパミ
ストンの水懸濁液を用い、その表面を砂目だてした後、よく水で洗浄した。１０重量％水
酸化ナトリウムに７０℃で６０秒間浸漬してエッチングした後、流水で水洗後２０重量％
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形電流を用いて１重量％硝酸水溶液中で３００クーロン／dm2の陽極時電気量で電解粗面
化処理を行った。その表面粗さを測定したところ、０．４５μm （ＪＩＳ　Ｂ０６０１に
よるＲａ表示）であった。
【０２３０】
「支持体表面の親水化処理」
上記の支持体を、３号ケイ酸ソーダ（ＳｉＯ2＝２８～３０％、Ｎａ2Ｏ＝９～１０％、Ｆ
ｅ＝０．０２％以下）の２．５重量％、ｐＨ＝１１．２、７０℃の水溶液に１３秒浸漬し
、続いて水洗した。表面の蛍光Ｘ線分析により求めた、Ｓｉ元素量から、表面シリケート
量は１０mg/m2と求められた。
【０２３１】
「中間層の塗設」
上記の親水化支持体表面上に、フェニルホスホン酸の塗布量が２０mg/m2となるようによ
うに、下記の（Ａ）の組成の塗布液を調製し、ホイラーにて１８０ｒｐｍの条件で塗布後
、８０℃で３０秒間乾燥させた。
【０２３２】
（中間層塗布液Ａ）
フェニルホスホン酸　　０．０７ｇ～１．４ｇ
メタノール　　　　　　２００ｇ
【０２３３】
「感光層の塗設」
上記中間層を設けた支持体上に、下記組成の感光液を調製し、塗布量が１．０～２．０g/
m2になるように、ホイラーで塗布し、１００℃で１分間乾燥させた。
【０２３４】
（感光液）
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【０２３５】
「保護層の塗設」
この感光層上にポリビニルアルコール（ケン化度９８モル％、重合度５５０）の３重量％
の水溶液を乾燥塗布重量が２g/m2となるように塗布し、１００℃で２分間乾燥した。
【０２３６】
「平版印刷版原版の露光」
上記のようにして得られた平版印刷版原版を光源として、４００ｎｍの単色光を用い、版
面露光エネルギー密度２００μJ/cm2となるように露光パワーを調節し、ベタ画像露光お
よび１７５線／インチ、１％刻みで１から９９％となる網点画像露光を行った。
【０２３７】
「現像／製版」
富士写真フイルム（株）製自動現像機ＬＰ－８５０に所定の現像液（表２中に記載）と富
士写真フイルム（株）製フィニッシャーＦＰ－２Ｗをそれぞれ仕込み現像液温度３０℃、
現像時間１８秒の条件で露光済みの版を現像／製版し、平版印刷版を得た。
【０２３８】
「耐刷性試験」
印刷機としてローランド社製Ｒ２０１を使用し、インキとして大日本インキ社製ＧＥＯＳ
－Ｇ（Ｎ）を使用した。ベタ画像部の印刷物を観察し、画像がかすれはじめた枚数によっ
て耐刷性を調べた。数字が多いほど耐刷性が良い。
【０２３９】
「網点耐刷性強制試験」
印刷機としてローランド社製Ｒ２０１を使用し、インキとして大日本インキ社製ＧＥＯＳ



(60) JP 4130030 B2 2008.8.6

10

20

30

40

50

－Ｇ（Ｎ）を使用した。印刷開始から５０００枚目に富士写真フイルム（株）製ＰＳプレ
ートクリーナーＣＬ－２を印刷用スポンジにしみこませ、網点部を拭き、版面のインキを
洗浄した。その後、１０，０００枚印刷を行い、印刷物における網点の版飛びの有無を目
視で観察した。
【０２４０】
「汚れ性試験」
印刷機としてローランド社製Ｒ２０１を使用し、インキとして大日本インキ社製ＧＥＯＳ
－Ｇ（Ｓ）を使用した。非画像部（未露光部）の印刷物を観察し、汚れ性を評価した。
【０２４１】
（表２中の付加重合性化合物）
（Ｍ－１）
ペンタエルスリトールテトラアクリレート
（新中村化学工業（株）製；ＮＫエステルＡ－ＴＭＭＴ）
（Ｍ－２）
グリセリンジメタクリレートヘキサメチレンジイソシアネートウレタンプレポリマー
（共栄社化学（株）製；ＵＡ１０１Ｈ）
【０２４２】
（表２中のバインダーポリマー）
（Ｂ－１）
アリルメタクリレート／メタクリル酸／Ｎ－イソプロピルアクリルアミド（共重合モル比
６７／１３／２０）
ＮａＯＨ滴定により求めた実測酸価１．１５meq/g
ＧＰＣ測定より求めた重量平均分子量１３万
【０２４３】
（Ｂ－２）
アリルメタクリレート／メタクリル酸共重合体（共重合モル比８３／１７）
ＮａＯＨ滴定により求めた実測酸価１．５５meq/g
ＧＰＣ測定より求めた重量平均分子量１２．５万
【０２４４】
（Ｂ－３）
下記ジイソシアネートとジオールの縮重合物であるポリウレタン樹脂
４、４'－ジフェニルメタンジイソイソシネート（ＭＤＩ）
ヘキサメチレンジイソシアネート（ＨＭＤＩ）
ポリプロピレングイリコール、重量平均分子量１０００（ＰＰＧ１０００）
２、２－ビス（ヒドロキシメチル）プロピオニックアシッド（ＤＭＰＡ）
共重合モル比（ＭＤＩ／ＨＭＤＩ／ＰＰＧ１０００／ＤＭＰＡ）４０／１０／１５／３５
ＮａＯＨ滴定により求めた実測酸価１．０５meq/g
ＧＰＣ測定より求めた重量平均分子量４．５万
【０２４５】
（表２中の現像液）
（ＤＶ－１）
下記組成からなるｐＨ１０の水溶液
モノエタノールアミン　　　　　０．１　重量部
トリエタノールアミン　　　　　１．５　重量部
下記式１の化合物　　　　　　　４．０　重量部
下記式２の化合物　　　　　　　２．５　重量部
下記式３の化合物　　　　　　　０．２　重量部
水　　　　　　　　　　　　　９１．７　重量部
【０２４６】
（ＤＶ－２）
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炭酸水素ナトリウム　　　　　１．２　重量部
炭酸ナトリウム　　　　　　　０．８　重量部
下記式１の化合物　　　　　　３．０　重量部
下記式２の化合物　　　　　　２．０　重量部
下記式３の化合物　　　　　　０．２　重量部
水　　　　　　　　　　　　９２．８　重量部
【０２４７】
（ＤＶ－３）
下記組成からなるｐＨ１３の水溶液
１Ｋケイ酸カリウム　　　　　３．０　重量部
水酸化カリウム　　　　　　　１．５　重量部
下記式３の化合物　　　　　　０．２　重量部
水　　　　　　　　　　　　９５．３　重量部
【０２４８】
【化３５】

【０２４９】
（ここでＲはＨまたはＣ4Ｈ9であり、ｎは約４（平均値）である。）
【０２５０】
【表２】
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【０２５１】
表２から明らかなように、本発明による平版印刷版は走査露光により高い生産性をもって
製版可能な条件、即ち、非常に低エネルギーの露光条件によっても、優れた平版印刷版を
提供する。一方、本発明の開始系を用いない、比較例８では、実用可能な平版印刷版は得
られなかった。
【０２５２】
実施例１７
開始系を下記のような組成に変え、光重合層の膜厚を１．５g/m2に変えた以外は実施例１
～８と同様に、平版印刷版原版を調製した。
開始系　　　Ｄ３５　　　　　　　　０．０７ｇ
チタノセン　Ａ－１　　　　　　　　０．０８ｇ
共増感剤　　Ｃ－２　　　　　　　　　０．２ｇ
【０２５３】
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得られた平版印刷版原版をに対し、４００ｎｍの単色光を用い、露光エネルギー密度０．
２５mJ/cm2となる条件で、走査露光を行った。次に、版を１００℃で、１０秒間加熱後、
先述の現像処理を実施した。
【０２５４】
視認性に優れた、青色の画像を有する平版印刷版が得られた。得られた版を用い、ハイデ
ルベルグ社ＫＯＲーＤ機を用い、オフセット印刷を実施したところ、画像濃度、汚れ性に
優れた印刷物を５万枚以上得ることができた。
【０２５５】
実施例１８
実施例１７の版を露光前に黄色灯下に１時間さらした後、全く同様に製版・印刷を実施し
た。実施例１７と全く同様の良好な結果が得られた。
【０２５６】
実施例１９
実施例１８の版を、湿度６５％、４５℃の強制保存条件下で３日間保存後、実施例１７と
同様に、製版・印刷を実施した。実施例１７と同様の良好な結果が得られた。
【０２５７】
実施例２０
ＰＥＴフイルム上に下記組成からなる感光層を塗布量２．０g/m2となるように塗設した。
【０２５８】

【０２５９】
得られた青色の感材を、メタルハライドランプにて、３０秒間露光を行った。
青色が完全に消色し、淡黄色の透明フイルムに変化した。
このように、本開始系は酸発生剤としても機能する。
【０２６０】
実施例２１
活性剤をＡ－７に変えた以外は実施例２０と同様の操作を行った。実施例２０と同様の色
素の光消色が認められた。
【０２６１】
実施例２２
活性剤をＡ－８に変えた以外は実施例２１と同様の操作を行った。色素の光消色が認めら
れた。
【０２６２】
実施例２３
ＰＥＴフイルム上に下記組成からなる感光層を塗布量２．０g/m2となるように塗設した。

【０２６３】
得られた感材表面上の膜面ｐＨを測定したところ、５．６を示した。
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次に感材をキセノンランプで５分間露光後、膜面ｐＨを測定したところ、９．５を示した
。
このように、本開始系は光塩基発生能を有する。
【０２６４】
実施例２４
ＰＥＴフイルム上に下記組成からなる感光層を塗布量２．０g/m2となるように塗設した。
【０２６５】

【０２６６】
得られた淡黄色透明の感材を、メタルハライドランプにて、３０秒間露光を行った。鮮や
かな青色に発色した。これは、本開始系のラジカル生成によるロイコ色素の酸化発色と考
えられる。
式１～３以外の実施例および比較例中の化合物の構造は以下のとおりである。
【０２６７】
【化３６】
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【０２６８】
【化３７】
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【０２６９】
（ここで、Ｔｓはトシル基を表す。）
【０２７０】
【発明の効果】
本発明の平版印刷版原版はＩｎＧａＮのような短波長の半導体レーザによる走査露光に適
した十分な感度を有し、かつ耐刷性・汚れ性・安定性に優れた平版印刷版を与える。本発
明の走査露光用平版印刷版原版は黄色灯下でのカブリが著しく改良されており、版を取り
扱う作業性が大幅に改善することができる。また、本発明の光開始系は感度に優れ、ラジ
カル、酸、塩基を発生可能ある。
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