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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　下記一般式（２）で表される高分子化合物であって、下記一般式（３）で表される化合
物存在下で、ビニルモノマーをラジカル重合反応させて得られた高分子化合物。
【化１】

　〔式中、Ｒ３は、（ｍ＋ｎ）価の有機連結基を表し、Ｒ４、Ｒ５は各々独立に単結合あ
るいは２価の有機連結基を表す。Ａ２は有機色素構造、複素環構造、酸性基、塩基性窒素
原子を有する基、ウレア基、ウレタン基、アルコキシシリル基、エポキシ基、イソシアネ
ート基、および水酸基から選択される部位を少なくとも１種含む１価の有機基を表す。ｎ
個のＡ２、Ｒ４は、それぞれ独立に、同一であっても、異なっていてもよい。ｍは１～８
、ｎは２～９を表し、ｍ＋ｎは３～１０を満たす。Ｐ２は高分子骨格を表す。ｍ個のＰ２

、Ｒ５は、それぞれ独立に、同一であっても、異なっていてもよい。〕
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【化２】

　〔式中、Ｒ６は、（ｍ＋ｎ）価の有機連結基を表し、Ｒ７は単結合あるいは２価の有機
連結基を表す。Ａ３は、有機色素構造、複素環構造、酸性基、塩基性窒素原子を有する基
、ウレア基、ウレタン基、アルコキシシリル基、エポキシ基、イソシアネート基、および
水酸基から選択される部位を少なくとも１種含む１価の有機基を表す。ｎ個のＡ３、Ｒ７

は、それぞれ独立に、同一であっても、異なっていてもよい。ｍは１～８、ｎは２～９を
表し、ｍ＋ｎは３～１０を満たす。〕
【請求項２】
　前記Ｒ３が、下記（１）、（２）、（１０）、（１１）、（１６）又は（１７）で表さ
れる有機連結基である請求項１に記載の高分子化合物。

【化３】

【請求項３】
　前記Ａ２が、下記の化合物からなる群より選ばれる１種の化合物に由来する基である請
求項１又は請求項２に記載の高分子化合物。
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【化４】

【請求項４】
　重量平均分子量が３０００～１０００００であることを特徴とする請求項１～請求項３
のいずれか１項に記載の高分子化合物。
【請求項５】
　請求項１～請求項４のいずれか１項に記載の高分子化合物の製造方法であって、
　前記一般式（３）で表される化合物を連鎖移動剤として、ビニルモノマーをラジカル重
合反応することを特徴とする高分子化合物の製造方法。
【請求項６】
　前記一般式（３）で表される化合物は、
（ａ）一分子中に３～１０個のメルカプト基を有する化合物と、
（ｂ）有機色素構造、複素環構造、酸性基、塩基性窒素原子を有する基、ウレア基、ウレ
タン基、アルコキシシリル基、エポキシ基、イソシアネート基、および水酸基から選択さ
れる部位を少なくとも１種有し、かつメルカプト基と反応可能な官能基を有する化合物と
、
の付加反応生成物であることを特徴とする請求項５に記載の高分子化合物の製造方法。
【請求項７】
　請求項１～請求項４のいずれか１項に記載の高分子化合物を含有する顔料分散剤。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
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【０００１】
　本発明は、新規な高分子化合物およびその製造方法、並びに、新規な高分子化合物と共
に顔料を分散含有する顔料分散剤に関する。
【背景技術】
【０００２】
　カラーフィルタは、有機顔料や無機顔料を分散させた顔料分散組成物に、多官能モノマ
ーおよび光重合開始剤、アルカリ可溶性樹脂およびその他成分を含有して着色感光性組成
物とし、これを用いてフォトリソ法などにより製造されている。
【０００３】
　近年、カラーフィルタは、液晶表示素子（ＬＣＤ）用途ではモニターのみならずテレビ
（ＴＶ）へと用途が拡大する傾向にあり、この用途拡大の傾向に伴い、色度、コントラス
トなどにおいて高度の色特性が要求されるに至っている。また、イメージセンサ（固体撮
像素子）用途においても同様に色特性の高いものが求められるようになっている。
【０００４】
　上記のような要求に対して、より微細な状態で顔料を分散させること（良好な分散性）
、安定な状態で分散させること（良好な分散安定性）が求められている。分散性が不十分
である場合には、形成された着色レジスト膜にフリンジ（エッジ部のギザギザ）や表面凹
凸が生じ、製造されるカラーフィルタの色度や寸法精度が低下したり、コントラストが著
しく劣化したりするという問題がある。また分散安定性が不十分である場合には、カラー
フィルタの製造工程において、特に、着色感光性組成物の塗布工程での膜厚の均一性が低
下したり、露光工程での感光感度が低下したり、現像工程でのアルカリ溶解性が低下した
りするという問題が生じ易い。さらに、顔料の分散安定性が悪い場合には、時間の経過に
伴い、着色感光性組成物の構成成分が凝集を起こして粘度が上昇し、ポットライフが極め
て短くなるという問題もある。
【０００５】
　しかしながら、顔料の粒子径を微細化すると顔料粒子の表面積が大きくなるため、顔料
粒子間の凝集力が強くなり、高度なレベルで分散性と分散安定性を両立することは、困難
であることが多い。
【０００６】
　このような問題を解決するために、様々な顔料分散剤が開発されている。
　例えば、有機色素とポリマーを結合させたポリマー顔料分散剤が提示されている（例え
ば、特許文献１参照）。これは分散剤中に導入された有機色素と顔料粒子と相互作用が強
くなるために、ポリマー顔料分散剤の顔料粒子への吸着が促進され、分散性が向上するも
のを考えられる。
【０００７】
　また、ポリマー部分の片末端あるいは両末端にのみ有機色素や複素環を導入したポリマ
ー顔料分散剤が提示されている（例えば、特許文献２～３参照）。特許文献２は、顔料表
面に効率よく有機色素や複素環を吸着させると共に、ポリマー部分と分散媒との十分な親
和性を持たせることにより、分散安定化に十分な吸着層を確保しようとしたものであり、
特許文献３では、有機色素や複素環を有する連鎖移動剤を利用することで、特許文献２に
対して合成手法上の改良がなされている。
【０００８】
　更に、ジアルキルアミノ基を導入した塩基性の顔料誘導体を添加することにより、カル
ボン酸基を有するアクリル樹脂を用いて分散性を向上させるものがある（例えば、特許文
献４参照）。加えて、ポリマー部分の片末端にのみスルホン酸基またはモノ硫酸エステル
基を導入したポリマー顔料分散剤が開示されており（例えば、特許文献５参照）、これは
顔料表面（特に塩基性の顔料）に効率よくスルホン酸を吸着させると共に、ポリマー部分
と分散媒とに十分な親和性を持たせることにより、分散安定化に十分な吸着層を確保しよ
うとするものである。
【特許文献１】特開平４－１３９２６２号公報
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【特許文献２】特開平９－７７９８７号公報
【特許文献３】特開平９－７７９９４号公報
【特許文献４】特開平１１－１８９７３２号公報
【特許文献５】特開２００２－２７３１９１号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　しかしながら、上記の特許文献１に記載のポリマー顔料分散剤では、ポリマー中にラン
ダムに有機色素が導入されるために、ポリマー部分と分散媒との親和性が弱まり、分散安
定化に十分な吸着層を確保しにくくなったり、また、ポリマー中への有機色素あるいは複
素環の導入量が増加すると分散媒への溶解性が減少するため、分散安定化に十分な吸着層
を確保できなくなったりするという問題がある。
【００１０】
　また、特許文献２に記載のポリマー顔料分散剤では、ポリマーの末端に複数の有機色素
や複素環を導入しておらず、また導入が困難であり、顔料表面への吸着が十分に強いとは
言い難い。そのため、分散安定化に十分な吸着層を確保できない場合がある。さらに、こ
のポリマー顔料分散剤は、有機色素あるいは複素環と、ポリマー末端を高分子反応により
結合させるという合成手法の観点でも、容易な方法であるとは言い難い。
　特許文献３に記載のポリマー顔料分散剤も同様に、ポリマーの末端に複数の有機色素や
複素環を導入したものではなく、しかも導入が困難なことから、顔料表面への吸着が十分
に強いとは言い難い。そのため、分散安定化に十分な吸着層を確保できない場合がある。
【００１１】
　更に、特許文献４では、塩基性の顔料誘導体はそれ自身が着色しているため、顔料分散
組成物を所望の色に調整するためには、利用可能な顔料が限られたり、カルボン酸基を有
するアクリル樹脂は、高分子主鎖中にランダムに存在するため、複数の顔料間を架橋して
分散性を悪化させたりするという問題がある。
【００１２】
　加えて、特許文献５のポリマー顔料分散剤は、高分子反応により末端基を導入する点で
、工業的に有利に顔料分散剤を製造できる合成手法とは言い難く、酸性顔料に対する分散
安定化効果は不十分な場合がある。
【００１３】
　本発明は、上記に鑑みなされたものであり、顔料の分散性、分散安定性に優れた高分子
化合物、および該高分子化合物を工業的に有利に製造できる製造方法を提供すること、高
い顔料分散性と分散安定性を有する顔料分散剤を提供することを目的とし、該目的を達成
することを課題とする。
【課題を解決するための手段】
【００１４】
　本発明は、ポリマー末端に、顔料に対する吸着能を有する複数の構造あるいは官能基を
導入することが、顔料分散剤として用いたときの分散性、分散後の分散安定性の向上に有
効であること、更にはポリマー末端への複数の前記構造あるいは官能基の導入には、多官
能のメルカプタン化合物の利用が合成の容易化および立体反発を考慮し構造上自由度が大
きくなることの点で有用であるとの知見を得、かかる知見に基づいて達成されたものであ
る。前記課題を達成するための具体的手段は以下の通りである。
【００１５】
＜１＞　下記一般式（２）で表される高分子化合物であって、下記一般式（３）で表され
る化合物存在下で、ビニルモノマーをラジカル重合反応させて得られた高分子化合物。
【００１９】
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【化２】

【００２０】
〔式中、Ｒ３は、（ｍ＋ｎ）価の有機連結基を表し、Ｒ４、Ｒ５は各々独立に単結合ある
いは２価の有機連結基を表す。Ａ２は有機色素構造、複素環構造、酸性基、塩基性窒素原
子を有する基、ウレア基、ウレタン基、アルコキシシリル基、エポキシ基、イソシアネー
ト基、および水酸基から選択される部位を少なくとも１種含む１価の有機基を表す。ｎ個
のＡ２、Ｒ４は、それぞれ独立に、は同一であっても、異なっていてもよい。ｍは１～８
、ｎは２～９を表し、ｍ＋ｎは３～１０を満たす。Ｐ２は高分子骨格を表す。ｍ個のＰ２

、Ｒ５は、それぞれ独立に、同一であっても、異なっていてもよい。〕
【化２】

〔式中、Ｒ６は、（ｍ＋ｎ）価の有機連結基を表し、Ｒ７は単結合あるいは２価の有機連
結基を表す。Ａ３は、有機色素構造、複素環構造、酸性基、塩基性窒素原子を有する基、
ウレア基、ウレタン基、アルコキシシリル基、エポキシ基、イソシアネート基、および水
酸基から選択される部位を少なくとも１種含む１価の有機基を表す。ｎ個のＡ３、Ｒ７は
、それぞれ独立に、同一であっても、異なっていてもよい。ｍは１～８、ｎは２～９を表
し、ｍ＋ｎは３～１０を満たす。〕
【００２２】
＜２＞　前記Ｒ３は、下記（１）、（２）、（１０）、（１１）、（１６）又は（１７）
で表される有機連結基である＜１＞に記載の高分子化合物。
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【００２４】
＜３＞　前記Ａ２が、下記の化合物からなる群より選ばれる１種の化合物に由来する基で
ある＜１＞又は＜２＞に記載の高分子化合物である。
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【化４】

【００２５】
＜４＞　重量平均分子量が３０００～１０００００であることを特徴とする＜１＞～＜３
＞のいずれか１項に記載の高分子化合物である。
【００２９】
＜５＞　＜１＞～＜４＞のいずれか１項に記載の高分子化合物の製造方法であって、
　前記一般式（３）で表される化合物を連鎖移動剤として、ビニルモノマーをラジカル重
合反応することを特徴とする高分子化合物の製造方法である。
【００３２】
＜６＞　前記一般式（３）で表される化合物は、（ａ）一分子中に３～１０個のメルカプ
ト基を有する化合物と、（ｂ）有機色素構造、複素環構造、酸性基、塩基性窒素原子を有
する基、ウレア基、ウレタン基、アルコキシシリル基、エポキシ基、イソシアネート基、
および水酸基から選択される部位を少なくとも１種を有し、かつメルカプト基と反応可能
な官能基を有する化合物と、の付加反応生成物であることを特徴とする＜５＞に記載の高
分子化合物の製造方法である。
【００３３】
＜７＞　＜１＞～＜４＞のいずれか１項に記載の高分子化合物を含有する顔料分散剤であ
る。
【発明の効果】
【００３８】
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　本発明によれば、顔料の分散性、分散安定性に優れた高分子化合物、および該高分子化
合物を工業的に有利に製造できる製造方法を提供すること、高い顔料分散性と分散安定性
を有する顔料分散剤を提供することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００３９】
　以下、本発明について詳細に説明する。
＜高分子化合物＞
　本発明の高分子化合物は、下記一般式（２）で表される高分子化合物であって、下記一
般式（３）で表される化合物存在下で、ビニルモノマーをラジカル重合反応させて得られ
た高分子化合物である。下記一般式（２）で表される高分子化合物は、ポリマーの末端に
、有機色素構造、複素環構造、酸性基、塩基性窒素原子を有する基、ウレア基、ウレタン
基、アルコキシシリル基、エポキシ基、イソシアネート基、および水酸基から選択される
部位を少なくとも１種含む１価の有機基を複数有するので、固体表面に対する吸着性に優
れていたり、ミセル形成能に優れていたり、界面活性性を有していたり、様々な特徴を有
する。例えば顔料分散剤として好適に用いることができる。
【００４０】
【化５】

【００４１】
　前記一般式（１）中、Ａ１は、有機色素構造、複素環構造、酸性基、塩基性窒素原子を
有する基、ウレア基、ウレタン基、配位性酸素原子を有する基、炭素数４以上の炭化水素
基、アルコキシシリル基、エポキシ基、イソシアネート基、および水酸基から選択される
部位を少なくとも１種含む１価の有機基を表す。ｎ個のＡ１は同一であっても、異なって
いてもよい。
【００４２】
　つまり、前記Ａ１は、有機色素構造、複素環構造のような顔料に対する吸着能を有する
構造や、酸性基、塩基性窒素原子を有する基、ウレア基、ウレタン基、配位性酸素原子を
有する基、炭素数４以上の炭化水素基、アルコキシシリル基、エポキシ基、イソシアネー
ト基、および水酸基のように、顔料に対する吸着能を有する官能基を少なくとも１種含む
１価の有機基を表す。
　なお、以下、この顔料に対する吸着能を有する部位（上記構造及び官能基）を、適宜、
「吸着部位」と総称して、説明する。
【００４３】
　前記吸着部位は、１つのＡ１の中に、少なくとも１種含まれていればよく、２種以上を
含んでいてもよい。
　また、本発明において、「吸着部位を少なくとも１種含む１価の有機基」は、前述の吸
着部位と、１から２００個までの炭素原子、０個から２０個までの窒素原子、０個から１
００個までの酸素原子、１個から４００個までの水素原子、および０個から４０個までの
硫黄原子から成り立つ有機連結基と、が結合してなる１価の有機基である。なお、吸着部
位自体が１価の有機基を構成しうる場合には、吸着部位そのものがＡ１で表される一価の
有機基であってもよい。
　まず、前記Ａ１を構成する吸着部位について以下に説明する。
【００４４】
　前記「有機色素構造」としては、例えば、フタロシアニン系、不溶性アゾ系、アゾレー
キ系、アントラキノン系、キナクリドン系、ジオキサジン系、ジケトピロロピロール系、
アントラピリジン系、アンサンスロン系、インダンスロン系、フラバンスロン系、ペリノ
ン系、ペリレン系、チオインジゴ系の色素構造が好ましい例として挙げられ、フタロシア
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ニン系、アゾレーキ系、アントラキノン系、ジオキサジン系、ジケトピロロピロール系の
色素構造がより好ましく、フタロシアニン系、アントラキノン系、ジケトピロロピロール
系の色素構造が特に好ましい。
【００４５】
　また、前記「複素環構造」としては、例えば、チオフェン、フラン、キサンテン、ピロ
ール、ピロリン、ピロリジン、ジオキソラン、ピラゾール、ピラゾリン、ピラゾリジン、
イミダゾール、オキサゾール、チアゾール、オキサジアゾール、トリアゾール、チアジア
ゾール、ピラン、ピリジン、ピペリジン、ジオキサン、モルホリン、ピリダジン、ピリミ
ジン、ピペラジン、トリアジン、トリチアン、イソインドリン、イソインドリノン、ベン
ズイミダゾロン、ベンゾチアゾール、コハクイミド、フタルイミド、ナフタルイミド、ヒ
ダントイン、インドール、キノリン、カルバゾール、アクリジン、アクリドン、アントラ
キノンが好ましい例として挙げられ、ピロリン、ピロリジン、ピラゾール、ピラゾリン、
ピラゾリジン、イミダゾール、トリアゾール、ピリジン、ピペリジン、モルホリン、ピリ
ダジン、ピリミジン、ピペラジン、トリアジン、イソインドリン、イソインドリノン、ベ
ンズイミダゾロン、ベンゾチアゾール、コハクイミド、フタルイミド、ナフタルイミド、
ヒダントイン、カルバゾール、アクリジン、アクリドン、アントラキノンがより好ましい
。
【００４６】
　なお、前記「有機色素構造」または「複素環構造」は、さらに置換基を有していてもよ
く、該置換基としては、例えば、メチル基、エチル基等の炭素数１から２０までのアルキ
ル基、フェニル基、ナフチル基等の炭素数６から１６までのアリール基、水酸基、アミノ
基、カルボキシル基、スルホンアミド基、Ｎ－スルホニルアミド基、アセトキシ基等の炭
素数１から６までのアシルオキシ基、メトキシ基、エトキシ基等の炭素数１から２０まで
のアルコキシ基、塩素、臭素等のハロゲン原子、メトキシカルボニル基、エトキシカルボ
ニル基、シクロヘキシルオキシカルボニル基等の炭素数２から７までのアルコキシカルボ
ニル基、シアノ基、ｔ－ブチルカーボネート等の炭酸エステル基、等が挙げられる。ここ
で、これらの置換基は、下記の構造単位または該構造単位が組み合わさって構成される連
結基を介して有機色素構造または複素環と結合していてもよい。
【００４７】
【化６】

【００４８】
　前記「酸性基」として、例えば、カルボン酸基、スルホン酸基、モノ硫酸エステル基、
リン酸基、モノリン酸エステル基、ホウ酸基が好ましい例として挙げられ、カルボン酸基
、スルホン酸基、モノ硫酸エステル基、リン酸基、モノリン酸エステル基がより好ましく
、カルボン酸基、スルホン酸基、リン酸基が特に好ましい。
【００４９】
　また、前記「塩基性窒素原子を有する基」として、例えば、アミノ基（－ＮＨ２）、置
換イミノ基（－ＮＨＲ８、－ＮＲ９Ｒ１０、ここで、Ｒ８、Ｒ９、およびＲ１０は各々独
立に、炭素数１から２０までのアルキル基、炭素数６以上のアリール基、炭素数７以上の
アラルキル基を表す。）、下記式（ａ１）で表されるグアニジル基、下記式（ａ２）で表
されるアミジニル基などが好ましい例として挙げられる。
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【００５０】
【化７】

【００５１】
　式（ａ１）中、Ｒ１１およびＲ１２は各々独立に、炭素数１から２０までのアルキル基
、炭素数６以上のアリール基、炭素数７以上のアラルキル基を表す。
　式（ａ２）中、Ｒ１３およびＲ１４は各々独立に、炭素数１から２０までのアルキル基
、炭素数６以上のアリール基、炭素数７以上のアラルキル基を表す。
【００５２】
　これらの中でも、アミノ基（－ＮＨ２）、置換イミノ基（－ＮＨＲ８、－ＮＲ９Ｒ１０

、ここで、Ｒ８、Ｒ９、およびＲ１０は各々独立に、炭素数１から１０までのアルキル基
、フェニル基、ベンジル基を表す。）、前記式（ａ１）で表されるグアニジル基〔式（ａ
１）中、Ｒ１１およびＲ１２は各々独立に、炭素数１から１０までのアルキル基、フェニ
ル基、ベンジル基を表す。〕、前記式（ａ２）で表されるアミジニル基〔式（ａ２）中、
Ｒ１３およびＲ１４は各々独立に、炭素数１から１０までのアルキル基、フェニル基、ベ
ンジル基を表す。〕などがより好ましい。
　特に、アミノ基（－ＮＨ２）、置換イミノ基（－ＮＨＲ８、－ＮＲ９Ｒ１０、ここで、
Ｒ８、Ｒ９、およびＲ１０は各々独立に、炭素数１から５までのアルキル基、フェニル基
、ベンジル基を表す。）、前記式（ａ１）で表されるグアニジル基〔式（ａ１）中、Ｒ１

１およびＲ１２は各々独立に、炭素数１から５までのアルキル基、フェニル基、ベンジル
基を表す。〕、前記式（ａ２）で表されるアミジニル基〔式（ａ２）中、Ｒ１３およびＲ
１４は各々独立に、炭素数１から５までのアルキル基、フェニル基、ベンジル基を表す。
〕などが好ましく用いられる。
【００５３】
　前記「ウレア基」として、例えば、－ＮＲ１５ＣＯＮＲ１６Ｒ１７（ここで、Ｒ１５、
Ｒ１６、およびＲ１７は各々独立に、水素原子あるいは、炭素数１から２０までのアルキ
ル基、炭素数６以上のアリール基、炭素数７以上のアラルキル基を表す。）が好ましい例
として挙げられ、－ＮＲ１５ＣＯＮＨＲ１７（ここで、Ｒ１５およびＲ１７は各々独立に
、水素原子あるいは、炭素数１から１０までのアルキル基、炭素数６以上のアリール基、
炭素数７以上のアラルキル基を表す。）がより好ましく、－ＮＨＣＯＮＨＲ１７（ここで
、Ｒ１７は水素原子あるいは、炭素数１から１０までのアルキル基、炭素数６以上のアリ
ール基、炭素数７以上のアラルキル基を表す。）が特に好ましい。
【００５４】
　前記「ウレタン基」として、例えば、－ＮＨＣＯＯＲ１８、－ＮＲ１９ＣＯＯＲ２０、
－ＯＣＯＮＨＲ２１、－ＯＣＯＮＲ２２Ｒ２３（ここで、Ｒ１８、Ｒ１９、Ｒ２０、Ｒ２

１、Ｒ２２およびＲ２３は各々独立に、炭素数１から２０までのアルキル基、炭素数６以
上のアリール基、炭素数７以上のアラルキル基を表す。）などが好ましい例として挙げら
れ、－ＮＨＣＯＯＲ１８、－ＯＣＯＮＨＲ２１（ここで、Ｒ１８、Ｒ２１は各々独立に、
炭素数１から２０までのアルキル基、炭素数６以上のアリール基、炭素数７以上のアラル
キル基を表す。）などがより好ましく、－ＮＨＣＯＯＲ１８、－ＯＣＯＮＨＲ２１（ここ
で、Ｒ１８、Ｒ２１は各々独立に、炭素数１から１０までのアルキル基、炭素数６以上の
アリール基、炭素数７以上のアラルキル基を表す。）などが特に好ましい。
【００５５】
　前記「配位性酸素原子を有する基」としては、例えば、アセチルアセトナト基、クラウ
ンエーテルなどが挙げられる。
【００５６】
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　前記「炭素数４以上の炭化水素基」としては、炭素数４以上のアルキル基、炭素数６以
上のアリール基、炭素数７以上のアラルキル基などが好ましい例として挙げられ、炭素数
４～２０アルキル基、炭素数６～２０のアリール基、炭素数７～２０のアラルキル基など
がより好ましく、炭素数４～１５アルキル基（例えば、オクチル基、ドデシル基など）、
炭素数６～１５のアリール基（例えば、フェニル基、ナフチル基など）、炭素数７～１５
のアラルキル基（例えばベンジル基など）などが特に好ましい。
【００５７】
　前記「アルコキシシリル基」としては、例えば、トリメトキシシリル基、トリエトキシ
シリル基などが挙げられる。
【００５８】
　前記吸着部位と結合する有機連結基としては、単結合あるいは、１から１００個までの
炭素原子、０個から１０個までの窒素原子、０個から５０個までの酸素原子、１個から２
００個までの水素原子、および０個から２０個までの硫黄原子から成り立つ有機連結基が
好ましく、この有機連結基は、無置換でも置換基を更に有していてもよい。
　この有機連結基の具体的な例として、下記の構造単位または該構造単位が組み合わさっ
て構成される基を挙げることができる。
【００５９】
【化８】

【００６０】
　前記有機連結基が置換基を有する場合、該置換基としては、例えば、メチル基、エチル
基等の炭素数１から２０までのアルキル基、フェニル基、ナフチル基等の炭素数６から１
６までのアリール基、水酸基、アミノ基、カルボキシル基、スルホンアミド基、Ｎ－スル
ホニルアミド基、アセトキシ基等の炭素数１から６までのアシルオキシ基、メトキシ基、
エトキシ基等の炭素数１から６までのアルコキシ基、塩素、臭素等のハロゲン原子、メト
キシカルボニル基、エトキシカルボニル基、シクロヘキシルオキシカルボニル基等の炭素
数２から７までのアルコキシカルボニル基、シアノ基、ｔ－ブチルカーボネート等の炭酸
エステル基、等が挙げられる。
【００６１】
　上記の中では、前記Ａ１として、有機色素構造、複素環構造、酸性基、塩基性窒素原子
を有する基、ウレア基、および炭素数４以上の炭化水素基から選択される部位を少なくと
も１種含む１価の有機基であることが好ましい。
【００６２】
　前記Ａ１としては、下記一般式（４）で表される１価の有機基であることがより好まし
い。
【００６３】
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【化９】

【００６４】
　前記一般式（４）中、Ｂ１は前記吸着部位（即ち、有機色素構造、複素環構造、酸性基
、塩基性窒素原子を有する基、ウレア基、ウレタン基、配位性酸素原子を有する基、炭素
数４以上の炭化水素基、アルコキシシリル基、エポキシ基、イソシアネート基、および水
酸基から選択される部位）を表し、Ｒ２４は単結合あるいは（ａ＋１）価の有機連結基を
表す。ａは、１～１０の整数を表し、ａ個のＢ１は同一であっても、異なっていてもよい
。
【００６５】
　前記Ｂ１で表される吸着部位としては、前述の一般式（１）のＡ１を構成する吸着部位
と同様のが挙げられ、好ましい例も同様である。
　中でも、有機色素構造、複素環構造、酸性基、塩基性窒素原子を有する基、ウレア基、
および炭素数４以上の炭化水素基から選択される部位が好ましい。
【００６６】
　Ｒ２４は、単結合または（ａ＋１）価の有機連結基を表し、ａは１～１０を表す。好ま
しくは、ａは１～７であり、より好ましくは、ａは１～５であり、特に好ましくは、ａは
１～３である。
　（ａ＋１）価の有機連結基としては、１から１００個までの炭素原子、０個から１０個
までの窒素原子、０個から５０個までの酸素原子、１個から２００個までの水素原子、お
よび０個から２０個までの硫黄原子から成り立つ基が含まれ、無置換でも置換基を更に有
していてもよい。
【００６７】
　前記（ａ＋１）価の有機連結基は、具体的な例として、下記の構造単位または該構造単
位が組み合わさって構成される基（環構造を形成していてもよい）を挙げることができる
。
【００６８】

【化１０】

【００６９】
　Ｒ２４としては、単結合、または、１から５０個までの炭素原子、０個から８個までの
窒素原子、０個から２５個までの酸素原子、１個から１００個までの水素原子、および０
個から１０個までの硫黄原子から成り立つ（ａ＋１）価の有機連結基が好ましく、単結合
、または、１から３０個までの炭素原子、０個から６個までの窒素原子、０個から１５個
までの酸素原子、１個から５０個までの水素原子、および０個から７個までの硫黄原子か
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ら成り立つ（ａ＋１）価の有機連結基がより好ましく、単結合、または、１から１０個ま
での炭素原子、０個から５個までの窒素原子、０個から１０個までの酸素原子、１個から
３０個までの水素原子、および０個から５個までの硫黄原子から成り立つ（ａ＋１）価の
有機連結基が特に好ましい。
【００７０】
　上記のうち、（ａ＋１）価の有機連結基が置換基を有する場合、該置換基としては、例
えば、メチル基、エチル基等の炭素数１から２０までのアルキル基、フェニル基、ナフチ
ル基等の炭素数６から１６までのアリール基、水酸基、アミノ基、カルボキシル基、スル
ホンアミド基、Ｎ－スルホニルアミド基、アセトキシ基等の炭素数１から６までのアシル
オキシ基、メトキシ基、エトキシ基等の炭素数１から６までのアルコキシ基、塩素、臭素
等のハロゲン原子、メトキシカルボニル基、エトキシカルボニル基、シクロヘキシルオキ
シカルボニル基等の炭素数２から７までのアルコキシカルボニル基、シアノ基、ｔ－ブチ
ルカーボネート等の炭酸エステル基、等が挙げられる。
【００７１】
　前記一般式（１）中、Ｒ２は単結合あるいは２価の有機連結基を表す。ｎ個のＲ２は、
同一であっても、異なっていてもよい。
２価の有機連結基としては、１から１００個までの炭素原子、０個から１０個までの窒素
原子、０個から５０個までの酸素原子、１個から２００個までの水素原子、および０個か
ら２０個までの硫黄原子から成り立つ基が含まれ、無置換でも置換基を更に有していても
よい。
【００７２】
　前記２価の有機連結基は、具体的な例として、下記の構造単位または該構造単位が組み
合わさって構成される基を挙げることができる。
【００７３】
【化１１】

【００７４】
　Ｒ２としては、単結合、あるいは、１から５０個までの炭素原子、０個から８個までの
窒素原子、０個から２５個までの酸素原子、１個から１００個までの水素原子、および０
個から１０個までの硫黄原子から成り立つ２価の有機連結基が好ましく、単結合、あるい
は、１から３０個までの炭素原子、０個から６個までの窒素原子、０個から１５個までの
酸素原子、１個から５０個までの水素原子、および０個から７個までの硫黄原子から成り
立つ２価の有機連結基がより好ましく、単結合、あるいは、１から１０個までの炭素原子
、０個から５個までの窒素原子、０個から１０個までの酸素原子、１個から３０個までの
水素原子、および０個から５個までの硫黄原子から成り立つ２価の有機連結基が特に好ま
しい。
【００７５】
　上記のうち、２価の有機連結基が置換基を有する場合、該置換基としては、例えば、メ
チル基、エチル基等の炭素数１から２０までのアルキル基、フェニル基、ナフチル基等の
炭素数６から１６までのアリール基、水酸基、アミノ基、カルボキシル基、スルホンアミ
ド基、Ｎ－スルホニルアミド基、アセトキシ基等の炭素数１から６までのアシルオキシ基
、メトキシ基、エトキシ基等の炭素数１から６までのアルコキシ基、塩素、臭素等のハロ
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ゲン原子、メトキシカルボニル基、エトキシカルボニル基、シクロヘキシルオキシカルボ
ニル基等の炭素数２から７までのアルコキシカルボニル基、シアノ基、ｔ－ブチルカーボ
ネート等の炭酸エステル基、等が挙げられる。
【００７６】
　前記一般式（１）中、Ｒ１は、（ｍ＋ｎ）価の有機連結基を表す。ｍ＋ｎは３～１０を
満たす。
　前記Ｒ１で表される（ｍ＋ｎ）価の有機連結基としては、１から１００個までの炭素原
子、０個から１０個までの窒素原子、０個から５０個までの酸素原子、１個から２００個
までの水素原子、および０個から２０個までの硫黄原子から成り立つ基が含まれ、無置換
でも置換基を更に有していてもよい。
【００７７】
　前記（ｍ＋ｎ）価の有機連結基は、具体的な例として、下記の構造単位または該構造単
位が組み合わさって構成される基（環構造を形成していてもよい）を挙げることができる
。
【００７８】
【化１２】

【００７９】
　（ｍ＋ｎ）価の有機連結基としては、１から６０個までの炭素原子、０個から１０個ま
での窒素原子、０個から４０個までの酸素原子、１個から１２０個までの水素原子、およ
び０個から１０個までの硫黄原子から成り立つ基が好ましく、１から５０個までの炭素原
子、０個から１０個までの窒素原子、０個から３０個までの酸素原子、１個から１００個
までの水素原子、および０個から７個までの硫黄原子から成り立つ基がより好ましく、１
から４０個までの炭素原子、０個から８個までの窒素原子、０個から２０個までの酸素原
子、１個から８０個までの水素原子、および０個から５個までの硫黄原子から成り立つ基
が特に好ましい。
【００８０】
　上記のうち、（ｍ＋ｎ）価の有機連結基が置換基を有する場合、該置換基としては、例
えば、メチル基、エチル基等の炭素数１から２０までのアルキル基、フェニル基、ナフチ
ル基等の炭素数６から１６までのアリール基、水酸基、アミノ基、カルボキシル基、スル
ホンアミド基、Ｎ－スルホニルアミド基、アセトキシ基等の炭素数１から６までのアシル
オキシ基、メトキシ基、エトキシ基等の炭素数１から６までのアルコキシ基、塩素、臭素
等のハロゲン原子、メトキシカルボニル基、エトキシカルボニル基、シクロヘキシルオキ
シカルボニル基等の炭素数２から７までのアルコキシカルボニル基、シアノ基、ｔ－ブチ
ルカーボネート等の炭酸エステル基、等が挙げられる。
【００８１】
　前記Ｒ１で表される（ｍ＋ｎ）価の有機連結基の具体的な例〔具体例（１）～（１７）
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【００８２】
【化１３】

【００８３】
【化１４】

【００８４】
　上記の具体例の中でも、原料の入手性、合成の容易さ、各種溶媒への溶解性の観点から
、最も好ましい（ｍ＋ｎ）価の有機連結基は下記の基である。
【００８５】
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【化１５】

【００８６】
　前記一般式（１）中、ｍは１～８を表す。ｍとしては、１～５が好ましく、１～４がよ
り好ましく、１～３が特に好ましい。
　また、前記一般式（１）中、ｎは２～９を表す。ｎとしては、２～８が好ましく、２～
７がより好ましく、３～６が特に好ましい。
【００８７】
　前記一般式（１）中、Ｐ１は高分子骨格を表し、公知のポリマーなどから目的等に応じ
て選択することができる。ｍ個のＰ１は、同一であっても、異なっていてもよい。
　ポリマーの中でも、高分子骨格を構成するには、ビニルモノマーの重合体もしくは共重
合体、エステル系ポリマー、エーテル系ポリマー、ウレタン系ポリマー、アミド系ポリマ
ー、エポキシ系ポリマー、シリコーン系ポリマー、およびこれらの変性物、または共重合
体〔例えば、ポリエーテル／ポリウレタン共重合体、ポリエーテル／ビニルモノマーの重
合体の共重合体など（ランダム共重合体、ブロック共重合体、グラフト共重合体のいずれ
であってもよい。）を含む。〕からなる群より選択される少なくとも一種が好ましく、ビ
ニルモノマーの重合体もしくは共重合体、エステル系ポリマー、エーテル系ポリマー、ウ
レタン系ポリマー、およびこれらの変性物または共重合体からなる群より選択される少な
くとも一種がより好ましく、ビニルモノマーの重合体もしくは共重合体が特に好ましい。
　更には、前記ポリマーは有機溶媒に可溶であることが好ましい。有機溶媒との親和性が
低いと、例えば、顔料分散剤として使用した場合、分散媒との親和性が弱まり、分散安定
化に十分な吸着層を確保できなくなることがある。
【００８８】
　前記ビニルモノマーとしては、特に制限されないが、例えば、（メタ）アクリル酸エス
テル類、クロトン酸エステル類、ビニルエステル類、マレイン酸ジエステル類、フマル酸
ジエステル類、イタコン酸ジエステル類、（メタ）アクリルアミド類、スチレン類、ビニ
ルエーテル類、ビニルケトン類、オレフィン類、マレイミド類、（メタ）アクリロニトリ
ル、酸性基を有するビニルモノマーなどが好ましい。
　以下、これらのビニルモノマーの好ましい例について説明する。
【００８９】
　（メタ）アクリル酸エステル類の例としては、（メタ）アクリル酸メチル、（メタ）ア
クリル酸エチル、（メタ）アクリル酸ｎ－プロピル、（メタ）アクリル酸イソプロピル、
（メタ）アクリル酸ｎ－ブチル、（メタ）アクリル酸イソブチル、（メタ）アクリル酸ｔ
－ブチル、（メタ）アクリル酸アミル、（メタ）アクリル酸ｎ－ヘキシル、（メタ）アク
リル酸シクロヘキシル、（メタ）アクリル酸ｔ－ブチルシクロヘキシル、（メタ）アクリ
ル酸２－エチルヘキシル、（メタ）アクリル酸ｔ－オクチル、（メタ）アクリル酸ドデシ
ル、（メタ）アクリル酸オクタデシル、（メタ）アクリル酸アセトキシエチル、（メタ）
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アクリル酸フェニル、（メタ）アクリル酸２－ヒドロキシエチル、（メタ）アクリル酸―
２－ヒドロキシプロピル、（メタ）アクリル酸―３－ヒドロキシプロピル、（メタ）アク
リル酸―４－ヒドロキシブチル、（メタ）アクリル酸２－メトキシエチル、（メタ）アク
リル酸２－エトキシエチル、（メタ）アクリル酸２－（２－メトキシエトキシ）エチル、
（メタ）アクリル酸３－フェノキシ－２－ヒドロキシプロピル、（メタ）アクリル酸－２
－クロロエチル、（メタ）アクリル酸グリシジル、（メタ）アクリル酸－３，４－エポキ
シシクロヘキシルメチル、（メタ）アクリル酸ビニル、（メタ）アクリル酸―２－フェニ
ルビニル、（メタ）アクリル酸―１－プロペニル、（メタ）アクリル酸アリル、（メタ）
アクリル酸―２－アリロキシエチル、（メタ）アクリル酸プロパルギル、（メタ）アクリ
ル酸ベンジル、（メタ）アクリル酸ジエチレングリコールモノメチルエーテル、（メタ）
アクリル酸ジエチレングリコールモノエチルエーテル、（メタ）アクリル酸トリエチレン
グリコールモノメチルエーテル、（メタ）アクリル酸トリエチレングリコールモノエチル
エーテル、（メタ）アクリル酸ポリエチレングリコールモノメチルエーテル、（メタ）ア
クリル酸ポリエチレングリコールモノエチルエーテル、（メタ）アクリル酸β－フェノキ
シエトキシエチル、（メタ）アクリル酸ノニルフェノキシポリエチレングリコール、（メ
タ）アクリル酸ジシクロペンテニル、（メタ）アクリル酸ジシクロペンテニルオキシエチ
ル、（メタ）アクリル酸トリフロロエチル、（メタ）アクリル酸オクタフロロペンチル、
（メタ）アクリル酸パーフロロオクチルエチル、（メタ）アクリル酸ジシクロペンタニル
、（メタ）アクリル酸トリブロモフェニル、（メタ）アクリル酸トリブロモフェニルオキ
シエチル、（メタ）アクリル酸－γ－ブチロラクトンなどが挙げられる。
【００９０】
　クロトン酸エステル類の例としては、クロトン酸ブチル、およびクロトン酸ヘキシル等
が挙げられる。
　ビニルエステル類の例としては、ビニルアセテート、ビニルクロロアセテート、ビニル
プロピオネート、ビニルブチレート、ビニルメトキシアセテート、および安息香酸ビニル
などが挙げられる。
　マレイン酸ジエステル類の例としては、マレイン酸ジメチル、マレイン酸ジエチル、お
よびマレイン酸ジブチルなどが挙げられる。
　フマル酸ジエステル類の例としては、フマル酸ジメチル、フマル酸ジエチル、およびフ
マル酸ジブチルなどが挙げられる。
　イタコン酸ジエステル類の例としては、イタコン酸ジメチル、イタコン酸ジエチル、お
よびイタコン酸ジブチルなどが挙げられる。
【００９１】
　（メタ）アクリルアミド類としては、（メタ）アクリルアミド、Ｎ－メチル（メタ）ア
クリルアミド、Ｎ－エチル（メタ）アクリルアミド、Ｎ－プロピル（メタ）アクリルアミ
ド、Ｎ－イソプロピル（メタ）アクリルアミド、Ｎ－ｎ－ブチルアクリル（メタ）アミド
、Ｎ－ｔ－ブチル（メタ）アクリルアミド、Ｎ－シクロヘキシル（メタ）アクリルアミド
、Ｎ－（２－メトキシエチル）（メタ）アクリルアミド、Ｎ，Ｎ－ジメチル（メタ）アク
リルアミド、Ｎ，Ｎ－ジエチル（メタ）アクリルアミド、Ｎ－フェニル（メタ）アクリル
アミド、Ｎ－ニトロフェニルアクリルアミド、Ｎ－エチル－Ｎ－フェニルアクリルアミド
、Ｎ－ベンジル（メタ）アクリルアミド、（メタ）アクリロイルモルホリン、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－ヒドロキシエチルアクリルアミド
、ビニル（メタ）アクリルアミド、Ｎ，Ｎ－ジアリル（メタ）アクリルアミド、Ｎ－アリ
ル（メタ）アクリルアミドなどが挙げられる。
【００９２】
　スチレン類の例としては、スチレン、メチルスチレン、ジメチルスチレン、トリメチル
スチレン、エチルスチレン、イソプロピルスチレン、ブチルスチレン、ヒドロキシスチレ
ン、メトキシスチレン、ブトキシスチレン、アセトキシスチレン、クロロスチレン、ジク
ロロスチレン、ブロモスチレン、クロロメチルスチレン、酸性物質により脱保護可能な基
（例えばｔ－Ｂｏｃなど）で保護されたヒドロキシスチレン、ビニル安息香酸メチル、お
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よびα－メチルスチレンなどが挙げられる。
【００９３】
　ビニルエーテル類の例としては、メチルビニルエーテル、エチルビニルエーテル、２－
クロロエチルビニルエーテル、ヒドロキシエチルビニルエーテル、プロピルビニルエーテ
ル、ブチルビニルエーテル、ヘキシルビニルエーテル、オクチルビニルエーテル、メトキ
シエチルビニルエーテルおよびフェニルビニルエーテルなどが挙げられる。
　ビニルケトン類の例としては、メチルビニルケトン、エチルビニルケトン、プロピルビ
ニルケトン、フェニルビニルケトンなどが挙げられる。
　オレフィン類の例としては、エチレン、プロピレン、イソブチレン、ブタジエン、イソ
プレンなどが挙げられる。
　マレイミド類の例としては、マレイミド、ブチルマレイミド、シクロヘキシルマレイミ
ド、フェニルマレイミドなどが挙げられる。
【００９４】
　（メタ）アクリロニトリル、ビニル基が置換した複素環式基（例えば、ビニルピリジン
、Ｎ－ビニルピロリドン、ビニルカルバゾールなど）、Ｎ－ビニルホルムアミド、Ｎ－ビ
ニルアセトアミド、Ｎ－ビニルイミダゾール、ビニルカプロラクトン等も使用できる。
【００９５】
　上記の化合物以外にも、例えば、ウレタン基、ウレア基、スルホンアミド基、フェノー
ル基、イミド基などの官能基を有するビニルモノマーも用いることができる。このような
ウレタン基、またはウレア基を有する単量体としては、例えば、イソシアナート基と水酸
基、またはアミノ基の付加反応を利用して、適宜合成することが可能である。具体的には
、イソシアナート基含有モノマーと水酸基を１個含有する化合物または１級あるいは２級
アミノ基を１個含有する化合物との付加反応、または水酸基含有モノマーまたは１級ある
いは２級アミノ基含有モノマーとモノイソシアネートとの付加反応等により適宜合成する
ことができる。
【００９６】
　前記酸性基を有するビニルモノマーの例としては、カルボキシル基を有するビニルモノ
マーやスルホン酸基を有するビニルモノマーが挙げられる。
　カルボキシル基を有するビニルモノマーとして、（メタ）アクリル酸、ビニル安息香酸
、マレイン酸、マレイン酸モノアルキルエステル、フマル酸、イタコン酸、クロトン酸、
桂皮酸、アクリル酸ダイマーなどが挙げられる。また、２－ヒドロキシエチル（メタ）ア
クリレートなどの水酸基を有する単量体と無水マレイン酸や無水フタル酸、シクロヘキサ
ンジカルボン酸無水物のような環状無水物との付加反応物、ω－カルボキシ－ポリカプロ
ラクトンモノ（メタ）アクリレートなども利用できる。また、カルボキシル基の前駆体と
して無水マレイン酸、無水イタコン酸、無水シトラコン酸などの無水物含有モノマーを用
いてもよい。なおこれらの内では、共重合性やコスト、溶解性などの観点から（メタ）ア
クリル酸が特に好ましい。
【００９７】
　また、スルホン酸基を有するビニルモノマーとして、２－アクリルアミド－２－メチル
プロパンスルホン酸などが挙げられ、リン酸基を有するビニルモノマーとして、リン酸モ
ノ（２－アクリロイルオキシエチルエステル）、リン酸モノ（１－メチル－２－アクリロ
イルオキシエチルエステル）などが挙げられる。
【００９８】
　更に、酸性基を有するビニルモノマーとして、フェノール性ヒドロキシル基を含有する
ビニルモノマーやスルホンアミド基を含有するビニルモノマーなども利用することができ
る。
【００９９】
　前記一般式（１）で表される高分子化合物のうち、本発明は下記一般式（２）で表され
る高分子化合物であって、下記一般式（３）で表される化合物存在下で、ビニルモノマー
をラジカル重合反応させて得られた高分子化合物である。
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【０１００】
【化１６】

【０１０１】
　前記一般式（２）において、Ａ２は、有機色素構造、複素環構造、酸性基、塩基性窒素
原子を有する基、ウレア基、ウレタン基、配位性酸素原子を有する基、炭素数４以上の炭
化水素基、アルコキシシリル基、エポキシ基、イソシアネート基、および水酸基から選択
される部位を少なくとも１種含む１価の有機基を表す。ｎ個のＡ２は同一であっても、異
なっていてもよい。
　なお、Ａ２は、前記一般式（１）における前記Ａ１と同義であり、好ましい態様も同様
である。
【０１０２】
　前記一般式（２）において、Ｒ４、Ｒ５は各々独立に単結合あるいは２価の有機連結基
を表す。ｎ個のＲ４は、同一であっても、異なっていてもよい。また、ｍ個のＲ５は、同
一であっても、異なっていてもよい。
　Ｒ４、Ｒ５で表される２価の有機連結基としては、前記一般式（１）のＲ２で表される
２価の有機連結基として挙げられたものと同一のものが用いられ、好ましい態様も同様で
ある。
【０１０３】
　前記一般式（２）において、Ｒ３は、（ｍ＋ｎ）価の有機連結基を表す。ｍ＋ｎは３～
１０を満たす。
　前記Ｒ３で表される（ｍ＋ｎ）価の有機連結基としては、１から６０個までの炭素原子
、０個から１０個までの窒素原子、０個から５０個までの酸素原子、１個から１００個ま
での水素原子、および０個から２０個までの硫黄原子から成り立つ基が含まれ、無置換で
も置換基を更に有していてもよい。
　前記Ｒ３で表される（ｍ＋ｎ）価の有機連結基として、具体的には、前記一般式（１）
のＲ１で表される（ｍ＋ｎ）価の有機連結基として挙げられたものと同一のものが用いら
れ、好ましい態様も同様である。
【０１０４】
　前記一般式（２）中、ｍは１～８を表す。ｍとしては、１～５が好ましく、１～４がよ
り好ましく、１～３が特に好ましい。
　また、前記一般式（２）中、ｎは２～９を表す。ｎとしては、２～８が好ましく、２～
７がより好ましく、３～６が特に好ましい。
【０１０５】
　また、一般式（２）中のＰ２は、高分子骨格を表し、公知のポリマーなどから目的等に
応じて選択することができる。ｍ個のＰ２は、同一であっても、異なっていてもよい。ポ
リマーの好ましい態様については、前記一般式（１）におけるＰ１と同様である。
【０１０６】
　前記一般式（２）で表される高分子化合物のうち、以下に示すＲ３、Ｒ４、Ｒ５、Ｐ２

、ｍ、及びｎを全て満たすものが最も好ましい。
　Ｒ３：前記具体例（１）、（２）、（１０）、（１１）、（１６）、または（１７）
　Ｒ４：単結合あるいは、下記の構造単位または該構造単位が組み合わさって構成される
「１から１０個までの炭素原子、０個から５個までの窒素原子、０個から１０個までの酸
素原子、１個から３０個までの水素原子、および０個から５個までの硫黄原子」から成り
立つ２価の有機連結基（置換基を有していてもよく、該置換基としては、例えば、メチル
基、エチル基等の炭素数１から２０までのアルキル基、フェニル基、ナフチル基等の炭素
数６から１６までのアリール基、水酸基、アミノ基、カルボキシル基、スルホンアミド基
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、Ｎ－スルホニルアミド基、アセトキシ基等の炭素数１から６までのアシルオキシ基、メ
トキシ基、エトキシ基等の炭素数１から６までのアルコキシ基、塩素、臭素等のハロゲン
原子、メトキシカルボニル基、エトキシカルボニル基、シクロヘキシルオキシカルボニル
基等の炭素数２から７までのアルコキシカルボニル基、シアノ基、ｔ－ブチルカーボネー
ト等の炭酸エステル基、等が挙げられる。）
【０１０７】
【化１７】

【０１０８】
　Ｒ５：単結合、エチレン基、プロピレン基、下記基（ａ）、または下記基（ｂ）
　なお、下記基中、Ｒ２５は水素原子またはメチル基を表し、ｌは１または２を表す。
【０１０９】
【化１８】

【０１１０】
　Ｐ２：ビニルモノマーの重合体もしくは共重合体、エステル系ポリマー、エーテル系ポ
リマー、ウレタン系ポリマーおよびこれらの変性物
　ｍ：１～３
　ｎ：３～６
【０１１１】
　本発明の高分子化合物の酸価は特に限定されないが、本発明の高分子化合物を顔料分散
剤として用いる場合、酸価が２００（ｍｇＫＯＨ／ｇ）以下であることが好ましく、１６
０（ｍｇＫＯＨ／ｇ）以下がより好ましく、１２０（ｍｇＫＯＨ／ｇ）以下が特に好まし
い。酸価が２００（ｍｇＫＯＨ／ｇ）を超えると、顔料の分散性、分散安定性が悪化する
場合がある。
【０１１２】
　また、本発明の高分子化合物を顔料と共にアルカリ現像処理が必要な光硬化性組成物に
用いる場合、その酸価は、３０～２００（ｍｇＫＯＨ／ｇ）であることが好ましく、４０
～１６０（ｍｇＫＯＨ／ｇ）がより好ましく、５０～１２０（ｍｇＫＯＨ／ｇ）が特に好
ましい。酸価が３０（ｍｇＫＯＨ／ｇ）未満の場合、光硬化性組成物のアルカリ現像性が
不十分となる場合があり、酸価が２００（ｍｇＫＯＨ／ｇ）を超えると、顔料の分散性、
分散安定性が悪化する場合がある。
【０１１３】
　本発明の高分子化合物の分子量としては、重量平均分子量で、３０００～１０００００
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が好ましく、５０００～８００００がより好ましく、７０００～６００００が特に好まし
い。重量平均分子量が前記範囲内であると、ポリマーの末端に導入された複数の前記吸着
部位の効果が十分に発揮され、固体表面への吸着性、ミセル形成能、界面活性性に優れた
性能を発揮する。特に本発明に係る高分子化合物を顔料分散剤として用いた場合に、良好
な分散性と分散安定性を達成することができる。
【０１１４】
（合成方法）
　前記一般式（１）で表される高分子化合物（一般式（２）で表されるものを含む）は、
特に制限されないが、下記方法などにより合成することができる。
　１．カルボキシル基、ヒドロキシル基、アミノ基等から選択される官能基を末端に導入
したポリマーと、複数の前記吸着部位を有する酸ハライド、複数の前記吸着部位を有する
アルキルハライド、あるいは複数の前記吸着部位を有するイソシアネート等と、を高分子
反応させる方法。
　２．末端に炭素－炭素二重結合を導入したポリマーと、複数の前記吸着部位を有するメ
ルカプタンと、をマイケル付加反応させる方法。
　３．末端に炭素－炭素二重結合を導入したポリマーと、前記吸着部位を有するメルカプ
タンと、をラジカル発生剤存在下で反応させる方法。
　４．末端に複数のメルカプタンを導入したポリマーと、炭素－炭素二重結合と前記吸着
部位を有する化合物と、をラジカル発生剤存在下で反応させる方法。
　５．複数の前記吸着部位を有するメルカプタン化合物存在下で、ビニルモノマーをラジ
カル重合する方法。
【０１１５】
　上記のうち、本発明の高分子化合物は、合成上の容易さから、２、３、４、５の合成方
法が好ましく、３、４、５の合成方法がより好ましい。特に、本発明の高分子化合物が一
般式（２）で表される構造を有する場合、合成上の容易さから、５の合成方法で合成する
ことが最も好ましい。
【０１１６】
　本発明における高分子化合物の合成方法として、より具体的には、下記一般式（３）で
表される化合物存在下で、ビニルモノマーをラジカル重合させる方法である。
【０１１７】
【化１９】

【０１１８】
　前記一般式（３）において、Ｒ６、Ｒ７、Ａ３、ｍ、およびｎは、それぞれ前記一般式
（２）におけるＲ３、Ｒ４、Ａ２、ｍ、およびｎと同義であり、その好ましい態様も同様
である。
【０１１９】
　前記一般式（３）で表される化合物は、以下の方法等で合成することができるが、合成
上の容易さから、下記７の方法がより好ましい。
　６．複数の前記吸着部位を有するハライド化合物からメルカプタン化合物に変換する方
法（チオ尿素と反応させ、加水分解する方法、ＮａＳＨと直接反応させる方法、ＣＨ３Ｃ
ＯＳＮａと反応させ、加水分解させる方法などが挙げられる）
　７．一分子中に３～１０個のメルカプト基を有する化合物と、前記吸着部位を有し、か
つメルカプト基と反応可能な官能基を有する化合物、とを付加反応させる方法
【０１２０】
　前記合成方法７における「メルカプト基と反応可能な官能基」としては、酸ハライド、
アルキルハライド、イソシアネート、炭素－炭素二重結合などが好適に挙げられる。
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　「メルカプト基と反応可能な官能基」が炭素－炭素二重結合であり、付加反応がラジカ
ル付加反応であることが特に好ましい。なお、炭素－炭素二重結合としては、メルカプト
基との反応性の点で、１置換もしくは２置換のビニル基がより好ましい。
【０１２１】
　一分子中に３～１０個のメルカプト基を有する化合物の具体的な例〔具体例（１８）～
（３４）〕としては、以下の化合物が挙げられる。
【０１２２】
【化２０】

【０１２３】
【化２１】

【０１２４】
　上記の中でも、原料の入手性、合成の容易さ、各種溶媒への溶解性の観点から、特に好
ましい化合物は、以下の化合物である。
【０１２５】
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【０１２６】
　前記吸着部位を有し、かつ、炭素－炭素二重結合を有する化合物（具体的には、有機色
素構造、複素環構造、酸性基、塩基性窒素原子を有する基、ウレア基、ウレタン基、配位
性酸素原子を有する基、炭素数４以上の炭化水素基、アルコキシシリル基、エポキシ基、
イソシアネート基、および水酸基から選択される部位を少なくとも１種有し、かつ、炭素
－炭素二重結合を有する化合物）としては、特に制限されないが、以下のようなものが挙
げられる。
【０１２７】
【化２３】

【０１２８】
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【０１２９】
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【化２５】

【０１３０】
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【化２６】

【０１３１】
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【化２７】

【０１３２】
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【化２８】

【０１３３】
　前記「一分子中に３～１０個のメルカプト基を有する化合物」と、「前記吸着部位を有
し、かつ、炭素－炭素二重結合を有する化合物」とのラジカル付加反応生成物は、例えば
、上記の「一分子中に３～１０個のメルカプト基を有する化合物」および「前記吸着部位
を有し、かつ、炭素－炭素二重結合を有する化合物」を適当な溶媒中に溶解し、ここにラ
ジカル発生剤を添加して、約５０℃～１００℃で、付加させる方法（チオール－エン反応
法）を利用して得られる。
【０１３４】
　前記チオール－エン反応法で用いられる適当な溶媒の例としては、用いる「一分子中に
３～１０個のメルカプト基を有する化合物」、「前記吸着部位を有し、かつ、炭素－炭素
二重結合を有する化合物」、および「生成するラジカル付加反応生成物」の溶解性に応じ
て任意に選択できる。
　例えば、メタノール、エタノール、プロパノール、イソプロパノール、１－メトキシ－
２－プロパノール、１－メトキシ－２－プロピルアセテート、アセトン、メチルエチルケ
トン、メチルイソブチルケトン、メトキシプロピルアセテート、乳酸エチル、酢酸エチル
、アセトニトリル、テトラヒドロフラン、ジメチルホルムアミド、クロロホルム、トルエ
ンが挙げられる。これらの溶媒は、二種以上を混合して使用してもよい。
【０１３５】
　また、ラジカル発生剤としては、２，２’－アゾビス（イソブチロニトリル）（ＡＩＢ
Ｎ）、２，２’－アゾビス－（２，４’－ジメチルバレロニトリル）、２，２’－アゾビ
スイソ酪酸ジメチルのようなアゾ化合物、ベンゾイルパーオキシドのような過酸化物、お
よび過硫酸カリウム、過硫酸アンモニウムのような過硫酸塩などなどが利用できる。
【０１３６】
　前記５の合成方法で用いられるビニルモノマーとしては、特に制限されないが、例えば
、前記一般式（１）のＰ１で表される高分子骨格を得る際に用いられるビニルモノマーと
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同様のものが用いられる。
【０１３７】
　上記のビニルモノマーは一種のみで重合させてもよいし、二種以上を併用して共重合さ
せてもよい。
　また、アルカリ現像処理が必要な光硬化性組成物に適用する場合、本発明の高分子化合
物は、１種以上の酸性基を有するビニルモノマーと、１種以上の酸性基を有さないビニル
モノマーと、を共重合させることがより好ましい。
【０１３８】
　本発明の高分子化合物としては、これらのビニルモノマーと前記一般式（３）で表され
る化合物とを用いて、公知の方法で常法に従って重合させることで得られるものが好まし
い。なお、本発明における前記一般式（３）で表される化合物は、連鎖移動剤として機能
するものであり、以下、単に「連鎖移動剤」と称することがある。
　例えば、これらのビニルモノマー、および前記連鎖移動剤を適当な溶媒中に溶解し、こ
こにラジカル重合開始剤を添加して、約５０℃～２２０℃で、溶液中で重合させる方法（
溶液重合法）を利用して得られる。
【０１３９】
　溶液重合法で用いられる適当な溶媒の例としては、用いる単量体、および生成する共重
合体の溶解性に応じて任意に選択できる。例えば、メタノール、エタノール、プロパノー
ル、イソプロパノール、１－メトキシ－２－プロパノール、１－メトキシ－２－プロピル
アセテート、アセトン、メチルエチルケトン、メチルイソブチルケトン、メトキシプロピ
ルアセテート、乳酸エチル、酢酸エチル、アセトニトリル、テトラヒドロフラン、ジメチ
ルホルムアミド、クロロホルム、トルエンが挙げられる。これらの溶媒は、二種以上を混
合して使用してもよい。
【０１４０】
　また、ラジカル重合開始剤としては、２，２’－アゾビス（イソブチロニトリル）（Ａ
ＩＢＮ）、２，２’－アゾビス－（２，４’－ジメチルバレロニトリル）、２，２’－ア
ゾビスイソ酪酸ジメチルのようなアゾ化合物、ベンゾイルパーオキシドのような過酸化物
、および過硫酸カリウム、過硫酸アンモニウムのような過硫酸塩などが利用できる。
【０１４１】
＜顔料分散剤＞
　本発明の顔料分散剤は、顔料を分散する顔料分散剤として、既述の本発明の高分子化合
物を含有してなるものであり、本発明の高分子化合物以外に、顔料の分散性をより向上さ
せる目的で、従来から公知の顔料分散剤や界面活性剤等の分散剤、その他成分を加えるこ
ともできる。
【０１４２】
　公知の分散剤（顔料分散剤）としては、高分子分散剤〔例えば、ポリアミドアミンとそ
の塩、ポリカルボン酸とその塩、高分子量不飽和酸エステル、変性ポリウレタン、変性ポ
リエステル、変性ポリ（メタ）アクリレート、（メタ）アクリル系共重合体、ナフタレン
スルホン酸ホルマリン縮合物〕、および、ポリオキシエチレンアルキルリン酸エステル、
ポリオキシエチレンアルキルアミン、アルカノールアミン、顔料誘導体等を挙げることが
できる。
　高分子分散剤は、その構造からさらに直鎖状高分子、末端変性型高分子、グラフト型高
分子、ブロック型高分子に分類することができる。
【０１４３】
　高分子分散剤は顔料の表面に吸着し、再凝集を防止する様に作用する。そのため、顔料
表面へのアンカー部位を有する末端変性型高分子、グラフト型高分子、ブロック型高分子
が好ましい構造として挙げることができる。一方で、顔料誘導体は顔料表面を改質するこ
とで、高分子分散剤の吸着を促進させる効果を有する。
【０１４４】
　本発明に用いうる公知の分散剤（顔料分散剤）の具体例としては、ＢＹＫ　Ｃｈｅｍｉ
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ｅ社製「Ｄｉｓｐｅｒｂｙｋ－１０１（ポリアミドアミン燐酸塩）、１０７（カルボン酸
エステル）、１１０（酸基を含む共重合物）、１３０（ポリアミド）、１６１、１６２、
１６３、１６４、１６５、１６６、１７０（高分子共重合物）」、「ＢＹＫ－Ｐ１０４、
Ｐ１０５（高分子量不飽和ポリカルボン酸）、ＥＦＫＡ社製「ＥＦＫＡ４０４７、４０５
０、４０１０、４１６５（ポリウレタン系）、ＥＦＫＡ４３３０、４３４０（ブロック共
重合体）、４４００、４４０２（変性ポリアクリレート）、５０１０（ポリエステルアミ
ド）、５７６５（高分子量ポリカルボン酸塩）、６２２０（脂肪酸ポリエステル）、６７
４５（フタロシアニン誘導体）、６７５０（アゾ顔料誘導体）」、味の素ファンテクノ社
製「アジスパーＰＢ８２１、ＰＢ８２２」、共栄社化学社製「フローレンＴＧ－７１０（
ウレタンオリゴマー）」、「ポリフローＮｏ．５０Ｅ、Ｎｏ．３００（アクリル系共重合
体）」、楠本化成社製「ディスパロンＫＳ－８６０、８７３ＳＮ、８７４、＃２１５０（
脂肪族多価カルボン酸）、＃７００４（ポリエーテルエステル）、ＤＡ－７０３－５０、
ＤＡ－７０５、ＤＡ－７２５」、花王社製「デモールＲＮ、Ｎ（ナフタレンスルホン酸ホ
ルマリン重縮合物）、ＭＳ、Ｃ、ＳＮ－Ｂ（芳香族スルホン酸ホルマリン重縮合物）」、
「ホモゲノールＬ－１８（高分子ポリカルボン酸）」、「エマルゲン９２０、９３０、９
３５、９８５（ポリオキシエチレンノニルフェニルエーテル）」、「アセタミン８６（ス
テアリルアミンアセテート）」、ルーブリゾール社製「ソルスパース５０００（フタロシ
アニン誘導体）、２２０００（アゾ顔料誘導体）、１３２４０（ポリエステルアミン）、
３０００、１７０００、２７０００（末端部に機能部を有する高分子）、２４０００、２
８０００、３２０００、３８５００（グラフト型高分子）」、日光ケミカル社製「ニッコ
ールＴ１０６（ポリオキシエチレンソルビタンモノオレート）、ＭＹＳ－ＩＥＸ（ポリオ
キシエチレンモノステアレート）」等が挙げられる。
【０１４５】
　本発明の顔料分散剤は、本発明の高分子化合物を単独で用いても良いし、前記公知の分
散剤の１種以上と組み合わせて使用してもよい。
【０１４６】
＜顔料分散組成物＞
　本発明の顔料分散組成物は、有機溶媒中に顔料の少なくとも一種と既述の本発明の顔料
分散剤とを含んでなるものであり、必要に応じて樹脂成分などの他の成分を用いて構成す
ることができる。この顔料分散組成物は、既述の本発明の高分子化合物の少なくとも一種
を顔料分散剤として含むので、有機溶媒中の顔料の分散状態が良好になり、良好な色特性
が得られると共に、例えばカラーフィルタを構成したときには高いコントラストを得るこ
とができる。特に、有機顔料に優れた分散効果を発揮する。
【０１４７】
（顔料）
　本発明の顔料分散組成物は、従来公知の種々の無機顔料または有機顔料を適宜選択して
用いることができる。
　顔料は、無機顔料であれ有機顔料であれ、高透過率であることが好ましいことを考慮す
ると、なるべく粒子サイズの小さいものの使用が好ましく、ハンドリング性をも考慮する
と、顔料の平均粒子径としては０．０１～０．１μｍが好ましく、０．０１～０．０５μ
ｍがより好ましい。
【０１４８】
　前記無機顔料としては、金属酸化物、金属錯塩等で表される金属化合物を挙げることが
でき、具体的には、鉄、コバルト、アルミニウム、カドミウム、鉛、銅、チタン、マグネ
シウム、クロム、亜鉛、アンチモン等の金属酸化物、および前記金属の複合酸化物等を挙
げることができる。
【０１４９】
　前記有機顔料としては、例えば、
　Ｃ．Ｉ．ピグメント　イエロー　１１，　２４，　３１，　５３，　８３，　９３，　
９９，　１０８，　１０９，　１１０，　１３８，　１３９，　１４７，　１５０，　１
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５１，　１５４，　１５５，　１６７，　１８０，　１８５，　１９９；
　Ｃ．Ｉ．ピグメント　オレンジ３６，　３８，　４３，　７１；
　Ｃ．Ｉ．ピグメント　レッド８１，　１０５，　１２２，　１４９，　１５０，　１５
５，　１７１，　１７５，　１７６，　１７７，２０９，　２２０，２２４，　２４２，
　２５４，　２５５，　２６４，　２７０；
　Ｃ．Ｉ．ピグメント　バイオレット　１９，　２３，　３２，　３７，３９；
　Ｃ．Ｉ．ピグメント　ブルー　１，　２，　１５，　１５：１，　１５：３，　１５：
６，　１６，　２２，　６０，　６６；
　Ｃ．Ｉ．ピグメント　グリーン　７，　３６，　３７；
　Ｃ．Ｉ．ピグメント　ブラウン　２５，　２８；
　Ｃ．Ｉ．ピグメント　ブラック　１，　７；
カーボンブラック等を挙げることができる。
【０１５０】
　本発明では、特に、顔料の構造式中に塩基性のＮ原子をもつものを好ましく用いること
ができる。これら塩基性のＮ原子をもつ顔料は本発明の組成物中で良好な分散性を示す。
その原因については十分解明されていないが、組成物中の成分と顔料との親和性の良さが
影響しているものと推定される。
【０１５１】
　本発明においては特に限定されるものではないが、下記の顔料がより好ましい。
　Ｃ．Ｉ．ピグメント　イエロー　１１，　２４，　１０８，　１０９，　１１０，　１
３８，　１３９，　１５０，　１５１，　１５４，　１６７，　１８０，　１８５，
　Ｃ．Ｉ．ピグメント　オレンジ３６，　７１，
　Ｃ．Ｉ．ピグメント　レッド　１２２，　１５０，　１７１，　１７５，　１７７，　
２０９，　２２４，　２４２，　２５４，　２５５，　２６４，
　Ｃ．Ｉ．ピグメント　バイオレット　１９，　２３，　３７，
　Ｃ．Ｉ．ピグメント　ブルー　１５：１，　１５：３，　１５：６，　１６，　２２，
　６０，　６６，
　Ｃ．Ｉ．ピグメント　ブラック　７
【０１５２】
　これら有機顔料は、単独もしくは、色純度を上げるため種々組合せて用いることができ
る。組合せの具体例を以下に示す。
　例えば、赤の顔料として、アントラキノン系顔料、ペリレン系顔料、ジケトピロロピロ
ール系顔料単独またはそれらの少なくとも一種と、ビスアゾ系黄色顔料、イソインドリン
系黄色顔料、キノフタロン系黄色顔料またはペリレン系赤色顔料との混合などを用いるこ
とができる。例えば、アントラキノン系顔料としては、Ｃ．Ｉ．ピグメントレッド１７７
が挙げられ、ペリレン系顔料としては、Ｃ．Ｉ．ピグメントレッド１５５、Ｃ．Ｉ．ピグ
メントレッド２２４が挙げられ、ジケトピロロピロール系顔料としては、Ｃ．Ｉ．ピグメ
ントレッド２５４が挙げられ、色再現性の点でＣ．Ｉ．ピグメントイエロー１３９との混
合が好ましい。また、赤色顔料と黄色顔料との質量比は、１００：５～１００：５０が好
ましい。１００：５未満では４００ｎｍ～５００ｎｍの光透過率を抑えることが困難とな
り、色純度を上げることができない場合がある。また、１００：５０を超えると、主波長
が短波長よりになり、ＮＴＳＣ目標色相からのずれが大きくなる場合がある。特に、前記
質量比としては、１００：１０～１００：３０の範囲が最適である。尚、赤色顔料同士の
組み合わせの場合は、色度に併せて調整することができる。
【０１５３】
　また、緑の顔料としては、ハロゲン化フタロシアニン系顔料を単独で、または、これと
ビスアゾ系黄色顔料、キノフタロン系黄色顔料、アゾメチン系黄色顔料若しくはイソイン
ドリン系黄色顔料との混合を用いることができる。例えば、このような例としては、Ｃ．
Ｉ．ピグメントグリーン７、３６、３７とＣ．Ｉ．ピグメントイエロー８３、Ｃ．Ｉ．ピ
グメントイエロー１３８、Ｃ．Ｉ．ピグメントイエロー１３９、Ｃ．Ｉ．ピグメントイエ
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ロー１５０、Ｃ．Ｉ．ピグメントイエロー１８０またはＣ．Ｉ．ピグメントイエロー１８
５との混合が好ましい。緑顔料と黄色顔料との質量比は、１００：５～１００：１５０が
好ましい。質量比が１００：５未満では４００ｎｍ～４５０ｎｍの光透過率を抑えること
が困難となり、色純度を上げることができない場合がある。また、１００：１５０を越え
ると主波長が長波長よりになり、ＮＴＳＣ目標色相からのずれが大きくなる場合がある。
質量比としては１００：３０～１００：１２０の範囲が特に好ましい。
【０１５４】
　青の顔料としては、フタロシアニン系顔料を単独で、若しくはこれとジオキサジン系紫
色顔料との混合を用いることができる。例えば、Ｃ．Ｉ．ピグメントブルー１５：６とＣ
．Ｉ．ピグメントバイオレット２３との混合が好ましい。青色顔料と紫色顔料との質量比
は、１００：０～１００：５０が好ましく、より好ましくは１００：５～１００：３０で
ある。
【０１５５】
　また、ブラックマトリックス用の顔料としては、カーボン、チタンブラック、酸化鉄、
酸化チタン単独またはこれらの混合が挙げられ、カーボンとチタンブラックとの組合せが
好ましい。また、カーボンとチタンブラックとの質量比は、１００：０～１００：６０の
範囲が好ましい。１００：６０を超えると、分散安定性が低下する場合がある。
【０１５６】
　顔料の顔料分散組成物中における含有量としては、該組成物の全固形分（質量）に対し
て、４０～９０質量％が好ましく、５０～８０質量％がより好ましい。顔料の含有量が前
記範囲内であると、色濃度が充分で優れた色特性を確保するのに有効である。
【０１５７】
（顔料分散剤）
　顔料分散剤の詳細については、既述の通りであり、顔料分散剤を構成する成分の好まし
い態様についても同様である。
　また、顔料分散剤の顔料分散組成物中における含有量としては、前記顔料の質量に対し
て、０．５～１００質量％が好ましく、３～１００質量％がより好ましく、５～８０質量
％が特に好ましい。顔料分散剤の量が前記範囲内であると、十分な顔料分散効果が得られ
る。なお、顔料分散剤を１００質量部より多く加えても、顔料分散効果の更なる向上効果
は期待できないことがある。
　具体的には、高分子分散剤を用いる場合であれば、その使用量としては、顔料に対して
、５～１００質量％の範囲が好ましく、１０～８０質量％の範囲がより好ましい。また、
顔料誘導体を使用する場合であれば、その使用量としては、顔料に対し０．５～３０質量
％の範囲にあることが好ましく、３～２０質量％の範囲にあることがより好ましく、５～
１５質量％の範囲にあることが特に好ましい。
　なお、本発明の高分子化合物による顔料分散性の効果を十分に得るために、本発明の顔
料分散組成物中の全顔料分散剤に対する本発明の高分子化合物の含有量は、１０質量％以
上であることが好ましく、３０質量％以上であることが好ましく、５０質量％以上である
ことが好ましい。
【０１５８】
　本発明の顔料分散組成物の調製は、特に制限されないが、例えば、顔料と顔料分散剤と
溶剤とで、縦型もしくは横型のサンドグラインダー、ピンミル、スリットミル、超音波分
散機等を用いて、０．０１～１ｍｍの粒径のガラス、ジルコニア等でできたビーズで微分
散処理を行なうことにより得ることができる。
　また、ビーズ分散を行なう前に、二本ロール、三本ロール、ボールミル、トロンミル、
ディスパー、ニーダー、コニーダー、ホモジナイザー、ブレンダー、単軸もしくは２軸の
押出機等を用いて、強い剪断力を与えながら混練分散処理を行なうことも可能である。
　なお、混練、分散についての詳細は、Ｔ．Ｃ．　Ｐａｔｔｏｎ著”Ｐａｉｎｔ　Ｆｌｏ
ｗ　ａｎｄ　Ｐｉｇｍｅｎｔ　Ｄｉｓｐｅｒｓｉｏｎ”（１９６４年　Ｊｏｈｎ　Ｗｉｌ
ｅｙ　ａｎｄ　Ｓｏｎｓ社刊）等に記載されている。
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【０１５９】
＜光硬化性組成物＞
　本発明の光硬化性組成物は、既述の本発明の顔料分散組成物と、アルカリ可溶性樹脂と
、光重合性化合物と、光重合開始剤とを少なくとも含んでなり、必要に応じて、他の成分
を含んでいてもよい。この光硬化性組成物は、既述の本発明の高分子化合物の少なくとも
一種を顔料分散剤として含むので、組成物中で顔料を良好な分散状態で保ち、良好な色特
性が得られると共に、例えばカラーフィルタを構成したときには高いコントラストを得る
ことができる。以下、各成分について詳述する。
【０１６０】
（顔料分散組成物）
　本発明の光硬化性組成物は、顔料分散組成物の少なくとも一種を用いて構成されるもの
である。光硬化性組成物を構成する本発明の顔料分散組成物の詳細については、既述の通
りである。
【０１６１】
　顔料分散組成物の光硬化性組成物中における含有量としては、光硬化性組成物の全固形
分（質量）に対して、顔料の含有量が５～７０質量％の範囲となる量が好ましく、顔料の
含有量が１５～６０質量％の範囲となる量がより好ましい。顔料分散組成物の含有量が前
記範囲内であると、色濃度が充分で優れた色特性を確保するのに有効である。
【０１６２】
（アルカリ可溶性樹脂）
　本発明の光硬化性組成物は、アルカリ可溶性樹脂の少なくとも一種を含有する。
　アルカリ可溶性樹脂としては、高分子重合体であって、分子（好ましくは、アクリル系
共重合体、スチレン系共重合体を主鎖とする分子）中に少なくとも１つのアルカリ可溶性
を促進する基（例えばカルボキシル基、リン酸基、スルホン酸基など）を有するアルカリ
可溶性樹脂の中から適宜選択することができる。このうち、更に好ましくは、有機溶剤に
可溶で弱アルカリ水溶液により現像可能なものである。
【０１６３】
　アルカリ可溶性樹脂の製造には、例えば公知のラジカル重合法による方法を適用するこ
とができる。ラジカル重合法でアルカリ可溶性樹脂を製造する際の温度、圧力、ラジカル
開始剤の種類およびその量、溶媒の種類等々の重合条件は、当業者において容易に設定可
能であり、実験的に条件を定めるようにすることもできる。
　上記の高分子重合体としては、側鎖にカルボン酸を有するポリマーが好ましい。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５９－５３８３６号、特開昭５９－７１０４８号の各
公報に記載されているような、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、並びに側鎖にカルボン酸を有する酸性セルロース誘導体、水酸基を有するポリマー
に酸無水物を付加させたもの等が挙げられ、さらに側鎖に（メタ）アクリロイル基を有す
る高分子重合体も好ましいものとして挙げられる。
【０１６４】
　アルカリ可溶性樹脂として具体的には、特に（メタ）アクリル酸と、これと共重合可能
な他の単量体と、の共重合体が好適である。
　前記（メタ）アクリル酸と共重合可能な他の単量体としては、（メタ）アクリル酸エス
テル類、クロトン酸エステル類、ビニルエステル類、マレイン酸ジエステル類、フマル酸
ジエステル類、イタコン酸ジエステル類、（メタ）アクリルアミド類、スチレン類、ビニ
ルエーテル類、ビニルケトン類、オレフィン類、マレイミド類、（メタ）アクリロニトリ
ルなどが挙げられる。
【０１６５】
　（メタ）アクリル酸エステル類の例としては、（メタ）アクリル酸メチル、（メタ）ア
クリル酸エチル、（メタ）アクリル酸ｎ－プロピル、（メタ）アクリル酸イソプロピル、
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（メタ）アクリル酸ｎ－ブチル、（メタ）アクリル酸イソブチル、（メタ）アクリル酸ｔ
－ブチル、（メタ）アクリル酸アミル、（メタ）アクリル酸ｎ－ヘキシル、（メタ）アク
リル酸シクロヘキシル、（メタ）アクリル酸ｔ－ブチルシクロヘキシル、（メタ）アクリ
ル酸２－エチルヘキシル、（メタ）アクリル酸ｔ－オクチル、（メタ）アクリル酸ドデシ
ル、（メタ）アクリル酸オクタデシル、（メタ）アクリル酸アセトキシエチル、（メタ）
アクリル酸フェニル、（メタ）アクリル酸２－ヒドロキシエチル、（メタ）アクリル酸―
２－ヒドロキシプロピル、（メタ）アクリル酸―３－ヒドロキシプロピル、（メタ）アク
リル酸―４－ヒドロキシブチル、（メタ）アクリル酸２－メトキシエチル、（メタ）アク
リル酸２－エトキシエチル、（メタ）アクリル酸２－（２－メトキシエトキシ）エチル、
（メタ）アクリル酸３－フェノキシ－２－ヒドロキシプロピル、（メタ）アクリル酸－２
－クロロエチル、（メタ）アクリル酸グリシジル、（メタ）アクリル酸－３，４－エポキ
シシクロヘキシルメチル、（メタ）アクリル酸ビニル、（メタ）アクリル酸―２－フェニ
ルビニル、（メタ）アクリル酸―１－プロペニル、（メタ）アクリル酸アリル、（メタ）
アクリル酸―２－アリロキシエチル、（メタ）アクリル酸プロパルギル、（メタ）アクリ
ル酸ベンジル、（メタ）アクリル酸ジエチレングリコールモノメチルエーテル、（メタ）
アクリル酸ジエチレングリコールモノエチルエーテル、（メタ）アクリル酸トリエチレン
グリコールモノメチルエーテル、（メタ）アクリル酸トリエチレングリコールモノエチル
エーテル、（メタ）アクリル酸ポリエチレングリコールモノメチルエーテル、（メタ）ア
クリル酸ポリエチレングリコールモノエチルエーテル、（メタ）アクリル酸β－フェノキ
シエトキシエチル、（メタ）アクリル酸ノニルフェノキシポリエチレングリコール、（メ
タ）アクリル酸ジシクロペンテニル、（メタ）アクリル酸ジシクロペンテニルオキシエチ
ル、（メタ）アクリル酸トリフロロエチル、（メタ）アクリル酸オクタフロロペンチル、
（メタ）アクリル酸パーフロロオクチルエチル、（メタ）アクリル酸ジシクロペンタニル
、（メタ）アクリル酸トリブロモフェニル、（メタ）アクリル酸トリブロモフェニルオキ
シエチル、（メタ）アクリル酸－γ－ブチロラクトンなどが挙げられる。
【０１６６】
　クロトン酸エステル類の例としては、クロトン酸ブチル、およびクロトン酸ヘキシル等
が挙げられる。
　ビニルエステル類の例としては、ビニルアセテート、ビニルクロロアセテート、ビニル
プロピオネート、ビニルブチレート、ビニルメトキシアセテート、および安息香酸ビニル
などが挙げられる。
　マレイン酸ジエステル類の例としては、マレイン酸ジメチル、マレイン酸ジエチル、お
よびマレイン酸ジブチルなどが挙げられる。
　フマル酸ジエステル類の例としては、フマル酸ジメチル、フマル酸ジエチル、およびフ
マル酸ジブチルなどが挙げられる。
　イタコン酸ジエステル類の例としては、イタコン酸ジメチル、イタコン酸ジエチル、お
よびイタコン酸ジブチルなどが挙げられる。
【０１６７】
　（メタ）アクリルアミド類としては、（メタ）アクリルアミド、Ｎ－メチル（メタ）ア
クリルアミド、Ｎ－エチル（メタ）アクリルアミド、Ｎ－プロピル（メタ）アクリルアミ
ド、Ｎ－イソプロピル（メタ）アクリルアミド、Ｎ－ｎ－ブチルアクリル（メタ）アミド
、Ｎ－ｔ－ブチル（メタ）アクリルアミド、Ｎ－シクロヘキシル（メタ）アクリルアミド
、Ｎ－（２－メトキシエチル）（メタ）アクリルアミド、Ｎ，Ｎ－ジメチル（メタ）アク
リルアミド、Ｎ，Ｎ－ジエチル（メタ）アクリルアミド、Ｎ－フェニル（メタ）アクリル
アミド、Ｎ－ニトロフェニルアクリルアミド、Ｎ－エチル－Ｎ－フェニルアクリルアミド
、Ｎ－ベンジル（メタ）アクリルアミド、（メタ）アクリロイルモルホリン、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－ヒドロキシエチルアクリルアミド
、ビニル（メタ）アクリルアミド、Ｎ，Ｎ－ジアリル（メタ）アクリルアミド、Ｎ－アリ
ル（メタ）アクリルアミドなどが挙げられる。
【０１６８】
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　スチレン類の例としては、スチレン、メチルスチレン、ジメチルスチレン、トリメチル
スチレン、エチルスチレン、イソプロピルスチレン、ブチルスチレン、ヒドロキシスチレ
ン、メトキシスチレン、ブトキシスチレン、アセトキシスチレン、クロロスチレン、ジク
ロロスチレン、ブロモスチレン、クロロメチルスチレン、酸性物質により脱保護可能な基
（例えばｔ－Ｂｏｃなど）で保護されたヒドロキシスチレン、ビニル安息香酸メチル、お
よびα－メチルスチレンなどが挙げられる。
【０１６９】
　ビニルエーテル類の例としては、メチルビニルエーテル、エチルビニルエーテル、２－
クロロエチルビニルエーテル、ヒドロキシエチルビニルエーテル、プロピルビニルエーテ
ル、ブチルビニルエーテル、ヘキシルビニルエーテル、オクチルビニルエーテル、メトキ
シエチルビニルエーテルおよびフェニルビニルエーテルなどが挙げられる。
　ビニルケトン類の例としては、メチルビニルケトン、エチルビニルケトン、プロピルビ
ニルケトン、フェニルビニルケトンなどが挙げられる。
　オレフィン類の例としては、エチレン、プロピレン、イソブチレン、ブタジエン、イソ
プレンなどが挙げられる。
　マレイミド類の例としては、マレイミド、ブチルマレイミド、シクロヘキシルマレイミ
ド、フェニルマレイミドなどが挙げられる。
【０１７０】
　（メタ）アクリロニトリル、ビニル基が置換した複素環式基（例えば、ビニルピリジン
、Ｎ－ビニルピロリドン、ビニルカルバゾールなど）、Ｎ－ビニルホルムアミド、Ｎ－ビ
ニルアセトアミド、Ｎ－ビニルイミダゾール、ビニルカプロラクトン等も使用できる。
【０１７１】
　上記の化合物以外にも、例えば、ウレタン基、ウレア基、スルホンアミド基、フェノー
ル基、イミド基などの官能基を有するビニルモノマーも用いることができる。このような
ウレタン基、またはウレア基を有する単量体としては、例えば、イソシアナート基と水酸
基、またはアミノ基の付加反応を利用して、適宜合成することが可能である。具体的には
、イソシアナート基含有モノマーと水酸基を１個含有する化合物または１級あるいは２級
アミノ基を１個含有する化合物との付加反応、または水酸基含有モノマーまたは１級ある
いは２級アミノ基含有モノマーとモノイソシアネートとの付加反応等により適宜合成する
ことができる。
【０１７２】
　これらの中では特に、（メタ）アクリル酸ベンジル／（メタ）アクリル酸共重合体や（
メタ）アクリル酸ベンジル／（メタ）アクリル酸／他のモノマーからなる多元共重合体が
好適である。
　このほか、メタクリル酸―２－ヒドロキシエチルを共重合したもの等も有用なものとし
て挙げられる。該ポリマーは任意の量で混合して用いることができる。
【０１７３】
　上記以外に、特開平７－１４０６５４号公報に記載の、（メタ）アクリル酸―２－ヒド
ロキシプロピル／ポリスチレンマクロモノマー／メタクリル酸ベンジル／メタクリル酸共
重合体、アクリル酸―２－ヒドロキシ－３－フェノキシプロピル／ポリメチルメタクリレ
ートマクロモノマー／メタクリル酸ベンジル／メタクリル酸共重合体、メタクリル酸―２
－ヒドロキシエチル／ポリスチレンマクロモノマー／メタクリル酸メチル／メタクリル酸
共重合体、メタクリル酸―２－ヒドロキシエチル／ポリスチレンマクロモノマー／メタク
リル酸ベンジル／メタクリル酸共重合体などが挙げられる。
　また、側鎖にアリル基やビニルエステル基とカルボキシル基を有する（メタ）アクリル
樹脂および特開２０００－１８７３２２号公報、特開２００２－６２６９８号公報に記載
されている側鎖に二重結合を有するアルカリ可溶性樹脂や、特開２００１－２４２６１２
号公報に記載されている側鎖にアミド基を有するアルカリ可溶性樹脂が膜強度、感度、現
像性のバランスに優れており、好適である。
【０１７４】
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　本発明で使用しうるアルカリ可溶性樹脂の重量平均分子量としては、好ましくは５、０
００以上であり、さらに好ましくは１万～３０万の範囲であり、数平均分子量については
好ましくは１、０００以上であり、さらに好ましくは２、０００～２５万の範囲である。
多分散度（重量平均分子量／数平均分子量）は１．１～１０の範囲が好ましく、さらに好
ましくは１．２～５の範囲である。
　これらのアルカリ可溶性樹脂は、ランダムポリマー、ブロックポリマー、グラフトポリ
マー等いずれでもよい。
【０１７５】
　本発明で用いうるアルカリ可溶性樹脂は、従来公知の方法により合成できる。合成する
際に用いられる溶媒としては、例えば、テトラヒドロフラン、エチレンジクロリド、シク
ロヘキサノン、メチルエチルケトン、アセトン、メタノール、エタノール、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、２－メトキシエチ
ルアセテート、ジエチレングリコールジメチルエーテル、１－メトキシ－２－プロパノー
ル、１－メトキシ－２－プロピルアセテート、Ｎ，Ｎ－ジメチルホルムアミド、Ｎ，Ｎ－
ジメチルアセトアミド、トルエン、酢酸エチル、乳酸メチル、乳酸エチル、ジメチルスル
ホキシド、水等が挙げられる。これらの溶媒は単独でまたは２種以上混合して用いられる
。
　本発明において用いうるアルカリ可溶性樹脂を合成する際に用いられるラジカル重合開
始剤としては、アゾ系開始剤、過酸化物開始剤等公知の化合物が挙げられる。
【０１７６】
　なお、前記一般式（１）または前記一般式（２）で表される本発明の高分子化合物を、
アルカリ可溶性樹脂として利用することもできる。
【０１７７】
　アルカリ可溶性樹脂の光硬化性組成物中における含有量としては、該組成物の全固形分
に対して、１～２０質量％が好ましく、より好ましくは２～１５質量％であり、特に好ま
しくは３～１２質量％である。
【０１７８】
（光重合性化合物）
　本発明の光硬化性組成物は、光重合性化合物の少なくとも一種を含有する。本発明に用
いることができる光重合性化合物は、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であり、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無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或い
はアミド類と単官能若しくは多官能イソシアネート類或いはエポキシ類との付加反応物、
および単官能若しくは、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、イソシアネート基や、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
ステル或いはアミド類と単官能若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、更にハロゲン基や、トシルオキシ基等の脱離性置換基を有する不飽和カル
ボン酸エステル或いはアミド類と単官能若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。
【０１７９】
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　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、イソシアヌール酸ＥＯ変性トリアクリレ
ート等がある。
【０１８０】
　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。
【０１８１】
　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。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。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。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。
【０１８２】
　その他のエステルの例として、例えば、特公昭５１－４７３３４、特開昭５７－１９６
２３１記載の脂肪族アルコール系エステル類や、特開昭５９－５２４０、特開昭５９－５
２４１、特開平２－２２６１４９記載の芳香族系骨格を有するもの、特開平１－１６５６
１３記載のアミノ基を含有するもの等も好適に用いられる。更に、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。
【０１８３】
　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
ビスメタクリルアミド等がある。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。
【０１８４】
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　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、下記一般式（Ｉ）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。
【０１８５】
　ＣＨ２＝Ｃ（Ｒ）ＣＯＯＣＨ２ＣＨ（Ｒ’）ＯＨ　（Ｉ）
（ただし、ＲおよびＲ’は、ＨまたはＣＨ３を示す。）
【０１８６】
　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
５６－１７６５４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。更に、特開昭６３－２７
７６５３号、特開昭６３－２６０９０９号、特開平１－１０５２３８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。
【０１８７】
　その他の例としては、特開昭４８－６４１８３号、特公昭４９－４３１９１号、特公昭
５２－３０４９０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－
２５４９３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。更に日本接着協会誌ｖｏｌ．２０、Ｎｏ．７、３００～３０８ページ（１９
８４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。
【０１８８】
　これらの付加重合性化合物について、その構造、単独使用か併用か、添加量等の使用方
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。
　感度の点では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
以上が好ましい。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
ものがよく、更に、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
、感度と強度の両方を調節する方法も有効である。硬化感度の観点から、（メタ）アクリ
ル酸エステル構造を２個以上含有する化合物を用いることが好ましく、３個以上含有する
化合物を用いることがより好ましく、４個以上含有する化合物を用いることが最も好まし
い。また、硬化感度、および、未露光部の現像性の観点では、ＥＯ変性体を含有すること
が好ましい。また、硬化感度、および、露光部強度の観点ではウレタン結合を含有するこ
とが好ましい。
　また、重合性層中の他の成分（例えばアルカリ可溶性樹脂、開始剤、着色剤（顔料、染
料等）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うることが
ある。また、基板や後述のオーバーコート層等の密着性を向上せしめる目的で特定の構造
を選択することもあり得る。
【０１８９】
　以上の観点より、ビスフェノールＡジアクリレート、ビスフェノールＡジアクリレート
ＥＯ変性体、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、テト
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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
リスリトールテトラアクリレート、ジペンタエリスリトールペンタアクリレート、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、ペンタエリスリトールテトラア
クリレートＥＯ変性体、ジペンタエリスリトールヘキサアクリレートＥＯ変性体などが好
ましいものとして挙げられ、また、市販品としては、ウレタンオリゴマーＵＡＳ－１０、
ＵＡＢ－１４０（山陽国策パルプ社製）、ＤＰＨＡ－４０Ｈ（日本化薬社製）、ＵＡ－３
０６Ｈ、ＵＡ－３０６Ｔ、ＵＡ－３０６Ｉ、ＡＨ－６００、Ｔ－６００、ＡＩ－６００（
共栄社製）が好ましい。
【０１９０】
　なかでも、ビスフェノールＡジアクリレートＥＯ変性体、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ペンタ
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、トリ（アクリロイルオキシ
エチル）イソシアヌレート、ペンタエリスリトールテトラアクリレートＥＯ変性体、ジペ
ンタエリスリトールヘキサアクリレートＥＯ変性体などが、市販品としては、ＤＰＨＡ－
４０Ｈ（日本化薬社製）、ＵＡ－３０６Ｈ、ＵＡ－３０６Ｔ、ＵＡ－３０６Ｉ、ＡＨ－６
００、Ｔ－６００、ＡＩ－６００（共栄社製）がより好ましい。
　光重合性化合物は、１種単独で用いる以外に、２種以上を組み合わせて用いることがで
きる。
【０１９１】
　光重合性化合物の光硬化性組成物中における含有量としては、該組成物の全固形分に対
して、１～９０質量％であることが好ましく、５～８０質量％であることがより好ましく
、１０～７０質量％であることが更に好ましい。光重合性化合物の含有量が前記範囲内で
あると、硬化反応が充分に行なえる。
　特に、本発明の光硬化性組成物をカラーフィルタの着色パターン形成に使用する場合に
は前記含有量の範囲において５～５０質量％であることが好ましく、７～４０質量％であ
ることがより好ましく、１０～３５質量％であることが更に好ましい。
【０１９２】
（光重合開始剤）
　本発明の光硬化性組成物は、光重合開始剤の少なくとも１種を含有する。
　本発明における光重合開始剤は、光により分解し、後述するエチレン性不飽和結合を含
有する化合物の重合を開始、促進する化合物であり、波長３００～５００ｎｍの領域に吸
収を有するものであることが好ましい。また、光重合開始剤は、単独で、または２種以上
を併用して用いることができる。
【０１９３】
　光重合開始剤としては、例えば、有機ハロゲン化化合物、オキシジアゾール化合物、カ
ルボニル化合物、ケタール化合物、ベンゾイン化合物、アクリジン化合物、有機過酸化化
合物、アゾ化合物、クマリン化合物、アジド化合物、メタロセン化合物、ヘキサアリール
ビイミダゾール化合物、有機ホウ酸化合物、ジスルホン酸化合物、オキシムエステル化合
物、オニウム塩化合物、アシルホスフィン（オキシド）化合物が挙げられる。
　以下、これらの各化合物について詳細に述べる。
【０１９４】
　有機ハロゲン化化合物としては、具体的には、若林等、「Ｂｕｌｌ　Ｃｈｅｍ．Ｓｏｃ
　Ｊａｐａｎ」４２、２９２４（１９６９）、米国特許第３，９０５，８１５号明細書、
特公昭４６－４６０５号、特開昭４８－３６２８１号、特開昭５５－３２０７０号、特開
昭６０－２３９７３６号、特開昭６１－１６９８３５号、特開昭６１－１６９８３７号、
特開昭６２－５８２４１号、特開昭６２－２１２４０１号、特開昭６３－７０２４３号、
特開昭６３－２９８３３９号、Ｍ．Ｐ．Ｈｕｔｔ“Ｊｕｒｎａｌ　ｏｆ　Ｈｅｔｅｒｏｃ
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ｙｃｌｉｃ　Ｃｈｅｍｉｓｔｒｙ”１（Ｎｏ３），（１９７０）」筆に記載の化合物が挙
げられ、特に、トリハロメチル基が置換したオキサゾール化合物、ｓ－トリアジン化合物
が挙げられる。
【０１９５】
　ｓ－トリアジン化合物として、より好適には、すくなくとも一つのモノ、ジ、またはト
リハロゲン置換メチル基がｓ－トリアジン環に結合したｓ－トリアジン誘導体、具体的に
は、例えば、２，４，６－トリス（モノクロロメチル）－ｓ－トリアジン、２，４，６－
トリス（ジクロロメチル）－ｓ－トリアジン、２，４，６－トリス（トリクロロメチル）
－ｓ－トリアジン、２－メチル－４，６－ビス（トリクロロメチル）－ｓ－トリアジン、
２－ｎ－プロピル－４，６－ビス（トリクロロメチル）－ｓ－トリアジン、２－（α，α
，β－トリクロロエチル）－４，６－ビス（トリクロロメチル）－ｓ－トリアジン、２－
フェニル－４，６－ビス（トリクロロメチル）－ｓ－トリアジン、２－（ｐ－メトキシフ
ェニル）－４，６－ビス（トリクロロメチル）－ｓ－トリアジン、２－（３，４－エポキ
シフェニル）－４、６－ビス（トリクロロメチル）－ｓ－トリアジン、２－（ｐ－クロロ
フェニル）－４，６－ビス（トリクロロメチル）－ｓ－トリアジン、２－〔１－（ｐ－メ
トキシフェニル）－２，４－ブタジエニル〕－４，６－ビス（トリクロロメチル）－ｓ－
トリアジン、２－スチリル－４，６－ビス（トリクロロメチル）－ｓ－トリアジン、２－
（ｐ－メトキシスチリル）－４，６－ビス（トリクロロメチル）－ｓ－トリアジン、２－
（ｐ－ｉ－プロピルオキシスチリル）－４、６－ビス（トリクロロメチル）－ｓ－トリア
ジン、２－（ｐ－トリル）－４，６－ビス（トリクロロメチル）－ｓ－トリアジン、２－
（４－ナトキシナフチル）－４，６－ビス（トリクロロメチル）－ｓ－トリアジン、２－
フェニルチオ－４，６－ビス（トリクロロメチル）－ｓ－トリアジン、２－ベンジルチオ
－４，６－ビス（トリクロロメチル）－ｓ－トリアジン、２，４，６－トリス（ジブロモ
メチル）－ｓ－トリアジン、２，４，６－トリス（トリブロモメチル）－ｓ－トリアジン
、２－メチル－４，６－ビス（トリブロモメチル）－ｓ－トリアジン、２－メトキシ－４
，６－ビス（トリブロモメチル）－ｓ－トリアジン等が挙げられる。
【０１９６】
　オキシジアゾール化合物としては、２－トリクロロメチル－５－スチリル－１，３，４
－オキソジアゾール、２－トリクロロメチル－５－（シアノスチリル）－１，３，４－オ
キソジアゾール、２－トリクロロメチル－５－（ナフト－１－イル）－１，３，４－オキ
ソジアゾール、２－トリクロロメチル－５－（４－スチリル）スチリル－１，３，４－オ
キソジアゾールなどが挙げられる。
【０１９７】
　カルボニル化合物としては、ベンゾフェノン、ミヒラーケトン、２－メチルベンゾフェ
ノン、３－メチルベンゾフェノン、４－メチルベンゾフェノン、２－クロロベンゾフェノ
ン、４－ブロモベンゾフェノン、２－カルボキシベンゾフェノン等のベンゾフェノン誘導
体、２，２－ジメトキシ－２－フェニルアセトフェノン、２，２－ジエトキシアセトフェ
ノン、１－ヒドロキシシクロヘキシルフェニルケトン、α－ヒドトキシ－２－メチルフェ
ニルプロパノン、１－ヒドロキシ－１－メチルエチル－（ｐ－イソプロピルフェニル）ケ
トン、１－ヒドロキシ－１－（ｐ－ドデシルフェニル）ケトン、２－メチルー（４’－（
メチルチオ）フェニル）－２－モルホリノ－１－プロパノン、１，１，１－トリクロロメ
チル－（ｐ－ブチルフェニル）ケトン、２－ベンジル－２－ジメチルアミノ－４－モルホ
リノブチロフェノン等のアセトフェノン誘導体、チオキサントン、２－エチルチオキサン
トン、２－イソプロピルチオキサントン、２－クロロチオキサントン、２，４－ジメチル
チオキサントン、２，４－ジエチルチオキサントン、２，４－ジイソプロピルチオキサン
トン等のチオキサントン誘導体、ｐ－ジメチルアミノ安息香酸エチル、ｐ－ジエチルアミ
ノ安息香酸エチル等の安息香酸エステル誘導体等を挙げることができる。
【０１９８】
　ケタール化合物としては、ベンジルメチルケタール、ベンジル－β－メトキシエチルエ
チルアセタールなどを挙げることができる。
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【０１９９】
　ベンゾイン化合物としては、ベンゾインイソプロピルエーテル、ベンゾインイソブチル
エーテル、ベンゾインメチルエーテル、メチルｏ－ベンゾイルベンゾエートなどを挙げる
ことができる。
【０２００】
　アクリジン化合物としては、９－フェニルアクリジン、１，７－ビス（９－アクリジニ
ル）ヘプタンなどを挙げることができる。
【０２０１】
　有機過酸化化合物としては、例えば、トリ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（ｔｅｒｔ－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（ｔｅｒｔ－ブチルパーオキシ）シクロ
ヘキサン、２，２－ビス（ｔｅｒｔ－ブチルパーオキシ）ブタン、ｔｅｒｔ－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、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、ｔｅｒｔ－ブチルクミルパー
オキサイド、ジクミルパーオキサイド、２，５－ジメチル－２，５－ジ（ｔｅｒｔ－ブチ
ルパーオキシ）ヘキサン、２，５－オ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、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、ｔｅｒｔ－ブチルパー
オキシアセテート、ｔｅｒｔ－ブチルパーオキシピバレート、ｔｅｒｔ－ブチルパーオキ
シネオデカノエート、ｔｅｒｔ－ブチルパーオキシオクタノエート、ｔｅｒｔ－ブチルパ
ーオキシラウレート、ターシルカーボネート、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－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－（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
）等が挙げられる。
【０２０２】
　アゾ化合物としては、例えば、特開平８－１０８６２１号公報に記載のアゾ化合物等を
挙げることができる。
【０２０３】
　クマリン化合物としては、例えば、３－メチル－５－アミノ－（（ｓ－トリアジン－２
－イル）アミノ）－３－フェニルクマリン、３－クロロ－５－ジエチルアミノ－（（ｓ－
トリアジン－２－イル）アミノ）－３－フェニルクマリン、３－ブチル－５－ジメチルア
ミノ－（（ｓ－トリアジン－２－イル）アミノ）－３－フェニルクマリン等を挙げること
ができる。
【０２０４】
　アジド化合物としては、米国特許第２８４８３２８号明細書、米国特許第２８５２３７
９号明細書ならびに米国特許第２９４０８５３号明細書に記載の有機アジド化合物、２，
６－ビス（４－アジドベンジリデン）－４－エチルシクロヘキサノン（ＢＡＣ－Ｅ）等が
挙げられる。
【０２０５】
　メタロセン化合物としては、特開昭５９－１５２３９６号公報、特開昭６１－１５１１
９７号公報、特開昭６３－４１４８４号公報、特開平２－２４９号公報、特開平２－４７
０５号公報、特開平５－８３５８８号公報記載の種々のチタノセン化合物、例えば、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
－２，６－ジフルオロフェニ－１－イル、ジ－シクロペンタジエニル－Ｔｉ－ビス－２，
４－ジ－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，
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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－２，３，
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
，３，４，５，６－ペンタフルオロフェニ－１－イル、ジ－メチルシクロペンタジエニル
－Ｔｉ－ビス－２，６－ジフルオロフェニ－１－イル、ジ－メチル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－メチルシクロペンタジ
エニル－Ｔｉ－ビス－２，３，５，６－テトラフルオロフェニ－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－ペンタフルオロフェニ－１－イ
ル、特開平１－３０４４５３号公報、特開平１－１５２１０９号公報記載の鉄－アレーン
錯体等が挙げられる。
【０２０６】
　ヘキサアリールビイミダゾール化合物としては、例えば、特公平６－２９２８５号公報
、米国特許第３，４７９，１８５号、同第４，３１１，７８３号、同第４，６２２，２８
６号等の各明細書に記載の種々の化合物、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（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）ビイジダゾール、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。
【０２０７】
　有機ホウ酸塩化合物としては、例えば、特開昭６２－１４３０４４号、特開昭６２－１
５０２４２号、特開平９－１８８６８５号、特開平９－１８８６８６号、特開平９－１８
８７１０号、特開２０００－１３１８３７、特開２００２－１０７９１６、特許第２７６
４７６９号、特願２０００－３１０８０８号、等の各公報、および、Ｋｕｎｚ，Ｍａｒｔ
ｉｎ“Ｒａｄ　Ｔｅｃｈ’９８．Ｐｒｏｃｅｅｄｉｎｇ　Ａｐｒｉｌ　１９－２２，１９
９８，Ｃｈｉｃａｇｏ”等に記載される有機ホウ酸塩、特開平６－１５７６２３号公報、
特開平６－１７５５６４号公報、特開平６－１７５５６１号公報に記載の有機ホウ素スル
ホニウム錯体或いは有機ホウ素オキソスルホニウム錯体、特開平６－１７５５５４号公報
、特開平６－１７５５５３号公報に記載の有機ホウ素ヨードニウム錯体、特開平９－１８
８７１０号公報に記載の有機ホウ素ホスホニウム錯体、特開平６－３４８０１１号公報、
特開平７－１２８７８５号公報、特開平７－１４０５８９号公報、特開平７－３０６５２
７号公報、特開平７－２９２０１４号公報等の有機ホウ素遷移金属配位錯体等が具体例と
して挙げられる。
【０２０８】
　ジスルホン化合物としては、特開昭６１－１６６５４４号公報、特願２００１－１３２
３１８号明細書等記載される化合物等が挙げられる。
【０２０９】
　オキシムエステル化合物としては、Ｊ．Ｃ．Ｓ．　Ｐｅｒｋｉｎ　II　（１９７９　）
１６５３－１６６０）、Ｊ．Ｃ．Ｓ．　Ｐｅｒｋｉｎ　II　（１９７９）１５６－１６２
、Ｊｏｕｒｎａｌ　ｏｆ　Ｐｈｏｔｏｐｏｌｙｍｅｒ　Ｓｃｉｅｎｃｅ　ａｎｄ　Ｔｅｃ
ｈｎｏｌｏｇｙ（１９９５）２０２－２３２、特開２０００－６６３８５号公報記載の化
合物、特開２０００－８００６８号公報、特表２００４－５３４７９７号公報記載の化合
物等が挙げられる。
【０２１０】
　オニウム塩化合物としては、例えば、Ｓ．Ｉ．Ｓｃｈｌｅｓｉｎｇｅｒ，Ｐｈｏｔｏｇ
ｒ．Ｓｃｉ．Ｅｎｇ．，１８，３８７（１９７４）、Ｔ．Ｓ．Ｂａｌ　ｅｔ　ａｌ，Ｐｏ
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ｌｙｍｅｒ，２１，４２３（１９８０）に記載のジアゾニウム塩、米国特許第４，０６９
，０５５号明細書、特開平４－３６５０４９号等に記載のアンモニウム塩、米国特許第４
，０６９，０５５号、同４，０６９，０５６号の各明細書に記載のホスホニウム塩、欧州
特許第１０４、１４３号、米国特許第３３９，０４９号、同第４１０，２０１号の各明細
書、特開平２－１５０８４８号、特開平２－２９６５１４号の各公報に記載のヨードニウ
ム塩などが挙げられる。
【０２１１】
　本発明に好適に用いることのできるヨードニウム塩は、ジアリールヨードニウム塩であ
り、安定性の観点から、アルキル基、アルコキシ基、アリーロキシ基等の電子供与性基で
２つ以上置換されていることが好ましい。また、その他の好ましいスルホニウム塩の形態
として、トリアリールスルホニウム塩の１つの置換基がクマリン、アントアキノン構造を
有し、３００ｎｍ以上に吸収を有するヨードニウム塩などが好ましい。
【０２１２】
　本発明に好適に用いることのできるスルホニウム塩としては、欧州特許第３７０，６９
３号、同３９０，２１４号、同２３３，５６７号、同２９７，４４３号、同２９７，４４
２号、米国特許第４，９３３，３７７号、同１６１，８１１号、同４１０，２０１号、同
３３９，０４９号、同４，７６０，０１３号、同４，７３４，４４４号、同２，８３３，
８２７号、独国特許第２，９０４，６２６号、同３，６０４，５８０号、同３，６０４，
５８１号の各明細書に記載のスルホニウム塩が挙げられ、安定性の感度点から好ましくは
電子吸引性基で置換されていることが好ましい。電子吸引性基としては、ハメット値が０
より大きいことが好ましい。好ましい電子吸引性基としては、ハロゲン原子、カルボン酸
などが挙げられる。
　また、その他の好ましいスルホニウム塩としては、トリアリールスルホニウム塩の１つ
の置換基がクマリン、アントアキノン構造を有し、３００ｎｍ以上に吸収を有するスルホ
ニウム塩が挙げられる。別の好ましいスルホニウム塩としては、トリアリールスルホニウ
ム塩が、アリロキシ基、アリールチオ基を置換基に有する３００ｎｍ以上に吸収を有する
スルホニウム塩が挙げられる。
【０２１３】
　また、オニウム塩化合物としては、Ｊ．Ｖ．Ｃｒｉｖｅｌｌｏ　ｅｔ　ａｌ，Ｍａｃｒ
ｏｍｏｌｅｃｕｌｅｓ，１０（６），１３０７（１９７７）、Ｊ．Ｖ．Ｃｒｉｖｅｌｌｏ
　ｅｔ　ａｌ，Ｊ．Ｐｏｌｙｍｅｒ　Ｓｃｉ．，Ｐｏｌｙｍｅｒ　Ｃｈｅｍ．Ｅｄ．，１
７，１０４７（１９７９）に記載のセレノニウム塩、Ｃ．Ｓ．Ｗｅｎ　ｅｔ　ａｌ，Ｔｅ
ｈ，Ｐｒｏｃ．Ｃｏｎｆ．Ｒａｄ．Ｃｕｒｉｎｇ　ＡＳＩＡ，ｐ４７８　Ｔｏｋｙｏ，Ｏ
ｃｔ（１９８８）に記載のアルソニウム塩等のオニウム塩等が挙げられる。
【０２１４】
　アシルホスフィン（オキシド）化合物としては、チバ・スペシャルティ・ケミカルズ社
製のイルガキュア８１９、ダロキュア４２６５、ダロキュアＴＰＯなどが挙げられる。
【０２１５】
　本発明に用いられる光重合開始剤としては、露光感度の観点から、トリハロメチルトリ
アジン系化合物、ベンジルジメチルケタール化合物、α－ヒドロキシケトン化合物、α－
アミノケトン化合物、アシルホスフィン系化合物、フォスフィンオキサイド系化合物、メ
タロセン化合物、オキシム系化合物、ビイミダゾール系化合物、オニウム系化合物、ベン
ゾチアゾール系化合物、ベンゾフェノン系化合物、アセトフェノン系化合物およびその誘
導体、シクロペンタジエン－ベンゼン－鉄錯体およびその塩、ハロメチルオキサジアゾー
ル化合物、３－アリール置換クマリン化合物からなる群より選択される化合物が好ましい
。
【０２１６】
　より好ましくは、トリハロメチルトリアジン系化合物、α－アミノケトン化合物、アシ
ルホスフィン系化合物、フォスフィンオキサイド系化合物、オキシム系化合物、ビイミダ
ゾール系化合物、オニウム系化合物、ベンゾフェノン系化合物、アセトフェノン系化合物
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であり、トリハロメチルトリアジン系化合物、α－アミノケトン化合物、オキシム系化合
物、ビイミダゾール系化合物、ベンゾフェノン系化合物からなる群より選ばれる少なくと
も一種の化合物が更に好ましい。また、ビイミダゾール系化合物が最も好ましい。
【０２１７】
　光重合開始剤の光硬化性組成物中における含有量としては、該組成物の全固形分に対し
て、０．１～５０質量％であることが好ましく、より好ましくは０．５～３０質量％、特
に好ましくは１～２０質量％である。この範囲で、良好な感度とパターン形成性が得られ
る。
【０２１８】
　次に、上記以外の成分について説明する。
－溶剤－
　本発明の顔料分散組成物および光硬化性組成物は、一般に上記成分と共に溶剤を用いて
好適に調製することができる。
　溶剤としては、エステル類、例えば酢酸エチル、酢酸－ｎ－ブチル、酢酸イソブチル、
ギ酸アミル、酢酸イソアミル、酢酸イソブチル、プロピオン酸ブチル、酪酸イソプロピル
、酪酸エチル、酪酸ブチル、アルキルエステル類、乳酸メチル、乳酸エチル、オキシ酢酸
メチル、オキシ酢酸エチル、オキシ酢酸ブチル、メトキシ酢酸メチル、メトキシ酢酸エチ
ル、メトキシ酢酸ブチル、エトキシ酢酸メチル、エトキシ酢酸エチル、並びに、３－オキ
シプロピオン酸メチルおよび３－オキシプロピオン酸エチルなどの３－オキシプロピオン
酸アルキルエステル類（例えば、３－メトキシプロピオン酸メチル、３－メトキシプロピ
オン酸エチル、３－エトキシプロピオン酸メチル、３－エトキシプロピオン酸エチル）、
並びに、２－オキシプロピオン酸メチル、２－オキシプロピオン酸エチル、および２－オ
キシプロピオン酸プロピルなどの２－オキシプロピオン酸アルキルエステル類（例えば、
２－メトキシプロピオン酸メチル、２－メトキシプロピオン酸エチル、２－メトキシプロ
ピオン酸プロピル、２－エトキシプロピオン酸メチル、２－エトキシプロピオン酸エチル
、２－オキシ－２－メチルプロピオン酸メチル、２－オキシ－２－メチルプロピオン酸エ
チル、２－メトキシ－２－メチルプロピオン酸メチル、２－エトキシ－２－メチルプロピ
オン酸エチル）、並びに、ピルビン酸メチル、ピルビン酸エチル、ピルビン酸プロピル、
アセト酢酸メチル、アセト酢酸エチル、２－オキソブタン酸メチル、２－オキソブタン酸
エチル等；
【０２１９】
エーテル類、例えばジエチレングリコールジメチルエーテル、テトラヒドロフラン、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、メチルセ
ロソルブアセテート、エチルセロソルブアセテート、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モノブチルエ
ーテル、プロピレングリコールメチルエーテルアセテート、プロピレングリコールエチル
エーテルアセテート、プロピレングリコールプロピルエーテルアセテート等；
ケトン類、例えばメチルエチルケトン、シクロヘキサノン、２－ヘプタノン、３－ヘプタ
ノン等；
芳香族炭化水素類、例えばトルエン、キシレン、等が挙げられる。
【０２２０】
　これらのうち、３－エトキシプロピオン酸メチル、３－エトキシプロピオン酸エチル、
エチルセロソルブアセテート、乳酸エチル、ジエチレングリコールジメチルエーテル、酢
酸ブチル、３－メトキシプロピオン酸メチル、２－ヘプタノン、シクロヘキサノン、エチ
ルカルビトールアセテート、ブチルカルビトールアセテート、プロピレングリコールメチ
ルエーテルアセテート等が好適である。
　溶剤は、単独で用いる以外に２種以上を組み合わせて用いてもよい。
【０２２１】
－増感剤－
　本発明の光硬化性組成物は、ラジカル開始剤のラジカル発生効率の向上、感光波長の長
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ては、前記した光重合開始剤に対し、電子移動機構またはエネルギー移動機構で増感させ
るものが好ましい。
【０２２２】
　本発明に用いることができる増感剤としては、以下に列挙する化合物類に属しており、
且つ３００ｎｍ～４５０ｎｍの波長領域に吸収波長を有するものが挙げられる。
　好ましい増感剤の例としては、以下の化合物類に属しており、かつ３３０ｎｍから４５
０ｎｍ域に吸収波長を有するものを挙げることができる。
　例えば、多核芳香族類（例えば、フェナントレン、アントラセン、ピレン、ペリレン、
トリフェニレン、９，１０－ジアルコキシアントラセン）、キサンテン類（例えば、フル
オレッセイン、エオシン、エリスロシン、ローダミンＢ、ローズベンガル）、チオキサン
トン類（イソプロピルチオキサントン、ジエチルチオキサントン、クロロチオキサントン
）、シアニン類（例えばチアカルボシアニン、オキサカルボシアニン）、メロシアニン類
（例えば、メロシアニン、カルボメロシアニン）、フタロシアニン類、チアジン類（例え
ば、チオニン、メチレンブルー、トルイジンブルー）、アクリジン類（例えば、アクリジ
ンオレンジ、クロロフラビン、アクリフラビン）、アントラキノン類（例えば、アントラ
キノン）、スクアリウム類（例えば、スクアリウム）、アクリジンオレンジ、クマリン類
（例えば、７－ジエチルアミノ－４－メチルクマリン）、ケトクマリン、フェノチアジン
類、フェナジン類、スチリルベンゼン類、アゾ化合物、ジフェニルメタン、トリフェニル
メタン、ジスチリルベンゼン類、カルバゾール類、ポルフィリン、スピロ化合物、キナク
リドン、インジゴ、スチリル、ピリリウム化合物、ピロメテン化合物、ピラゾロトリアゾ
ール化合物、ベンゾチアゾール化合物、バルビツール酸誘導体、チオバルビツール酸誘導
体、アセトフェノン、ベンゾフェノン、チオキサントン、ミヒラーズケトンなどの芳香族
ケトン化合物、Ｎ－アリールオキサゾリジノンなどのヘテロ環化合物などが挙げられる。
等が挙げられ、更に欧州特許第５６８，９９３号明細書、米国特許第４，５０８，８１１
号明細書、同５，２２７，２２７号明細書、特開２００１－１２５２５５号公報、特開平
１１－２７１９６９号公報等に記載の化合物等などが挙げられる。
【０２２３】
　より好ましい増感剤の例としては、下記一般式（ｉ）～（iv）で表される化合物が挙げ
られる。
【０２２４】
【化２９】

【０２２５】
　（式（ｉ）中、Ａ１は硫黄原子またはＮＲ５０を表し、Ｒ５０はアルキル基またはアリ
ール基を表し、Ｌ２は隣接するＡ１及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し、Ｒ５１、Ｒ５２はそれぞれ独立に水素原子または一価の非金属原
子団を表し、Ｒ５１、Ｒ５２は互いに結合して、色素の酸性核を形成してもよい。Ｗは酸
素原子または硫黄原子を表す。）
【０２２６】
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【化３０】

【０２２７】
　（式（ii）中、Ａｒ１及びＡｒ２はそれぞれ独立にアリール基を表し、－Ｌ３－による
結合を介して連結している。ここでＬ３は－Ｏ－または－Ｓ－を表す。また、Ｗは一般式
（ｉ）に示したものと同義である。）
【０２２８】
【化３１】

【０２２９】
　（式（iii）中、Ａ２は硫黄原子またはＮＲ５９を表し、Ｌ４は隣接するＡ２及び炭素
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、Ｒ５３、Ｒ５４、Ｒ５５

、Ｒ５６、Ｒ５７及びＲ５８はそれぞれ独立に一価の非金属原子団の基を表し、Ｒ５９は
アルキル基またはアリール基を表す。）
【０２３０】

【化３２】

【０２３１】
　（式（iv）中、Ａ３、Ａ４はそれぞれ独立に－Ｓ－または－ＮＲ６２－または－ＮＲ６

３－を表し、Ｒ６３、Ｒ６４はそれぞれ独立に置換若しくは非置換のアルキル基、置換若
しくは非置換のアリール基を表し、Ｌ５、Ｌ６はそれぞれ独立に、隣接するＡ３、Ａ４及
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し、Ｒ６０、Ｒ６

１はそれぞれ独立に一価の非金属原子団であるか又は互いに結合して脂肪族性または芳香
族性の環を形成することができる。）
【０２３２】
　増感剤は、１種単独で用いてもよいし、２種以上を併用してもよい。
　本発明の光硬化性組成物中における増感剤の含有量は、深部への光吸収効率と開始分解
効率の観点から、固形分換算で、０．１～２０質量％であることが好ましく、０．５～１
５質量％がより好ましい。
【０２３３】
－共増感剤－
　本発明の光硬化性組成物は、共増感剤を含有することも好ましい。本発明において共増
感剤は、増感色素や開始剤の活性放射線に対する感度を一層向上させる、あるいは酸素に
よる重合性化合物の重合阻害を抑制する等の作用を有する。
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　このような共増感剤の例としては、アミン類、例えばＭ．Ｒ．Ｓａｎｄｅｒら著「Ｊｏ
ｕｒｎａｌ　ｏｆ　Ｐｏｌｙｍｅｒ　Ｓｏｃｉｅｔｙ」第１０巻３１７３頁（１９７２）
、特公昭４４－２０１８９号公報、特開昭５１－８２１０２号公報、特開昭５２－１３４
６９２号公報、特開昭５９－１３８２０５号公報、特開昭６０－８４３０５号公報、特開
昭６２－１８５３７号公報、特開昭６４－３３１０４号公報、Ｒｅｓｅａｒｃｈ　Ｄｉｓ
ｃｌｏｓｕｒｅ　３３８２５号記載の化合物等が挙げられ、具体的には、トリエタノール
アミン、ｐ－ジメチルアミノ安息香酸エチルエステル、ｐ－ホルミルジメチルアニリン、
ｐ－メチルチオジメチルアニリン等が挙げられる。
【０２３４】
　共増感剤の別の例としては、チオールおよびスルフィド類、例えば、特開昭５３－７０
２号公報、特公昭５５－５００８０６号公報、特開平５－１４２７７２号公報記載のチオ
ール化合物、特開昭５６－７５６４３号公報のジスルフィド化合物等が挙げられ、具体的
には、２－メルカプトベンゾチアゾール、２－メルカプトベンゾオキサゾール、２－メル
カプトベンゾイミダゾール、２－メルカプト－４（３Ｈ）－キナゾリン、β－メルカプト
ナフタレン等が挙げられる。
【０２３５】
　また、共増感剤の別の例としては、アミノ酸化合物（例、Ｎ－フェニルグリシン等）、
特公昭４８－４２９６５号公報記載の有機金属化合物（例、トリブチル錫アセテート等）
、特公昭５５－３４４１４号公報記載の水素供与体、特開平６－３０８７２７号公報記載
のイオウ化合物（例、トリチアン等）等が挙げられる。
【０２３６】
　これら共増感剤の含有量は、重合成長速度と連鎖移動のバランスによる硬化速度の向上
の観点から、光硬化性組成物の全固形分の質量に対し、０．１～３０質量％の範囲が好ま
しく、１～２５質量％の範囲がより好ましく、０．５～２０質量％の範囲が更に好ましい
。
【０２３７】
－その他成分－
　本発明の顔料分散組成物または光硬化性組成物には、必要に応じて、フッ素系有機化合
物、熱重合防止剤、着色剤、光重合開始剤、その他充填剤、上記の一般式（１）または（
２）で表される高分子化合物およびアルカリ可溶性樹脂以外の高分子化合物、界面活性剤
、密着促進剤、酸化防止剤、紫外線吸収剤、凝集防止剤などの各種添加物を含有すること
ができる。
【０２３８】
（フッ素系有機化合物）
　フッ素系有機化合物を含有することで、塗布液としたときの液特性（特に流動性）を改
善でき、塗布厚の均一性や省液性を改善することができる。すなわち、基板と塗布液との
界面張力を低下させて基板への濡れ性が改善され、基板への塗布性が向上するので、少量
の液量で数μｍ程度の薄膜を形成した場合であっても、厚みムラの小さい均一厚の膜形成
が可能である点で有効である。
【０２３９】
　フッ素系有機化合物のフッ素含有率は３～４０質量％が好適であり、より好ましくは５
～３０質量％であり、特に好ましくは７～２５質量％である。フッ素含有率が前記範囲内
であると、塗布厚均一性や省液性の点で効果的であり、組成物中への溶解性も良好である
。
【０２４０】
　フッ素系有機化合物としては、例えば、メガファックＦ１７１、同Ｆ１７２、同Ｆ１７
３、同Ｆ１７７、同Ｆ１４１、同Ｆ１４２、同Ｆ１４３、同Ｆ１４４、同Ｒ３０、同Ｆ４
３７（以上、大日本インキ化学工業（株）製）、フロラードＦＣ４３０、同ＦＣ４３１、
同ＦＣ１７１（以上、住友スリーエム（株）製）、サーフロンＳ－３８２、同ＳＣ－１０
１、同ＳＣ－１０３、同ＳＣ－１０４、同ＳＣ－１０５、同ＳＣ１０６８、同ＳＣ－３８
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１、同ＳＣ－３８３、同Ｓ３９３、同ＫＨ－４０（以上、旭硝子（株）製）等が挙げられ
る。
【０２４１】
　フッ素系有機化合物は特に、例えば塗布形成される塗布膜を薄くしたときの塗布ムラや
厚みムラの防止に効果的である。また、液切れを起こしやすいスリット塗布においても効
果的である。
　フッ素系有機化合物の添加量は、顔料分散組成物または光硬化性組成物の全質量に対し
て、０．００１～２．０質量％が好ましく、より好ましくは０．００５～１．０質量％で
ある。
【０２４２】
（熱重合開始剤）
　本発明の顔料分散組成物または光硬化性組成物には、熱重合開始剤を含有させることも
有効である。熱重合開始剤としては、例えば、各種のアゾ系化合物、過酸化物系化合物が
挙げられ、前記アゾ系化合物としては、アゾビス系化合物を挙げることができ、前記過酸
化物系化合物としては、ケトンパーオキサイド、パーオキシケタール、ハイドロパーオキ
サイド、ジアルキルパーオキサイド、ジアシルパーオキサイド、パーオキシエステル、パ
ーオキシジカーボネートなどを挙げることができる。
【０２４３】
（界面活性剤）
　本発明の顔料分散組成物または光硬化性組成物には、塗布性を改良する観点から、各種
の界面活性剤を用いて構成することが好ましく、ノニオン系、カチオン系、アニオン系の
各種界面活性剤を使用できる。中でも、ノニオン系界面活性剤でパーフルオロアルキル基
を有するフッ素系界面活性剤が好ましい。
　フッ素系界面活性剤の具体例としては、大日本インキ化学工業（株）製のメガファック
（登録商標）シリーズ、３Ｍ社製のフロラード（登録商標）シリーズなどが挙げられる。
【０２４４】
　上記以外に、顔料分散組成物または光硬化性組成物には、添加物の具体例として、ガラ
ス、アルミナ等の充填剤；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、酸性セルロース誘導体、水酸基を有するポリマ
ーに酸無水物を付加させたもの、アルコール可溶性ナイロン、ビスフェノールＡとエピク
ロルヒドリンとから形成されたフェノキシ樹脂などのアルカリ可溶の樹脂；ノニオン系、
カチン系、アニオン系等の界面活性剤、具体的にはフタロシアニン誘導体（市販品ＥＦＫ
Ａ－７４５（森下産業社製））；オルガノシロキサンポリマーＫＰ３４１（信越化学工業
社製）、（メタ）アクリル酸系（共）重合体ポリフローＮｏ．７５、Ｎｏ．９０、Ｎｏ．
９５（共栄社油脂化学工業社製）、Ｗ００１（裕商社製）等のカチオン系界面活性剤；
【０２４５】
　その他添加物等の例として、ポリオキシエチレンラウリルエーテル、ポリオキシエチレ
ンステアリルエーテル、ポリオキシエチレンオレイルエーテル、ポリオキシエチレンオク
チルフェニルエーテル、ポリオキシエチレンノニルフェニルエーテル、ポリエチレングリ
コールジラウレート、ポリエチレングリコールジステアレート、ソルビタン脂肪酸エステ
ル（ＢＡＳＦ社製　プルロニックＬ１０、Ｌ３１、Ｌ６１、Ｌ６２、１０Ｒ５、１７Ｒ２
、２５Ｒ２、テトロニック３０４、７０１、７０４、９０１、９０４、１５０Ｒ１等のノ
ニオン系界面活性剤；Ｗ００４、Ｗ００５、Ｗ０１７（裕商社製）等のアニオン系界面活
性剤；ＥＦＫＡ－４６、ＥＦＫＡ－４７、ＥＦＫＡ－４７ＥＡ、ＥＦＫＡポリマー１００
、ＥＦＫＡポリマー４００、ＥＦＫＡポリマー４０１、ＥＦＫＡポリマー４５０（以上森
下産業社製）、ディスパースエイド６、ディスパースエイド８、ディスパースエイド１５
、ディスパースエイド９１００（サンノプコ社製）等の高分子分散剤；ソルスパース３０
００、５０００、９０００、１２０００、１３２４０、１３９４０、１７０００、２４０
００、２６０００、２８０００などの各種ソルスパース分散剤（ゼネカ社製）；アデカプ
ルロニックＬ３１，Ｆ３８，Ｌ４２，Ｌ４４，Ｌ６１，Ｌ６４，Ｆ６８，Ｌ７２，Ｐ９５
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，Ｆ７７，Ｐ８４，Ｆ８７、Ｐ９４，Ｌ１０１，Ｐ１０３，Ｆ１０８、Ｌ１２１、Ｐ－１
２３（旭電化社製）およびイソネットＳ－２０（三洋化成社製）；２－（３－ｔ－ブチル
－５－メチル－２－ヒドロキシフェニル）－５－クロロベンゾトリアゾール、アルコキシ
ベンゾフェノン等の紫外線吸収剤；およびポリアクリル酸ナトリウム等の凝集防止剤を挙
げることができる。
【０２４６】
　また、未硬化部のアルカリ溶解性を促進し、光硬化性組成物の現像性の更なる向上を図
る場合には、光硬化性組成物に有機カルボン酸、好ましくは分子量１０００以下の低分子
量有機カルボン酸の添加を行なうことができる。具体的には、例えば、ギ酸、酢酸、プロ
ピオン酸、酪酸、吉草酸、ピバル酸、カプロン酸、ジエチル酢酸、エナント酸、カプリル
酸等の脂肪族モノカルボン酸；シュウ酸、マロン酸、コハク酸、グルタル酸、アジピン酸
、ピメリン酸、スベリン酸、アゼライン酸、セバシン酸、ブラシル酸、メチルマロン酸、
エチルマロン酸、ジメチルマロン酸、メチルコハク酸、テトラメチルコハク酸、シトラコ
ン酸等の脂肪族ジカルボン酸；トリカルバリル酸、アコニット酸、カンホロン酸等の脂肪
族トリカルボン酸；安息香酸、トルイル酸、クミン酸、ヘメリト酸、メシチレン酸等の芳
香族モノカルボン酸；フタル酸、イソフタル酸、テレフタル酸、トリメリト酸、トリメシ
ン酸、メロファン酸、ピロメリト酸等の芳香族ポリカルボン酸；フェニル酢酸、ヒドロア
トロパ酸、ヒドロケイ皮酸、マンデル酸、フェニルコハク酸、アトロパ酸、ケイ皮酸、ケ
イ皮酸メチル、ケイ皮酸ベンジル、シンナミリデン酢酸、クマル酸、ウンベル酸等のその
他のカルボン酸が挙げられる。
【０２４７】
（熱重合防止剤）
　本発明においては、光硬化性組成物の製造中あるいは保存中において重合性化合物の不
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。
　本発明に用いうる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）、２－メルカプトベンゾイミダゾール、
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。
【０２４８】
　熱重合防止剤の添加量は、全組成物の質量に対して約０．０１質量％～約５質量％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質量％～約１０質量％
が好ましい。
【０２４９】
　本発明の光硬化性組成物は、既述の本発明の顔料分散組成物に、アルカリ可溶性樹脂、
光重合性化合物、および光重合開始剤を（好ましくは溶剤と共に）含有させ、これに必要
に応じて界面活性剤等の添加剤を混合することによって調製することができる。
【０２５０】
＜カラーフィルタおよびその製造方法＞
　次に、本発明のカラーフィルタおよびその製造方法について説明する。
　本発明のカラーフィルタは、支持体上に、本発明の光硬化性組成物を用いてなる着色パ
ターンを有することを特徴とする。
　以下、本発明のカラーフィルタについて、その製造方法（本発明のカラーフィルタの製
造方法）を通じて詳述する。
【０２５１】
　本発明のカラーフィルタの製造方法は、本発明の光硬化性組成物を、直接もしくは他の
層を介して基板上に付与して感光性膜を形成する工程（以下、適宜「感光性膜形成工程」
と略称する。）と、形成された感光性膜を、パターン露光する（マスクを介して露光する
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）工程（以下、適宜「露光工程」と略称する。）と、露光後の感光性膜を現像して着色パ
ターンを形成する工程（以下、適宜「現像工程」と略称する。）と、を含むことを特徴と
する。
　以下、本発明の製造方法における各工程について説明する。
【０２５２】
（感光性膜形成工程）
　感光性膜形成工程では、直接もしくは他の層を有する基板上に、本発明の光硬化性組成
物を塗布して（付与して）感光性膜を形成する。
【０２５３】
　本工程に用いうる基板としては、例えば、液晶表示素子等に用いられるソーダガラス、
パイレックス（登録商標）ガラス、石英ガラスおよびこれらに透明導電膜を付着させたも
のや、撮像素子等に用いられる光電変換素子基板、例えばシリコン基板等や、相補性金属
酸化膜半導体（ＣＭＯＳ）等が挙げられる。これらの基板は、各画素を隔離するブラック
ストライプが形成されている場合もある。
　また、これらの基板上には、必要により、上部の層との密着改良、物質の拡散防止或い
は、基板表面の平坦化のために下塗り層（他の層）を設けてもよい。
【０２５４】
　基板上への本発明の光硬化性組成物の塗布方法としては、スリット塗布、インクジェッ
ト法、回転塗布、流延塗布、ロール塗布、スクリーン印刷法等の各種の塗布方法を適用す
ることができる。
　光硬化性組成物の塗布膜厚としては、０．１～１０μｍが好ましく、０．２～５μｍが
より好ましく、０．２～３μｍがさらに好ましい。
【０２５５】
　基板上に塗布された感光性膜の乾燥（プリベーク）は、ホットプレート、オーブン等で
５０℃～１４０℃の温度で１０～３００秒で行うことができる。
【０２５６】
（露光工程）
　露光工程では、前記感光性膜形成工程において形成された感光性膜を、所定のマスクパ
ターンを有するマスクを介して露光する、即ち、パターン露光を行う。
　本工程では、塗布膜である感光性膜に対し、所定のマスクパターンを介して露光を行う
ことで、光照射された塗布膜部分だけを硬化させることができる。
【０２５７】
　露光に際して用いることができる放射線としては、特に、ｇ線、ｉ線等の紫外線が好ま
しく用いられる。照射量は５～１５００ｍＪ／ｃｍ２が好ましく１０～１０００ｍＪ／ｃ
ｍ２がより好ましく、１０～５００ｍＪ／ｃｍ２が最も好ましい。
　本発明のカラーフィルタが液晶表示素子用である場合は、上記範囲の中で５～２００ｍ
Ｊ／ｃｍ２が好ましく１０～１５０ｍＪ／ｃｍ２がより好ましく、１０～１００ｍＪ／ｃ
ｍ２が最も好ましい。また、本発明のカラーフィルタが固体撮像素子用である場合は、上
記範囲の中で３０～１５００ｍＪ／ｃｍ２が好ましく５０～１０００ｍＪ／ｃｍ２がより
好ましく、８０～５００ｍＪ／ｃｍ２が最も好ましい。
【０２５８】
（現像工程）
　次いで、現像処理を行うことにより、露光工程における未露光部分が現像液に溶出し、
光硬化した部分だけが残る。現像液としては、未硬化部における光硬化性組成物の膜を溶
解する一方、硬化部を溶解しないものであれば、いずれのものも用いることができる。具
体的には、種々の有機溶剤の組合せやアルカリ性の水溶液を用いることができる。
　現像温度としては、通常２０℃～３０℃であり、現像時間は２０～９０秒である。
【０２５９】
　前記有機溶剤としては、本発明の顔料分散組成物または光硬化性組成物を調製する際に
使用できる既述の溶剤が挙げられる。
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　前記アルカリ性の水溶液としては、例えば、水酸化ナトリウム、水酸化カリウム、炭酸
ナトリウム、炭酸水素ナトリウム、硅酸ナトリウム、メタ硅酸ナトリウム、アンモニア水
、エチルアミン、ジエチルアミン、ジメチルエタノールアミン、テトラメチルアンモニウ
ムヒドロキシド、テトラエチルアンモニウムヒドロキシド、コリン、ピロール、ピペリジ
ン、１，８－ジアザビシクロ－［５，４，０］－７－ウンデセン等のアルカリ性化合物を
、濃度が０．００１～１０質量％、好ましくは０．０１～１質量％となるように純水で希
釈したアルカリ性水溶液が現像液として好ましく使用される。
　なお、このようなアルカリ性水溶液からなる現像液を使用した場合には、一般に現像後
純水で洗浄（リンス）する。
【０２６０】
　現像工程後、余剰の現像液を洗浄除去し、乾燥を施した後に加熱処理（ポストベーク）
を行う。
　ポストベークは、硬化を完全なものとするための現像後の加熱処理であり、通常１００
℃～２４０℃の熱硬化処理を行う。基板がガラス基板またはシリコン基板の場合は上記温
度範囲の中でも２００℃～２４０℃が好ましい。
　このポストベーク処理は、現像後の塗布膜を、上記条件になるようにホットプレートや
コンベクションオーブン（熱風循環式乾燥機）、高周波加熱機等の加熱手段を用いて、連
続式あるいはバッチ式で行うことができる。
【０２６１】
　以上説明した、感光性膜形成工程、露光工程、および現像工程（更に、必要により加熱
処理）を所望の色相数だけ繰り返すことにより、所望の色相よりなるカラーフィルタが作
製される。
【０２６２】
　本発明の光硬化性組成物を基板上に付与して膜形成する場合、膜の乾燥厚みとしては、
一般に０．３～５．０μｍであり、好ましくは０．５～３．５μｍであり、最も望ましく
は１．０～２．５μｍである。
【０２６３】
　基板としては、例えば、液晶表示素子等に用いられる無アルカリガラス、ソーダガラス
、パイレックス（登録商標）ガラス、石英ガラス、及びこれらに透明導電膜を付着させた
ものや、固体撮像素子等に用いられる光電変換素子基板、例えばシリコン基板等、並びに
プラスチック基板が挙げられる。これらの基板上には、通常、各画素を隔離するブラック
ストライプが形成されている。
　プラスチック基板には、その表面にガスバリヤー層及び／又は耐溶剤性層を有している
ことが好ましい。
【０２６４】
　本発明の光硬化性組成物の用途として、主にカラーフィルタの画素への用途を主体に述
べてきたが、カラーフィルタの画素間に設けられるブラックマトリックスにも適用できる
ことは言うまでもない。ブラックマトリックスは、本発明の光硬化性組成物に着色剤とし
て、カーボンブラック、チタンブラックなどの黒色の着色剤を添加したものを用いる他は
、上記画素の作製方法と同様に、パターン露光、アルカリ現像し、更にその後、ポストベ
ークして膜の硬化を促進させて形成させることができる。
【実施例】
【０２６５】
　以下、本発明を実施例により更に具体的に説明するが、以下の実施例に限定されるもの
ではない。なお、特に断りのない限り、「％」「部」は質量基準である。
【０２６６】
（実施例１～５７）
　実施例１～５７として、以下に示す方法で、本発明の高分子化合物Ｃ－１～Ｃ－５７を
合成した。
【０２６７】
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＜一般式（３）で表されるメルカプタン化合物の合成＞
　以下に示すように、連鎖移動剤Ｂ－１～Ｂ－２４（既述の一般式（３）で表されるメル
カプタン化合物）を合成した。
【０２６８】
［合成例Ｂ－１］
　ジペンタエリスリトールヘキサキス（３－メルカプトプロピオネート）〔ＤＰＭＰ；堺
化学工業（株）製〕７．８３部、及び下記の吸着部位を有し、かつ炭素－炭素二重結合を
有する化合物（Ａ－１）１５．５７部を、ジメチルホルムアミド９３．６０部に溶解させ
、窒素気流下、７０℃に加熱した。これに２，２’－アゾビス（２，４－ジメチルバレロ
ニトリル）〔Ｖ－６５、和光純薬工業（株）製〕０．０６部を加えて３時間加熱した。更
に、Ｖ－６５を０．０６部加え、窒素気流下、７０℃で３時間反応させた。室温まで冷却
することで、以下に示す本発明に係るメルカプタン化合物（連鎖移動剤Ｂ－１）の２０％
溶液を得た。
【０２６９】

【化３３】

【０２７０】
［合成例Ｂ－２］
　前記合成例Ｂ－１における、吸着部位を有し、かつ炭素－炭素二重結合を有する化合物
（Ａ－１）１５．５７部、ジメチルホルムアミド９３．６０部を、吸着部位を有し、炭素
－炭素二重結合を有する化合物（Ａ－２）１１．７６部、ジメチルホルムアミド７８．３
８部に変更した以外は、前記合成例Ｂ－１と同様にして、以下に示す本発明に係るメルカ
プタン化合物（連鎖移動剤Ｂ－２）の２０％溶液を得た。
【０２７１】
【化３４】

【０２７２】
［合成例Ｂ－３］
　前記合成例Ｂ－１における、吸着部位を有し、かつ炭素－炭素二重結合を有する化合物
（Ａ－１）１５．５７部、ジメチルホルムアミド９３．６０部を、吸着部位を有し、炭素
－炭素二重結合を有する化合物（Ａ－３）１４．６１部、ジメチルホルムアミド８９．７
８部に変更した以外は、前記合成例Ｂ－１と同様にして、以下に示す本発明に係るメルカ
プタン化合物（連鎖移動剤Ｂ－３）の２０％溶液を得た。
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【０２７３】
【化３５】

【０２７４】
［合成例Ｂ－４］
　前記合成例Ｂ－１における、吸着部位を有し、かつ炭素－炭素二重結合を有する化合物
（Ａ－１）１５．５７部、ジメチルホルムアミド９３．６０部を、吸着部位を有し、炭素
－炭素二重結合を有する化合物（Ａ－４）１７．５２部、ジメチルホルムアミド１０１．
４部に変更した以外は、前記合成例Ｂ－１と同様にして、以下に示す本発明に係るメルカ
プタン化合物（連鎖移動剤Ｂ－４）の２０％溶液を得た。
【０２７５】
【化３６】

【０２７６】
［合成例Ｂ－５］
　前記合成例Ｂ－１における、吸着部位を有し、かつ炭素－炭素二重結合を有する化合物
（Ａ－１）１５．５７部、ジメチルホルムアミド９３．６０部を、吸着部位を有し、炭素
－炭素二重結合を有する化合物（Ａ－５）１４．６７部、ジメチルホルムアミド８９．９
９部に変更した以外は、前記合成例Ｂ－１と同様にして、以下に示す本発明に係るメルカ
プタン化合物（連鎖移動剤Ｂ－５）の２０％溶液を得た。
【０２７７】
【化３７】

【０２７８】
［合成例Ｂ－６］
　前記合成例Ｂ－１における、吸着部位を有し、かつ炭素－炭素二重結合を有する化合物
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（Ａ－１）１５．５７部、ジメチルホルムアミド９３．６０部を、吸着部位を有し、炭素
－炭素二重結合を有する化合物（Ａ－６）９．６６部、ジメチルホルムアミド４０．８２
部に変更した以外は、前記合成例Ｂ－１と同様にして、以下に示す本発明に係るメルカプ
タン化合物（連鎖移動剤Ｂ－６）の３０％溶液を得た。
【０２７９】
【化３８】

【０２８０】
［合成例Ｂ－７］
　前記合成例Ｂ－１における、吸着部位を有し、かつ炭素－炭素二重結合を有する化合物
（Ａ－１）１５．５７部、ジメチルホルムアミド９３．６０部を、吸着部位を有し、炭素
－炭素二重結合を有する化合物（Ａ－７）１０．０６部、１－メトキシー２－プロパノー
ル４１．７５部に変更した以外は、前記合成例Ｂ－１と同様にして、以下に示す本発明に
係るメルカプタン化合物（連鎖移動剤Ｂ－７）の３０％溶液を得た。
【０２８１】
【化３９】

【０２８２】
［合成例Ｂ－８］
　前記合成例Ｂ－１における、吸着部位を有し、かつ炭素－炭素二重結合を有する化合物
（Ａ－１）１５．５７部、ジメチルホルムアミド９３．６０部を、吸着部位を有し、炭素
－炭素二重結合を有する化合物（Ａ－８）７．０１部、１－メトキシ－２－プロパノール
３４．６２部に変更した以外は、前記合成例Ｂ－１と同様にして、以下に示す本発明に係
るメルカプタン化合物（連鎖移動剤Ｂ－８）の３０％溶液を得た。
【０２８３】
【化４０】

【０２８４】
［合成例Ｂ－９］
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　前記合成例Ｂ－１における、吸着部位を有し、かつ炭素－炭素二重結合を有する化合物
（Ａ－１）１５．５７部、ジメチルホルムアミド９３．６０部を、吸着部位を有し、炭素
－炭素二重結合を有する化合物（Ａ－９）４．８５部、１－メトキシ－２－プロパノール
２９．６０部に変更した以外は、前記合成例Ｂ－１と同様にして、以下に示す本発明に係
るメルカプタン化合物（連鎖移動剤Ｂ－９）の３０％溶液を得た。
【０２８５】
【化４１】

【０２８６】
［合成例Ｂ－１０］
　前記合成例Ｂ－１における、吸着部位を有し、かつ炭素－炭素二重結合を有する化合物
（Ａ－１）１５．５７部、ジメチルホルムアミド９３．６０部を、吸着部位を有し、炭素
－炭素二重結合を有する化合物（Ａ－１０）１２．４４部、１－メトキシー２－プロパノ
ール４７．３０部に変更した以外は、前記合成例Ｂ－１と同様にして、以下に示す本発明
に係るメルカプタン化合物（連鎖移動剤Ｂ－１０）の３０％溶液を得た。
【０２８７】
【化４２】

【０２８８】
［合成例Ｂ－１１］
　ペンタエリスリトールテトラキス（３－メルカプトプロピオネート）〔ＰＥＭＰ；堺化
学工業（株）製〕４．８９部、及び下記の吸着部位を有し、かつ炭素－炭素二重結合を有
する化合物（Ａ－１１）１５．１９部を、ジメチルホルムアミド８０．３２部に溶解させ
、窒素気流下、７０℃に加熱した。これに２，２’－アゾビス（２，４－ジメチルバレロ
ニトリル）〔Ｖ－６５、和光純薬工業（株）製〕０．０４部を加えて３時間加熱した。更
に、Ｖ－６５を０．０４部加え、窒素気流下、７０℃で３時間反応させた。室温まで冷却
することで、以下に示す本発明に係るメルカプタン化合物（連鎖移動剤Ｂ－１１）の２０
％溶液を得た。
【０２８９】
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【化４３】

【０２９０】
［合成例Ｂ－１２］
　前記合成例Ｂ－１１における、吸着部位を有し、かつ炭素－炭素二重結合を有する化合
物（Ａ－１１）１５．１９部、ジメチルホルムアミド８０．３２部を、吸着部位を有し、
炭素－炭素二重結合を有する化合物（Ａ－１２）１４．４１部、ジメチルホルムアミド７
７．２０部に変更した以外は、前記合成例Ｂ－１１と同様にして、以下に示す本発明に係
るメルカプタン化合物（連鎖移動剤Ｂ－１２）の２０％溶液を得た。
【０２９１】
【化４４】

【０２９２】
［合成例Ｂ－１３］
　前記合成例Ｂ－１における、吸着部位を有し、かつ炭素－炭素二重結合を有する化合物
（Ａ－１）１５．５７部、ジメチルホルムアミド９３．６０部を、吸着部位を有し、炭素
－炭素二重結合を有する化合物（Ａ－１３）５．２６部、１－メトキシー２－プロパノー
ル３０．５４部に変更した以外は、前記合成例Ｂ－１と同様にして、以下に示す本発明に
係るメルカプタン化合物（連鎖移動剤Ｂ－１３）の３０％溶液を得た。
【０２９３】
【化４５】

【０２９４】
［合成例Ｂ－１４］
　前記合成例Ｂ－１における、吸着部位を有し、かつ炭素－炭素二重結合を有する化合物
（Ａ－１）１５．５７部、ジメチルホルムアミド９３．６０部を、吸着部位を有し、炭素
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ル２９．２５部に変更した以外は、前記合成例Ｂ－１と同様にして、以下に示す本発明に
係るメルカプタン化合物（連鎖移動剤Ｂ－１４）の３０％溶液を得た。
【０２９５】
【化４６】

【０２９６】
［合成例Ｂ－１５］
　ジペンタエリスリトールヘキサキス（３－メルカプトプロピオネート）〔ＤＰＭＰ；堺
化学工業（株）製〕７．８３部、および下記の、吸着部位を有し、かつ炭素－炭素二重結
合を有する化合物（Ａ－１５）６．５１部を、１－メトキシ－２－プロパノール３３．４
５部に溶解させ、窒素気流下、７０℃に加熱した。これに、２，２’－アゾビス（２，４
－ジメチルバレロニトリル）〔Ｖ－６５、和光純薬工業（株）製〕０．０６部を加えて３
時間加熱した。更に、Ｖ－６５を０．０６部加え、窒素気流下、７０℃で３時間反応させ
た。室温まで冷却することで、以下に示す、本発明に係るメルカプタン化合物（連鎖移動
剤Ｂ－１５）の３０％溶液を得た。
【０２９７】
【化４７】

【０２９８】
［合成例Ｂ－１６］
　前記合成例Ｂ－１５における、吸着部位を有し、かつ炭素－炭素二重結合を有する化合
物（Ａ－１５）６．５１部、１－メトキシ－２－プロパノール３３．４５部を、下記の、
吸着部位を有し、かつ炭素－炭素二重結合を有する化合物（Ａ－１６）５．８０部、１－
メトキシー２－プロパノール３１．８１部に変更した以外は、前記合成例Ｂ－１５と同様
にして、以下に示す、本発明に係るメルカプタン化合物（連鎖移動剤Ｂ－１６）の３０％
溶液を得た。
【０２９９】
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【化４８】

【０３００】
［合成例Ｂ－１７］
　前記合成例Ｂ－１５における、吸着部位を有し、かつ炭素－炭素二重結合を有する化合
物（Ａ－１５）６．５１部、１－メトキシ－２－プロパノール３３．４５部を、下記の、
吸着部位を有し、かつ炭素－炭素二重結合を有する化合物（Ａ－１７）１２．４６部、ジ
メチルホルムアミド４７．３５部に変更した以外は、前記合成例Ｂ－１５と同様にして、
以下に示す、本発明に係るメルカプタン化合物（連鎖移動剤Ｂ－１７）の３０％溶液を得
た。
【０３０１】
【化４９】

【０３０２】
［合成例Ｂ－１８］
　前記合成例Ｂ－１５における、吸着部位を有し、かつ炭素－炭素二重結合を有する化合
物（Ａ－１５）６．５１部、１－メトキシ－２－プロパノール３３．４５部を、下記の、
吸着部位を有し、かつ炭素－炭素二重結合を有する化合物（Ａ－１８）１０．４６部、ジ
メチルホルムアミド４２．６７部に変更した以外は、前記合成例Ｂ－１５と同様にして、
以下に示す、本発明に係るメルカプタン化合物（連鎖移動剤Ｂ－１８）の３０％溶液を得
た。
【０３０３】
【化５０】

【０３０４】
［合成例Ｂ－１９］
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　前記合成例Ｂ－１５における、吸着部位を有し、かつ炭素－炭素二重結合を有する化合
物（Ａ－１５）６．５１部、１－メトキシ－２－プロパノール３３．４５部を、下記の、
吸着部位を有し、かつ炭素－炭素二重結合を有する化合物（Ａ－１９）１０．３６部、ジ
メチルホルムアミド４２．４５部に変更した以外は、前記合成例Ｂ－１５と同様にして、
以下に示す、本発明に係るメルカプタン化合物（連鎖移動剤Ｂ－１９）の３０％溶液を得
た。
【０３０５】
【化５１】

【０３０６】
［合成例Ｂ－２０］
　前記合成例Ｂ－１５における、吸着部位を有し、かつ炭素－炭素二重結合を有する化合
物（Ａ－１５）６．５１部、１－メトキシ－２－プロパノール３３．４５部を、下記の、
吸着部位を有し、かつ炭素－炭素二重結合を有する化合物（Ａ－２０）７．８６部、１－
メトキシー２－プロパノール３６．６１部に変更した以外は、前記合成例Ｂ－１５と同様
にして、以下に示す、本発明に係るメルカプタン化合物（連鎖移動剤Ｂ－２０）の３０％
溶液を得た。
【０３０７】
【化５２】

【０３０８】
［合成例Ｂ－２１］
　前記合成例Ｂ－１５における、吸着部位を有し、かつ炭素－炭素二重結合を有する化合
物（Ａ－１５）６．５１部、１－メトキシ－２－プロパノール３３．４５部を、下記の、
吸着部位を有し、かつ炭素－炭素二重結合を有する化合物（Ａ－２１）８．５１部、１－
メトキシー２－プロパノール３８．１３部に変更した以外は、前記合成例Ｂ－１５と同様
にして、以下に示す、本発明に係るメルカプタン化合物（連鎖移動剤Ｂ－２１）の３０％
溶液を得た。
【０３０９】
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【化５３】

【０３１０】
［合成例Ｂ－２２］
　前記合成例Ｂ－１５における、吸着部位を有し、かつ炭素－炭素二重結合を有する化合
物（Ａ－１５）６．５１部、１－メトキシ－２－プロパノール３３．４５部を、下記の、
吸着部位を有し、かつ炭素－炭素二重結合を有する化合物（Ａ－２２）１１．７２部、１
－メトキシー２－プロパノール４５．６１部に変更した以外は、前記合成例Ｂ－１５と同
様にして、以下に示す、本発明に係るメルカプタン化合物（連鎖移動剤Ｂ－２２）の３０
％溶液を得た。
【０３１１】
【化５４】

【０３１２】
［合成例Ｂ－２３］
　ペンタエリスリトールテトラキス（３－メルカプトプロピオネート）〔ＰＥＭＰ；堺化
学工業（株）製〕４．８９部、および下記の、吸着部位を有し、かつ炭素－炭素二重結合
を有する化合物（Ａ－１５）３．９０部を、１－メトキシ－２－プロパノール２０．５１
部に溶解させ、窒素気流下、７０℃に加熱した。これに、２，２’－アゾビス（２，４－
ジメチルバレロニトリル）〔Ｖ－６５、和光純薬工業（株）製〕０．０４部を加えて３時
間加熱した。更に、Ｖ－６５を０．０４部加え、窒素気流下、７０℃で３時間反応させた
。室温まで冷却することで、以下に示す、本発明に係るメルカプタン化合物（連鎖移動剤
Ｂ－２３）の３０％溶液を得た。
【０３１３】
【化５５】

【０３１４】
［合成例Ｂ－２４］
　ジペンタエリスリトールヘキサキス（３－メルカプトプロピオネート）〔ＤＰＭＰ；堺
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合を有する化合物（Ａ－１５）４．５５部を、１－メトキシ－２－プロパノール２８．９
０部に溶解させ、窒素気流下、７０℃に加熱した。これに、２，２’－アゾビス（２，４
－ジメチルバレロニトリル）〔Ｖ－６５、和光純薬工業（株）製〕０．０４部を加えて３
時間加熱した。更に、Ｖ－６５を０．０４部加え、窒素気流下、７０℃で３時間反応させ
た。室温まで冷却することで、以下に示す、本発明に係るメルカプタン化合物（連鎖移動
剤Ｂ－２４）の３０％溶液を得た。
【０３１５】
【化５６】

【０３１６】
＜高分子化合物の合成＞
　続いて、以下に示すように、本発明の高分子化合物Ｃ－１～Ｃ－５７を合成した。
【０３１７】
［合成例Ｃ－１］
　前記合成例Ｂ－１で得た連鎖移動剤Ｂ－１の２０％溶液４６．８０部、およびメタクリ
ル酸メチル（ＭＭＡ；モノマー）２０部の混合溶液を、窒素気流下、８０℃に加熱した。
これに２，２’－アゾビス（イソブチロニトリル）〔ＡＩＢＮ、和光純薬工業（株）製〕
０．０１３部を加えて３時間加熱後、再度ＡＩＢＮ０．０１３部を加えて、窒素気流下、
８０℃で３時間反応させた。その後、室温まで冷却し、アセトンで希釈した。多量のメタ
ノールを用いて再沈殿させた後、真空乾燥させることにより、以下に示す本発明の高分子
化合物（Ｃ－１：ポリスチレン換算の重量平均分子量１４０００）の固体１９部を得た。
【０３１８】

【化５７】

【０３１９】
［合成例Ｃ－２］
　前記合成例Ｃ－１において、連鎖移動剤Ｂ－１の２０％溶液４６．８０部を２３．４０
部に、ＡＩＢＮ０．０１３部を０．００７部に変更した以外は、前記合成例Ｃ－１と同様
にして、以下に示す本発明の高分子化合物（Ｃ－２：ポリスチレン換算の重量平均分子量
３００００）の固体２３部を得た。
【０３２０】
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【０３２１】
［合成例Ｃ－３］
　前記合成例Ｃ－１において、メタクリル酸メチル２０部を、メタクリル酸ブチル１９．
５部およびメタクリル酸－２－ヒドロキシエチル８．５部に変更した以外は、前記合成例
Ｃ－１と同様にして、以下に示す本発明の高分子化合物（Ｃ－３：ポリスチレン換算の重
量平均分子量１５０００）の固体２０部を得た。
【０３２２】
【化５９】

【０３２３】
［合成例Ｃ－４～Ｃ－２７］
　さらに、連鎖移動剤、モノマーの種類と量、ＡＩＢＮの量、及び再沈殿方法を下記表１
及び表２に示すように変更した以外は、前記合成例Ｃ－１と同様にして、本発明の高分子
化合物Ｃ－４～Ｃ－３２を得た。
【０３２４】
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【０３２５】
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【０３２６】
　以下、合成した高分子化合物の構造を示す。なお、（Ｃ－４）等の表示は、前記表１～
２中の合成例の番号を示すものである。
【０３２７】
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【化６０】

【０３２８】
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【０３２９】
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【化６２】

【０３３０】
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【０３３１】
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【化６４】

【０３３２】
［合成例Ｃ－３３］
　前記合成例Ｂ－１５に記載の連鎖移動剤Ｂ－１５の３０％溶液１９．１１部、およびメ
タクリル酸メチル２０部の混合溶液を、窒素気流下、８０℃に加熱した。これに、２，２
’－アゾビス（イソブチロニトリル）〔ＡＩＢＮ、和光純薬工業（株）製〕０．０１３部
を加えて３時間加熱した。更に、ＡＩＢＮ０．０１３部を加え、窒素気流下、８０℃で３
時間反応させた。その後、室温まで冷却し、アセトンで希釈した。多量のメタノールを用
いて再沈殿させた後、真空乾燥することにより、以下に示す、本発明に係る高分子化合物
（Ｃ－３３：ポリスチレン換算の重量平均分子量１２０００）の固体１３部を得た。
【０３３３】
【化６５】

【０３３４】
［合成例Ｃ－３４］
　前記合成例Ｃ－３３において、連鎖移動剤Ｂ－１５の３０％溶液１９．１１部を９．５
６部に、ＡＩＢＮ０．０１３部を０．００７部に変更した以外は、前記合成例Ｃ－３３と
同様にして、以下に示す、本発明に係る高分子化合物（Ｃ－３４：ポリスチレン換算の重
量平均分子量２００００）の固体１４部を得た。
【０３３５】
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【０３３６】
［合成例Ｃ－３５］
　前記合成例Ｃ－３３において、メタクリル酸メチル２０部を、メタクリル酸ブチル１９
．５部およびメタクリル酸－２－ヒドロキシエチル８．５部に変更した以外は、前記合成
例Ｃ－３３と同様にして、以下に示す、本発明に係る高分子化合物（Ｃ－３５：ポリスチ
レン換算の重量平均分子量１３０００）の固体１３部を得た。
【０３３７】
【化６７】

【０３３８】
［合成例Ｃ－３６～Ｃ－５５］
　さらに、連鎖移動剤、モノマーの種類と量、ＡＩＢＮの量、及び再沈殿方法を下記表３
及び表４に示すように変更した以外は、前記合成例Ｃ－３３と同様にして、本発明の高分
子化合物Ｃ－３６～Ｃ－５５を得た。
【０３３９】
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【表３】

【０３４０】
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【０３４１】
　以下、合成した高分子化合物の構造を示す。なお、（Ｃ－３６）等の表示は、前記表３
～４中の合成例の番号を示すものである。
【０３４２】
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【０３４３】



(75) JP 5171005 B2 2013.3.27

10

20

30

40

【化６９】

【０３４４】
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【０３４５】
［合成例Ｃ－５６］
　前記合成例Ｂ－２４に記載の連鎖移動剤Ｂ－２４の３０％溶液４．９９部、メタクリル
酸メチル１９．０部、およびメタクリル酸１．０部、１－メトキシ－２－プロパノール４
．６６部の混合溶液を、窒素気流下、９０℃に加熱した。この混合溶液を攪拌しながら、
２，２’－アゾビスイソ酪酸ジメチル〔Ｖ－６０１、和光純薬工業（株）製〕０．１３９
部、１－メトキシ－２－プロパノール５．３６部、１－メトキシ－２－プロピルアセテー
ト９．４０部の混合溶液を２．５時間かけて滴下した。滴下終了してから、９０℃で２．
５時間反応させた後、２，２’－アゾビスイソ酪酸ジメチル０．０４６部、１－メトキシ
－２－プロピルアセテート４．００部の混合溶液を投入し、更に２時間反応させた。反応
液に１－メトキシ－２－プロパノール１．５２部、１－メトキシ－２－プロピルアセテー
ト２１．７部を加え、室温まで冷却することで、以下に示す、本発明に係る高分子化合物
（Ｃ－５６：ポリスチレン換算の重量平均分子量２４０００）の溶液（高分子化合物３０
質量％、１－メトキシ－２－プロパノール２１質量％、１－メトキシ－２－プロピルアセ
テート４９質量％）を得た。
【０３４６】
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【化７１】

【０３４７】
［合成例Ｃ－５７］
　前記合成例Ｃ－５６に記載の連鎖移動剤Ｂ－２４の３０％溶液４．９９部、メタクリル
酸メチル１９．０部、およびメタクリル酸１．０部、１－メトキシ－２－プロパノール４
．６６部の混合溶液を、連鎖移動剤Ｂ－２４の３０％溶液５．０３部、メタクリル酸メチ
ル１８．０部、およびメタクリル酸２．０部、１－メトキシ－２－プロパノール４．６６
部の混合溶液に変更した以外は、前記合成例Ｃ－５６と同様に反応させることで、以下に
示す、本発明に係る高分子化合物（Ｃ－５７：ポリスチレン換算の重量平均分子量２５０
００）の溶液（高分子化合物３０質量％、１－メトキシ－２－プロパノール２１質量％、
１－メトキシ－２－プロピルアセテート４９質量％）を得た。
【０３４８】
【化７２】

【０３４９】
（実施例５８）
　下記組成の成分を混合し、ホモジナイザーを用いて回転数３，０００ｒ．ｐ．ｍ．で３
時間撹拌して混合し、混合溶液を調製した。
〔組成〕
・Ｃ．Ｉ．ピグメントレッド２５４…　９０部
・Ｃ．Ｉ．ピグメントレッド１７７…　１０部
・前記合成例Ｃ－１で得た高分子化合物（顔料分散剤）…　５０部
・１－メトキシ－２－プロピルアセテート　　　　…８５０部
【０３５０】
　続いて、上記より得られた混合溶液を、さらに０．３ｍｍφジルコニアビーズを用いた
ビーズ分散機ディスパーマット（ＧＥＴＺＭＡＮＮ社製）にて６時間分散処理を行ない、
その後さらに、減圧機構付き高圧分散機ＮＡＮＯ－３０００－１０（日本ビーイーイー（
株）製）を用いて、２０００ｋｇ／ｃｍ３の圧力下で流量５００ｇ／ｍｉｎとして分散処
理を行なった。この分散処理を１０回繰り返し、赤色の顔料分散組成物Ｒ１を得た。
【０３５１】
（評価１）
　得られた顔料分散組成物について下記の評価を行なった。
（１）粘度の測定、評価
　得られた顔料分散組成物について、Ｅ型粘度計を用いて、分散直後の顔料分散組成物の
粘度η１および分散後（室温にて）１週間経過した後の顔料分散組成物の粘度η２を測定
し、増粘の程度を評価した。評価結果は下記表３に示す。ここで、粘度が低いことは、分
散性、分散安定性が良好であることを示す。
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【０３５２】
（２）コントラストの測定、評価
　得られた顔料分散組成物をガラス基板上に塗布し、乾燥後の塗布膜の厚さが１μｍにな
るようにサンプルを作製した。２枚の偏光板の間にこのサンプルを置き、偏光軸が平行の
ときと垂直のときとの透過光量を測定し、その比をコントラストとした（「１９９０年第
７回　色彩光学コンファレンス、５１２色表示１０．４“サイズＴＦＴ－ＬＣＤ用カラー
フィルタ、植木、小関、福永、山中」を参考にした）。測定評価の結果は下記表３に示す
。ここで、コントラストが高いことは、高度に微細化され、透過率すなわち着色力が高い
ことを示す。
【０３５３】
（実施例５９～１１２）
　実施例５８において、顔料分散剤（前記合成例Ｃ－１で得た高分子化合物）を、前記合
成例Ｃ－２～Ｃ－５５で各々得られた高分子化合物（顔料分散剤）にそれぞれ代えたこと
以外、実施例５８と同様にして、赤色の顔料分散組成物Ｒ２～Ｒ５５を調製し、実施例５
８と同様の評価を行なった。
【０３５４】
（実施例１１３、１１４）
　実施例５８において、顔料分散剤（前記合成例Ｃ－１で得た高分子化合物）５０部を、
前記合成例Ｃ－５６、Ｃ－５７で各々得られた高分子化合物（顔料分散剤、３０質量％溶
液）１６７部に、１－メトキシ－２－プロピルアセテート８５０部を７３３部に、それぞ
れ代えたこと以外、実施例５８と同様にして、赤色の顔料分散組成物Ｒ５６、Ｒ５７を調
製し、実施例５８と同様の評価を行なった。
【０３５５】
（実施例１１５）
　実施例５８において、赤色の顔料分散組成物を下記組成の緑色の顔料分散組成物に代え
たこと以外、実施例５８と同様にして、緑色の顔料分散組成物Ｇ１を調製し、実施例５８
と同様の評価を行なった。
〔組成〕
・Ｃ．Ｉ．ピグメントグリーン３６…　６０部
・Ｃ．Ｉ．ピグメントイエロー１５０…　４０部
・前記合成例Ｃ－１で得た高分子化合物（顔料分散剤）…　５０部
・１－メトキシ－２－プロピルアセテート…　８５０部
【０３５６】
（実施例１１６～１６９）
　実施例１１５において、顔料分散剤（前記合成例Ｃ－１で得た高分子化合物）を前記合
成例Ｃ－２～Ｃ－５５で得た高分子化合物（顔料分散剤）に代えたこと以外、実施例１１
５と同様にして、緑色の顔料分散組成物Ｇ２～Ｇ５５を調製し、実施例５８と同様の評価
を行なった。
【０３５７】
（実施例１７０、１７１）
　実施例１１５において、顔料分散剤（前記合成例Ｃ－１で得た高分子化合物）５０部を
、前記合成例Ｃ－５６、Ｃ－５７で各々得られた高分子化合物（顔料分散剤、３０質量％
溶液）１６７部に、１－メトキシ－２－プロピルアセテート８５０部を７３３部に、それ
ぞれ代えたこと以外、実施例１１５と同様にして、緑色の顔料分散組成物Ｇ５６、Ｇ５７
を調製し、実施例５８と同様の評価を行なった。
【０３５８】
（実施例１７２）
　実施例５８において、赤色の顔料分散組成物を下記組成の青色の顔料分散組成物に代え
たこと以外、実施例５８と同様にして、青色の顔料分散組成物Ｂ１を調製し、実施例５８
と同様の評価を行なった。
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〔組成〕
・Ｃ．Ｉ．ピグメントブルー１５；６…　８５部
・Ｃ．Ｉ．ピグメントバイオレット２３…　１５部
・前記合成例Ｃ－１で得た高分子化合物（顔料分散剤）…　５０部
・１－メトキシ－２－プロピルアセテート…　８５０部
【０３５９】
（実施例１７３～１９５）
　実施例１７２において、顔料分散剤（前記合成例Ｃ－１で得た高分子化合物）を、前記
合成例Ｃ－２～Ｃ－９、合成例Ｃ－１２～Ｃ－１５、合成例Ｃ－３３～Ｃ－４３で得た高
分子化合物（顔料分散剤）に代えたこと以外、実施例１７２と同様にして、青色の顔料分
散組成物Ｂ２～Ｂ２４を調製し、実施例５８と同様の評価を行なった。
【０３６０】
（実施例１９６、１９７）
　実施例１７２において、顔料分散剤（前記合成例Ｃ－１で得た高分子化合物）５０部を
、前記合成例Ｃ－５６、Ｃ－５７で各々得られた高分子化合物（顔料分散剤、３０質量％
溶液）１６７部に、１－メトキシ－２－プロピルアセテート８５０部を７３３部に、それ
ぞれ代えたこと以外、実施例１７２と同様にして、青色の顔料分散組成物Ｂ２５、Ｂ２６
を調製し、実施例５８と同様の評価を行なった。
【０３６１】
（比較例１）
　実施例５８において、前記合成例Ｃ－１で得た高分子化合物（顔料分散剤）を、メタク
リル酸メチルと前記化合物（Ａ－１）との下記共重合体Ｄ－１（＝８５／１５[重量比]、
重量平均分子量２０，０００）に代えたこと以外、実施例５８と同様にして、赤色の顔料
分散組成物Ｒ５８を調製し、実施例５８と同様の評価を行なった。
【０３６２】
【化７３】

【０３６３】
（比較例２）
　実施例５８において、前記合成例Ｃ－１で得た高分子化合物（顔料分散剤）を、下記の
、末端にアクリドンを１つ有するポリ（メタクリル酸メチル）Ｄ－２（重量平均分子量１
５，０００）に代えたこと以外、実施例５８と同様にして、赤色の顔料分散組成物Ｒ５９
を調製し、実施例５８と同様の評価を行なった。
【０３６４】
【化７４】
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【０３６５】
（比較例３）
　実施例５８において、前記合成例Ｃ－１で得た高分子化合物（顔料分散剤）を、下記の
、末端にアクリドンを１つ有するポリ（メタクリル酸ブチル－ｃｏ－メタクリル酸－２－
ヒドロキシエチル）Ｄ－３（メタクリル酸ブチル／メタクリル酸－２－ヒドロキシエチル
（＝７０／３０[質量比]）共重合体（重量平均分子量１６，０００）に代えたこと以外、
実施例５８と同様にして、赤色の顔料分散組成物Ｒ６０を調製し、実施例５８と同様の評
価を行なった。
【０３６６】
【化７５】

【０３６７】
（比較例４）
　実施例５８において、前記合成例Ｃ－１で得た高分子化合物（顔料分散剤）を、下記の
、末端にアントラキノンを１つ有するポリ（メタクリル酸メチル）Ｄ－４（重量平均分子
量１４，０００）に代えたこと以外、実施例５８と同様にして、赤色の顔料分散組成物Ｒ
６１を調製し、実施例５８と同様の評価を行なった。
【０３６８】
【化７６】

【０３６９】
（比較例５）
　実施例５８において、前記合成例Ｃ－１で得た高分子化合物（顔料分散剤）を、下記の
、末端にフタルイミドを１つ有するポリ（メタクリル酸メチル）Ｄ－５（重量平均分子量
：１５０００）に代えたこと以外、実施例５８と同様にして、赤色の顔料分散組成物Ｒ６
２を調製し、実施例５８と同様の評価を行なった。
【０３７０】
【化７７】

【０３７１】
（比較例６）
　実施例５８において、前記合成例Ｃ－１で得た高分子化合物（顔料分散剤）を、下記の
、末端にナフタルイミドを１つ有するポリ（メタクリル酸メチル）Ｄ－６（重量平均分子
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量：１６０００）に代えたこと以外、実施例５８と同様にして、赤色の顔料分散組成物Ｒ
６３を調製し、実施例５８と同様の評価を行なった。
【０３７２】
【化７８】

【０３７３】
（比較例７）
　実施例９０において、前記合成例Ｃ－３３で得た高分子化合物（顔料分散剤）を、下記
のメタクリル酸メチルとメタクリル酸との共重合体Ｄ－７（＝８５／１５[重量比]、重量
平均分子量：１５０００）に代えたこと以外、実施例９０と同様にして、赤色の顔料分散
組成物Ｒ６４を調製し、実施例５８と同様の評価を行なった。
【０３７４】
【化７９】

【０３７５】
（比較例８）
　実施例９０において、前記合成例Ｃ－３３で得た高分子化合物（顔料分散剤）を、下記
の、末端にカルボン酸を１つ有するポリ（メタクリル酸メチル）Ｄ－８（重量平均分子量
１３０００）に代えたこと以外、実施例９０と同様にして、赤色の顔料分散組成物Ｒ６５
を調製し、実施例５８と同様の評価を行なった。
【０３７６】
【化８０】

【０３７７】
（比較例９）
　実施例９０において、前記合成例Ｃ－３３で得た高分子化合物（顔料分散剤）を、下記
の、末端にカルボン酸を１つ有するポリ（メタクリル酸ブチル－co－メタクリル酸－２－
ヒドロキシエチル）Ｄ－９（メタクリル酸ブチル／メタクリル酸－２－ヒドロキシエチル
（＝７０／３０[質量比]）共重合体（重量平均分子量１６０００）に代えたこと以外、実
施例９０と同様にして、赤色の顔料分散組成物Ｒ６６を調製し、実施例５８と同様の評価
を行なった。
【０３７８】

【化８１】

【０３７９】
（比較例１０）
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　実施例９０において、前記合成例Ｃ－３３で得た高分子化合物（顔料分散剤）を、特開
２００２－２７３１９１号公報に記載の、末端にスルホン酸を有するポリ（メタクリル酸
メチル）Ｄ－１０（重量平均分子量８０００）に代えたこと以外、実施例９０と同様にし
て、赤色の顔料分散組成物Ｒ６７を調製し、実施例５８と同様の評価を行なった。
【０３８０】
【化８２】

【０３８１】
（比較例１１）
　実施例９０において、前記合成例Ｃ－３３で得た高分子化合物（顔料分散剤）を、下記
の、末端にアミノ基を１つ有するポリ（メタクリル酸メチル）Ｄ－１１（重量平均分子量
１５０００）に代えたこと以外、実施例９０と同様にして、赤色の顔料分散組成物Ｒ６８
を調製し、実施例５８と同様の評価を行なった。
【０３８２】
【化８３】

【０３８３】
（比較例１２）
　実施例９０において、前記合成例Ｃ－３３で得た高分子化合物（顔料分散剤）を、下記
の、末端にプロピルウレア基を１つ有するポリ（メタクリル酸メチル）Ｄ－１２（重量平
均分子量１６０００）に代えたこと以外、実施例９０と同様にして、赤色の顔料分散組成
物Ｒ６９を調製し、実施例５８と同様の評価を行なった。
【０３８４】
【化８４】

【０３８５】
（比較例１３～１８）
　実施例１１５において、前記合成例Ｃ－１で得た高分子化合物（顔料分散剤）を、前記
のＤ－１～Ｄ－６のいずれかにそれぞれ代えたこと以外、実施例１１５と同様にして、緑
色の顔料分散組成物Ｇ５８～Ｇ６３を調製し、実施例５８と同様の評価を行なった。
【０３８６】
（比較例１９～２４）
　実施例１４７において、前記合成例Ｃ－３３で得た高分子化合物（顔料分散剤）を、前
記のＤ－７～Ｄ－１２のいずれかにそれぞれ代えたこと以外、実施例１４７と同様にして
、緑色の顔料分散組成物Ｇ６４～Ｇ６９を調製し、実施例５８と同様の評価を行なった。
【０３８７】
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（比較例２５～２８）
　実施例１７２において、前記合成例Ｃ－１で得た高分子化合物（顔料分散剤）を、前記
のＤ－１～Ｄ－４のいずれかにそれぞれ代えたこと以外、実施例１７２と同様にして、青
色の顔料分散組成物Ｂ２７～Ｂ３０を調製し、実施例５８と同様の評価を行なった。
【０３８８】
（比較例２９～３２）
　実施例１８５において、前記合成例Ｃ－３３で得た高分子化合物（顔料分散剤）を、前
記のＤ－７～Ｄ－１０のいずれかにそれぞれ代えたこと以外、実施例１８５と同様にして
、青色の顔料分散組成物Ｂ３１～Ｂ３４を調製し、実施例１８と同様の評価を行なった。
【０３８９】
　前記実施例５８～１９７、及び比較例１～３２で用いた高分子化合物、及び評価結果を
下記表５～８に併記する。なお、標中のＣ－１等の表示は、実施例で使用した高分子化合
物の合成例の番号を示すものである。
【０３９０】
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【０３９１】
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【表６】

【０３９２】
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【０３９３】
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【表８】

【０３９４】
（実施例１９８）
　実施例５８で得られた顔料分散組成物Ｒ１にさらに下記組成の成分を添加し、撹拌混合
して、本発明の光硬化性組成物（カラーレジスト液）を調製した。
　〔組成〕
・ジペンタエリスリトールヘキサアクリレート　　　　　　　　　　…　８０部
・４－［ｏ－ブロモ－ｐ－Ｎ，Ｎ－ジ（エトキシカルボニル）アミノフェニル］－２，６
－ジ（トリクロロメチル）－Ｓ－トリアジン　（光重合開始剤）　　…　３０部
・メタクリル酸ベンジル／メタクリル酸（＝７０／３０［モル比］）共重合体（重量平均
分子量：１０，０００）のプロピレングリコールモノメチルエーテルアセテート溶液（固
形分４０％）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　…２００部
・１－メトキシ－２－プロピルアセテート　　　　　　　　　　　　…４９０部
【０３９５】
　得られた光硬化性組成物（カラーレジスト液）を、１００ｍｍ×１００ｍｍのガラス基
板（１７３７、コーニング社製）上に、色濃度の指標となるｘ値が０．６５０となるよう
に塗布し、９０℃のオーブンで６０秒間乾燥させた（プリベーク）。その後、塗膜の全面
に２００ｍＪ／ｃｍ２にて（照度２０ｍＷ／ｃｍ２）露光し、露光後の塗膜をアルカリ現
像液ＣＤＫ－１（富士フイルムエレクトロニクスマテリアルズ（株）製）の１％水溶液に
て覆い、６０秒間静止した。静止後、純水をシャワー状に散布して現像液を洗い流した。
そして、上記のように露光および現像が施された塗膜を２２０℃のオーブンで１時間加熱
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処理し（ポストベーク）、ガラス基板上にカラーフィルタ用の着色樹脂被膜を形成し、着
色フィルタ基板（カラーフィルタ）を作製した。
【０３９６】
（評価２）
　作製した着色フィルタ基板について、以下のようにしてＹ値およびコントラストの測定
を行なった。
（３）Ｙ値
　作製した着色フィルタ基板について、大塚電子（株）製のＭＣＰＤ－２０００を用いて
Ｙ値を測定した。Ｙ値は、値が大きいほど透過率は高いことを示す。
【０３９７】
（４）コントラスト
　着色フィルタ基板の着色樹脂被膜の上に偏光板を置いて着色樹脂被膜を挟み込み、偏光
板が平行時の輝度と直交時の輝度とをトプコン社製のＢＭ－５を用いて測定し、平行時の
輝度を直交時の輝度で除して得られる値（＝平行時の輝度／直交時の輝度）を、コントラ
ストを評価するための指標とした。
【０３９８】
（実施例１９９～２５４）
　実施例１９８において、顔料分散組成物Ｒ１を実施例５９～１１４で得られた顔料分散
組成物Ｒ２～Ｒ５７に代えたこと以外、実施例１９８と同様にして、光硬化性組成物（カ
ラーレジスト液）を調製し、実施例１９８と同様の評価を行なった。
【０３９９】
（実施例２５５）
　実施例１１５で得られた顔料分散組成物Ｇ１にさらに下記組成の成分を添加し、撹拌混
合して、本発明の光硬化性組成物（カラーレジスト液）を調製した。
　〔組成〕
・ジペンタエリスリトールヘキサアクリレート　　　　　　　　　　…　５０部
・４－［ｏ－ブロモ－ｐ－Ｎ，Ｎ－ジ（エトキシカルボニル）アミノフェニル］－２，６
－ジ（トリクロロメチル）－Ｓ－トリアジン　（光重合開始剤）　　…　２０部
・メタクリル酸ベンジル／メタクリル酸（＝７０／３０［モル比］）共重合体（重量平均
分子量１０，０００）のプロピレングリコールモノメチルエーテルアセテート溶液（固形
分４０％）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　…　５０部
・１－メトキシ－２－プロピルアセテート　　　　　　　　　　　　…１８０部
【０４００】
　得られた光硬化性組成物（カラーレジスト液）を、１００ｍｍ×１００ｍｍのガラス基
板（１７３７、コーニング社製）上に、色濃度の指標となるｙ値が０．６００となるよう
に塗布し、９０℃のオーブンで６０秒間乾燥させた（プリベーク）。その後、塗膜の全面
に２００ｍＪ／ｃｍ２にて（照度２０ｍＷ／ｃｍ２）露光し、露光後の塗膜をアルカリ現
像液ＣＤＫ－１（富士フイルムエレクトロニクスマテリアルズ（株）製）の１％水溶液に
て覆い、６０秒間静止した。静止後、純水をシャワー状に散布して現像液を洗い流した。
そして、上記のように露光および現像が施された塗膜を２２０℃のオーブンで１時間加熱
処理し（ポストベーク）、ガラス基板上にカラーフィルタ用の着色樹脂被膜を形成し、着
色フィルタ基板（カラーフィルタ）を作製した。
　作製した着色フィルタ基板のＹ値およびコントラストの測定を、実施例１９８の評価２
と同様にして行なった。
【０４０１】
（実施例２５６～３１１）
　実施例２５５において、顔料分散組成物Ｇ１を実施例１１６～１７１で得られた顔料分
散組成物Ｇ２～Ｇ５７に代えたこと以外、実施例２５５と同様にして、光硬化性組成物（
カラーレジスト液）を調製し、実施例１９８の評価２と同様にして評価を行なった。
【０４０２】
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（実施例３１２）
　実施例１７２で得られた顔料分散組成物Ｂ１にさらに下記組成の成分を添加し、撹拌混
合して、本発明の光硬化性組成物（カラーレジスト液）を調製した。
　〔組成〕
・ジペンタエリスリトールヘキサアクリレート　　　　　　　　　　…　１５０部
・４－［ｏ－ブロモ－ｐ－Ｎ，Ｎ－ジ（エトキシカルボニル）アミノフェニル］－２，６
－ジ（トリクロロメチル）－Ｓ－トリアジン　（光重合開始剤）　　…　　６０部
・メタクリル酸ベンジル／メタクリル酸（＝７０／３０［モル比］）共重合体（重量平均
分子量：１０，０００）のプロピレングリコールモノメチルエーテルアセテート溶液（固
形分４０％）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　…　４００部
・１－メトキシ－２－プロピルアセテート　　　　　　　　　　　　…　１４４０部
【０４０３】
　調製した光硬化性組成物（カラーレジスト液）を、１００ｍｍ×１００ｍｍのガラス基
板（１７３７、コーニング社製）上に、色濃度の指標となるｙ値が０．０９０となるよう
に塗布し、９０℃のオーブンで６０秒間乾燥させた（プリベーク）。その後、塗膜の全面
に２００ｍＪ／ｃｍ２にて（照度２０ｍＷ／ｃｍ２）露光し、露光後の塗膜をアルカリ現
像液ＣＤＫ－１（富士フイルムエレクトロニクスマテリアルズ（株）製）の１％水溶液に
て覆い、６０秒間静止した。静止後、純水をシャワー状に散布して現像液を洗い流した。
そして、上記のように露光および現像が施された塗膜を２２０℃のオーブンで１時間加熱
処理し（ポストベーク）、ガラス基板上にカラーフィルタ用の着色樹脂被膜を形成し、着
色フィルタ基板（カラーフィルタ）を作製した。
　作製した着色フィルタ基板のＹ値およびコントラストの測定を、実施例１９８の評価２
と同様にして行なった。
【０４０４】
（実施例３１３～３３７）
　実施例３１２において、顔料分散組成物Ｂ１を実施例１７３～１９７で得られた顔料分
散組成物Ｂ２～Ｂ２６に代えたこと以外、実施例３１２と同様にして、光硬化性組成物（
カラーレジスト液）を調製し、実施例１９８の評価２と同様にして評価を行なった。
【０４０５】
（比較例３３～３７）
　実施例１９８において、実施例５８で得られた顔料分散組成物Ｒ１を、比較例２～６で
得られた顔料分散組成物Ｒ５９～Ｒ６３に代えたこと以外、実施例１９８と同様にして、
光硬化性組成物（カラーレジスト液）を調製し、実施例１９８と同様の評価を行なった。
【０４０６】
（比較例３８～４２）
　実施例２３０において、実施例９０で得られた顔料分散組成物Ｒ３３を、比較例８～１
２で得られた顔料分散組成物Ｒ６５～Ｒ６９に代えたこと以外、実施例２３０と同様にし
て、光硬化性組成物（カラーレジスト液）を調製し、実施例１９８と同様の評価を行なっ
た。
【０４０７】
（比較例４３～４７）
　実施例２５５において、実施例１１５で得られた顔料分散組成物Ｇ１を、比較例１４～
１８で得られた顔料分散組成物Ｇ５９～Ｇ６３に代えたこと以外、実施例２５５と同様に
して、光硬化性組成物（カラーレジスト液）を調製し、実施例１９８と同様の評価を行な
った。
【０４０８】
（比較例４８～５２）
　実施例２８７において、実施例１４７で得られた顔料分散組成物Ｇ３３を、比較例２０
～２４で得られた顔料分散組成物Ｇ６５～Ｇ６９に代えたこと以外、実施例２８７と同様
にして、光硬化性組成物（カラーレジスト液）を調製し、実施例１９８と同様の評価を行



(90) JP 5171005 B2 2013.3.27

10

なった。
【０４０９】
（比較例５３～５５）
　実施例３１２において、実施例１７２で得られた顔料分散組成物Ｂ１を、比較例２６～
２８で得られた顔料分散組成物Ｂ２８～Ｂ３０に代えたこと以外、実施例３１２と同様に
して、光硬化性組成物（カラーレジスト液）を調製し、実施例１９８と同様の評価を行な
った。
【０４１０】
（比較例５６～５８）
　実施例３２５において、実施例１８５で得られた顔料分散組成物Ｂ１４を、比較例３０
～３２で得られた顔料分散組成物Ｂ３２～Ｂ３４に代えたこと以外、実施例３２５と同様
にして、光硬化性組成物（カラーレジスト液）を調製し、実施例１９８と同様の評価を行
なった。
【０４１１】
　前記実施例１９８～３３７、及び比較例３３～５８で用いた顔料分散組成物、及び評価
結果を下記表９～１２に併記する。
【０４１２】
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【０４１３】
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【０４１４】
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【表１１】

【０４１５】

【表１２】

【０４１６】
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　上記の表に示すように、実施例では、粘度が低く、高いコントラストが得られ、本発明
の高分子化合物は、顔料分散剤として優れた分散性と分散安定性を示した。高いコントラ
ストが得られるのは、顔料粒子が微細化された状態で分散されているためであると推測さ
れる。これに対し、比較例では、低粘度に抑えられなかったばかりか、透過率も低くコン
トラストの点でも劣っていた。
　また、上記の表９～１２に示すように、本発明の高分子化合物（顔料分散剤）を含有す
る顔料分散組成物、およびこれを含む光硬化性組成物を用いて作製した着色フィルタ基板
（カラーフィルタ）はいずれも、高透過率を有して色特性が良好であると共に、高いコン
トラストが得られた。これに対し、比較例では、コントラストの点で明らかに劣っていた
。
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