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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　色素およびボレート錯体を含む感光性組成物に於いて、ニトロキシル化合物とバインダ
ーとして側鎖に重合性二重結合を有するポリマーを含むことを特徴とする感光性組成物。
【請求項２】
　ボレート錯体を対アニオンとして含む四級塩化合物とカチオン性色素およびニトロキシ
ル化合物とバインダーとして側鎖に重合性二重結合を有するポリマーを含むことを特徴と
する感光性組成物。
【請求項３】
　ボレート錯体を対アニオンとして含むカチオン色素とニトロキシル化合物とバインダー
として側鎖に重合性二重結合を有するポリマーを含むことを特徴とする感光性組成物。
【請求項４】
　色素およびボレート錯体を含む感光性組成物に於いて、ニトロキシル化合物とトリハロ
アルキル置換化合物を含むことを特徴とする感光性組成物。
【請求項５】
　ボレート錯体を対アニオンとして含む四級塩化合物とカチオン性色素およびニトロキシ
ル化合物とトリハロアルキル置換化合物を含むことを特徴とする感光性組成物。
【請求項６】
　ボレート錯体を対アニオンとして含むカチオン色素とニトロキシル化合物とトリハロア
ルキル置換化合物を含むことを特徴とする感光性組成物。
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【請求項７】
　該感光性組成物に含まれるバインダーとしてカルボキシル基を有するポリマーを含むこ
とを特徴とする請求項１～６のいずれか１項に記載の感光性組成物。
【請求項８】
　該感光性組成物中に更に重合性二重結合を有する化合物を含むことを特徴とする請求項
１～７のいずれか１項に記載の感光性組成物。
【請求項９】
　感光性組成物中に含まれる該色素が７５０ｎｍ以上の波長領域の光を吸収することを特
徴とする請求項１～８のいずれか１項に記載の感光性組成物。
【請求項１０】
　色素とボレート錯体およびニトロキシル化合物を含む感光性組成物を利用したことを特
徴とする感光性平版印刷版材料。
【請求項１１】
　ボレート錯体を対アニオンとして含む四級塩化合物とカチオン性色素およびニトロキシ
ル化合物を含む感光性組成物を利用したことを特徴とする感光性平版印刷版材料。
【請求項１２】
　ボレート錯体を対アニオンとして含むカチオン色素とニトロキシル化合物を含む感光性
組成物を利用したことを特徴とする感光性平版印刷版材料。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は感光性組成物に関し、更にこれを利用した感光性平版印刷版材料に関する。更に
詳しくは、レーザーを用いて画像形成可能な感光性組成物および感光性平版印刷版材料に
関する。更に、プリント配線基板作成用レジストや、カラーフィルター、蛍光体パターン
の形成等に好適な感光性組成物に関する。また、特に近赤外光の波長範囲にある光に感度
を有するネガ型の感光性平版印刷版に関する。
【０００２】
【従来の技術】
可視光に感光性を有する光ラジカル発生系の一つの例として、ボレート錯体を対アニオン
に有するカチオン性色素を利用する系が広く知られている。例えば特開昭６２－１４３０
４４号公報、米国特許第４，７７２，５３０号、同４，７７２，５４１号公報等に記載さ
れるように、可視光領域に吸収を有する種々のカチオン性色素に対し、対アニオンとして
トリフェニルアルキルボレート等のようなボレート錯体を導入することで、カチオン性色
素が吸収する波長領域の光により高感度なラジカル発生を行うことが知られている。この
場合の機構として、光励起された色素ヘボレート錯体から電子移動を行い、電子一個を失
ったボレート錯体からアルキルラジカルが開裂して発生することから光ラジカル発生系を
構成するものと説明されている。　カチオン性色素の選択により種々の波長の光に感光性
を有する光ラジカル発生系が容易に組めるため、これらを利用した光重合系をマイクロカ
プセル内に封入した感光系を用いるフルカラー記録材料が上記特許明細書中に記載されて
いる。
【０００３】
上記のようなボレート錯体は色素と結合した形でなくとも、例えば金属イオンやアンモニ
ウム等のカチオンとの組み合わせによる塩であっても、これらと色素との組み合わせにお
いても同様な光ラジカル発生系と成りうることが知られている。米国特許第４，９５０，
５８１号公報においては、対アニオンを有しないメロシアニン、クマリン、キサンテン、
チオキサンテン色素等と金属ボレート塩、アンモニウムボレート塩の組み合わせからなる
光ラジカル発生系が開示されており、或いは米国特許第５，１４３，８１８号公報等には
アニオン色素との組み合わせにおける同様な光ラジカル発生系が開示されている。
【０００４】
上記のような種々の光ラジカル発生系は通常アクリレートモノマー等のモノマーとの組み
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合わせによって光重合開始系としての使われ方をする場合が多いが、アクリレートモノマ
ーの暗所での熱重合を防止し、系の保存性を向上させる目的で種々の重合禁止剤、酸化防
止剤等の安定化剤を添加することが行われる。しかしながら、こうした場合に於いてもボ
レート錯体と組み合わせて用いる色素の性質によっては暗所での熱的なラジカル発生ある
いはボレート錯体の分解が無視できない場合があった。特に、感光波長が可視光領域に於
いても長波長になるに従い、こうした波長に感光性を持たせるための色素とボレート錯体
の組み合わせに於いては、熱的な安定性が不足し、高温下で保存された場合や、室温下に
於いても長期に亘る保存を経た場合には感度が大幅に低下する場合や、カブリを生ずる問
題があり、こうした保存性を改良する方法が求められていた。
【０００５】
感光波長については、近年小型で安価な近赤外光領域の半導体レーザーが露光光源として
注目されており、或いは１０００ｎｍを越える赤外光領域の固体レーザーも露光光源とし
て使用される場合があり、これらを利用するため、可視光より長波長の光、即ち７５０ｎ
ｍ以上の波長での近赤外領域、赤外領域に感光性を持たせることが検討されてきた。上記
のボレート錯体を利用する系に於いても、こうした近赤外および赤外波長領域に吸収を有
する色素とボレート錯体の組み合わせが検討されているが、熱的な安定性に関しては、可
視光領域の感光系と比較しても極めて安定性に劣る場合があり解決策が求められているの
が現状である。
【０００６】
光ラジカル発生系を利用した感光性組成物の応用の一つとして平版印刷版が挙げられる。
特にレーザー露光によりラジカルを発生させ、露光部に於いてラジカル重合あるいはラジ
カル架橋反応が生起されることで露光部が硬化し、未露光部との溶解性に差異を生じるた
めに、適当な現像液で処理を行うことにより支持体表面にレリーフ像が形成され、この部
分にインキを選択的に付着させることで印刷版としての利用が行われる。
【０００７】
上記のような印刷版用途での検討はボレート錯体を用いる系およびそれ以外の光ラジカル
発生系および光重合開始系でも行われているが、高感度および保存性の両者を満足する安
定な材料が未だ見出されておらず、改善が求められていた。
【０００８】
【発明が解決しようとする課題】
　本発明は、上記のようなボレート錯体を含む光ラジカル発生系とこれを利用した感光性
組成物および平版印刷版材料に於いて、熱的安定性を改良し、長期に亘る保存性において
も良好な安定性を示す高感度な感光性組成物およびこれを用いた平版印刷版材料を提供す
ることを課題とする。さらに、７５０ｎｍ以上の近赤外および赤外光の波長領域の光に感
光性を有するボレート錯体を含む熱安定性および長期に亘る保存性に優れた感光性組成物
およびこれを利用した平版印刷版材料を提供することを課題とする。
【０００９】
【課題を解決するための手段】
上記課題は、ボレート錯体と色素を含む感光系において、ニトロキシル化合物を併せて含
むことで基本的には解決出来る。本発明に於いて言うボレート錯体とは一般式化１で表さ
れる構造を有するアニオンである。
【００１０】
【化１】

【００１１】
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化１において、Ｒ1，Ｒ2，Ｒ3およびＲ4は各々同じであっても異なっていても良く、アル
キル基、アリール基、アラルキル基、アルケニル基、アルキニル基、シクロアルキル基、
複素環基を表す。これらの内で、Ｒ1，Ｒ2，Ｒ3およびＲ4の内の一つがアルキル基であり
、他の置換基がアリール基である場合が特に好ましい。
【００１２】
上記のボレート錯体はアニオンであり、これと塩を形成するカチオンが同時に存在する。
この場合のカチオンとしては、アルカリ金属イオン、オニウムイオンおよびカチオン性色
素が挙げられる。オニウム塩としては、アンモニウム、スルホニウム、ヨ一ドニウムおよ
びホスホニウム化合物が挙げられる。アルカリ金属イオンおよぴオニウム化合物とボレー
ト錯体との塩を用いる場合には、別に増感色素を添加することで可視光から赤外光の波長
範朗での感光性を付与することが行われるが、カチオン性色素を対カチオンとして使用す
る場合に於いては、こうしたカチオン性色素が目的とする波長領域の光を吸収する場合に
は、別途増感色素を添加する必要がない場合もある。
【００１３】
本発明で言うニトロキシル化合物とは、例えばＴＥＭＰＯ（２，２，６，６－テトラメチ
ルビペリジン－４－オキシル）のように酸素中心ラジカルやビニルモノマーとは反応せず
、炭素中心ラジカルと速やかに反応するためスピントラップ剤、重合禁止剤として広く利
用されているものであり、一般式化２で表される化合物を言う。さらに、好ましいニトロ
キシル化合物の例を化３に示す。
【００１４】
【化２】

【００１５】
化２において、Ｒ5，Ｒ6，Ｒ7およびＲ8は各々同じであっても異なっていても良く・水素
原子、或いはリン酸エステル基等のようなその他置換可能な任意の基を表す。Ｒ9および
Ｒ10は各々同じであっても異なりていても良く、置換していても良いアルキル基、アリー
ル基を表すが、互いに連結して環を形成していても良い。環を形成する場合に於いては環
を形成するアルキレン鎖上において水酸基、カルボキシル基、アルコキシ基、アミノ基、
イソシアナート基等の置換基が結合していても良い。
【００１６】
【化３】
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【００１７】
先に述べたボレート錯体を含む光ラジカル発生系においては、暗所に於いても種々の機構
によりボレート錯体の分解やこれと組み合わせて使用する色素の分解等により感度が徐々
に低下する問題がある。特に高温下で保存された場合の感度劣化が著しい場合があるが、
こうした感度劣化を防止する上で上記のようなニトロキシル化合物が極めて有効であるこ
とを見出したことが本発明の骨子である。
【００１８】
ボレート錯体を用いる系に限らず、一般的に光重合開始系を利用した感光性組成物に於い
ては、重合用モノマーとして種々のアクリレートモノマー等が使用される場合があり、こ
の場合、モノマーの熱重合を防止する等の目的で種々の重合禁止剤が通常添加される。重
合禁止剤として例えば、キノン系、フェノール系等の化合物が使用され、ハイドロキノン
、ｐ－メトキシフェノール、カテコール、ｔ－ブチルカテコール、２－ナフトール、２，
６－ジ－ｔ－ブチル－ｐ－クレゾール等の化合物が用いられることがある。これらの重合
禁止剤は感光材料の保存中に生じるモノマーの熱重合を防止する上で有効であるが、感光
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材料の感度低下を防止する上では何ら効果が期待されず、特に本発明に係わるボレート錯
体を含む感光材料では、感度低下に関し何ら効果が認められないものであった。本発明に
係わるニトロキシル化合物は重合禁止剤としての効果があることは知られているが、ボレ
ート錯体を含む感光材料に於いて感度低下を有効に防止する効果については従来知られて
いなかった事実である。
【００１９】
本発明に係わる好ましい様態の一つとして、ボレート錯塩を色素とともに含む感光性組成
物であり、この場合のボレート錯塩は可視光から赤外光の波長領域に感光性を示さず、増
感色素の添加によって初めてこうした波長領域の光に感光性を示すものである。
【００２０】
この場合のボレート錯塩としては、先に示した化１で表されるボレート錯体を対アニオン
として含む塩であり、塩を形成するカチオンとしてはアルカリ金属イオンおよびオニウム
化合物が好ましく使用される。特に好ましい例は、ボレート錯体とのオニウム塩として、
テトラアルキルアンモニウム塩等のアンモニウム塩、トリアリールスルホニウム塩等のス
ルホニウム塩、トリアリールアルキルホスホニウム塩等のホスホニウム塩が挙げられる。
特に好ましいボレート錯塩の例を化４に示す。
【００２１】
【化４】
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【００２２】
上記のようなボレート錯塩とともに使用する増感色素については特に制限は無いが、カチ
オン性色素、アニオン性色素および電荷を有しない中性の色素としてメロシアニン、クマ



(8) JP 4092055 B2 2008.5.28

10

リン、キサンテン、チオキサンテン、アゾ色素等が使用できる。これらの内で特に好まし
い例は、カチオン色素としてのシアニン、カルボシアニン、へミシアニン、メチン、ポリ
メチン、トリアリールメタン、インドリン、アジン、チアジン、キサンテン、オキサジン
、アクリジン、ローダミンおよびアザメチン色素から選ばれる色素である。これらのカチ
オン性色素との組み合わせに於いては特に高感度でかつ保存性に優れるために好ましく使
用される。
【００２３】
上記の色素の内で、特に本発明の課題の一つである７５０ｎｍ以上の近赤外から赤外光の
波長領域の光に感光性を持たせる系に於いては、増感色素としてこうした波長領域に吸収
を有することが必要であり、こうした目的で使用される特に好ましい例を化５および化６
に示す。
【００２４】
【化５】
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【化６】

【００２６】
上記のような色素とボレート錯塩の量的な比率に於いて好ましい範囲が存在する。色素１
重量部に対してボレート錯塩は０．０１重量部から１００重量部の範囲で用いることが好
ましく、更に好ましくはボレート錯塩は０．１重量部から５０重量部の範囲で使用するこ
とが好ましい。一般に色素に対するボレート錯塩の割合が増加するに従って感度が上昇す
るため、両者の比率を調整することで感度を最適な程度に調整することが出来るため極め
て好ましい。
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さらに、上記の系について先に述べたニトロキシル化合物を添加することにより保存性が
大幅に改善されるものであるが、ボレート錯塩に対するニトロキシル化合物の割合に関し
ても好ましい範囲が存在する。即ち、ボレート化合物１重量部に対してニトロキシル化合
物は０．００１重量部から１重量部の範囲で使用することが好ましく、これを下回る割合
では保存性を向上させる効果が認め難く、また上限を上回る割合で使用した場合にはニト
ロキシル化合物がラジカルを失活させる影響が大きく、感度を低下させる場合があるため
好ましくない。
【００２８】
本発明に係わる好ましい様態のもう一つの場合として、ボレート錯体を対アニオンとして
含むカチオン性色素を含む感光性組成物であり、この場合のおいてもニトロキシル化合物
を添加することによって、高感度でかつ保存性に優れた感光性組成物を得ることが出来る
。ボレート錯体が色素の対アニオンとして含まれることにより、先の場合と同様に高感度
であることが特徴であるが、この場合に於いてはボレート錯体と色素の比率が固定されて
いるために、感度については色素およびボレート錯体の構造のみで決定されるが、必要に
応じて、先に述べたようなボレート錯塩を適宜添加することによっても感度を調整するこ
とが可能である。
【００２９】
この場合についても近赤外から赤外光の波長領域に感度を有するための好ましい色素／ボ
レート錯体の例を化７および化８に示す。
【００３０】
【化７】
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【００３１】
【化８】
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【００３２】
上記のような色素／ボレート錯体の系を使用した場合に於いても、ニトロキシル化合物の
割合については先の場合と同様に好ましい範囲が存在する。即ち、色素／ボレート錯体１
重量部に対して、ニトロキシル化合物の好ましい割合は０．０１重量部から１０重量部で
あり、さらには、０．１重量部から５重量部の範囲で用いる場合が保存性を顕著に向上さ
せるため極めて好ましい。
【００３３】
以上述べてきたような色素、ボレート錯体およびニトロキシル化合物を含む感光性組成物
において、高感度であり保存性に優れた光ラジカル発生系が見出されたものであるが、こ
こで発生するラジカルを利用する感光性組成物としては、上記の要素以外に種々の添加物
を組み合わせることで種々の目的に対応した感光性材料を構成することが可能である。こ
うした他の要素としては、バインダー、重合性化合物、重合禁止剤、着色剤、光重合促進
剤等が挙げられる。
【００３４】
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上記に挙げた要素の一つとしてのバインダーについては特に制限は無いが、使用する色素
、ボレート錯体、ニトロキシル化合物や他の添加剤を含んでいてもこれらを析出すること
が無い溶解性が高いことが好ましい。具体的には、スチレン、４－メチルスチレン、4－
ヒドロキシスチレン、4一アセトキシスチレン、4－カルポキシスチレン、4一アミノスチ
レン、クロロメチルスチレン、4－メトキシスチレン等のスチレン誘導体、メタクリル酸
メチル、メタクリル酸エチル、メタクリル酸ブチル、メタクリル酸ヘキシル、メタクリル
酸２－エチルヘキシル、メタクリル酸シクロヘキシル、メタクリル酸ドデシル等のメタク
リル酸アルキルエステル類、メタクリル酸フェニル、メタクリル酸ベンジル等のメタクリ
ル酸アリールエステル或いはアルキルアリールエステル類、メタクリル酸２－ヒドロキシ
エチル、メタクリル酸２－ヒドロキシプロピル、メタクリル酸メトキシジエチレングリコ
ールモノエステル、メタクリル酸メトキシポリエチレングリコールモノエステル、メタク
リル酸ポリプロピレングリコールモノエステル等のアルキレンオキシ基を有するメタクリ
ル酸エステル類、メタクリル酸２－ジメチルアミノエチル、メタクリル酸２－ジエチルア
ミノエチル等のアミノ基含有メタクリル酸エステル類、或いはアクリル酸エステルとして
これら対応するメタクリル酸エステルと同様の例、或いは、リン酸基を有するモノマーと
してビニルホスホン酸等、或いは、アリルアミン、ジアリルアミン等のアミノ基含有モノ
マー類、或いは、ビニルスルホン酸およびその塩、アリルスルホン酸およびその塩、メタ
リルスルホン酸およびその塩、スチレンスルホン酸およびその塩、２－アクリルアミド－
２－メチルプロパンスルホン酸およびその塩等のスルホン酸基を有するモノマー類、４－
ビニルピリジン、２－ビニルピリジン、Ｎ－ビニルイミダゾール、N－ビニルカルバゾー
ル等の含窒素複素環を有するモノマー類、或いは４級アンモニウム塩基を有するモノマー
として４－ビニルベンジルトリメチルアンモニウムクロライド、アクリロイルオキシエチ
ルトリメチルアンモニウムクロライド、メタクリロイルオキシエチルトリメチルアンモニ
ウムクロライド、ジメチルアミノプロピルアクリルアミドのメチルクロライドによる４級
化物、N－ビニルイミダゾールのメチルクロライドによる４級化物、４－ビニルベンジル
ピリジニウムクロライド等、或いはアクリロニトリル、メタクリロニトリル、またアクリ
ルアミド、メタクリルアミド、ジメチルアクリルアミド、ジエチルアクリルアミド、N－
イソプロピルアクリルアミド、ジアセトンアクリルアミド、N－メチロールアクリルアミ
ド、N－メトキシエチルアクリルアミド、４－ヒドロキシフェニルアクリルアミド等のア
クリルアミドもしくはメタクリルアミド誘導体、さらにはアクリロニトリル、メタクリロ
ニトリル、フェニルマレイミド、ヒドロキシフェニルマレイミド、酢酸ビニル、クロロ酢
酸ビニル、プロビオン酸ビニル、酪酸ビニル、ステアリン酸ビニル、安息香酸ビニル等の
ビニルエステル類、またメチルビニルエーテル、ブチルビニルエーテル等のビニルエーテ
ル類、その他、N－ビニルピロリドン、アクリロイルモルホリン、テトラヒドロフルフリ
ルメタクリレート、塩化ビニル、塩化ビニリデン、アリルアルコール、ビニルトリメトキ
シシラン、グリシジルメタクリレート等各種モノマーを単独あるいはこれらの任意の組み
合わせで含む共重合体をバインダーとして使用することが出来る。
【００３５】
さらにはバインダーとしては、アルカリ性水溶液に可溶性を有することが好ましく、その
ためにカルボキシル基含有モノマーを共重合成分として含む重合体であることが特に好ま
しい。この場合、共重合体組成にカルボキシル基含有モノマーの割合として、トータル組
成１００重量％中に於いて５重量％以上９９重量％以下であることが好ましく、これ以下
の割合では共重合体がアルカリ水溶液に溶解しない場合がある。
【００３６】
上記のカルボキシル基含有モノマーとしては、アクリル酸、メタクリル酸、アクリル酸２
－カルボキシエチルエステル、メタクリル酸２－カルボキシエチルエステル、クロトン酸
、マレイン酸、フマル酸、マレイン酸モノアルキルエステル、フマル酸モノアルキルエス
テル、４－カルボキシスチレン等のような例が挙げられる。
【００３７】
上記の例以外のバインダーの好ましい例としてはフェノール性水酸基を有するポリマーが
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挙げられ、ポリビニルフェノール、フェノール樹脂、ポリヒドロキシベンザール等もバイ
ンダーとして好ましく用いることが出来る。
【００３８】
バインダーの構造中には光ラジカル発生剤から生じるラジカルに反応性を有する置換基を
有する場合も好ましく用いられる。例えば、バインダ←側鎖に重合性二重結合を導入した
場合については極めて高感度なネガ型の感光性組成物を与えることから特に好ましく用い
られる。特に好ましいバインダーの例を化９、化１０および化１１に示す。尚、式中の数
字は重合体中の各繰り返し単位の重量部を表す。
【００３９】
【化９】

【００４０】
【化１０】
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【００４２】
上記のようなバインダー中に於ける色素、ボレート錯体およびニトロキシル化合物に対す
る割合に於いては好ましい範囲が存在する。後者の３つの要素に関する好ましい割合は既
に述べた通りであるが、例えばバインダーに対する色素の好ましい割合については、バイ
ンダー１重量部に対して色素は０．００１から１重量部の範囲で用いることが好ましく、
さらに０．００５から０．５重量部の範囲で用いられることが更に好ましい。
【００４３】
感光性組成物を構成する他の要素として重合性化合物即ち重合性二重結合を有する化合物
が挙げられる。好ましい重合性化合物の例としては、ブチルアクリレート、イソブチルア
クリレート、ラウリルアクリレート、セチルアクリレート、ステアリルアクリレート、シ
クロヘキシルアクリレート、イソノルボルニルアクリレート、ベンジルアクリレート、２
－フェノキシエチルアクリレート、テトラヒドロフルフリルアクリレート、２－ヒドロキ
シエチルアクリレート、２一メトキシエチルアクリレート等の単官能アクリル系モノマー
や、１，４－ブタンジオールジアクリレート、１，６－ヘキサンジオ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、テトラエチレングリコールジアクリレート、
トリスアクリロイルオキシエチルイソシアヌレート、トリプロピレングリコールジアクリ
レート、エチレングリコールグリセロールトリアクリレート、グリセロールエポキシトリ
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、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等の多官能アクリル系モノマーが
挙げられる。
【００４４】
或いは、上記の重合性化合物に代えてラジカル重合性を有するオリゴマーも好ましく使用
され、アクリロイル基、メタクリロイル基を導入した各種オリゴマーとしてポリエステル
（メタ）アクリレート、ウレタン（メタ）アクリレート、エポキシ（メタ）アクリレート
等も同様に使用されるが、これらも重合性化合物として同様に扱うことが出来る。
【００４５】
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或いは上記以外の重合性化合物として、スチレンおよびスチレン誘導体が挙げられ、特に
好ましい重合性化合物として化１２に示す例が挙げられる。
【００４６】
【化１２】

【００４７】
上記のような重合性化合物とバインダーの比率に関しては好ましい範囲が存在し、バイン
ダー１重量部に対して重合性化合物は０．０１重量部から１０重量部の範囲で含まれるこ
とが好ましく、さらに０．０５重量部から１重量部の範囲で含まれることが特に好ましい
。
【００４８】
感光性組成物を構成する他の要素として重合禁止剤の添加も好ましく行うことが出来る。
例えば、キノン系、フェノール系等の化合物が好ましく使用され、ハイドロキノン、ｐ－
メトキシフェノール、カテコール、t－ブチルカテコール、２－ナフトール、２，６－ジ
－t－ブチル－ｐ－クレゾール等の化合物が好ましく用いられる。これらの重合禁止剤と
先に述べた重合性化合物との好ましい割合は、重合性化合物１重量部に対して０．００１
から０．１重量部の範囲で使用することが好ましい。
【００４９】
感光性組成物を構成する他の要素として着色剤の添加も好ましく行うことが出来る。着色
剤としては露光および現像処理後に於いて画像部の視認性を高める目的で使用されるもの
であり、カーボンブラック、フタロシアニン系色素、トリアリールメタン系色素、アント
ラキノン系色素、アゾ系色素等の各種の色素および顔料を使用することが出来、バインダ
ー１重量郡に対して０．００５重量部から０．５重量部の範囲で好ましく添加することが
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【００５０】
感光性組成物を構成する他の要素として光重合促進剤の添加も好ましく行うことが出来る
。光重合促進剤として用いることの出来る例としては、トリハロアルキル置換された含窒
素複素環化合物としてｓ－トリアジン化合物およびオキサジアゾール誘導体、トリハロア
ルキルスルホニル化合物、ヘキサアリールビイミダゾール、チタノセン化合物、ケトオキ
シム化合物、チオ化合物、有機過酸化物等が好ましい例として挙げることが出来る。
【００５１】
上記の内、本発明において特に好ましい光重合促進剤はトリハロアルキル置換化合物であ
り、トリハロアルキル置換したs－トリアジン化合物やトリハロアルキルスルホニル化合
物が極めて好ましく用いることが出来る。これらの特に好ましい例を化１３および化１４
に示す。
【００５２】
【化１３】

【００５３】
【化１４】
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【００５４】
光重合促進剤を用いる場合に於いて、その感光性組成物中に於ける好ましい範囲が存在し
、感光性組成物トータル１００重量部中に於ける割合として０．５重量郡から５０重量部
の範囲で含まれることが好ましい。
【００５５】
感光性組成物を構成する要素については上述の要素以外にも種々の目的で他の要素を追加
して含有することも出来る。例えば感光性組成物のブロッキングを防止する目的もしくは
現像後の画像のシャープネス性を向上させる等の目的で無機物微粒子あるいは有機物微粒
子を添加することも好ましく行われる。さらには感光層を保護する目的等で感光層に隣接
する形で別の層を設けても良く、具体的にはポリビニルアルコール等を用いたオーバー層
を感光層上に設けることも好ましく行うことが出来る。
【００５６】
上記に示す様な感光性組成物を利用した平版印刷版材料として使用する場合の感光層自体
の厚みに関しては、支持体上に０．５ミクロンから１０ミクロンの範囲の乾燥厚みで形成
することが好ましく、さらに１ミクロンから５ミクロンの範囲であることが耐刷性を大幅
に向上させるために極めて好ましい。感光層は上述した種々の要素を混合した溶液を作成
し、公知の種々の塗布方式を用いて支持体上に塗布、乾燥される。支持体については、例
えばフィルムやポリエチレン被覆紙を使用しても良いが、より好ましい支持体は、研磨さ
れ、陽極酸化皮膜を有するアルミニウム板である。
【００５７】
上記のようにして支持体上に形成された感光層を有する材料を印刷版として使用するため
には、これに密着露光あるいはレーザー走査露光を行い、露光された部分が架橋すること
でアルカリ性現像液に対する溶解性が低下することから、後述するアルカリ性現像液によ
り未露光部を溶出することでパターン形成が行われる。
【００５８】
本発明に係わるレーザー走査露光に使用する特に好ましいレーザー光源は、近赤外領域に
発振波長を有するレーザーであり、各種半導体レーザー、ＹＡＧレーザーやガラスレーザ
ー等の固体レーザーが最も好ましい。
【００５９】
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アルカリ性現像液としては、バインダーを溶解する液で有れば特に制限は無いが、好まし
くは、水酸化ナトリウム、水酸化カリウム、珪酸ナトリウム、珪酸カリウム、メタ珪酸ナ
トリウム、メタ珪酸カリウム、モノエタノールアミン、ジエタノールアミン、トリエタノ
ールアミン、トリエチルアンモニウムハイドロキサイド等のようなアルカリ性化合物を溶
解した水性現像液が良好に未露光部を選択的に溶解し、下方の支持体表面を露出出来るた
め極めて好ましい。さらには、エタノール、プロパノール、イソプロパノール、エチレン
グリコール、ジエチレングリコール、トリエチレングリコール、グリセリン、ベンジルア
ルコール等の各種アルコール類をアルカリ性現像液中に添加することも好ましく行われる
。こうしたアルカリ性現像液を用いて現像処理を行った後に、アラビアゴム等を使用して
通常のガム引きが好ましく行われる。
【００６０】
【実施例】
以下実施例により本発明をさらに詳しく説明するが、効果はもとより本発明はこれら実施
例に限定されるものではない。実施例中の部は重量部を示す。
【００６１】
参考例１（ニトロキシル化合物の添加効果）
　ポリビニルフェノール（マルカリンカー、Ｓ－１Ｐ、丸善石油化学製）、m－クレゾー
ルノボラック樹脂をそれぞれ用いて、各々固形分１０重量部に対して０．５重量部になる
よう化７中ＳＢ－１で示されるボレート錯体を対アニオンに有するカチオン性色素（昭和
電工製近赤外吸収染料ＩＲＢ）を添加して、ジオキサン９０重量部に溶解し、ドクターバ
ーを使用して、厚みが０．２４ｍｍである砂目立て処理を行った陽極酸化アルミニウム板
上に乾燥厚みが１．５ミクロンになるよう塗布乾燥した。
【００６２】
得られた感光材料をタングステンランプを光源とする感光計を使用し、かつ光源からの光
の内７５０ｎｍ以下の光をカットするフィルターを通して、所望画像を焼き付けたネガパ
ターンを重ねて２０秒間露光を行った。この時の光量としては１０ｍＷ／ｃｍ2程度の値
であった。露光部においては色素の脱色が生じており、緑色の背景に露光部が白く脱色し
たパターンが形成された。
【００６３】
同じ感光材料を８０℃に加熱した乾燥器内に１時間放置した後、同様に露光を行ったとこ
ろ、露光部の色素の変化は認められず、パターンは肉眼では認められなかった。また反射
スペクトルを測定したところ、加熱前後での未露光部の色素の吸光度変化は殆ど認められ
なかったが、フレッシュ試料では露光部の色素の吸光度は減少するものの、加熱保存した
試料では露光による色素の吸光度の変化は認められなかった。
【００６４】
次に、上記の感光材料中にさらに化３中ＳＴ－１で示される化合物（ＴＥＭＰＯ）を０．
４重量部添加した同様な試料を作成して、全く同様に露光試験を行ったところ、８０℃１
時間加熱後に於いても、試料作成直後と全く同様に露光部の色素が脱色することが確認さ
れた。同じ試料を５０℃に加熱した乾燥器内で２週間放置し、露光試験を行ったところ、
同様に露光部の色素の脱色が生じており、色素の感度には変化は認められなかった。ＴＥ
ＭＰＯを添加しない場合には同様の保存条件では色素の感度は大幅に低下しており、露光
を行っても脱色は認められなかった。
【００６５】
実施例２～９および比較例１、２
　参考例１と同様に、厚みが０．２４ｍｍである砂目立て処理を行った陽極酸化アルミニ
ウム板を使用して、この上に下記の処方で示される感光性塗工液を乾燥厚みが１．５ミク
ロンになるよう塗布を行い、７０℃の乾燥器内にて５分間乾燥を行った。尚、比較例１及
び２として、下記の配合中、ニトロキシル化合物を含まない試料を作成し、同様に評価を
行った。
　　　　バインダー（化９中Ｐ－１）　　　　１０重量部
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　　　　色素（化７中ＳＢ－１）　　　　　０．５重量部
　　　　ボレート錯塩（化４中ＢＣ－２）　無し或いは２重量部
　　　　重合性化合物（化１２中Ｃ－５）　無し或いは５重量部
　　　　光重合促進剤（化１３中Ｔ－４）　無し或いは１重量郡
　　　　化３中のニトロキシル化合物　　　０．２重量部
　　　　ハイドロキノン　　　　　　　　　０．１重量部
　　　　ジオキサン　　　　　　　　　　　　７０重量部
　　　　シクロヘキサノン　　　　　　　　　２０重量部
【００６６】
上記のようにして作成した感光材料（平版印刷版材料）を円筒形ドラムの外面に巻き付け
、８３０ｎｍに発光する出力１．２Ｗ（可変０～１．２Ｗ）の半導体レーザーを使用して
、ドラム回転速度３００～２０００ｒｐｍの間でレーザー照射エネルギーおよびドラム回
転速度を種々変化させて露光試験を行った。この際のレーザー光のスポット径は１０ミク
ロンに調整した。露光後にアルカリ性現像液として、富士写真フィルム製ＰＳ版用現像液
ＤＰ－７を水により８倍に希釈した液を使用して、現像液中に１０秒間漫漬して現像を行
ない、水洗後に１０ミクロン線が明瞭にアルミ板上に形成されるための最小露光エネルギ
ーを感光材料の感度とし、ｍＪ／ｃｍ2の単位で表示した（数値が小さいほど感度が高い
ことを表す）。結果を表１にまとめた。尚、現像後に得られた画像形成を行ったアルミ板
を通常のガム引き処理を行い、通常のオフセット印刷機を使用して印刷試験を行ったが、
全ての例に於いて良好なインキ乗りおよび耐刷性を示した。
【００６７】
【表１】

【００６８】
上記の結果は試料を作成後に直ちに評価を行った結果であるが、同一の試料について、５
０℃に調節した乾燥器内に２週間試料を保存し、その後に同様な評価を行った結果を表２
に示した。実施例２～９については印刷試験に於いても保存後の試料はフレッシュ時と全
く同様に良好な結果を示したが、比較例１および２については、レーザー露光を行っても
感度を示さず、製版不能であったことから、印刷試験は実施出来なかった。
【００６９】
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【表２】

【００７０】
実施例１０～１２および比較例３、４
実施例２～９と同様に、厚みが０．２４ｍｍである砂目立て処理を行った陽極酸化アルミ
ニウム板を使用して、この上に下記の処方で示される感光性塗工液を乾燥厚みが１．５ミ
クロンになるよう塗布を行い、７０℃の乾燥器内にて５分間乾燥を行った。尚、比較例３
及び４として、下記の配合中、ニトロキシル化合物を含まない試料を作成し、同様に評価
を行った。
バインダー（化９中Ｐ－３）　　　　１０重量部
色素　　　　　　　　　　　　　　０．３重量部
ボレート錯塩（化４）　　　　　　　　２重量部
重合性化合物（化１２中Ｃ－１）　　　５重量部
光重合促進剤（化１３または化１４）　１重量部
化３中のニトロキシル化合物　　　０．２重量部
ハイドロキノン　　　　　　　　　０．１重量部
ジオキサン　　　　　　　　　　　　７０重量郡
シクロヘキサノン　　　　　　　　　２０重量部
【００７１】
上記のようにして作成した感光材料（平版印刷版材料）を円筒形ドラムの外面に巻き付け
、先の実施例と全く同様にして製版および現像を行った。先の実施例と全く同様にして露
光感度を求め、結果を表３にまとめた。さらに、得られた試料を用いて同様に印刷試験を
実施したところ、全ての例に於いて良好なインキ乗りおよび耐刷性を示した。
【００７２】
【表３】
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【００７３】
上記の結果は試料を作成後に直ちに評価を行った結果であるが、同一の試料について、５
０℃に調節した乾燥器内に２週間試料を保存し、その後に同様な評価を行った結果を表４
に示した。実施例１０～１２については印刷試験に於いても保存後の試料はフレッシュ時
と全く同様に良好な結果を示したが、比較例３および４については、レーザー露光を行っ
ても感度を示さず、製版不能であったことから、印刷試験は実施出来なかった。
【００７４】
【表４】

【００７５】
【発明の効果】
ボレート錯体を含む光ラジカル発生系とこれを利用した感光性組成物および平版印刷版材
料に於いて、熱的安定性を改良し、長期に亘る保存性においても良好な安定性を示す高感
度な感光性組成物およびこれを用いた保存性、印刷性に優れた平版印刷版材料が得られる
。
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