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(57)【要約】
【課題】印画時の転写故障が少なく、また高い立体感を画像を安定に印画できる感熱転写
受像シートを提供する。
【解決手段】透明支持体上にレンチキュラーレンズと少なくとも１層の受容層を有する感
熱転写受像シートであって、レンチキュラーレンズと反対の透明支持体面にレンチキュラ
ーレンズを構成する樹脂の少なくとも１種と同一の樹脂を含有する下引き層を有し、かつ
該下引き層上にポリマーラテックスを含有する受容層を有する感熱転写受像シート。
【選択図】なし
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　透明支持体上にレンチキュラーレンズと少なくとも１層の受容層を有する感熱転写受像
シートであって、レンチキュラーレンズと反対の透明支持体面にレンチキュラーレンズを
構成する樹脂の少なくとも１種と同一の樹脂を含有する下引き層を有し、かつ該下引き層
上にポリマーラテックスを含有する受容層を有することを特徴とする感熱転写受像シート
。
【請求項２】
　前記レンチキュラーレンズおよび下引き層を構成する少なくとも１種の同一の樹脂が、
ポリメチルメタアクリレート樹脂、ポリカーボネート樹脂、ポリスチレン樹脂、メタクリ
レート－スチレン共重合樹脂、ポリエチレン樹脂、ポリエチレンテレフタレート樹脂また
はグリコール変成ポリエチレンテレフタレート樹脂であることを特徴とする請求項１に記
載の感熱転写受像シート。
【請求項３】
　前記ポリマーラテックスの少なくとも１種が、塩化ビニル成分を構成成分として含有す
る共重合体であることを特徴とする請求項１または２に記載の感熱転写受像シート。
【請求項４】
　前記受容層がポリマーラテックスとともに下記一般式（Ｓ１）で表されるポリエーテル
変性シリコーンの少なくとも１種を含有することを特徴とする請求項１～３のいずれか１
項に記載の感熱転写受像シート。
【化１】

（一般式（Ｓ１）において、Ｒ１はアルキル基を表し、Ｒ２は－Ｘ－（Ｃ２Ｈ４Ｏ）a1－
（Ｃ３Ｈ６Ｏ）ｂ1－Ｒ３を表し、Ｒ３は、水素原子、アシル基、アルキル基、シクロア
ルキル基またはアリール基を表す。Ｘはアルキレン基、またはアルキレンオキシ基を表す
。ｍ1およびｎ1は各々独立に正の整数を表す。ａ1は正の整数を表し、ｂ1は０または正の
整数を表す。）
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、染料拡散転写記録に用いるレンチキュラーレンズを有した感熱転写受像シー
トに関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　染料拡散転写記録方式では、色素（染料とも称す）を含有する感熱転写シート（以下、
単にインクシートとも称す）と感熱転写受像シート（以下、単に受像シートとも称す）を
重ね合わせ、次いで、電気信号によって発熱が制御されるサーマルヘッドによって感熱転
写シートを加熱することで感熱転写シート中の色素を感熱転写受像シートに転写して画像
情報の記録を行うものであり、シアン、マゼンタ、イエローの３色あるいはこれにブラッ
クを加えた４色を重ねて記録することで色の濃淡に連続的な変化を有するカラー画像を転
写記録することができる。
【０００３】
　一方、近年、カラー画像に対する要求は多様化し、立体画像を手軽にかつ安価に手に入
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れたいという要求がある。絵や写真などを立体的に見えるようにするために、複数のかま
ぼこ型のレンズからなるレンチキュラーレンズ（シート状）を左右の目に対応するように
印刷した絵や写真の上に貼り付けたものが知られている。この方式で精度良く立体的に見
えるようにするためには、印刷される左右それぞれの目に見える画像が、レンチキュラー
レンズの各レンズの位置とあっている必要がある。
【０００４】
　特許文献１には、レンチキュラーレンズシートの背面に画像を記録する記録手段と、そ
の記録手段とレンチキュラーシートを相対移動させるための移動機構と、レンチキュラー
シートの凹部および/または凸部に接触させるように設けた位置検出手段と、位置検出装
置によりレンチキュラーシートの位置を検出しながら記録手段に記録を行わせる記録制御
手段とを備えた画像記録装置が開示されている。
　特許文献２には、基材フィルムの同一面上に、色材転写部、白色層転写部を面順次に設
けた熱転写シートを準備し、色材転写部からレンチキュラーレンズシート背面側に加熱デ
デバイスを用いて色材を熱移行させ、連続して白色層を熱転写するレンチキュラーレンズ
シート印画物の製造方法が開示されている。
　特許文献３には、レンチキュラーレンズシートを基材とし、これの裏面に染料受容層を
設けた立体写真用感熱転写記録シートが開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特許第３６０９０６５号公報
【特許文献２】特許第３７８９０３３号公報
【特許文献３】特開平６－２８２０１９号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかしながら、上記のようなレンチキュラーレンズシート、感熱転写受像シートを用い
て画像出力すると、黒および高濃度の画像部において白色あるいは着色したスポット状の
転写故障が生じる、また同じ画像を印画した場合にも、レンチキュラーレンズを通してみ
た画像の立体感が低下する場合があるという新たな問題が生じた。これら問題は、高温高
湿条件や低温低湿条件で発生しやすく、解決することが強く求められていた。
　本発明の課題は、印画時の転写故障が少なく、また高い立体感の画像を安定に印画でき
る感熱転写受像シートを提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明者らは鋭意検討を重ねた結果、下記手段で本発明の上記課題が解決できることを
見出した。
（１）透明支持体上にレンチキュラーレンズと少なくとも１層の受容層を有する感熱転写
受像シートであって、レンチキュラーレンズと反対の透明支持体面にレンチキュラーレン
ズを構成する樹脂の少なくとも１種と同一の樹脂を含有する下引き層を有し、かつ該下引
き層上にポリマーラテックスを含有する受容層を有することを特徴とする感熱転写受像シ
ート。
（２）前記レンチキュラーレンズおよび下引き層を構成する少なくとも１種の同一の樹脂
が、ポリメチルメタアクリレート樹脂、ポリカーボネート樹脂、ポリスチレン樹脂、メタ
クリレート－スチレン共重合樹脂、ポリエチレン樹脂、ポリエチレンテレフタレート樹脂
またはグリコール変成ポリエチレンテレフタレート樹脂であることを特徴とする（１）に
記載の感熱転写受像シート。
（３）前記ポリマーラテックスの少なくとも１種が、塩化ビニル成分を構成成分として含
有する共重合体であることを特徴とする（１）または（２）に記載の感熱転写受像シート
。
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（４）前記受容層がポリマーラテックスとともに下記一般式（Ｓ１）で表されるポリエー
テル変性シリコーンの少なくとも１種を含有することを特徴とする（１）～（３）のいず
れか１項に記載の感熱転写受像シート。
【０００８】
【化１】

【０００９】
（一般式（Ｓ１）において、Ｒ１はアルキル基を表し、Ｒ２は－Ｘ－（Ｃ２Ｈ４Ｏ）a1－
（Ｃ３Ｈ６Ｏ）ｂ1－Ｒ３を表し、Ｒ３は、水素原子、アシル基、アルキル基、シクロア
ルキル基またはアリール基を表す。Ｘはアルキレン基、またはアルキレンオキシ基を表す
。ｍ1およびｎ1は各々独立に正の整数を表す。ａ1は正の整数を表し、ｂ1は０または正の
整数を表す。）
【発明の効果】
【００１０】
　本発明により、印画時の転写故障が少なく、また高い立体感を有する画像を安定に印画
できる感熱転写受像シートを提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１】下引き層およびレンチキュラーレンズシート樹脂層の製造方法の全体工程図であ
る。
【発明を実施するための形態】
【００１２】
　以下、本発明について詳細に説明する。なお、本明細書において「～」を用いて表され
る数値範囲は、「～」の前後に記載される数値を下限値および上限値として含む範囲を意
味する。
【００１３】
　以下に本発明の感熱転写受像シートについて説明する。
＜感熱転写受像シート＞
　本発明の感熱転写受像シートは、透明支持体上にレンチキュラーレンズと少なくとも１
層の受容層を有し、レンチキュラーレンズと反対の透明支持体面にレンチキュラーレンズ
を構成する樹脂と同一の樹脂からなる下引き層を有する。
［支持体］
　本発明の支持体は透明支持体であり、該透明支持体は、できるだけ平滑なシート表面を
有することが好ましい。また、溶融押出しされた樹脂シートの熱に耐える必要があり、比
較的耐熱性の高いポリカーボネート樹脂、ポリスルホン樹脂、ポリイミド樹脂、二軸延伸
ポリエチレンテレフタレート樹脂等を挙げることができる。特に、平滑性が良好な点から
、二軸延伸のポリエチレンテレフタレート樹脂が好ましい。
また、透明支持体上に下引き層やレンチキュラーレンズを形成するための樹脂をより強固
に接着するために、透明支持体側に接着性樹脂を設けるのが好ましい。この接着性樹脂は
、変性ポリオレフィン系樹脂、ポリエステル系熱可塑性エラストマー等が挙げられる。こ
の接着性樹脂は、透明支持体を形成するための透明熱可塑性樹脂の片面もしくは両面に接
着性樹脂を配置して、共押出しして形成してもよい。
【００１４】



(5) JP 2011-62892 A 2011.3.31

10

20

30

40

50

［下引き層］
　前記透明支持体のレンチキュラーレンズが設けられる側とは反対の透明支持体面に下引
き層が設けられる。本発明においては、下引き層を構成する樹脂の少なくとも１種は、レ
ンチキュラーレンズを構成する少なくとも１種の樹脂と同一の樹脂である。なお、下引き
層を構成する樹脂とレンチキュラーを構成する樹脂は、複数の樹脂を含む場合、その全て
が同じ樹脂であることが好ましい。
　下引き層を構成する樹脂としては、例えば、ポリメチルメタクリレート樹脂（ＰＭＭＡ
）、ポリカーボネート樹脂、ポリスチレン樹脂、メタクリレート－スチレン共重合樹脂（
ＭＳ樹脂）、アクリロニトリル－スチレン共重合樹脂（ＡＳ樹脂）、ポリプロピレン樹脂
、ポリエチレン樹脂、ポリエチレンテレフタレート樹脂、グリコール変性ポリエチレンテ
レフタレート樹脂、ポリ塩化ビニル樹脂（ＰＶＣ）、熱可塑性エラストマー、又はこれら
の共重合体、シクロオレフィンポリマー等が挙げられる。溶融押出しやすさを考慮すると
、例えば、ポリメチルメタクリレート樹脂（ＰＭＭＡ）、ポリカーボネート樹脂、ポリス
チレン樹脂、メタクリレート－スチレン共重合樹脂（ＭＳ樹脂）、ポリエチレン樹脂、ポ
リエチレンテレフタレート樹脂、グリコール変性ポリエチレンテレフタレート樹脂のよう
な溶融粘度の低い樹脂を用いるのが好ましく、転写しやすさやシートの割れにくさ、パタ
ーンの耐久性などを考慮するとグリコール変性ポリエチレンテレフタレート樹脂を用いる
のがより好ましい。
【００１５】
（下引き層の形成）
　透明支持体上への下引き層の形成は、図１のエンボスロール２を鏡面ロールに変更した
工程により行われる。鏡面ロール２とニップロールの間に、走行する支持体８を挿入し、
シートダイ１から、前記透明熱可塑性樹脂１０を押出して、前記透明支持体８と前記鏡面
ロール２の間に供給して積層し、鏡面ロール２に巻き付けながら冷却固化することにより
、下引き層を連続的に形成させる方法が好ましく用いられる。
　下引き層の形成と連続して、塗布・乾燥工程７を用いて下記受容層を塗設することも好
ましく行われる。
【００１６】
［レンチキュラーレンズ］
　レンチキュラーレンズを構成する樹脂は、前記下引き層を構成する樹脂が好ましく、好
ましい範囲も下引き層の場合と同じである。
（レンチキュラーレンズの形成）
　レンチキュラーレンズパターンの製造方法は、透明支持体上に下引き層を形成したシー
ト８上に、または該下引き層形成後に後述の受容層を塗布したシート上に、レンチキュラ
ーレンズ形成樹脂層を設け、このレンチキュラーレンズ形成樹脂表面に、微細なパターン
を形成する。レンチキュラーレンズ樹脂層を設ける前のシート８を、所望のパターン形状
を付けたエンボスロール２と、ニップロール３の間に挿入し、シートダイ１から、前記レ
ンチキュラーレンズ形成用透明熱可塑性樹脂および接着剤樹脂１０を共押出しして、レン
チキュラーレンズ樹脂層を設ける前のシート８と前記エンボスロール２の間に供給してニ
ップロール３で押圧して積層し、エンボスロール２に巻き付けながら冷却固化することに
より、走行するシート表面にパターン形状を連続的に転写させる方法で製造することがで
き好ましい。
　本発明におけるレンチキュラーレンズ樹脂層のパターン形状は通常のものでよく、特に
制限はないが、好ましい形状としては、レンズピッチ１００～３１８μｍ、半径１００～
２００μｍ、レンズのシート厚み２００～４００μｍである。
【００１７】
　以下に、上記のレンチキュラーレンズシートの好ましい製造方法を詳細に説明する。
　なおここで、レンチキュラーレンズシートとは、下引き層、受容層、レンチキュラーレ
ンズ樹脂層が形成されたシートをいい、パターンシートとはレンチキュラーレンズの凹凸
パターンが形成されたシートをいう。
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　図１は、下引き層およびレンチキュラーレンズシート樹脂層の製造方法の全体工程図で
ある。
　図１に示すように、下引き層およびレンチキュラーレンズシート樹脂層の製造方法は、
主として、原料の計量や混合を行う原料工程と、溶融した樹脂を連続してシート状（帯状
）に押し出す押出工程と、ロール状に巻かれたレンチキュラーレンズ樹脂層を設ける前の
シートを搬送する送り出し工程と、押し出した樹脂シートを、レンチキュラーレンズ樹脂
層を設ける前のシートとエンボスロールの間に供給してゴムロールで押圧して積層しなが
ら冷却固化してパターン形状を転写させる冷却転写工程と、積層固化した樹脂シートをエ
ンボスロールから剥離する剥離工程と、得られたシートをロール状に巻き取る巻取工程と
で構成される。下引き層を設置するためにはエンボスロール２を鏡面ロールに変更して使
用する。
　また下引き層を設置後、受容層を塗設置するために、製造工程中に塗布・乾燥工程が設
けられている。
　原料工程では、原料サイロ（又は原料タンク）から真空乾燥機に送られた原料樹脂が所
定含水分にまで乾燥される。
　押出工程では、乾燥されて原料樹脂がホッパー６を介して押出機５に投入され、この押
出機５により混練されながら溶融される。押出機５は単軸式押出機及び多軸式押出機の何
れでもよく、押出機５の内部を真空にするベント機能を含むものでもよい。押出機５で溶
融された原料樹脂は、供給管を介してダイ１（例えばＴダイ）に送られる。このとき、複
数の押出機を用いてフィードブロックで合流させて多層としてもよい。レンチキュラーレ
ンズ樹脂層との接着性を向上させるため、接着性樹脂をレンチキュラーレンズ樹脂層と透
明支持体の間に配置してもよい。ダイ１からシート状に押し出された樹脂シートは次に冷
却転写工程に送られる。
【００１８】
　ここで、レンチキュラーレンズ樹脂層を設ける前のシート８は送り出し工程から搬送さ
れ、エンボスロール２とニップロール３の間の冷却転写工程に挿入される。冷却転写工程
では、ダイから押し出された樹脂シート１０を、レンチキュラーレンズ樹脂層を設ける前
のシート８とエンボスロール２の間に供給してニップロール３で押圧して積層しながら冷
却固化してパターン形状を転写させる。固化したパターンシートを剥離ローラ４で剥離す
る。
　エンボスロール２の表面には、例えば、レンチキュラーシートを成形するための反転形
状が形成されている。材質としては、各種鉄鋼部材、ステンレス鋼、銅、亜鉛、真鍮、こ
れらの金属材料を芯金として硬質クロムメッキ（ＨＣｒメッキ）、Ｃｕメッキ、Ｎｉメッ
キ等のメッキを施したもの、セラミックス、及び各種の複合材料が採用できる。
　ニップローラ３は、エンボスローラ２に対向配置され、エンボスローラ２とで基材シー
ト８と樹脂シートを挟圧するためのローラである。ニップローラ３の材質としては、各種
鉄鋼部材、ステンレス鋼、銅、亜鉛、真鍮、これらの金属材料を芯金として、表面にゴム
ライニングしたものが採用できる。
　ニップローラ３には、図示しない加圧手段が設けられており、エンボスローラ２との間
の基材シート８と樹脂シート１０を所定の圧力で挟圧できるようになっている。この加圧
手段は、いずれも、ニップローラ３とエンボスローラ２との接触点における法線方向に圧
力を印加する構成のもので、モータ駆動手段、エアシリンダ、油圧シリンダ等の公知の各
種手段が採用できる。
　ニップローラ３には、挟圧力の反力による撓みが生じにくくなるような構成を採用する
こともできる。このような構成としては、ニップローラ３の背面側（エンボスローラの反
対側）に図示しないバックアップローラを設ける構成、クラウン形状（中高形状とする）
を採用する構成、ローラの軸方向中央部の剛性が大きくなるような強度分布を付けたロー
ラの構成、及びこれらを組み合わせた構成等が採用できる。
【００１９】
　また、剥離ローラ４は、エンボスローラ２に対向配置され、パターンシートを巻き掛け
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ることによりレンチキュラーレンズの凹凸パターンが形成されたシートをエンボスローラ
２より剥離するためのローラである。剥離ローラの材質としては、各種鉄鋼部材、ステン
レス鋼、銅、亜鉛、真鍮、これらの金属材料を芯金として、表面にゴムライニングしたも
のが採用できる。
　エンボスローラ２の温度は、挟圧した樹脂シートへの転写が完了する前に樹脂シートが
冷却固化しないよう、挟圧部での樹脂シートの温度がガラス転移温度以上となっているよ
うに設定することが好ましい。一方、剥離ロールによる剥離工程でエンボスロールとレン
チキュラーレンズの凹凸パターンが形成されたシートの接着が強すぎる場合、パターンシ
ートが不規則に剥離して突起状に変形する為、エンボスロール温度は転写が可能な限りで
低く設定することが好ましい。樹脂の材料にグリコール変性ポリエチレンテレフタレート
樹脂を採用した場合、エンボスロールの表面温度は３０～９０℃、好ましくは４０～７０
℃とすることができる。なお、エンボスロールの温度を制御するために、エンボスロール
内部を熱媒体（温水、油）で満たし循環させる等の公知の手段が採用できる。
　溶融された樹脂のダイ１からの吐出温度は、挟圧した樹脂シートへの転写が完了する前
に樹脂シートが冷却固化しないよう、挟圧部での樹脂シートの温度がガラス転移温度以上
となっているように設定することが好ましい。一方、剥離ロール４による剥離工程でエン
ボスロール２とレンチキュラーレンズの凹凸パターンが形成されたシートの接着が強すぎ
る場合、パターンシートが不規則に剥離して突起状に変形する。また、樹脂の熱分解によ
る面状悪化などの問題を生じることから、吐出温度は転写が可能な限りで低く設定するこ
とが好ましい。樹脂の材料にグリコール変性ポリエチレンテレフタレート樹脂を採用した
場合、ダイからの吐出温度は２４０～２９０℃、好ましくは２５０～２８０℃とすること
ができる。
【００２０】
［受容層］
　本発明の感熱転写受像シートは前記下引き層上に少なくとも１層の受容層を有する。
　受容層は、感熱転写シートから移行してくる染料を染着し、形成された画像を維持する
役割を果たす樹脂を含有するものである。本発明においては、受容層は少なくともポリマ
ーラテックスを含有する。なお、受容層を２層以上（好ましくは２層）有することは本発
明においても好ましい。また、下引き層と受容層との間に、例えば、白地調整、帯電防止
、接着性、クッション性、平滑性などの各種機能を付与するために下塗層を設けることも
好ましい態様の一つである。
【００２１】
（ポリマーラテックス）
　本明細書中、ポリマーラテックスとは、水不溶な疎水性ポリマーが微細な粒子として水
溶性の分散媒中に分散したもののことを言う。分散状態としては、球状のポリマー重合粒
子や、ポリマーが分散媒中に乳化されているもの、乳化重合されたもの、ミセル分散され
たもの、あるいはポリマー分子中に部分的に親水的な構造を持ち分子鎖自身が分子状分散
したものなどいずれでもよいが、特に球状のポリマー重合粒子が好ましい。
【００２２】
　また、前記受容層は、感熱転写時に感熱転写シートから移行された染料を受容して記録
画像を形成する受容ポリマーとしてのポリマーラテックス以外にも、例えば、膜の弾性率
を調整するなどの目的で、他の機能を有するポリマーラテックスも併用して用いてもよい
。
【００２３】
　前記受容層に用いられるポリマーラテックスの分散粒子の平均粒径は１～１０００ｎｍ
であることが好ましく、５～５００ｎｍの範囲であることが特に好ましい。
【００２４】
　本発明の前記受容層に用いられるポリマーラテックスに用いられる熱可塑性樹脂の例と
しては、ポリカーボネート、ポリエステル、ポリアクリレート、塩化ビニル、塩化ビニル
系共重合体、ポリウレタン、スチレン-アクリロニトリル共重合体、ポリカプロラクトン
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等が挙げられる。
　このうち、ポリエステル、ポリアクリレート、塩化ビニル、塩化ビニル系共重合体が好
ましく、ポリエステル、塩化ビニル、塩化ビニル系共重合体がより好ましく、塩化ビニル
、塩化ビニル系共重合体が更に好ましく、塩化ビニル系共重合体が最も好ましい。
【００２５】
　本明細書中、前記塩化ビニル系共重合体とは、塩化ビニル成分を構成成分とする共重合
体であり、重合体を得るためのモノマーとして塩化ビニルを少なくとも使用し、かつ他の
モノマーと共重合させたものであり、例えば、塩化ビニルと酢酸ビニル共重合体、塩化ビ
ニルとアクリレートの共重合体、塩化ビニルとメタクリレートの共重合体、塩化ビニルと
酢酸ビニルとアクリレートの共重合体、塩化ビニルとアクリレートとエチレンの共重合体
等が挙げられる。このように２元共重合体でも３元以上の共重合体でもよく、モノマーが
不規則に分布していても、ブロック共重合していてもよい。
　これらの共重合体にはビニルアルコール誘導体やマレイン酸誘導体、ビニルエーテル誘
導体などの補助的なモノマー成分を添加してもよい。
　本発明に用いる塩化ビニル系共重合体において、塩化ビニルを主成分とすることが好ま
しい。塩化ビニルを主成分とするとは塩化ビニル成分が５０モル％以上含有されているこ
とであり、塩化ビニル成分が５０モル％以上含有されていることが好ましく、またマレイ
ン酸誘導体、ビニルエーテル誘導体等の補助的なモノマー成分は１０モル％以下であるこ
とが好ましい。
【００２６】
　本発明において、前記受容層に用いられるポリマーラテックスは単独でも混合物として
使用してもよい。また前記受容層に用いられるポリマーラテックスは、均一構造であって
もコア／シェル型であってもよく、このときコアとシェルをそれぞれ形成する樹脂のガラ
ス転移温度が異なってもよい。
【００２７】
　本発明において、前記受容層で使用するポリマーラテックスのガラス転移温度（Ｔｇ）
は、－３０℃～１００℃が好ましく、０℃～９０℃がより好ましく、２０℃～９０℃がさ
らに好ましく、４０℃～９０℃が特に好ましい。
　なお、このガラス転移温度（Ｔｇ）は実測できない場合、下記式で計算することができ
る。
　　　　　　　１／Ｔｇ＝Σ（Ｘｉ／Ｔｇｉ）
　ここでは、ポリマーはｉ＝１からｎまでのｎ個のモノマー成分が共重合しているとする
。Ｘｉはｉ番目のモノマーの質量分率（ΣＸｉ＝１）、Ｔｇｉはｉ番目のモノマーの単独
重合体のガラス転移温度（絶対温度）である。ただしΣはｉ＝１からｎまでの和をとる。
尚、各モノマーの単独重合体ガラス転移温度の値（Ｔｇｉ）は「Ｐｏｌｙｍｅｒ　Ｈａｎ
ｄｂｏｏｋ（３ｒｄ　Ｅｄｉｔｉｏｎ）」（Ｊ．Ｂｒａｎｄｒｕｐ，Ｅ．Ｈ．Ｉｍｍｅｒ
ｇｕｔ著（Ｗｉｌｅｙ－Ｉｎｔｅｒｓｃｉｅｎｃｅ、１９８９））の値を採用できる。
【００２８】
　また、本発明に好ましく用いられるポリマーラテックスは、ポリマー濃度がラテックス
液に対して１０～７０質量％であることが好ましく、２０～６０質量％であることがより
好ましい。受容層中の全ポリマーラテックスの添加量は、ポリマーラテックスの固形分が
受容層中の全ポリマーの５０～９８質量％であることが好ましく、７０～９５質量％であ
ることがより好ましい。
【００２９】
　ポリマーラテックスの好ましい態様としては、アクリル系ポリマー、ポリエステル類、
ゴム類(例えばＳＢＲ樹脂)、ポリウレタン類、塩化ビニル酢酸ビニル共重合体、塩化ビニ
ルアクリル酸エステル共重合体、塩化ビニルメタアクリル酸共重合体等の共重合体を含め
たポリ塩化ビニル共重合体、エチレン酢酸ビニル共重合体等の共重合体を含めたポリ酢酸
ビニル共重合体、ポリオレフィン等のポリマーラテックスを好ましく用いることができる
。これらポリマーラテックスとしては直鎖のポリマーでも枝分かれしたポリマーでもまた
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架橋されたポリマーでもよいし、単一のモノマーが重合したいわゆるホモポリマーでもよ
いし、２種類以上のモノマーが重合したコポリマーでもよい。コポリマーの場合はランダ
ムコポリマーでも、ブロックコポリマーでもよい。これらポリマーの分子量は数平均分子
量で５０００～１００００００が好ましく、より好ましくは１００００～５０００００で
ある。
【００３０】
　ポリマーラテックスとしては、ポリエステルラテックス、塩化ビニル／アクリル化合物
共重合体ラテックス、塩化ビニル／酢酸ビニル共重合体ラテックス、塩化ビニル／酢酸ビ
ニル／アクリル化合物共重合体ラテックス等の塩化ビニル共重合体ラテックスのいずれか
1つまたは任意の組み合わせが好ましい。
【００３１】
　塩化ビニル系共重合ラテックスとしては、例えば、ビニブラン２４０、ビニブラン２７
０、ビニブラン２７６、ビニブラン２７７、ビニブラン３７５、ビニブラン３８０、ビニ
ブラン３８６、ビニブラン４１０、ビニブラン４３０、ビニブラン４３２、ビニブラン５
５０、ビニブラン６０１、ビニブラン６０２、ビニブラン６０９、ビニブラン６１９、ビ
ニブラン６８０、ビニブラン６８０Ｓ、ビニブラン６８１Ｎ、ビニブラン６８３、ビニブ
ラン６８５Ｒ、ビニブラン６９０、ビニブラン８６０、ビニブラン８６３、ビニブラン６
８５、ビニブラン８６７、ビニブラン９００、ビニブラン９３８、ビニブラン９５０（以
上いずれも日信化学工業（株）製、商品名）、ＳＥ１３２０、Ｓ－８３０（以上いずれも
住友ケムテック（株）製、商品名）が挙げられ、これらは本発明において好ましいポリマ
ーラテックスである。
【００３２】
　塩化ビニル系共重合ラテックス以外のポリマーラテックスとしては、ポリエステル系ポ
リマーラテックスを挙げることができ、例えば、バイロナール　ＭＤ１２００、バイロナ
ール　ＭＤ１２２０、バイロナール　ＭＤ１２４５、バイロナール　ＭＤ１２５０、バイ
ロナール　ＭＤ１５００、バイロナール　ＭＤ１９３０、バイロナール　ＭＤ１９８５（
以上いずれも東洋紡（株）製、商品名）が挙げられる。
　これらのなかでも、塩化ビニル／アクリル化合物共重合体ラテックス（特に、塩化ビニ
ル／アクリル酸エステル共重合体ラテックス）、塩化ビニル／酢酸ビニル共重合体ラテッ
クス、塩化ビニル／酢酸ビニル／アクリル化合物共重合体ラテックス（特に、塩化ビニル
／酢酸ビニル／アクリル酸エステル共重合体ラテックス）等の塩化ビニル共重合体ラテッ
クスが特に好ましく、塩化ビニル／アクリル化合物共重合体ラテックスが最も好ましい。
また、本発明においては上記ラテックスを２種以上組み合わせて使用することも好ましい
。
　なお、受容層を２層有する場合は、これらの受容層は、いずれも塩化ビニル、塩化ビニ
ル系共重合体の各ラテックスを含有するのが好ましく、上層の受容層に含有する樹脂が下
層の受容層（支持体側の受容層）に含有する樹脂よりもガラス転移温度（Ｔｇ）が高いほ
うが好ましい。
【００３３】
（水溶性ポリマー）
　本発明においては、受容層に水溶性ポリマーを含有してもよく、ゼラチン、ポリビニル
アルコール、ポリビニルピロリドン、ポリビニルピロリドン共重合体が好ましく用いられ
、なかでも塗布時のセット性が良好であるという理由からゼラチンが好ましく用いられる
。これらの水溶性ポリマーは受容層の親疎水性の制御に有効であり、多量に使用し過ぎな
い場合はインクシートからの染料転写が良好であり、転写濃度も良好となる。
　水溶性ポリマーの使用量は、受容層の固形分全体の質量に対して０．１～１０質量％で
あることが好ましく、０．５～５質量％であることがさらに好ましい。
【００３４】
（ポリエーテル変性シリコーン）
　本発明において、受容層にシリコーンを含有することが好ましく、ポリエーテル変性シ
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リコーンを含有することが好ましい。ポリエーテル変性シリコーンとしては、下記一般式
（Ｓ１）に表されるポリエーテル変性シリコーンを含有ことが特に好ましい。
【００３５】
【化２】

【００３６】
　一般式（Ｓ１）において、Ｒ１はアルキル基を表し、Ｒ２は－Ｘ－（Ｃ２Ｈ４Ｏ）ａ1

－（Ｃ３Ｈ６Ｏ）ｂ1－Ｒ３を表し、Ｒ３は、水素原子、アシル基、１価のアルキル基、
１価のシクロアルキル基または、１価のアリール基を表す。Ｘはアルキレン基、またはア
ルキレンオキシ基を表す。ｍ1およびｎ1は各々独立に正の整数を表す。ａ1は正の整数を
表し、ｂ1は０または正の整数を表す。
【００３７】
　前記Ｒ1におけるアルキル基は、分岐したアルキル基であってもよい。前記Ｒ1のアルキ
ル基の炭素数は１～２０が好ましく、１～８がより好ましく、１～４がさらに好ましい。
なかでもメチル基またはエチル基が好ましく、メチル基が最も好ましい。
　前記Ｒ3における１個のアシル部を有するアシル基は、１個のアシル部を有するアシル
基としては、例えば、アセチル基、プロピオニル基、ブチリル基、ベンゾイル基が挙げら
れる。これらのアシル基としては、炭素数２～２０のアシル基が好ましく、炭素数２～１
０のアシル基がより好ましい。
　前記Ｒ3における１価のアルキル基としては、例えば、メチル基、エチル基、プロピル
基、イソプロピル基、ブチル基、ｔｅｒｔ－ブチル基が挙げられる。これらのアルキル基
の炭素数は１～２０が好ましく、１～１０がより好ましい。
　前記Ｒ3における１価のシクロアルキル基としては、例えば、シクロペンチル基、シク
ロヘキシル基が挙げられる。シクロヘキシル基の炭素数は、５～１０が好ましい。
　前記Ｒ3における１価のアリール基としては、例えば、フェニル基、ナフチル基が挙げ
られる。アリール基のアリール部としてはベンゼン環が好ましい。
　前記Ｒ3は、１価のアルキル基が好ましく、メチル基、ブチル基が好ましく、メチル基
が特に好ましい。
【００３８】
　前記Ｘの連結基は、アルキレン基またはアルキレンオキシ基が好ましく、例えば、前記
アルキレン基としてはメチレン基、エチレン基およびプロピレン基が挙げられ、前記アル
キレンオキシ基としては、－ＣＨ2ＣＨ2Ｏ－、－ＣＨ（ＣＨ3）ＣＨ2Ｏ－、－ＣＨ2ＣＨ
（ＣＨ3）Ｏ－および－（ＣＨ2）3Ｏ－が挙げられ、これらが好ましい。Ｘの炭素数は１
～４が好ましく、２または３がより好ましい。
　なお、Ｘにおいては、アルキレンオキシ基がさらに好ましく、プロピレンオキシ基（－
（ＣＨ2）3Ｏ－）が特に好ましい。
【００３９】
　前記ａ1は１以上の整数が好ましく、１～２００がより好ましく、１～１００がさらに
好ましい。前記ｂ1は０または１以上の整数が好ましく、０～２００がより好ましく、０
～１００がさらに好ましい。また、本発明の課題である高濃度画像部の剥離線を防止する
作用をより効果的に発揮するには、前記ａ1、ｂ1の値のうち、ａ1が３０以上であること
がより好ましく、３５以上であることがさらに好ましく、４０以上であることが特に好ま
しい。ここで、好ましい上限は１００以下である。また、ａ1、ｂ1の両方が３０以上であ
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ることがより好ましく、３５以上であることがより好ましく、４０以上であることが特に
好ましい。ここでの好ましい上限は１００以下である。
　本発明の課題をより効果的に発揮するには、前記ｍ１は１０～５００が好ましく、３０
～３００がさらに好ましく、５０～２００が最も好ましい。
　前記ｎ１は１～５０が好ましく、１～２０がより好ましい。
【００４０】
　前記ポリエーテル変性シリコーンは、平均分子量が５５０００以下であることが好まし
い。より好ましくは４００００以下が好ましい。本発明における平均分子量は、質量平均
分子量のことを表す。ここで質量平均分子量は、ＴＳＫｇｅｌ　ＧＭＨｘＬ、ＴＳＫｇｅ
ｌ　Ｇ４０００ＨｘＬ、ＴＳＫｇｅｌ　Ｇ２０００ＨｘＬ（何れも東ソー(株)製の商品名
）のカラムを使用したＧＰＣ分析装置により、溶媒にＴＨＦを用いて、示差屈折計検出に
よるポリスチレン換算で表した分子量で定義する。
【００４１】
　前記ポリエーテル変性シリコーンは、２５℃で液体のものが好ましい。
　また、前記ポリエーテル変性シリコーンは、粘度が５００ｍＰａ・ｓ以上１００００ｍ
Ｐａ・ｓ以下であることが好ましく、１０００ｍＰａ・ｓ以上５０００ｍＰａ・ｓ以下が
より好ましく、２０００ｍＰａ・ｓ以上５０００ｍＰａ・ｓ以下がさらに好ましい。粘度
の測定方法は、大別して液中の回転体にかかる抵抗力を測定する方法とオリフィスや細管
を通過させる時の圧力損失を測定する方法とがある。前者は回転型粘度計でＢ型粘度計に
代表される。後者は毛管粘度計でオストワルド粘度計に代表される。本発明においては、
Ｂ型粘度計で２５℃の温度で測定した値で定義する。
【００４２】
　前記一般式（Ｓ１）で表されるポリエーテル変性シリコーンのＨＬＢ値（Ｈｙｄｒｏｐ
ｈｉｌｅ－Ｌｉｐｏｐｈｉｌｅ　Ｂａｌａｎｃｅ）は、４．０～８．０であることが好ま
しく、特に４．５～６．５であることが好ましい。ＨＬＢ値が低過ぎると面状故障が発生
しやすい。ＨＬＢ値が高すぎると剥離線発生の防止能が弱くなる。
【００４３】
　本発明において、ＨＬＢ値はグリフィン法に基づき、以下の式で定義された計算式で求
める（西一郎、今井怡知朗、笠井正威　共編,「界面活性剤便覧」,産業図書株式会社（１
９６０年））。
【００４４】
　　　ＨＬＢ　＝　２０　×　Ｍｗ／Ｍ
【００４５】
　ここで、Ｍは分子量であり、Ｍｗは親水性部分の式量（分子量）である。ちなみに、Ｍ
＝Ｍｗ　＋　Ｍｏ　であり、ここで、Ｍｏは新油性部分の式量（分子量）である。なお、
親水性部分とは、エチレンオキシ基である。
【００４６】
　本発明で好ましく用いられる前記ポリエーテル変性シリコーンオイルの具体例としては
、信越化学株式会社製　ＫＦ－３５１Ａ、ＫＦ－３５２Ａ、ＫＦ－３５３、ＫＦ－３５４
Ｌ、ＫＦ－３５５Ａ、ＫＦ－６１５Ａ、ＫＦ－９４５、ＫＦ－６４０、ＫＦ－６４２、Ｋ
Ｆ－６４３、ＫＦ－６０２０、ＫＦ－６０１１、ＫＦ－６０１２、ＫＦ－６０１５、ＫＦ
－６０１７、Ｘ－２２－４５１５、Ｘ－２２－６１９１、東レ・ダウコーニング株式会社
製　ＳＨ３７４９、ＳＨ３７７３Ｍ、ＳＨ８４００、ＳＦ８４２７、ＳＦ８４２８、ＦＺ
－２１０１、ＦＺ－２１０４、ＦＺ－２１１０、ＦＺ－２１１８、ＦＺ－２１６２、ＦＺ
－２２０３、ＦＺ－２２０７、ＦＺ－２２０８、ＦＺ－７７、Ｌ－７００１、Ｌ－７００
２（いずれも商品名）等が挙げられる。
　また、本発明で好ましく用いられるポリエーテル変性シリコーンオイルは、例えば、特
開２００２－１７９７９７号公報、特開２００８－１８９６号公報、特開２００８－１８
９７号公報に記載の方法または、これに準じた方法で、容易に合成できる。
【００４７】
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　本発明においては、ポリエーテル変性シリコーンオイルは単独でも、２種類以上混合し
て使用することもできる。また、本発明においては、ポリエーテル変性シリコーンオイル
に他の離型剤を併用してもよい。
【００４８】
　ポリエーテル変性シリコーンオイルの添加量としては、受容層中の全ポリマーラテック
スに対して１質量％～２０質量％（固形分％）が好ましく、１質量％～１０質量％（固形
分％）がより好ましい。
【００４９】
　本発明における受容層の塗布量は、０．５～１０．０ｇ／ｍ２であることが好ましく、
１．０～８．０ｇ／ｍ２であることがさらに好ましい。なお、本明細書において「塗布量
」とは、特に断らない限り固形分換算の数値である。
【００５０】
（界面活性剤）
　本発明において、受容層に界面活性剤を含有することが好ましい。界面活性剤としては
、アニオン性界面活性剤、ノニオン性界面活性剤が好ましく、アニオン性界面活性剤がよ
り好ましい。
　アニオン性界面活性剤の中でも、下記一般式（Ａ１）または（Ａ２）で表されるアニオ
ン性界面活性剤の少なくとも１種を含有することが更に好ましい。本発明の効果をより大
きく発揮するには、特に下記一般式（Ａ１）で表される化合物が好ましい。
【００５１】
【化３】

【００５２】
　一般式（Ａ１）において、Ｒ4およびＲ5は各々独立に炭素原子数３～２０のアルキル基
を表し、好ましくは炭素原子数４～１０のアルキル基である。また、Ｒ4およびＲ5は各々
独立に炭素原子数４～１０の分岐したアルキル基がより好ましく、Ｒ4およびＲ5ともに２
－エチルヘキシル基であることが特に好ましい。
　Ｍは水素原子またはカチオンを表す。Ｍで表されるカチオンとしては、アルカリ金属イ
オン（リチウムイオン、ナトリウムイオン、カリウムイオン等）、アルカリ土類金属イオ
ン（バリウムイオン、カルシウムイオン等）、アンモニウムイオン等が好ましい。これら
のうち、より好ましくはリチウムイオン、ナトリウムイオン、カリウムイオンまたはアン
モニウムイオンであり、さらに好ましくはリチウムイオン、ナトリウムイオンまたはカリ
ウムイオンである。
【００５３】

【化４】
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　一般式（Ａ２）において、Ｒ6は炭素原子数６～２０の、アルキル基またはアルケニル
基を表し、より好ましくは１０～２０の、アルキル基またはアルケニル基であり、最も好
ましくは１４～２０の、アルキル基またはアルケニル基である。
　また、Ｒ6は分岐した、アルキル基またはアルケニル基であってもよい。
　Ｍは水素原子またはカチオンを表す。Ｍで表されるカチオンとしては、アルカリ金属イ
オン（リチウムイオン、ナトリウムイオン、カリウムイオン等）、アルカリ土類金属イオ
ン（バリウムイオン、カルシウムイオン等）、アンモニウムイオン等が好ましい。これら
のうち、より好ましくはリチウムイオン、ナトリウムイオン、カリウムイオンまたはアン
モニウムイオンであり、さらに好ましくはリチウムイオン、ナトリウムイオンまたはカリ
ウムイオンである。
　ｍ２は平均付加モル数を表し、０より大きく１０以下であり、１～６がより好ましく、
２～４が最も好ましい。
　また、ｎ２は０～４の整数を表し、２～４が特に好ましい。
　ａ２は０または１を表し、０であることが特に好ましい。
【００５５】
　次に具体的化合物の例を挙げるが、本発明のアニオン系界面活性剤はこれらに限定され
るものではない。
【００５６】
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【００５７】
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【００５８】
　一般式（Ａ１）および（Ａ２）で表されるアニオン性界面活性剤は、塗布液に濡れ性を
付与することで面状安定化に寄与するだけでなく、一般式（Ｓ１）で表されるポリエーテ
ル変性シリコーンと併用することにより高濃度画像部の剥離線の発生を抑制するが、さら
に光沢ムラを防止する効果もある。
【００５９】
　一般式（Ａ１）および（Ａ２）で表されるアニオン性界面活性剤は受容層以外に、断熱
層、中間層などの任意の層に含有させてもよい。
　一般式（Ａ１）および（Ａ２）で表されるアニオン性界面活性剤の総塗布量は、５ｍｇ
/ｍ２以上５００ｍｇ/ｍ２以下であることが好ましく、１０ｍｇ/ｍ２以上２００ｍｇ/ｍ
２以下であることがより好ましい。
　また本発明では、受容層にその他のアニオン系、ノニオン系、カチオン系など種々の界
面活性剤を併用しても良い。
【００６０】
　一般式（Ａ１）および（Ａ２）で表されるアニオン性界面活性剤と併用することが好ま
しいその他の界面活性剤としては、下記一般式（Ｈ）で表される含フッ素化合物である。
【００６１】
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【００６２】
　上記一般式（Ｈ）中、ｍ3およびｎ3は、それぞれ独立に２～８の整数を表し、好ましく
は独立に２～６であり、より好ましくは独立に３～６である。また、ｍとｎの合計値は、
６以上１２以下であることが好ましく、６以上１０以下であることがより好ましい。ｍと
ｎは、なかでも、同じであることが好ましく、ｍ3とｎ3がともに４である場合が最も好ま
しい。
　Ｍで表されるカチオンとしては、アルカリ金属イオン（リチウムイオン、ナトリウムイ
オン、カリウムイオン等）、アルカリ土類金属イオン（バリウムイオン、カルシウムイオ
ン等）、アンモニウムイオン等が好ましい。これらのうち、より好ましくはリチウムイオ
ン、ナトリウムイオン、カリウムイオンまたはアンモニウムイオンであり、さらに好まし
くはリチウムイオン、ナトリウムイオンまたはカリウムイオンである。
　Ｌｂは、単結合のアルキレン基を表す。Ｌｂがアルキレン基である場合、炭素数は２以
下であるのが好ましく、メチレン基であるのがより好ましい。Ｌｂは、単結合であるのが
最も好ましい。
　上記一般式（Ｈ）は、上記のそれぞれの好ましい態様を組み合わせることが、より好ま
しい。
【００６３】
　一般式（Ｈ）の具体例を以下に例示するが、本発明で用いることができる一般式（Ｈ）
は以下の具体例によってなんら制限されるものではない。下記例示化合物の構造表記の中
で特に断りのない限りアルキル基、パーフルオロアルキル基は直鎖の構造を有する基を意
味する。
【００６４】
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【化８】

【００６５】
　一般式（Ｈ）で表される含フッ素化合物の塗布量は、該化合物を添加した層中、０．５
ｍｇ/ｍ２以上５０ｍｇ/ｍ２以下であることが好ましく、１ｍｇ/ｍ２以上２０ｍｇ/ｍ２

以下であることがより好ましい。
【００６６】
（その他の添加剤）
　本発明の受容層には、必要に応じて、添加剤を含有させることができる。このような添
加剤としては、紫外線吸収剤、防腐剤、造膜助剤、硬膜剤、マット剤（滑剤を含む）、酸
化防止剤、その他の添加剤を含有させることができる。
【００６７】
紫外線吸収剤：
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　本発明の感熱転写受像シートには、紫外線吸収剤を含有させてもよい。その紫外線吸収
剤としては、通常の無機系紫外線吸収剤、有機系紫外線吸収剤が使用できる。有機系紫外
線吸収剤としては、サリシレート系、ベンゾフェノン系、ベンゾトリアゾール系、トリア
ジン系、置換アクリロニトリル系、ヒンダートアミン系等の非反応性紫外線吸収剤や、こ
れらの非反応性紫外線吸収剤に、例えば、ビニル基やアクリロイル基、メタアクリロイル
基等の付加重合性二重結合、あるいは、アルコール性水酸基、アミノ基、カルボキシル基
、エポキシ基、イソシアネート基等を導入し、アクリル樹脂等の熱可塑性樹脂に共重合若
しくは、グラフトしたものを使用することができる。また、樹脂のモノマーまたはオリゴ
マーに紫外線吸収剤を溶解させた後、このモノマーまたはオリゴマーを重合させる方法が
開示されており（特開２００６－２１３３３号公報）、こうして得られた紫外線遮断性樹
脂を用いることもできる。この場合には紫外線吸収剤は非反応性のものでよい。
　これら紫外線吸収剤に中でも、特にベンゾフェノン系、ベンゾトリアゾール系、トリア
ジン系が好ましい。これら紫外線吸収剤は画像形成に使用する染料の特性に応じて、有効
な紫外線吸収波長域をカバーするように組み合わせて使用することが好ましく、また、非
反応性紫外線吸収剤の場合には紫外線吸収剤が析出しないように構造が異なるものを複数
混合して用いることが好ましい。
　紫外線吸収剤の市販品としては、チヌビン－Ｐ（チバガイギー製）、ＪＦ－７７（城北
化学製）、シーソープ７０１（白石カルシウム製）、スミソープ２００（住友化学製）、
バイオソープ５２０（共同薬品製）、アデカスタブＬＡ－３２（旭電化製）（いずれも商
品名）等が挙げられる。
【００６８】
防腐剤：
　本発明の感熱転写受像シートには、防腐剤を添加してもよい。本発明の感熱転写受像シ
ートに含有される防腐剤としては、特に限定されないが、防腐防黴ハンドブック、技報堂
出版（１９８６）、堀口博著、防菌防黴の化学、三共出版（１９８６）、防菌防黴剤事典
、日本防菌防黴学会発行（１９８６）等に記載されているものを用いることができる。具
体的には、イミダゾール誘導体、デヒドロ酢酸ナトリウム、４－イソチアゾリン－３－オ
ン誘導体、ベンゾイソチアゾリン－３－オン、ベンゾトリアゾール誘導体、アミジングア
ニジン誘導体、四級アンモニウム塩類、ピロジン，キノリン，グアニジン等の誘導体、ダ
イアジン、トリアゾール誘導体、オキサゾール、オキサジン誘導体、２－メルカプトピリ
ジン－Ｎ－オキサイドまたはその塩等が挙げられる。これらの中でも、４－イソチアゾリ
ン－３－オン誘導体、ベンゾイソチアゾリン－３－オンが好ましい。
【００６９】
造膜助剤：
　本発明の感熱転写受像シートには、高沸点溶剤を添加することが好ましい。高沸点溶剤
は造膜助剤または可塑剤として機能し、ポリマーラテックスの最低造膜温度を低下させる
有機化合物（通常有機溶剤）で、例えば室井宗一著，「合成ラテックスの化学」，高分子
刊行会発行（１９７０年）に記載されている。高沸点溶剤（造膜助剤）の例として以下の
ものが挙げられる。
　Ｚ－１：ベンジルアルコール類
　Ｚ－２：２，２，４－トリメチルペンタンジオール－１，３－モノイソブチレート類
　Ｚ－３：２－ジメチルアミノエタノール類
　Ｚ－４：ジエチレングリコール類
　これらの高沸点溶剤を添加すると、画像のにじみが見られ、実用上好ましくない場合が
あるが、塗布膜中の上記溶剤類の含有量が固形分で１％以下であれば、性能上問題がない
。
【００７０】
硬膜剤：
　本発明の感熱転写受像シートにおいては、硬膜剤を使用してもよい。感熱転写受像シー
トの塗設層中に添加することができる。
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　本発明で用いることができる硬膜剤としては、特開平１－２１４８４５号公報１７頁の
Ｈ－１，４，６，８，１４，米国特許第４，６１８，５７３号明細書のカラム１３～２３
の式（ＶＩＩ）～（ＸＩＩ）で表される化合物（Ｈ－１～５４）、特開平２－２１４８５
２号公報８頁右下の式（６）で表される化合物（Ｈ－１～７６），特にＨ－１４、米国特
許第３，３２５，２８７号明細書のクレーム１に記載の化合物などが好ましく用いられる
。硬膜剤の例としては米国特許第４，６７８，７３９号明細書の第４１欄、同第４，７９
１，０４２号、特開昭５９－１１６６５５号、同６２－２４５２６１号、同６１－１８９
４２号、特開平４－２１８０４４号の公報または明細書等に記載の硬膜剤が挙げられる。
より具体的には、アルデヒド系硬膜剤（ホルムアルデヒドなど）、アジリジン系硬膜剤、
エポキシ系硬膜剤、ビニルスルホン系硬膜剤（Ｎ，Ｎ'－エチレン－ビス（ビニルスルホ
ニルアセタミド）エタンなど）、Ｎ－メチロール系硬膜剤（ジメチロール尿素など）、ほ
う酸、メタほう酸あるいは高分子硬膜剤（特開昭６２－２３４１５７号公報などに記載の
化合物）が挙げられる。好ましくはビニルスルホン系硬膜剤やクロロトリアジン類が挙げ
られる。
【００７１】
マット剤：
　本発明の感熱転写受像シートにおいて、ブロッキング防止、離型性付与、滑り性付与の
ためにマット剤を添加してもよい。マット剤は感熱転写受像シートの受容層が塗布される
面、具体的には、受容層、白色層、熱転写性保護層等に添加することができる。
【００７２】
　マット剤は、一般に水に不溶の有機化合物の微粒子、無機化合物の微粒子を挙げること
ができるが、本発明では、分散性の観点から、有機化合物を含有する微粒子が好ましい。
有機化合物を含有していれば、有機化合物単独からなる有機化合物微粒子であってもよい
し、有機化合物だけでなく無機化合物をも含有した有機／無機複合微粒子であってもよい
。マット剤の例としては、例えば米国特許第１，９３９，２１３号、同２，７０１，２４
５号、同２，３２２，０３７号、同３，２６２，７８２号、同３，５３９，３４４号、同
３，７６７，４４８号等の各明細書に記載の有機マット剤を用いることができる。
【００７３】
［受容層の作製方法］
　以下、本発明の受容層の作製方法について説明する。
　本発明の受容層は、水系塗布であることが好ましい。ただし、ここで言う「水系」とは
塗布液の溶媒(分散媒)の６０質量％以上が水であることをいう。塗布液の水以外の成分と
してはメチルアルコール、エチルアルコール、イソプロピルアルコール、メチルセロソル
ブ、エチルセロソルブ、ジメチルホルムアミド、酢酸エチル、ジアセトンアルコール、フ
ルフリルアルコール、ベンジルアルコール、ジエチレングリコールモノエチルエーテル、
オキシエチルフェニルエーテルなどの水混和性の有機溶媒を用いることができる。
【００７４】
　透明支持体の下引き層上に、２層以上の受容層、さらには他の機能性の層を塗布する場
合、特開２００４－１０６２８３号、同２００４－１８１８８８号、同２００４－３４５
２６７号等の各公報に示されている如く各層を順次塗り重ねていくか、あらかじめ各層を
支持体上に塗布したものを張り合わせることにより製造することが知られている。一方、
写真業界では例えば複数の層を同時に重層塗布することにより生産性を大幅に向上させる
ことが知られている。例えば、米国特許第２，７６１，７９１号、同第２，６８１，２３
４号、同第３，５０８，９４７号、同第４，４５７，２５６号、同第３，９９３，０１９
号、特開昭６３－５４９７５号、特開昭６１－２７８８４８号、同５５－８６５５７号、
同５２－３１７２７号、同５５－１４２５６５号、同５０－４３１４０号、同６３－８０
８７２号、同５４－５４０２０号、特開平５－１０４０６１号、同５－１２７３０５号、
特公昭４９－７０５０号の公報または明細書やＥｄｇａｒ　Ｂ．　Ｇｕｔｏｆｆら著，「
Ｃｏａｔｉｎｇ　ａｎｄ　Ｄｒｙｉｎｇ　Ｄｅｆｅｃｔｓ：Ｔｒｏｕｂｌｅｓｈｏｏｔｉ
ｎｇ　Ｏｐｅｒａｔｉｎｇ　Ｐｒｏｂｌｅｍｓ」，Ｊｏｈｎ　Ｗｉｌｅｙ＆Ｓｏｎｓ社，
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１９９５年，１０１～１０３頁などに記載のいわゆるスライド塗布（スライドコーティン
グ法）、カーテン塗布（カーテンコーティング法）といわれる方法が知られている。これ
らの塗布方法では、複数の塗布液を塗布装置に同時に供給して異なる複数の層を形成する
ことが可能である。
【００７５】
　本発明の受容層の作製方法としては、スライド塗布あるいはカーテン塗布が好ましい。
なお、複数の層を塗布する場合でもこれらの塗布は、同時重層塗布が可能でかつ高い生産
性を実現できる。
　ここで、同時重層塗布を行う場合、均質な塗膜形成および良好な塗布性の点で、塗布液
の粘度および表面張力を調整する必要がある。塗布液の粘度は、通常の増粘剤や減粘剤を
他の性能に影響を与えない範囲で使用することにより容易に調整できる。また、塗布液の
表面張力は各種の界面活性剤により調整可能である。
【００７６】
　これらの各層を塗布するための塗布液の温度は、２５℃～６０℃が好ましく、３０℃～
５０℃であることがさらに好ましい。特に塗布液にゼラチンを使用する場合の塗布液の温
度は３３℃～４５℃であることが好ましい。
【００７７】
　本発明においては１層あたりの塗布液の塗布量は１ｇ／ｍ2～５００ｇ／ｍ2の範囲が好
ましい。多層構成の層数は２以上で任意に選択できる。受容層は支持体から最も遠く離れ
た層として設けられることが好ましい。
【００７８】
　乾燥ゾーンでは、乾燥速度が一定で、材料温度とほぼ湿球温度が等しい恒率乾燥期間と
、乾燥速度が遅くなり、材料温度が上昇する減率乾燥期間を経て乾燥が進む。恒率乾燥期
間では、外部から与えられた熱はすべて水分の蒸発に使われる。減率乾燥期間では、材料
内部での水分拡散が律速になり、蒸発表面の後退等により乾燥速度が低下し、与えられた
熱は材料温度上昇にも使われるようになる。
【００７９】
　セットゾーンおよび乾燥ゾーンにおいては、各塗布膜の間および支持体と塗布膜の間で
水分移動が起こり、また塗布膜の冷却と水分蒸発による固化が起こる。このため、製品の
品質・性能には乾燥途中での膜面温度・乾燥時間等の履歴が大きく影響し、要求品質に応
じた条件の設定が必要とされる。
【００８０】
　セットゾーンの温度は、１５℃以下であり、なおかつその冷却工程時間を５秒以上３０
秒未満とすることが好ましい。５秒未満では十分な塗布液粘度上昇が得られずその後の乾
燥時に面状が悪化してしまう。また３０秒以上の冷却工程を経るとその後の乾燥工程にお
いての水分除去に時間がかかり、生産効率が低下する。
【００８１】
　１５℃以下での冷却工程後、１５℃を越える環境下で乾燥を行うが、その際、本発明に
おいては、冷却終了後から３０秒以内に、重層塗布された塗布膜における水の蒸発量を、
塗布直後に１ｍ2あたりに塗りつけられた膜面に含まれる水分の６０％以上とすることが
好ましい。塗布直後に１ｍ2あたりに塗りつけられた膜面に含まれる水分とは、塗布前に
調液された塗工液中の含水量に等しい。蒸発水分量が少なすぎなければ、塗布面状の水分
が多すぎず、面状が良好となる。一方、該蒸発量を６０％以上とする際に乾燥温度を５０
℃より高くしすぎなければ、水分の蒸発が急激とならず、ひび割れなどを起こさず、面状
が良好となるため、乾燥温度は５０℃以下に抑えることが好ましい。
　蒸発量の規定は、塗布後の感熱転写受像シートを１１０℃１時間の条件（雰囲気）で乾
燥させたものの質量を１００％蒸発したものと定義して、質量の差分を量ることで行うこ
とができる。
　また、受容層の耐傷性向上の観点から、最終的に乾燥温度を１２０℃環境下で行うこと
によって受容層を造膜することが好ましい。
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【００８２】
　乾燥された塗布済み品は、一定の含水率に調整され巻き取られるが、巻取り、塗布済み
品の保存過程での含水率、温度によって硬膜進行が影響されるため、巻取りでの含水率に
ついて適切な調湿過程条件の設定が必要となる。
　一般に、硬膜反応は高温・多湿条件ほど進行しやすい。しかし、含水率が高すぎると、
塗布品同士が接着したり、性能上の問題が生じたりする場合がある。この為、巻取りの含
水率（調湿条件）と貯蔵条件は品質に応じた設定が必要とされる。
　代表的な乾燥装置としては、エアループ方式、つるまき方式等がある。エアループ方式
は、ローラーで支持された塗布済み品に乾燥風噴流を吹き付ける方式であり、ダクトは縦
に配置する方式と、横に配置する方式がある。乾燥機能と搬送機能は基本的に分離されて
いて、風量等の自由度が大きい。しかし、多くのローラーを使うため、寄り・シワ・スリ
ップ等のベースの搬送不良が発生しやすい。つる巻き方式は、円筒状のダクトに塗布済み
品をつる巻き状に巻きつけて乾燥風で浮上させて（エアフローティング）搬送・乾燥する
方式で、基本的にローラー支持がいらない（特公昭４３－２０４３８号公報）。その他、
上下互いにダクトを設置して搬送する乾燥方式がある。一般的に乾燥分布はつるまき式に
比べ良いが、浮上能力が劣る。
【００８３】
＜感熱転写シート＞
　本発明の感熱転写受像シートは、感熱転写シートにより、染料を転写して画像を形成後
、白色層（白色転写層）が転写される。染料を転写するための感熱転写シートと白色層を
転写するための感熱転写シートは、一体型のシートであっても別シートであっても構わな
い。また、白色層が転写された後、転写性保護層を転写してもよい。
　一体型の感熱転写シートは、ポリエチレンテレフタレート（ＰＥＴ）等の支持体上に、
バインダー樹脂にイエロー、マゼンタ、シアン、の３色の染料をそれぞれ分散させた染料
層（色材層）および白色層を面順次に設けたものであり、別シートの場合、染料転写用に
は、上記支持体上に、バインダー樹脂にイエロー、マゼンタ、シアン、の３色の染料をそ
れぞれ分散させてた染料層を面順次に設け、白色層転写用には、上記支持体上に白色層設
けたものを使用する。
　ここで、染料転写に際しては、染料層はブラックを加えた４色とした態様でもよい。
　なお、保護層を転写する場合、一体型の感熱転写シートでは、上記の白色層の後に熱転
写性保護層が設けられ、別シートの場合、白色層を設けた熱転写シートに面順次に熱転写
性保護層を設けるか、さらに別のシートに熱転写性保護層を設けたシートを使用してもよ
い。
　また、一体型の感熱転写シートでは、上記の白色層の前に熱転写性保護層を設けてもよ
く、別シートの場合、イエロー、マゼンタ、シアンの３色の各染料層、熱転写性保護層を
面順次に設けた感熱転写シートと白色層を設けた熱転写シートとを組み合わせてもよい。
この場合は、保護層は、受容層上に形成され、この保護層上に白色層が転写されることに
なる。
　ここで、いずれの感熱転写シートも、支持体の染料層、白色層または熱転写性保護層を
有する側とは反対側に、耐熱滑性層を有するのが好ましい。
【００８４】
［支持体］
　支持体は、従来公知の支持体が使用できる。例えば、ポリアミドフイルム、ポリイミド
フイルム、ポリエステルフィルムが挙げられる。これらのうちポリエステルフイルムが好
ましく、ポリエステルフイルムとしては、ポリエチレンテレフタレート（ＰＥＴ）やポリ
エチレンナフタレート（ＰＥＮ）が挙げられ、ポリエチレンテレフタレートが好ましい。
　支持体の厚さは、その強度及び耐熱性等が適切になるように材料に応じて適宜変更する
ことができるが、好ましくは１～１００μｍである。より好ましくは２～５０μｍ程度の
ものであり，さらに好ましくは３～１０μｍ程度のものが用いられる。
【００８５】
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［染料層（色材層）］
　（バインダー樹脂）
　染料層に用いられるバインダー樹脂の例としては、ポリアクリロニトリル、ポリアクリ
ル酸エステル、ポリアクリルアミド等のアクリル系樹脂、ポリビニルアセトアセタール、
ポリビニルブチラールなどのポリビニルアセタール系樹脂、エチルセルロース、ヒドロキ
シエチルセルロース、エチルヒドロキシセルロース、ヒドロキシプロピルセルロース、エ
チルヒドロキシエチルセルロース、メチルセルロース、酢酸セルロース、酢酪酸セルロー
ス、酢酸プロピオン酸セルロース、硝酸セルロース等の変性セルロース系樹脂ニトロセル
ロース、エチルヒドロキシエチルセルロース及びエチルセルロースなどのセルロース系樹
脂や、ポリウレタン樹脂、ポリアミド樹脂、ポリエステル樹脂、ポリカーボネート樹脂、
フェノキシ樹脂、フェノール樹脂、エポキシ樹脂、各種エストラマー等が挙げられる。こ
れらを単独で用いる他、これらを混合、または共重合して用いることも可能である。
【００８６】
（染料）
　染料は、熱により拡散し、感熱転写シートに組み込み可能かつ、加熱により感熱転写シ
ートから感熱転写受像シートに転写するものであれば特に限定されず、感熱転写シート用
の染料として従来から用いられてきている染料、あるいは公知の染料を用いることができ
る。
　好ましい染料としては、たとえば、ジアリールメタン系、トリアリールメタン系、チア
ゾール系、メロシアニン等のメチン系、インドアニリン、アセトフェノンアゾメチン、ピ
ラゾロアゾメチン、イミダゾルアゾメチン、イミダゾアゾメチン、ピリドンアゾメチンに
代表されるアゾメチン系、キサンテン系、オキサジン系、ジシアノスチレン、トリシアノ
スチレンに代表されるシアノメチレン系、チアジン系、アジン系、アクリジン系、ベンゼ
ンアゾ系、ピリドンアゾ、チオフェンアゾ、イソチアゾールアゾ、ピロールアゾ、ピラー
ルアゾ、イミダゾールアゾ、チアジアゾールアゾ、トリアゾールアゾ、ジズアゾ等のアゾ
系、スピロピラン系、インドリノスピロピラン系、フルオラン系、ローダミンラクタム系
、ナフトキノン系、アントラキノン系、キノフタロン系等が挙げられる。
【００８７】
　具体例を挙げると、イエロー染料としては、ディスパースイエロー２３１、ディスパー
スイエロー２０１、ソルベントイエロー９３等が、マゼンタ染料としては、ディスパース
バイオレット２６、ディスパースレッド６０、ソルベントレッド１９等が、さらに、シア
ン染料としては、ソルベントブルー６３、ソルベントブルー３６、ディスパースブルー３
５４、ディスパースブルー３５等が挙げられるがこれらに限定されない。また、上記の各
色相の染料を任意に組み合わせることも可能である。
【００８８】
　感熱転写シートは、染料層と支持体の間に染料バリア層を設けることができる。
　支持体面に対しては、塗布液の濡れ性及び接着性の向上を目的として、易接着処理を行
なってもよい。処理方法として、コロナ放電処理、火炎処理、オゾン処理、紫外線処理、
放射線処理、粗面化処理、化学薬品処理、真空プラズマ処理、大気圧プラズマ処理、プラ
イマー処理、グラフト化処理等公知の樹脂表面改質技術を例示することができる。
　また、支持体上に塗布によって易接着層を形成することもできる。易接着層に用いられ
る樹脂としては、ポリエステル系樹脂、ポリアクリル酸エステル系樹脂、ポリ酢酸ビニル
系樹脂、ポリ塩化ビニル樹脂やポリビニルアルコール樹脂等のビニル系樹脂、ポリビニル
アセトアセタールやポリビニルブチラール等のポリビニルアセタール系樹脂、ポリエーテ
ル系樹脂、ポリウレタン系樹脂、スチレンアクリレート系樹脂、ポリアクリルアミド系樹
脂、ポリアミド系樹脂、ポリスチレン系樹脂、ポリエチレン系樹脂、ポリプロピレン系樹
脂等を例示することができる。
　支持体に用いられるフィルムを溶融押出し形成する時に、未延伸フィルムに塗工処理を
施し、その後に延伸処理して行なうことも可能である。
　また、上記の処理は、２種類以上を併用することもできる。
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【００８９】
［白色層（白色転写層）］
　感熱転写シートに用いられる白色層は、転写後の印画物に適度な白色隠蔽性と光拡散性
を持たせるための白色顔料と、バインダー樹脂とから構成されている。白色層と支持体と
の間に剥離層を設けるのが好ましい。また、白色層の上層には接着層を有してもよい。こ
こで、白色層が接着層を介さないで疑似画像上に転写する場合には、従来公知の接着性を
有するバインダー樹脂を使用したり、接着剤を含有させてもよい。白色顔料としては、典
型的な白色顔料のほか、充填材を用いることができる。従って、ここでいう白色顔料には
充填材が含まれる。 
　感熱転写シートに用いられる白色層は、転写後の印画物に適度な白色隠蔽性と光拡散性
を持たせるための白色顔料と、バインダー樹脂とから構成されている。また、白色層が接
着層を介さないで疑似画像上に転写する場合には、従来公知の接着性を有するバインダー
樹脂を使用したり、接着剤を含有させてもよい。白色顔料としては、典型的な白色顔料の
ほか、充填材を用いることができる。したがって、ここでいう白色顔料には充填材が含ま
れる。 
【００９０】
　白色顔料は、硬い固体粒子であり、例えば、酸化チタンまたは酸化亜鉛等の白色顔料、
シリカ、アルミナ、クレイ、タルク、炭酸カルシウムまたは硫酸バリウム等の無機充填剤
、アクリル樹脂、エポキシ樹脂、ポリウレタン樹脂、フェノール樹脂、メラミン樹脂、ベ
ンゾグアナミン樹脂、フッ素樹脂またはシリコーン樹脂等の樹脂粒子（プラスチックピグ
メント）が用いられる。なお、酸化チタンには、ルチル型酸化チタンとアナターゼ型酸化
チタンとがあるが、何れでもよい。 
【００９１】
　バインダー樹脂は、従来公知のものを用いることができるが、好ましくはアクリル系樹
脂、セルロース系樹脂、ポリエステル系樹脂、ビニル系樹脂、ポリウレタン系樹脂、ポリ
カーボネート系樹脂またはこれらの一部架橋樹脂である。 
【００９２】
　白色層には、上記白色顔料とバインダー樹脂との他に、蛍光増白剤を添加することがで
きる。蛍光増白剤は、スチルベンゼン系化合物またはピラゾリン系化合物等のような蛍光
増白効果のある公知化合物を使用することができる。また、白色層に若干の着色剤を含有
させてもよい。
【００９３】
　白色層は、それが転写されたレンチキュラーレンズシート印画物をバックライトによる
透過光で観賞する場合には、適度な光拡散性と光透過性を持たせる必要があり、一方、そ
れが転写されたレンチキュラーレンズシート印画物を正面からの反射光で観賞する場合に
は適度な光拡散性と光反射性を持たせる必要がある。後者の場合、転写後の白色層の全光
線透過率は６０％以下であることが好ましく、特に連続画像となるような疑似画像を形成
するような場合には５０％以下が好ましい。
【００９４】
　転写後の白色層の全光線透過率を６０％以下にして、十分な白色隠蔽性を付与するため
に、白色層を構成するバインダー樹脂（Ａ）と白色顔料（Ｂ）との比を、Ａ／Ｂ＝１／１
～１／１０の範囲に設定することが好ましい。この量比の下限を１／１．５とし、または
、その上限を１／６とするのが特に好ましい。Ａ／Ｂの比は、白色層が転写される対象と
なるレンチキュラーレンズを有する支持体シートまたは受容層の材質によって適宜その範
囲内で設定される。Ａ／Ｂが１／１よりも大きくなると全光線透過率が６０％を越えて白
色隠蔽性が低下する場合がある。また、白色顔料を多くしてＡ／Ｂが１／１０よりも小さ
くなると、塗膜性が落ちるので、擦過性が劣る場合があったり、樹脂分が少なくなること
により接着性が落ちる場合がある。
　白色層の厚さは、０．５～１０μｍ程度とする。
　全光線透過率の測定は、ＪＩＳ Ｋ ７１０５で規定される。感熱転写シートの白色層転
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写部の全光線透過率を６０％以下、好ましくは５０％以下となるように、上記のＡ／Ｂ比
と白色層の厚さを設定することによって、優れた印画物を形成することができる。 
【００９５】
［剥離層］
　感熱転写シートに用いられる剥離層は、白色層とともに白色層転写部を構成し、支持体
フィルムと白色層との間に形成されている。剥離層は、感熱転写シートとレンチキュラー
レンズシートとの融着を防止して、白色層がレンチキュラーレンズシートに設けられた受
容層上に転写ムラなく、容易に転写されるために設けられる。 
【００９６】
　剥離層としては、例えば、剥離層と基材フィルムの界面で分離する離型性剥離層や、剥
離層の層内で凝集破壊を起こして基材フィルムから分離する凝集性剥離層を形成すること
ができる。
　離型性剥離層は、バインダー樹脂に必要に応じて離型性材料を添加して構成することが
できる。使用可能なバインダー樹脂としては、熱可塑性樹脂であるポリメタクリル酸メチ
ル、ポリメタクリル酸エチル、ポリアクリル酸ブチル等のアクリル系樹脂、ポリ酢酸ビニ
ル、塩化ビニル－酢酸ビニル共重合体、ポリビニルアルコール、ポリビニルブチラール等
のビニル樹脂、エチルセルロース、ニトロセルロース、酢酸セルロース等のセルロース誘
導体、あるいは熱硬化性樹脂である不飽和ポリエステル樹脂、ポリエステル樹脂、ポリエ
レタン系樹脂、アミノアルキッド樹脂等が挙げられ、これらの樹脂の一種または二種以上
からなる組成物から離型性剥離層を構成することができる。
【００９７】
　また、離型性材料としては、ワックス類、シリコーンワックス、シリコーンオイル、シ
リコーン系樹脂、メラミン樹脂、フッ素系樹脂等の離型性を有する樹脂、タルク、シリカ
の微粒子、界面活性剤や金属セッケン等の滑剤等が使用できる。
【００９８】
　離型性剥離層は、離型性を有する樹脂から構成することもできる。この場合、シリコー
ン系樹脂、メラミン樹脂、フッ素系樹脂等が使用でき、アクリル系樹脂、ビニル系樹脂、
ポリエステル樹脂等の樹脂分子中にポリシロキサンセグメント、フッ化炭素セグメント等
の離型性セグメントがグラフトしたグラフトポリマーを使用してもよく、上記の樹脂の一
種または二種以上からなる組成物から構成することもできる。離型性剥離層には、上記の
材料のほかに、スチルベンゼン系、ピラゾリン系等の蛍光像増白効果のある従来公知の蛍
光増白剤を添加してもよい。
【００９９】
　凝集破壊性剥離層は、白色層転写部が受容層上に転写される際に、剥離層の厚さ方向の
中間付近でいわゆる凝集破壊を起こして、その一部が基材フィルムから剥がれずに残り、
他の一部が印画物上に転写される。凝集破壊性剥離層が剥離してレンチキュラーレンズシ
ート上に移行すると、印画物の最表面には凝集破壊面の凹凸形状が形成される。印画物の
最表面に形成された凹凸は、例えば、バックライトによる透過光で観賞する場合には、照
射された光を拡散し、反射させる。このことは、白色層の光拡散性を補充し、良好な光拡
散性と光透過性を併有する見栄えのよい印画物を形成することができる。 
【０１００】
　凝集破壊性剥離層を形成するための材料は、バインダー樹脂と、必要に応じて添加され
る離型性材料とが使用される。バインダー樹脂としては、熱可塑性樹脂であるポリメタク
リル酸メチル、ポリメタクリル酸エチルもしくはポリアクリル酸ブチル等のアクリル系樹
脂、ポリ酢酸ビニル、塩化ビニル－酢酸ビニル共重合体、ポリビニルアルコールもしくは
ポリビニルブチラール等のビニル系樹脂、エチルセルロース、ニトロセルロースもしくは
酢酸セルロース等のセルロース誘導体、ポリエステル樹脂またはポリウレタン樹脂等の一
種または二種以上の樹脂を使用することができる。これらのバインダー樹脂は、熱転写時
に支持体シートとの融着を防ぐため、Ｔｇまたは軟化点が１００℃以上の樹脂を含むこと
が好ましい。また、適切な離型性材料と組み合わせることにより、Ｔｇまたは軟化点が１
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００℃未満の樹脂でも用いることができる。
【０１０１】
　離型性材料としては、ワックス類、タルクもしくはシリカ等の無機微粒子または有機微
粒子を使用できる。離型性材料は、バインダー樹脂量に対して０．１～２００質量％添加
することが好ましく、更に好ましくは１０～１００質量％である。 
【０１０２】
　凝集破壊性剥離層に離型性材料を使用しない場合は、上記バインダー樹脂のうち、樹脂
同志の相溶性が低い二種類以上を使用することによって、剥離層を形成するバインダー樹
脂同士の界面で剥離させることができる。
【０１０３】
　剥離層に白色顔料を含有させることによって、印画物の白色隠蔽性を向上させることも
できる。例えば、白色隠蔽性が不十分な場合、白色層だけでなく剥離層にも白色顔料を含
有させて、白色層と剥離層とで全光線透過率を６０％以下にして十分な白色隠蔽性を有す
る印画物を得ることができる。
【０１０４】
　また、白色層に接着性を付与したい場合や接着性を向上させたい場合には、白色層に接
着性のバインダー樹脂を含有させることができるが、この場合、おのずと白色顔料の割合
が低下し、白色隠蔽性が不足してくる場合がある。このような白色層の白色隠蔽性を補う
ため、剥離層に白色顔料を含有させて、十分な白色隠蔽性を有する印画物を得ることもで
きる。
【０１０５】
　剥離層に含有させる白色顔料としては、上述と同様に、酸化チタンまたは酸化亜鉛等を
使用することができる。白色顔料の含有量は、白色層の白色隠蔽性との関係で設定される
ため、一概にその範囲を規定することはできないが、剥離層中に白色顔料を添加する場合
、剥離層を構成するバインダー樹脂量に対して、通常１００～５００質量％、好ましくは
上限を３００質量％程度、下限を２００質量％程度添加する。
【０１０６】
　以上のような離型性または凝集破壊性の剥離層には、上記の材料の他に、耐候性能を向
上させるための紫外線吸収剤、酸化防止剤、蛍光贈白剤（スチルベンゼン系、ピラゾリン
系等）等を加えてもよい。
【０１０７】
　剥離層は、上述した染料層と同様な方法で形成することができ、その厚さは、塗布乾燥
後で０．１～５．０μｍが好ましい。
　なお、白色層および剥離層は、特許第３７８９０３３合公報に記載のものが好ましく使
用される。
【０１０８】
［接着層］
　白色層の上層には接着層を有してもよい。接着層は、後述の熱転写性保護層の接着層が
好ましく適用される。
【０１０９】
［熱転写性保護層］
　熱転写性保護層（積層体）は、熱転写された白色層の上に透明樹脂からなる保護層を熱
転写で形成し、耐擦過性、耐水性、耐光性、耐候性等の耐久性を向上させるために用いら
れる。感熱転写受像シート上に転写された白色層は、耐光性、耐擦過性、耐薬品性等の画
像耐久性が不十分な場合があり、さらには白色層の下層の受容層中の染料の耐光性、耐擦
過性、耐薬品性等の画像耐久性が不十分な場合があり、このような透明保護層を設けるこ
とが好ましい。一例としてポリエチレンテレフタレート（ＰＥＴ）支持体上に、支持体側
から離型層、保護層、接着剤層の順に配設されている場合が挙げられる。保護層を複数の
層で形成することも可能である。保護層が他の層の機能を兼ね備えている場合には、離型
層、接着剤層を省くことも可能である。支持体としては、易接着層の設けられたものを用
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いることも可能である。
【０１１０】
　保護層を形成する樹脂としては、耐擦過性、耐薬品性、透明性、硬度に優れた樹脂が好
ましく、ポリエステル樹脂、ポリスチレン樹脂、アクリル樹脂、ポリウレタン樹脂、アク
リルウレタン樹脂、これら各樹脂のシリコーン変性樹脂、これら各樹脂の混合物、電離放
射線硬化性樹脂、紫外線遮断性樹脂等を例として挙げることができる。この他にも、保護
層形成用樹脂として従来から知られている各種の樹脂を用いることができる。また、紫外
線吸収性の付与、転写時の膜切れ性、光沢、白色度向上等を目的として、紫外線吸収剤、
酸化防止剤、蛍光増白剤、有機フィラー及び／又は無機フィラー等を必要に応じて適宜添
加することも好ましい。
【０１１１】
　上記アクリル樹脂としては、アクリレートモノマー、メタクリレートモノマーの中から
選ばれた少なくとも１つ以上のモノマーからなる重合体が好ましく、アクリル系モノマー
以外にスチレン、アクリロニトリル等を共重合させても良い。好ましいモノマーとしては
、メチルメタクリレートで、仕込み質量比で５０質量％以上含有していることが好ましい
。
【０１１２】
　上記ポリエステル樹脂としては、飽和ポリエステル樹脂が使用でき、ポリエステル樹脂
の酸成分としては、例えば、芳香族としては、テレフタル酸、イソフタル酸、オルソフタ
ル酸、２，６－ナフタレンジカルボン酸テトラハイドロフタル酸、ヘキサハイドロフタル
酸、ヘキサハイドロイソフタル酸、ヘキサハイドロテレフタル酸等が挙げられる。脂肪族
ジカルボン酸としては、例えば、コハク酸、アジピン酸、アゼライン酸、セバシン酸、ド
デカンジオン酸、ダイマー酸等が挙げられる。脂環族ジカルボン酸としては、例えばシク
ロヘキサンジカルボン酸、トリシクロデカンジカルボン酸、デカリンジカルボン酸等であ
り、これらの化合物はメチルエステル化されていても構わないし、それらの酸無水物であ
ってもよい。
【０１１３】
　更に、ｐ－（ヒドロキシエトキシ）安息香酸、ヒドロキシピバリン酸、γ－ブチリラク
トン、ε－カプロラクトン、フマル酸、マレイン酸、無水マレイン酸、イタコン酸、シト
ラコン酸等を必要に応じて、併用することが出来る。また、必要に応じて、トリメリット
酸、ピロメリット酸等のトリ及びテトラカルボン酸等の３官能以上のポリカルボン酸を全
カルボン酸成分に対して１０モル％以下であれば、使用することが出来る。特に芳香族ジ
カルボン酸の一部をスルホン酸或いはその塩で置換された酸成分を、１個以上１分子鎖中
に含む構成が好ましく、これらのスルホン酸置換（又はその塩の基）量の上限としては、
有機溶剤に可溶な範囲内で共重合されているほうが、他の有機溶剤可溶な添加剤や樹脂と
混合して使用できるという点で更に好ましい。これらのスルホン酸置換（又はその塩の基
）を含有する好ましい芳香族ジカルボン酸としては、スルホテレフタル酸、５－スルホイ
ソフタル酸、４－スルホフタル酸、４－スルホナフタレン－２，７－ジカルボン酸、５（
４－スルホフェノキシ）イソフタル酸等、またそれらの、アンモニウム塩、及びそのリチ
ウム、カリウム、マグネシウム、カルシウム、銅、鉄等の金属塩、が挙げられる。特に好
ましいものは５－ナトリウムスルホイソフタル酸である。
【０１１４】
　上記ポリエステルの他の原料であるポリオール成分としては、エチレングルコール、１
，２－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、ネ
オペンチルグリコール、１，５－ペンタンジオール、１，６－ヘキサンジオール、３－メ
チル－１，５－ペンタンジオール、１，９－ノナンジオール、２－エチル－２－ブチルプ
ロパンジオール、ヒドロキシピバリン酸ネオペンチルグリコールエステル、ジメチロール
ヘプタン、２，２，４－トリメチル－１，３－ペンタンジオールが挙げられる。ジエチレ
ングリコール、トリエチレングリコール、ジプロピレングリコール、さらに、ポリエチレ
ングリコール、ポリプロピレングリコール、ポリテトラメチレングリコール、ネオペンチ
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ルグリコールエチレンオキサイド付加物、ネオペンチルグリコールプロピレンオキサイド
付加物も必要により使用しうる。
【０１１５】
　芳香族含有グリコールとしては、パラキシレングリコール、メタキシレングリコール、
オルトキシレングリコール、１，４－フェニレングリコール、１，４－フェニレングリコ
ールのエチレンオキサイド付加物、ビスフェノールＡ、ビスフェノールＡのエチレンオキ
サイド付加物及びプロピレンオキサイド付加物等の、ビスフェノール類の２つのフェノー
ル性水酸基にエチレンオキサイド又はプロピレンオキサイドをそれぞれ１～数モル付加し
て得られるグリコール類が例示される。脂環族ジオール成分としては、例えば、トリシク
ロデカンジオール、トリシクロデカンジメチロール、トリシクロデカンジメタノール（Ｔ
ＣＤ－Ｍ）、シクロヘキサンジオール、１，４－シクロヘキサンジジメタノール、水素化
ビスフェノールＡ、水素化ビスフェノールＡのエチレンオキサイドおよびプロピレンオキ
サイド付加物等が挙げられる。上記ポリエステル樹脂は、ガラス転移温度は５０～１２０
℃が好ましく、又、分子量は２，０００～４０，０００の範囲が好ましく、更に４，００
０～２０，０００の範囲が保護層転写時に箔切れ性が良くなり、より好ましい。
【０１１６】
　また、電離放射線硬化性樹脂を用いることにより、耐可塑剤性や耐擦過性が特に優れた
保護層を得ることができる。具体例として、ラジカル重合性のポリマー又はオリゴマーを
電離放射線照射により架橋、硬化させるものがある。このさい、必要に応じて光重合開始
剤を添加して電子線や紫外線によって重合架橋させても良い。その他、公知の電離放射線
硬化性樹脂を用いることができる。
【０１１７】
　印画物に耐光性を付与するために、紫外線吸収剤あるいは／及び紫外線遮断性樹脂を含
有する保護層も好ましい態様である。
　保護層は、保護層形成用樹脂の種類に依存するが、前記染料層の形成方法と同様の、方
法で形成され、０．５～１０μｍ程度の厚さが好ましい。
【０１１８】
　保護層が転写時に支持体から剥離しにくい場合には、離型層を支持体と保護層との間に
形成するのも好ましい態様である。離型層は、ワックス類、シリコーンワックス、シリコ
ーン樹脂、弗素樹脂等のような離型性に優れた材料、或はサーマルヘッドの熱によって溶
融しない比較的高軟化点の樹脂、例えば、セルロース系樹脂、アクリル樹脂、ポリウレタ
ン樹脂、ポリビニルアセタール樹脂、アクリルビニルエーテル系樹脂、無水マレイン酸樹
脂、シリコーン樹脂、フッ素樹脂、あるいはこれらの樹脂にワックス等の熱離型剤を含有
させた樹脂からなる塗布液を従来公知のグラビアコート、グラビアリバースコート等の方
法で塗布、乾燥することにより形成することができる。上記の樹脂の中でも、アクリル樹
脂として、アクリル酸やメタクリル酸等の単体、または他のモノマー等と共重合させた樹
脂が好ましく、支持体との密着性、保護層との離型性において優れている。また、これら
の樹脂は単独で用いても複数を用いても良い。
　この離型層は、印画時（転写時）にはポリエチレンテレフタレート（ＰＥＴ）支持体側
に残る。
　層の厚みは０．５～５μｍ程度が好ましい。離型層中に各種の粒子を含有させることに
より、あるいは離型層の保護層側の表面をマット処理することにより表面をマット状にし
て、印画後の受像シート表面を艶消し状態にすることも可能である。
【０１１９】
　熱転写性保護層と離型層の間に剥離層を形成しても良い。剥離層は保護層と共に転写さ
れる。転写後は印画された感熱転写受像シートの白色層側の最外層となる層であって、透
明性、耐磨耗性、耐薬品性に優れた樹脂から形成される。樹脂としては、アクリル樹脂、
エポキシ樹脂、ポリエステル樹脂、スチレン樹脂等を例示することができる。充填剤、ワ
ックス類等を添加することも可能である。
【０１２０】



(28) JP 2011-62892 A 2011.3.31

10

20

30

40

50

　保護層の上に、熱転写性保護層積層体の最上層として接着剤層を設けることも好ましい
態様である。これによって保護層の転写性を良好にすることができる。
　接着剤層には、公知の粘着剤、感熱接着剤、熱可塑性樹脂を使用することができるが、
例として、ポリエステル樹脂、塩化ビニル－酢酸ビニル共重合体樹脂、アクリル樹脂、ア
クリル－紫外線吸収剤共重合体樹脂、紫外線吸収性樹脂、ブチラール樹脂、エポキシ樹脂
、ポリアミド樹脂、塩化ビニル樹脂、ポリカーボネート樹脂等の熱時接着性の良好な樹脂
を挙げることができる。これらの中でもガラス転移温度が４０℃～８０℃の熱可塑性樹脂
が好ましい。
　Ｔｇが４０℃未満であると、被覆される画像と透明保護層との接着性が不十分となリ易
い。Ｔｇが８０℃以上では、透明保護層の転写性が不十分になり易い。
　特に好ましいものは、重合度が５０～３００、さらに好ましくは５０～２５０のポリ塩
化ビニル樹脂、ポリ酢酸ビニル樹脂、塩化ビニル・酢酸ビニル共重合樹脂である。
　紫外線吸収性樹脂としては、例えば、反応性紫外線吸収剤を熱可塑性樹脂または電離放
射線硬化性樹脂に反応、結合させて得た樹脂を使用することができる。より具体的には、
サリシレート系、フェニルアクリレート系、ベンゾフェノン系、ベンゾトリアゾール系、
クマリン系、トリアジン系、ニッケルキレート系、置換アクリロニトリル系、ヒンダード
アミン系等の従来公知の非反応性有機系紫外線吸収剤に、付加重合性二重結合（例えばビ
ニル基、アクリロイル基、メタアクリロイル基など）、アルコール性水酸基、アミノ基、
カルボキシル基、エポキシ基、イソシアネート基のような反応性基を導入したものを、熱
可塑性樹脂又は電離放射線硬化性樹脂に反応、結合させて得た樹脂を使用することができ
る。
【０１２１】
　接着層は、上記のような樹脂と、ベンゾフェノン系化合物、ベンゾトリアゾール系化合
物、シュウ酸アニリド系化合物、シアノアクリレート系化合物、サリシレート系化合物等
の有機系の紫外線吸収剤や、また亜鉛、チタン、セリウム、スズ、鉄等の酸化物の如き無
機系の紫外線吸収能を有する微粒子の添加剤を加えることができる。また、添加剤として
、着色顔料、白色顔料、体質顔料、充填剤、帯電防止剤、酸化防止剤、蛍光増白剤等も適
宜、必要に応じて使用することができる。上記のような接着層を構成する樹脂と、必要に
応じて、上記のような添加剤を加えた塗工液を塗布及び乾燥することによって、好ましく
は乾燥状態で０．５～１０μｍ程度の厚みで接着層を形成する。好ましくは０．５～５μ
ｍであり、さらに好ましくは０．５～３μｍである。
【０１２２】
［耐熱滑性層］
　感熱転写シートは、染料層を塗設した支持体の面の他方の面（裏面）、すなわちサーマ
ルヘッド等に接する側に耐熱滑性層（裏面層）を設けることが好ましい。また、白色層転
写シートや、保護層転写シートの場合にも、支持体のサーマルヘッド等に接する側に耐熱
滑性層を設けることが好ましい。
　感熱転写シートの支持体の裏面とサーマルヘッド等の加熱デバイスとが直接接触した状
態で加熱されると、熱融着が起こりやすい。また、両者の間の摩擦が大きく、感熱転写シ
ートを印画時に滑らかに搬送することが難しい。
　裏面層は、感熱転写シートがサーマルヘッドからの熱エネルギーに耐え得るように設け
られるものであって、熱融着を防止し、滑らかな走行を可能にする。近年、プリンターの
高速化に伴いサーマルヘッドの熱エネルギーが増加しているため、必要性は大きくなって
いる。
　耐熱滑性層は、バインダーに滑剤、離型剤、界面活性剤、無機粒子、有機粒子、顔料等
を添加したものを塗布することによって形成される。また、裏面層と支持体との間に中間
層を設けてもよく、無機微粒子と水溶性樹脂またはエマルジョン化可能な親水性樹脂から
なる層が開示されている。
【０１２３】
　バインダーとしては、耐熱性の高い公知の樹脂を用いることができる。例として、エチ
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ルセルロース、ヒドロキシセルロース、ヒドロキシプロピルセルロース、メチルセルロー
ス、酢酸セルロース、酢酪酸セルロース、酢酸プロピオン酸セルロース、ニトロセルロー
ス等のセルロース系樹脂、ポリビニルアルコール、ポリ酢酸ビニル、ポリビニルブチラー
ル、ポリビニルアセタール、ポリビニルアセトアセタール樹脂、塩化ビニル－酢酸ビニル
共重合体、ポリビニルピロリドン等のビニル系樹脂、ポリメタクリル酸メチル、ポリアク
リル酸エチル、ポリアクリルアミド、アクリロニトリル－スチレン共重合体等のアクリル
系樹脂、ポリアミド樹脂、ポリイミド樹脂、ポリアミドイミド樹脂、ポリビニルトルエン
樹脂、クマロンインデン樹脂、ポリエステル系樹脂、ポリウレタン樹脂、ポリエーテル樹
脂、ポリブタジエン樹脂、ポリカーボネート樹脂、塩素化ポリオレフィン樹脂、フッ素樹
脂、エポキシ樹脂、フェノール樹脂、シリコーン樹脂、シリコーン変性又はフッ素変性ウ
レタン等の天然又は合成樹脂の単体又は混合物を挙げることができる。
【０１２４】
　耐熱滑性層の耐熱性を高めるため、紫外線又は電子ビームを照射して樹脂を架橋する技
術が知られている。また、架橋剤を用い、加熱により架橋させることも可能である。この
際、触媒が添加されることもある。架橋剤としては、ポリイソシアネート等が知られてお
り、このためには、水酸基系の官能基を有する樹脂が適している。特開昭６２－２５９８
８９号公報には、ポリビニルブチラールとイソシアネート化合物との反応生成物にリン酸
エステルのアルカリ金属塩又はアルカリ土類塩及び炭酸カルシウム等の充填剤を添加する
ことにより裏面層を形成することが開示されている。また、特開平６－９９６７１号公報
には、耐熱滑性層を形成する高分子化合物を、アミノ基を有するシリコーン化合物と１分
子中に２個以上のイソシアネート基を有するイソシアネート化合物を反応させることによ
り得ることが開示されている。
【０１２５】
　機能を十分に発揮させるために、裏面層には、滑剤、可塑剤、安定剤、充填剤、ヘッド
付着物除去のためのフィラー等の添加剤が配合されていても良い。
　滑剤としては、フッ化カルシウム、フッ化バリウム、フッ化黒鉛等のフッ化物、二硫化
モリブデン、二硫化タングステン、硫化鉄等の硫化物、酸化鉛、アルミナ、酸化モリブデ
ン等の酸化物、グラファイト、雲母、窒化ホウ素、粘土類（滑石、酸性白度等）等の無機
化合物からなる固体滑剤、フッ素樹脂、シリコーン樹脂等の有機樹脂、シリコーンオイル
、ステアリン酸金属塩等の金属セッケン類、ポリエチレンワックス、パラフィンワックス
等の各種ワックス類、アニオン系界面活性剤、カチオン系界面活性剤、両性界面活性剤、
ノニオン系界面活性剤、フッ素系界面活性剤等の界面活性剤を挙げることができる。
　アルキルリン酸モノエステル、アルキルリン酸ジエステルの亜鉛塩などの燐酸エステル
系界面活性剤も用いられるが、酸根を有しており、サーマルヘッドからの熱量が大になる
と燐酸エステルが分解し、更に裏面層のｐＨが低下してサーマルヘッドの腐食摩耗が激し
くなるという問題点がある。これに対しては、中和した燐酸エステル系界面活性剤を用い
る方法、水酸化マグネシウムなどの中和剤を用いる方法等が知られている。
　その他の添加剤としては高級脂肪酸アルコール、オルガノポリシロキサン、有機カルボ
ン酸およびその誘導体、タルク、シリカ等の無機化合物の微粒子等を挙げることができる
。
【０１２６】
　耐熱滑性層は、上に例示したようなバインダーに添加剤を加えた材料を溶剤中に溶解ま
たは分散させた塗工液を、グラビアコーティング、ロールコーティング、ブレードコーテ
ィング、ワイヤーバーなどの従来から公知の方法で塗布することによって形成される。０
．１～１０μｍ程度の膜厚が好ましく、さらに好ましくは０．５～５μｍ程度の膜厚であ
る。
【０１２７】
＜画像形成方法＞
　本発明の感熱転写受像シートを用いて画像形成する方法としては、本発明の感熱転写受
像シートの受容層と感熱転写シートの染料層（色材層）とが接するように重ね合わせて、
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サーマルヘッドからの画像信号に応じた熱エネルギーを付与することにより画像を形成す
る。
　具体的な画像形成は、例えば特開２００５－８８５４５号公報などに記載された方法と
同様にして行うことができる。
　立体画像においてはレンチキュラーレンズの凹凸にあわせ、画像を正確な位置に印画す
る必要がある。この方法については特許第３６０９０６５号公報に記載の方法などを使用
できる。
【実施例】
【０１２８】
実施例１
　以下、実施例を挙げて本発明をさらに具体的に説明する。以下の実施例に示す材料、使
用量、割合、処理内容、処理手順等は、本発明の趣旨を逸脱しない限り、適宜、変更する
ことができる。従って、本発明の範囲は以下に示す具体例に限定されるものではない。な
お、実施例中で、組成について部または％とある場合、特に断りのない限り質量基準であ
る。
【０１２９】
（ポリエーテル変性シリコーンの合成）
　本発明に用いられる一般式（Ｓ１）で表されるポリエーテル変性シリコーンの合成は、
伊藤邦雄著「シリコーンハンドブック」（日刊工業新聞社、１９９０年、ｐ.１６３）等
に記載されている公知の方法を用いることができる。
　具体的には、撹拌装置と温度計付きガラスフラスコ内で、平均構造式（１）：
【０１３０】
【化９】

【０１３１】
で表されるジメチルシロキサン・メチルハイドロジェンシロキサン共重合体　２０質量部
と平均構造式（２）：ＣＨ２＝ＣＨＣＨ２Ｏ（Ｃ２Ｈ４Ｏ）２０（Ｃ３Ｈ６Ｏ）２０ＣＨ

３で表される片末端アリルエーテル化ポリオキシアルキレン４０質量部とを混合し、溶媒
としてイソプロピルアルコール２０質量部を加えた。更に塩化白金酸を加えて８６℃で２
時間撹拌した後、赤外吸収スペクトルでＳｉ－Ｈを示すピークが消失していることを確認
し、さらに３０分間撹拌した。反応液を減圧濃縮することにより、下記表１に示すポリエ
ーテル変性シリコーンＳ１－１を得た。
【０１３２】
　ポリエーテル変性シリコーンＳ１－１の合成例のうち、片末端アリルエーテル化ポリオ
キシアルキレンの構造を平均構造式（３）：ＣＨ２＝ＣＨＣＨ２Ｏ（Ｃ２Ｈ４Ｏ）３５Ｃ
Ｈ３に変更した以外は同様にして下記表１に示すポリエーテル変性シリコーンＳ１－２を
得た。
【０１３３】
　ポリエーテル変性シリコーンＳ１－１の合成例のうち、片末端アリルエーテル化ポリオ
キシアルキレンの構造を平均構造式（４）：ＣＨ２＝ＣＨＣＨ２Ｏ（Ｃ２Ｈ４Ｏ）１０Ｃ
Ｈ３に変更した以外は同様にして下記表１に示すポリエーテル変性シリコーンＳ１－３を
得た。
【０１３４】
　ポリエーテル変性シリコーンＳ１－１の合成例のうち、片末端アリルエーテル化ポリオ
キシアルキレンの構造を平均構造式（５）：ＣＨ２＝ＣＨＣＨ２Ｏ（Ｃ２Ｈ４Ｏ）５０（
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Ｃ３Ｈ６Ｏ）５０ＣＨ３に変更した以外は同様にして下記表１に示すポリエーテル変性シ
リコーンＳ１－４を得た。
【０１３５】
　ポリエーテル変性シリコーンＳ１－１の合成例のうち、片末端アリルエーテル化ポリオ
キシアルキレンの構造を平均構造式（６）：ＣＨ２＝ＣＨＣＨ２Ｏ（Ｃ２Ｈ４Ｏ）４０（
Ｃ３Ｈ６Ｏ）３５ＣＨ３に変更した以外は同様にして下記表１に示すポリエーテル変性シ
リコーンＳ１－５を得た。
【０１３６】
【表１】

【０１３７】
（受容層塗布液１）：
　　　塩化ビニル／アクリル系共重合体ラテックス　　　　　　　　　２０．０質量部
　　　（ビニブラン９００、商品名、日信化学工業（株）製、固形分４０％）
　　　塩化ビニル／アクリル系共重合体ラテックス　　　　　　　　　２０．０質量部
　　　（ビニブラン６９０、商品名、日信化学工業（株）製、固形分５５％）
　　　ゼラチン（１０％水溶液）　　　　　　　　　　　　　　　　　　２．０質量部
　　　ポリビニルピロリドン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　０．５質量部
　　　（Ｋ－９０、商品名、ＩＳＰ(株)製）
　　　前記ポリエーテル変性シリコーンＳ１－４（１００％）　　　　　１．５質量部
　　　アニオン性界面活性剤Ａ１－１　　　　　　　　　　　　　　　　０．５質量部　
　　　水　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　５０．０質量部
【０１３８】
（試料１０１の作製）
　以下の工程により試料１０１を作製した。
（１）透明支持体として厚さ１８８μｍのポリエチレンテレフタレート（ＰＥＴ）フィル
ム（富士フイルム（株）製）を用い、鏡面ロール（φ３５０ｍｍ、表面温度１５℃）とニ
ップロールの間に１０ｍ／分で走行するＰＥＴフィルム（厚み１８８μｍ）を挿入して、
グリコール変性ポリエチレンテレフタレート樹脂ＰＥＴＧ（ＳＫ　ケミカル社製）と接着
性樹脂（アドマー、三菱化学（株）製）を、温度２８０℃に設定したＴダイ（吐出巾３５
０ｍｍ）より、実測樹脂温度２６０～２８０℃として共押出して、ＰＥＴフィルムと鏡面
ロールの間に供給して下引き層（厚み２２０μｍ）を形成したシートを巻取り工程で巻き
取った。
（２）下引き層上に、米国特許第２，７６１，７９１号明細書に記載の第９図に例示され
た方法により、後述の受容層塗布液１を、２．５ｇ／ｍ２となるように塗布し、受容層を
塗設した。
（３）下引き層および受容層を設置した樹脂シートを送り出し工程より１０ｍ／分で巻き
出して、レンチキュラーレンズ形状（半径１５０μｍ、レンズ高さ７０μｍ、ピッチ２５
４μｍ）を付けたエンボスロール（φ３５０ｍｍ、４０℃）とニップロールの間に挿入し
て、グリコール変性ポリエチレンテレフタレート樹脂ＰＥＴＧ（ＳＫケミカル社製）と接
着性樹脂（アドマー、三菱化学（株）製）を、温度２８０℃に設定したＴダイ（吐出巾３
３０ｍｍ）より、実測樹脂温度２６０～２８０℃として共押出して、樹脂シートとエンボ
スロールの間に供給して積層し、レンチキュラーシート（厚み３４０μｍ）を得ることが
できた。
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【０１３９】
（試料１０２の作製）
　試料１０１において、下引き層を設置しなかったこと以外は同様にして試料１０２を作
製した。
【０１４０】
（試料１０３～１０７の作製）
　試料１０１において下引き層およびレンチキュラーレンズに用いたグリコール変成ポリ
エチレンテレフタレート（ＰＥＴＧ）樹脂を、下記表２のように、ポリカーボネート（Ｐ
Ｃ）樹脂、ポリエチレン樹脂（ＰＥ）等に変更することで試料１０３～１０７を作製した
。
　なお、ポリカーボネート樹脂（ユーピロンＥ－２００、三菱エンジニアリングプラスチ
ック（株）製）を使用した場合には、Ｔダイ設定温度を３２０～３３０℃に設定し、実測
樹脂温度を２９０～３１０℃にした。またポリエチレン樹脂（スミカセンＬ４０５、住友
化学（株）製）を使用した場合には、Ｔダイ設定温度を２９０℃に設定し、実測樹脂温度
を２７０～２９０℃にした。
【０１４１】
（試料１０８～１１１の作製）
　試料１０１、１０５において、受容層塗布液１の塩化ビニル／アクリル共重合ポリマー
ラテックスであるビニブランを、下記表２のように、ポリエステルラテックスであるバイ
オナールＭＤ１１００、東洋紡（株）製）、バイオナールＭＤ１４８０、東洋紡（株）製
）に変更することで、試料１０８～１１１を作製した。
【０１４２】
【表２】

【０１４３】
（感熱転写シートの作製）
　支持体として片面に易接着処理がされている厚さ６．０μｍのポリエステルフィルム（
ダイアホイルＫ２００Ｅ－６Ｆ、商品名、三菱化学ポリエステルフィルム（株）製）の易
接着処理がされていない面に、乾燥後の固形分塗布量が１ｇ／ｍ２となるように耐熱滑性
層塗工液を塗布した。乾燥後、６０℃で熱処理を行い硬化させた。
　このようにして作製したポリエステルフィルムの易接着層塗布側に前記塗工液により、
イエロー、マゼンタ、シアンの各染料層を面順次となるように塗布した感熱転写シートを
作製した。各染料層の固形分塗布量は、０．８ｇ／ｍ２とした。
【０１４４】
耐熱滑性層塗工液
　　アクリル系ポリオール樹脂　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２６．０質量部
　　　　（アクリディックＡ－８０１、商品名、大日本インキ化学工業（株）製）
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　　ステアリン酸亜鉛　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　０．４３質量部
　　　　（ＳＺ－２０００、商品名、堺化学工業（株）製）　　
　　リン酸エステル　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１．２７質量部
　　　　（プライサーフＡ２１７、商品名、第一工業製薬（株）製）
　　イソシアネート（５０％溶液）　　　　　　　　　　　　　　　　　　８．０質量部
　　　　（バーノックＤ－８００、商品名、大日本インキ化学工業（株）製）
　　メチルエチルケトン／トルエン（質量比２／１）　　　　　　　　　　　６４質量部
【０１４５】
イエロー染料層塗工液
　　下記イエロー染料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　７．８質量部
　　ポリビニルアセタール樹脂　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　６．１質量部
　　　　（エスレックＫＳ－１、商品名、積水化学工業（株）製）
　　ポリビニルブチラール樹脂　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２．１質量部
　　　　（デンカブチラール＃６０００－Ｃ、商品名、電気化学工業（株）製）
　　離型剤　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　０．０５質量部
　　　　（Ｘ－２２－３０００Ｔ、商品名、信越化学工業（株）製）
　　離型剤　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　０．０３質量部
　　　　（ＴＳＦ４７０１、商品名、モメンティブ・パフォーマンス・
　　　　　マテリアルズ・ジャパン合同会社製）
　　マット剤　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　０．１５質量部
　　　　（フローセンＵＦ、商品名、住友精化（株）製）
　　メチルエチルケトン／トルエン（質量比２／１）　　　　　　　　　　　８４質量部
【０１４６】
マゼンタ染料層塗工液
　　下記マゼンタ染料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　７．８質量部
　　ポリビニルアセタール樹脂　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　８．０質量部
　　　　（エスレックＫＳ－１、商品名、積水化学工業（株）製）
　　ポリビニルブチラール樹脂　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　０．２質量部
　　　　（デンカブチラール＃６０００－Ｃ、商品名、電気化学工業（株）製）
　　離型剤　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　０．０５質量部
　　　　（Ｘ－２２－３０００Ｔ、商品名、信越化学工業（株）製）
　　離型剤　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　０．０３質量部
　　　　（ＴＳＦ４７０１、商品名、モメンティブ・パフォーマンス・
　　　　　マテリアルズ・ジャパン合同会社製）
　　マット剤　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　０．１５質量部
　　　　（フローセンＵＦ、商品名、住友精化（株）製）
　　メチルエチルケトン／トルエン（質量比２／１）　　　　　　　　　　　８４質量部
【０１４７】
シアン染料層塗工液
　　下記シアン染料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　７．８質量部
　　ポリビニルアセタール樹脂　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　７．４質量部
　　　　（エスレックＫＳ－１、商品名、積水化学工業（株）製）
　　ポリビニルブチラール樹脂　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　０．８質量部
　　　　（デンカブチラール＃６０００－Ｃ、商品名、電気化学工業（株）製）
　　離型剤　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　０．０５質量部
　　　　（Ｘ－２２－３０００Ｔ、商品名、信越化学工業（株）製）
　　離型剤　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　０．０３質量部
　　　　（ＴＳＦ４７０１、商品名、モメンティブ・パフォーマンス・
　　　　マテリアルズ・ジャパン合同会社製）
　　マット剤　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　０．１５質量部
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　　　　（フローセンＵＦ、商品名、住友精化（株）製）
　　メチルエチルケトン／トルエン（質量比２／１）　　　　　　　　　　　８４質量部
【０１４８】
【化１０】

【０１４９】
　特許第３７８９０３３号公報に記載の方法に準じて、染料層の作製に使用したものと同
じポリエステルフィルムに、以下に示す組成の離型層、白色層塗工液を塗布し、転写性白
色層積層体を形成した。乾膜時の塗布量は離型層０．６ｇ／ｍ２、白色層２．０ｇ／ｍ２

とした。
【０１５０】
剥離層塗工液
　　アクリル樹脂　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１６質量部
　　　　（ＬＰ－４５Ｍ、商品名、総研化学（株）製）
　　ポリエチレンワックス（平均粒径：約１．１μｍ）　　　　　　　　　８質量部
　　トルエン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　７６質量部
白色層塗工液
　　変成アクリル樹脂
　　　　（アクリディックＢＺ－１１６０、商品名、大日本インキ（株）製）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２０質量部
　　酸化チタン（アナターゼ型）
　　　　（ＴＣＡ８８８、商品名、トーケムプロダクツ（株）製）　　　４０質量部
　　蛍光増白剤
　　　　（Ｕｖｉｔｅｘ　ＯＢ、商品名、チバ・ガイギー社製）　　　０．３質量部
　　トルエン／イソプロピルアルコール（質量比１／１）　　　　　　　４０質量部
【０１５１】
（画像形成方法）
　画像形成のためのプリンターには　富士フイルム（株）製　フジフイルムサーマルフォ
トプリンター　ＡＳＫ－２０００（商品名）を、上記感熱熱転写シートと上記感熱転写受
像シートが装填可能なように、特許第３７８９０３３号公報および特許第３６０９０６５
号公報を参照して改造を行い、最低濃度から最高濃度までの全域のグレーの階調が得られ
る設定で出力した。
【０１５２】
（Ｄｍａｘ評価）
　上記の条件で得られた黒画像のＶｉｓｕａｌ濃度をＰｈｏｔｏｇｒａｐｈｉｃ　Ｄｅｎ
ｓｉｔｏｍｅｔｅｒ（Ｘ－Ｒｉｔｅ　ｉｎｃｏｒｐｏｒａｔｅｄ社製）で測定した。
【０１５３】
（転写故障の評価）
　各試料に対し、上記Ｄｍａｘ部分の黒画像２Ｌサイズ１０枚を連続印画し、スポット状
に白色あるいは着色した転写故障の数を目視評価した。
【０１５４】
(立体感の評価)
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　各試料に対しスナップ写真２Ｌサイズ５０枚を連続印画し、画像の立体感を官能評価し
た。画像は、山などの遠景をバックに人物を撮影した写真、写真館で撮影した家族写真、
ウエディングドレスを着た女性のひとり立ち写真を用い、背景に対して人物が、浮き出し
て見えるかどうか、人の顔が立体的に見えるかどうかを官能評価した。
 
　　点数５：全て立体感が高い。
　　点数４：立体感が低い画像が３枚未満
　　点数３：立体感が低い画像が３枚以上７枚未満
　　点数２：立体感が低い画像が７枚以上１０枚未満
　　点数１：立体感が低い画像が１０枚以上
 
　山などの遠景をバックに人物を撮影した写真は、立体感がでやすいものの、写真館で撮
影した家族写真、ウエディングドレスを着た女性のひとり立ち写真は、立体感が出にくい
画像であった。
【０１５５】
（通過故障の評価）
　各試料に対し、スナップ写真２Ｌサイズ１０００枚を連続印画し、プリンター機内にプ
リントが引っかかり、動作が停止してしまう故障回数を評価した。
【０１５６】
　得られた結果を下記表３に示す。
　試料１０１、１０７～１１１の本発明の感熱受像シートは比較例の感熱受像シート１０
２～１０４、１０６と比較して、転写故障が少なくかつ立体感の低い画像の出現頻度が低
く、顕著な効果を示した。また通過故障も少なかった。
　下引き層がＰＥＴＧ、受容層ポリマーラテックスが塩化ビニル／アクリル共重合体であ
る試料１０１においては特に効果が顕著であり、また受容層ポリマーラテックスに塩化ビ
ニル／アクリル共重合体を用いることで、高Ｄｍａｘの効果もあることがわかる。
【０１５７】
【表３】

【０１５８】
実施例２
　試料１０１において受容層塗布液１のポリエーテル変成シリコーンＳ１－４を等質量、
Ｓ１－１、Ｓ１－２、Ｓ１－３、Ｓ１－５にそれぞれ置き換えた試料２０１～２０４を作
製し、実施例１と同様の評価を行った。この結果、効果の程度に差はあるもののいずれも
、転写故障、立体感、Ｄｍａｘ、通過故障の改良効果が認められた。なお、試料１０１に
おいて、ポリエーテル変性シリコーンＳ１－４を使用しないことのみ異なる試料２０５を
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作製して同様の評価を行ったところ、一般式（Ｓ１）で表されるポリエーテル変性シリコ
ーンを使用することにより、これらの効果をレベルアップしていることを確認した。
【符号の説明】
【０１５９】
　１　ダイ
　２　エンボスロールあるいは鏡面ロール
　３　ニップローラ
　４　剥離ローラ
　５　押し出し機
　６　樹脂ホッパ
　７　塗布・乾燥工程
　８　基材シート
　９　基材シートに押し出しラミネートされたシート
　１０　樹脂シート

【図１】
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