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(57)【要約】
【課題】紫外光、可視光を放射する固体レーザー及び半導体レーザー光を用いて記録する
ことによりコンピューター等のデジタルデータから直接製版可能な平板印刷版原版、特に
、ｐＨ１０未満の水溶液や印刷機上において現像可能な高耐刷かつ汚れ性良好な簡易処理
型平版印刷版原版及び該原版を用いた平版印刷版の製版方法を提供する。
【解決手段】支持体上に、（ａ）親水性ポリマー、（ｂ）重合性化合物、（ｃ）重合開始
剤、（ｄ）酸架橋剤および（ｅ）酸発生剤を含有する画像形成層と保護層とをこの順に有
する平版印刷版原版を、レーザーで画像露光した後、ｐＨが２～１０の現像液の存在下、
自動処理機により保護層および非露光部の感光層を除去することを特徴とする平版印刷版
の製版方法及び原版を提供する。
【選択図】なし
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　支持体上に、（ａ）バインダーポリマー、（ｂ）重合性化合物、（ｃ）重合開始剤、（
ｄ）酸架橋剤および（ｅ）酸発生剤を含有する画像形成層と保護層とをこの順に有する平
版印刷版原版を、レーザーで画像露光した後、ｐＨが２～１０の現像液の存在下、自動処
理機により保護層および非露光部の画像形成層を同時に除去することを特徴とする平版印
刷版の製版方法。
【請求項２】
　前記（ａ）バインダーポリマーが親水基を有することを特徴とする請求項１に記載の平
版印刷版の製版方法。
【請求項３】
　前記親水基が、第一級アミノ基、第二級アミノ基、第三級アミノ基、アミノ基を酸で中
和した塩、第四級アンモニウム基、アミド基、ヒドロキシ基、カルボン酸をアンモニウム
基で中和した塩から選択される少なくともいずれか１種であることを特徴とする請求項２
に記載の平版印刷版の製版方法。
【請求項４】
　前記（ｄ）酸架橋剤が窒素含有架橋剤であることを特徴とする請求項１～３のいずれか
に記載の平版印刷版の製版方法。
【請求項５】
　前記（ｅ）酸発生剤がオニウム塩であることを特徴とする請求項１～４のいずれかに記
載の平版印刷版の製版方法。
【請求項６】
　前記画像形成層が、さらに（ｆ）増感色素を含むことを特徴とする請求項１～５のいず
れか一項に記載の平版印刷版の製版方法。
【請求項７】
　平板印刷版原版をレーザーで画像露光した後、加熱処理をし、次いでｐＨが２～１０の
現像液の存在下、未露光部の画像形成層を除去することを特徴とする請求項１～６のいず
れかに記載の平版印刷版の製版方法。
【請求項８】
　平板印刷版原版をレーザーで画像露光した後、ｐＨが２～１０の現像液の存在下、未露
光部の画像形成層を除去し、次いで加熱処理をすることを特徴とする請求項１～６のいず
れかにき平版印刷版の製版方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、コンピューター等のデジタル信号から各種レーザーを用いて直接製版できる
、いわゆるダイレクト製版可能な平版印刷版の製版方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　波長３００ｎｍ～１２００ｎｍの紫外光、可視光、赤外光を放射する固体レーザー、半
導体レーザー、ガスレーザーは高出力かつ小型のものが容易に入手できるようになってお
り、これらのレーザーはコンピューター等のデジタルデータから直接製版する際の記録光
源として、非常に有用である。これら各種レーザー光に感応する記録材料については種々
研究されており、代表的なものとして、第一に、感光波長７６０ｎｍ以上の赤外線レーザ
ーで記録可能な材料として特許文献１に記載のポジ型記録材料、特許文献２に記載されて
いる酸触媒架橋型のネガ型記録材料等がある。第二に、３００ｎｍ～７００ｎｍの紫外光
または可視光レーザー対応型の記録材料として特許文献３及び特許文献４に記載されてい
るラジカル重合型のネガ型記録材料等が多数ある。
【０００３】
　また、従来の平版印刷版原版(以下、ＰＳ版ともいう）では、露光の後、非画像部を溶
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解除去する工程（現像処理）が不可欠であり、現像処理された印刷版を水洗したり、界面
活性剤を含有するリンス液で処理したり、アラビアガムや澱粉誘導体を含む不感脂化液で
処理する後処理工程も必要であった。これらの付加的な湿式の処理が不可欠であるという
点は、従来のＰＳ版の大きな検討課題となっている。前記のデジタル処理によって製版工
程の前半（画像形成処理）が簡素化されても、後半（現像処理）が煩雑な湿式処理では、
簡素化による効果が不充分である。
　特に近年は、地球環境への配慮が産業界全体の大きな関心事となっている。環境への配
慮からも、より中性域に近い現像液での処理や少ない廃液が課題として挙げられている。
更に湿式の後処理は、簡素化するか、乾式処理に変更することが望ましい。
【０００４】
　このような観点から、処理工程をなくす方法の一つに、露光済みの印刷原版を印刷機の
シリンダーに装着し、シリンダーを回転しながら湿し水とインキを供給することによって
、印刷原版の非画像部を除去する機上現像と呼ばれる方法がある。すなわち、印刷原版を
露光後、そのまま印刷機に装着し、通常の印刷過程の中で現像処理が完了する方式である
。
　このような機上現像に適した平版印刷版原版は、湿し水やインキ溶剤に可溶な画像形成
層を有し、しかも、明室に置かれた印刷機上で現像されるのに適した明室取り扱い性を有
することが必要とされる。しかしながら、従来のＰＳ版では、このような要求を満足する
ことは、実質的に不可能であった。
　そこで、このような要求を満足するために、親水性バインダーポリマー中に熱可塑性疎
水性重合体微粒子を分散させた画像形成層を親水性支持体上に設けた平版印刷版原版が提
案されている（例えば、特許文献５参照）。その製版に際しては、赤外線レーザーで露光
して、光熱変換により生じた熱で熱可塑性疎水性重合体微粒子を合体（融着）させて画像
形成した後、印刷機のシリンダー上に版を取り付け、湿し水及びインキの少なくともいず
れかを供給することにより機上現像できる。この平版印刷版原版は感光域が赤外領域であ
ることにより、明室での取り扱い性も有している。
【０００５】
　しかし、熱可塑性疎水性重合体微粒子を合体（融着）させて形成する画像は、強度が不
充分で、印刷版としての耐刷性に問題がある。
　また、熱可塑性微粒子に代えて、重合性化合物を内包するマイクロカプセルを含む平版
印刷版原版が提案されている（例えば、特許文献６～１１参照）。このような提案にかか
る原版では、重合性化合物の反応により形成されるポリマー画像が微粒子の融着により形
成される画像よりも強度に優れているという利点がある。
　また、重合性化合物は反応性が高いため、マイクロカプセルを用いて隔離しておく方法
が多く提案されている。そして、マイクロカプセルのシェルには、熱分解性のポリマーを
使用することが提案されている。
【０００６】
　しかしながら、上記特許文献５～１１に記載の従来の平版印刷版原版では、レーザー露
光により形成される画像の耐刷性が十分ではなく、更なる改良が求められている。即ち、
これら簡易処理型の平版印刷版原版においては、ｐＨ１０以下の水溶液や印刷機上の湿し
水（通常はほぼ中性）による現像を可能にするため、親水性の高い表面を有する支持体を
使用しており、その結果、印刷中の湿し水により画像部が支持体から剥離しやすく十分な
耐刷が得られなかった。逆に、支持体表面を疎水性にすると、印刷中に非画像部にもイン
クが付着するようになり、印刷汚れが発生してしまう。このように、耐刷性と耐汚れ性の
両立は極めて難しく、耐汚れ性が良好であり、且つ充分な耐刷性を有する簡易処理型の平
版印刷版原版はこれまでに知られていない。
【０００７】
【特許文献１】米国特許４７０８９２５号明細書
【特許文献２】特開平８－２７６５５８号公報
【特許文献３】米国特許２８５０４４５号明細書
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【特許文献４】特公昭４４－２０１８９号公報
【特許文献５】特許２９３８３９７号公報
【特許文献６】特開２０００－２１１２６２号公報
【特許文献７】特開２００１－２７７７４０号公報
【特許文献８】特開２００２－２９１６２号公報
【特許文献９】特開２００２－４６３６１号公報
【特許文献１０】特開２００２－１３７５６２号公報
【特許文献１１】特開２００２－３２６４７０号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　従って、本発明の目的は、紫外光、可視光を放射する固体レーザー及び半導体レーザー
光を用いて記録することによりコンピューター等のデジタルデータから直接製版可能な平
板印刷版原版、特に、ｐＨ１０未満の水溶液や印刷機上において現像可能であり、感度、
現像性、汚れ性が良好であるとともに、耐刷性に優れた平版印刷版の製版方法を提供する
ことである。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　本発明者らは鋭意検討した結果、以下の製版方法を用いるにより上記課題を解決できる
ことを見出した。
【００１０】
　（１）　支持体上に、（ａ）バインダーポリマー、（ｂ）重合性化合物、（ｃ）重合開
始剤、（ｄ）酸架橋剤および（ｅ）酸発生剤を含有する画像形成層と保護層とをこの順に
有する平版印刷版原版を、レーザーで画像露光した後、ｐＨが２～１０の現像液の存在下
、自動処理機により保護層および非露光部の画像形成層を同時に除去することを特徴とす
る平版印刷版の製版方法。
【００１１】
　（２）　前記（ａ）バインダーポリマーが親水基を有することを特徴とする（１）に記
載の平版印刷版の製版方法。
【００１２】
　（３）　前記親水基が、第一級アミノ基、第二級アミノ基、第三級アミノ基、アミノ基
を酸で中和した塩、第四級アンモニウム基、アミド基、ヒドロキシ基、カルボン酸をアン
モニウム基で中和した塩から選択される少なくともいずれか１種であることを特徴とする
（２）に記載の平版印刷版の製版方法。
【００１３】
　（４）　前記（ｄ）酸架橋剤が窒素含有架橋剤であることを特徴とする（１）～（３）
のいずれかに記載の平版印刷版の製版方法。
【００１４】
　（５）　前記（ｅ）酸発生剤がオニウム塩であることを特徴とする（１）～（４）のい
ずれかに記載の平版印刷版の製版方法。
【００１５】
　（６）　前記画像形成層が、さらに（ｆ）増感色素を含むことを特徴とする（１）～（
５）のいずれか一項に記載の平版印刷版の製版方法。
【００１６】
　（７）　平板印刷版原版をレーザーで画像露光した後、加熱処理をし、次いでｐＨが２
～１０の現像液の存在下、未露光部の画像形成層を除去することを特徴とする（１）～（
６）のいずれかに記載の平版印刷版の製版方法。
【００１７】
　（８）　平板印刷版原版をレーザーで画像露光した後、ｐＨが２～１０の現像液の存在
下、未露光部の画像形成層を除去し、次いで加熱処理をすることを特徴とする（１）～（
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６）のいずれかに記載の平版印刷版の製版方法。
【００１８】
　本発明の作用は以下のように推測している。
　すなわち、本発明では、熱硬化を必要とする感光性樹脂組成物に熱により酸を発生する
物質を添加することにより、これの熱による硬化工程の実施時に発生された酸により硬化
反応が促進される。このように、ラジカル重合とカチオン重合のハイブリッド化により画
像形成層中における架橋密度が向上し、水浸透性の低い画像形成層が形成される。従って
、印刷中の湿し水が画像形成層に浸透することを抑制でき高い耐刷が得られる。
【発明の効果】
【００１９】
　本発明によれば、コンピューター等のデジタル信号から各種レーザーを用いて直接製版
できる、いわゆるダイレクト製版可能な高い生産性を有する、現像性、汚れ性が良好であ
るとともに、特に、感度に優れ、優れた耐刷性を有する平版印刷版を提供できる平版印刷
版の製版方法が提供される。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２０】
　以下、本発明の平版印刷版の製版方法について詳細に説明する。
　本発明の製版方法に用いられる平版印刷版原版は、支持体上に、（ａ）親水性ポリマー
、（ｂ）重合性化合物、（ｃ）重合開始剤、（ｄ）酸架橋剤および（ｅ）酸発生剤を含有
する画像形成層と保護層とをこの順に有する。
　以下にさらに詳細に説明する。
【００２１】
＜（ａ）バインダーポリマー＞
　本発明の画像形成層に使用可能なバインダーポリマーとしては、現像液に対する現像性
の観点から、親水性基を有する親水性ポリマーが好ましく用いられる。
　親水基としては、一価又は二価以上の親水性基から選ばれ、例えば、ヒドロキシ基、ス
ルホン酸基、カルボン酸基、リン酸基、エチレンオキシ基、プロピレンオキシ基等のアル
キレンオキシ基、第一級アミノ基、第二級アミノ基、第三級アミノ基、アミノ基を酸で中
和した塩、第四級アンモニウム基、スルホニウム基、ヨードニウム基、ホスホニウム基、
アミド基、エーテル基、またはカルボン酸、スルホン酸、リン酸などの酸基を中和した塩
が好ましく、特に第一級アミノ基、第二級アミノ基、第三級アミノ基、アミノ基を酸で中
和した塩、第四級アンモニウム基、アミド基、ヒドロキシ基、－ＣＨ2ＣＨ2Ｏ－繰り返し
単位または、－ＣＨ2ＣＨ2ＮＨ－繰り返し単位が好ましく、第一級アミノ基、第二級アミ
ノ基、第三級アミノ基、アミノ基を酸で中和した塩、第四級アンモニウム基、アミド基、
ヒドロキシ基、カルボン酸をアンモニウム基で中和した塩が親水基として好ましく用いら
れる。
【００２２】
　バインダーポリマーは共重合体であることが好ましく、共重合体の全共重合成分に占め
る前記のような親水性基を有する共重合成分の割合は、現像性の観点から、１～７０％が
好ましい。現像性と耐刷性の両立を考慮すると、１～５０%がより好ましく、1～３０%が
特に好ましい。
　さらに、本発明に使用可能なバインダーポリマーは、現像性・汚れ性の観点から、カル
ボン酸基、リン酸基を実質的に含有しないものが好ましい。
【００２３】
　また、バインダーポリマーの酸価（ポリマー１ｇあたりの酸含率を化学等量数で表した
もの）は、０．３ｍｅｑ／ｇ以下であることが好ましく、さらに好ましくは、０．１ｍｅ
ｑ／ｇ以下である。
　また、本発明に使いられるバインダーポリマーは、水およびｐＨ１０以上の水溶液に対
し不溶であることが好ましい。適切なバインダーポリマーの水に対する溶解度（飽和溶解
時のバインダーポリマー濃度）は、１０質量％以下であり、さらに好ましくは１．０質量
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％以下である。なお、上記溶解度の測定温度は、製版現像時の通常の温度である２５℃で
ある。　
【００２４】
　このようなバインダーポリマーの骨格としては、アクリル樹脂、ポリビニルアセタール
樹脂、ポリビニルアルコール樹脂、ポリウレタン樹脂、ポリアミド樹脂、エポキシ樹脂、
メタクリル樹脂、スチレン系樹脂、ポリエステル樹脂から選ばれる高分子が好ましい。な
かでも、なかでも、アクリル樹脂、メタクリル樹脂、スチレン系樹脂等のビニル共重合体
、ポリウレタン樹脂が特に好ましい。
【００２５】
　本発明に用いられるバインダーポリマーは架橋性基を有することが好ましい。ここで架
橋性基とは、平版印刷版原版を露光した際に画像形成層中で起こるラジカル重合反応の過
程でバインダーポリマーを架橋させる基のことである。このような機能の基であれば特に
限定されないが、例えば、付加重合反応し得る官能基としてエチレン性不飽和結合基、ア
ミノ基、エポキシ基等が挙げられる。また光照射によりラジカルになり得る官能基であっ
てもよく、そのような架橋性基としては、例えば、チオール基、ハロゲン基等が挙げられ
る。なかでも、エチレン性不飽和結合基が好ましい。エチレン性不飽和結合基としては、
スチリル基、（メタ）アクリロイル基、アリル基が好ましい。
【００２６】
　バインダーポリマーは、例えば、その架橋性官能基にフリーラジカル（重合開始ラジカ
ルまたは重合性化合物の重合過程の生長ラジカル）が付加し、ポリマー間で直接にまたは
重合性化合物の重合連鎖を介して付加重合して、ポリマー分子間に架橋が形成されて硬化
する。または、ポリマー中の原子（例えば、官能性架橋基に隣接する炭素原子上の水素原
子）がフリーラジカルにより引き抜かれてポリマーラジカルが生成し、それが互いに結合
することによって、ポリマー分子間に架橋が形成されて硬化する。
【００２７】
　バインダーポリマー中の架橋性基の含有量（ヨウ素滴定によるラジカル重合可能な不飽
和二重結合の含有量）は、バインダーポリマー１ｇ当たり、好ましくは０．０１～１０．
０ｍｍｏｌ、より好ましくは０．０５～５．０ｍｍｏｌ、最も好ましくは０．１～２．０
ｍｍｏｌである。
【００２８】
　さらに耐刷性向上という観点から、架橋性基は親水性基の近傍にあることが望ましく、
親水性基と架橋性基が同一の重合単位上にあってもよい。
　本発明に用いられるバインダーポリマーは、上記親水性基を有するユニット、架橋性基
を有するユニット、親水性基および架橋性基を有するユニットの他に、（メタ）アクリル
酸アルキルまたはアラルキルエステルのユニットを有することが好ましい。(メタ)アクリ
ル酸アルキルエステルのアルキル基は、好ましくは炭素数１～５のアルキル基であり、メ
チル基がより好ましい。(メタ)アクリル酸アラルキルエステルとしては、(メタ)アクリル
酸ベンジル等が挙げられる。
　バインダーポリマーは、質量平均分子量が５０００以上であるのが好ましく、１万～３
０万であるのがより好ましく、また、数平均分子量が１０００以上であるのが好ましく、
２０００～２５万であるのがより好ましい。多分散度（質量平均分子量／数平均分子量）
は、１．１～１０であるのが好ましい。
【００２９】
　バインダーポリマーは、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の
いずれでもよい。
　バインダーポリマーは単独で用いても２種以上を混合して用いてもよい。バインダーポ
リマーの含有量は、良好な画像部の強度と画像形成性の観点から、画像形成層の全固形分
に対して、５～７５質量％が好ましく、１０～７０質量％がより好ましく、１０～６０質
量％であるのが更に好ましい。
【００３０】
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　また、重合性化合物及びバインダーポリマーの合計含有量は、画像形成層の全固形分に
対して、８０質量％以下であることが好ましい。８０質量％を超えると、感度の低下、現
像性の低下を引き起こす場合がある。より好ましくは３５～７５質量％である。
【００３１】
　以下に本発明に用いるバインダーポリマーバインダーポリマーを構成する重合単位の具
体例およびバインダーポリマーバインダーポリマーの具体例を示すが、本発明はこれらの
例によって限定されるものではない。
　以下に、添加バインダーポリマーの具体例を以下に挙げるが、これらに限定されるもの
ではない。表中の質量平均分子量（Ｍｗ）はポリスチレンを標準物質としたゲル浸透クロ
マトグラフィー（ＧＰＣ）により測定したものである。
【００３２】
【化１】

【００３３】
【化２】

【００３４】
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【化３】

【００３５】
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【００３６】
【化５】

【００３７】
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【００３８】

【化７】

【００３９】
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【化８】

【００４０】
（ｂ）重合性化合物
　本発明における画像形成層に用いる重合性化合物は、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、またはそれらの共重合体、またはそれらの混合物などの化学的形態をもつ。モノ
マーの例としては、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
アミド類と単官能も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
よび単官能もしくは、多官能のカルボン酸との脱水縮合反応物等も好適に使用される。ま
た、イソシアネート基や、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もしくは多官能のアルコール類、アミン類、チオール類との
付加反応物、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もしくは多官能のアルコール類、アミン類、チオー
ル類との置換反応物も好適である。また、別の例として、上記の不飽和カルボン酸の代わ
りに、不飽和ホスホン酸、スチレン、ビニルエーテル等に置き換えた化合物群を使用する
ことも可能である。
【００４１】
　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
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レート、イソシアヌール酸エチレンオキシド（ＥＯ）変性トリアクリレート、ポリエステ
ルアクリレートオリゴマー等がある。
【００４２】
　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。
【００４３】
　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。
【００４４】
　その他のエステルの例として、例えば、特公昭５１－４７３３４号、特開昭５７－１９
６２３１号の各公報に記載の脂肪族アルコール系エステル類や、特開昭５９－５２４０号
、特開昭５９－５２４１号、特開平２－２２６１４９号の各公報に記載の芳香族系骨格を
有するもの、特開平１－１６５６１３号公報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。
【００４５】
　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号公報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
。
【００４６】
　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
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（Ａ）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。
【００４７】
　ＣＨ2＝Ｃ（Ｒ4）ＣＯＯＣＨ2ＣＨ（Ｒ5）ＯＨ　　　　　　　（Ａ）
（ただし、Ｒ4およびＲ5は、ＨまたはＣＨ3を示す。）
【００４８】
　また、特開昭５１－３７１９３号公報、特公平２－３２２９３号公報、特公平２－１６
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７６５号公報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５８－４９８６
０号公報、特公昭５６－１７６５４号公報、特公昭６２－３９４１７号公報、特公昭６２
－３９４１８号公報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６３－２７７６５３号公報、特開昭６３－２６０９０９号公報、特開
平１－１０５２３８号公報に記載される、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。
【００４９】
　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号各公報に記載の特定の不飽和化合物や、特
開平２－２５４９３号公報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号公報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、３００～３
０８ページ（１９８４年）に光硬化性モノマーおよびオリゴマーとして紹介されているも
のも使用することができる。
【００５０】
　これらの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、最終的な平版印刷版原版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。
　また、画像形成層中の他の成分（例えばバインダーポリマー、重合開始剤、着色剤等）
との相溶性、分散性に対しても、重合性化合物の選択・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、支持体や後述の保護層等と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。そのほか、重合性化合物の使用法は、酸素に対する重合阻害の大小、解像度
、かぶり性、屈折率変化、表面粘着性等の観点から適切な構造、配合、添加量を任意に選
択でき、更に場合によっては下塗り、上塗りといった層構成・塗布方法も考慮され得る。
【００５１】
　上記の重合性化合物は、画像形成層の全固形分に対して、好ましくは５～７５質量％、
更に好ましくは２５～７０質量％、特に好ましくは３０～６０質量％の範囲で使用される
。
【００５２】
（ｃ）重合開始剤　
　本発明の画像形成層には重合開始剤（以下、開始剤化合物とも称する）を含有する。開
始剤化合物は増感色素の電子励起状態に起因する電子移動、エネルギー移動、発熱などの
作用をうけて、化学変化を生じ、ラジカル、酸及び塩基から選択される少なくとも１種を
生成する化合物である。以下、このようにして生じたラジカル、酸、塩基を単に活性種と
呼ぶ。開始剤化合物が存在しない場合や、開始剤化合物のみを単独で用いた場合には、実
用上十分な感度が得られない。増感色素と開始剤化合物を併用する一つの態様として、こ
れらを、適切な化学的方法（増感色素と開始剤化合物との化学結合による連結等）によっ
て単一の化合物として利用することも可能である。
【００５３】
　通常これらの開始剤化合物の多くは、次の（１）から（３）に代表される初期化学プロ
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セスをへて、活性種を生成するものと考えられる。即ち、（１）増感色素の電子励起状態
から開始剤化合物への電子移動反応に基づく、開始剤化合物の還元的分解、（２）開始剤
化合物から増感色素の電子励起状態への電子移動に基づく、開始剤化合物の酸化的分解、
（３）増感色素の電子励起状態から開始剤化合物へのエネルギー移動に基づく、開始剤化
合物の電子励起状態からの分解である。個々の開始剤化合物が（１）から（３）のどのタ
イプに属するかに関しては、曖昧な場合も多いが、本発明における増感色素は、これら何
れのタイプの開始剤化合物と組み合わせても非常に高い増感効果を示す。
【００５４】
　本発明における開始剤化合物としては、当業者間で公知のものを制限なく使用でき、具
体的には、例えば、トリハロメチル化合物、カルボニル化合物、有機過酸化物、アゾ系化
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
ウ素化合物、ジスルホン化合物、オキシムエステル化合物、オニウム塩化合物、鉄アレー
ン錯体が挙げられる。なかでも、ヘキサアリールビイミダゾール系化合物、オニウム塩、
トリハロメチル化合物およびメタロセン化合物からなる群より選択される少なくとも１種
であることが好ましく、特にヘキサアリールビイミダゾール系化合物が好ましい。上記の
重合開始剤は、２種以上を適宜併用することもできる。
【００５５】
　ヘキサアリールビイミダゾール系化合物としては、特公昭４５－３７３７７号、特公昭
４４－８６５１６号の各公報記載のロフィンダイマー類、例えば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）ビイミダゾール、２，２′－ビス（ｏ，ｏ′－ジクロロフェニル）－４
，４′，５，５′－テトラフェニルビイミダゾール、２，２′－ビス（ｏ－ニトロフェニ
ル）－４，４′，５，５′－テトラフェニルビイミダゾール、２，２′－ビス（ｏ－メチ
ルフェニル）－４，４′，５，５′－テトラフェニルビイミダゾール、２，２′－ビス（
ｏ－トリフルオロフェニル）－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。
　ヘキサアリールビイミダゾール系化合物は、３００～４５０ｎｍに極大吸収を有する増
感色素と併用して用いられることが特に好ましい。
【００５６】
　本発明において好適に用いられるオニウム塩（本発明においては、酸発生剤としてでは
なく、イオン性の重合開始剤として機能する）は、下記一般式(ＲＩ－Ｉ)～(ＲＩ－ＩＩ
Ｉ)で表されるオニウム塩である。
【００５７】
【化９】

【００５８】
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　式（ＲＩ－Ｉ）中、Ａｒ11は置換基を１～６個有していてもよい炭素数２０以下のアリ
ール基を表し、好ましい置換基としては炭素数１～１２のアルキル基、炭素数１～１２の
アルケニル基、炭素数１～１２のアルキニル基、炭素数１～１２のアリール基、炭素数１
～１２のアルコキシ基、炭素数１～１２のアリーロキシ基、ハロゲン原子、炭素数１～１
２のアルキルアミノ基、炭素数１～１２のジアルキルアミノ基、炭素数１～１２のアルキ
ルアミド基またはアリールアミド基、カルボニル基、カルボキシル基、シアノ基、スルホ
ニル基、炭素数１～１２のチオアルキル基、炭素数１～１２のチオアリール基が挙げられ
る。Ｚ11

-は１価の陰イオンを表し、具体的には、ハロゲンイオン、過塩素酸イオン、ヘ
オロボレートイオン、スルホン酸イオン、スルフィン酸イオン、チオスルホン酸イオン、
硫酸イオンが挙げられる。中でも安定性の面から、過塩素酸イオン、ヘキサフルオロホス
フェートイオン、テトラフルオロボレートイオン、スルホン酸イオンおよびスルフィン酸
イオンが好ましい。
【００５９】
　式(ＲＩ－ＩＩ)中、Ａｒ21およびＡｒ22は、各々独立に置換基を１～６個有していても
よい炭素数２０以下のアリール基を表し、好ましい置換基としては炭素数1～１２のアル
キル基、炭素数１～１２のアルケニル基、炭素数１～１２のアルキニル基、炭素数１～１
２のアリール基、炭素数１～１２のアルコキシ基、炭素数１～１２のアリーロキシ基、ハ
ロゲン原子、炭素数１～１２のアルキルアミノ基、炭素数１～１２のジアルキルアミノ基
、炭素数１～１２のアルキルアミド基またはアリールアミド基、カルボニル基、カルボキ
シル基、シアノ基、スルホニル基、炭素数１～１２のチオアルキル基、炭素数１～１２の
チオアリール基が挙げられる。Ｚ21

-は１価の陰イオンを表す。具体的には、ハロゲンイ
オン、過塩素酸イオン、ヘキサフルオロホスフェートイオン、テトラフルオロボレートイ
オン、スルホン酸イオン、スルフィン酸イオン、チオスルホン酸イオン、硫酸イオンが挙
げられる。中でも、安定性、反応性の面から過塩素酸イオン、ヘキサフルオロホスフェー
トイオン、テトラフルオロボレートイオン、スルホン酸イオン、スルフィン酸イオン、カ
ルボン酸イオンが好ましい。
【００６０】
　式（ＲＩ－ＩＩＩ）中、Ｒ31、Ｒ32およびＲ33は、各々独立に置換基を１～６個有して
いてもよい炭素数２０以下のアリール基、アルキル基、アルケニル基、またはアルキニル
基を表す。中でも反応性、安定性の面から好ましいのは、アリール基である。置換基とし
ては、炭素数１～１２のアルキル基、炭素数１～１２のアルケニル基、炭素数１～１２の
アルキニル基、炭素数１～１２のアリール基、炭素数１～１２のアルコキシ基、炭素数１
～１２のアリーロキシ基、ハロゲン原子、炭素数１～１２のアルキルアミノ基、炭素数１
～１２のジアルキルアミノ基、炭素数１～１２のアルキルアミド基またはアリールアミド
基、カルボニル基、カルボキシル基、シアノ基、スルホニル基、炭素数１～１２のチオア
ルキル基、炭素数１～１２のチオアリール基が挙げられる。Ｚ31

-は１価の陰イオンを表
す。具体例としては、ハロゲンイオン、過塩素酸イオン、ヘキサフルオロホスフェートイ
オン、テトラフルオロボレートイオン、スルホン酸イオン、スルフィン酸イオン、チオス
ルホン酸イオン、硫酸イオンが挙げられる。中でも安定性、反応性の面から、過塩素酸イ
オン、ヘキサフルオロホスフェートイオン、テトラフルオロボレートイオン、スルホン酸
イオン、スルフィン酸イオン、カルボン酸イオンが好ましい。より好ましいものとして特
開２００１－３４３７４２号公報記載のカルボン酸イオン、特に好ましいものとして特開
２００２－１４８７９０号公報記載のカルボン酸イオンが挙げられる。
　オニウム塩は、７５０～１４００ｎｍに極大吸収を有する赤外線吸収剤と併用して用い
られることが特に好ましい。
【００６１】
　その他の重合開始剤としては、特開2007-171406、特開2007-206216、特開2007-206217
、特開2007-225701、特開2007-225702、特開2007-316582、特開2007-328243に記載の重合
開始剤を好ましく用いることができる。
【００６２】
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　本発明における重合開始剤は単独もしくは２種以上の併用によって好適に用いられる。
　本発明における画像形成層中の重合開始剤の使用量は画像形成層の全固形分の質量に対
し、好ましくは０．０１～２０質量％、より好ましくは０．１～１５質量％である。さら
に好ましくは１．０質量％～１０質量％である。
【００６３】
(ｄ）酸架橋剤
　感光性樹脂組成物中の１つの成分として用いられる（ｄ）酸架橋剤としては、例えば、
親水性ポリマー（a）中の活性水素原子含有基（カルボキシル基、水酸基、１級アミノ基
及び２級アミノ基など）との反応性を有する１種以上の官能基（以下、「架橋性官能基」
という。）を１分子中に２個以上有する化合物を挙げることができる。
【００６４】
　架橋性官能基の具体例としては、酸を触媒として活性水素原子含有基との反応が促進さ
れる以下の官能基が挙げられる。
（ｉ）水酸基含有官能基類
メチロール基、ジメチロールアミノメチル基、ジエチロールアミノメチル基等、
（ｉｉ）窒素原子含有官能基類
オキサゾリン基、イミダゾリウム基、ジメチルアミノメチル基、ジエチルアミノメチル基
等、
（ｉｉｉ）エーテル基含有官能基類
メトキシメチル基、エトキシメチル基、ベンジルオキシメチル基、アセトキシメチル基、
ベンゾイロキシメチル基、モルホリノメチル基等、
（ｉｖ）グリシジル基含有官能基類
グリシジルエーテル基、グリシジルエステル基、グリシジルアミノ基等、
等を挙げることができる。
これらのうち好ましくは（ｉ）水酸基含有官能基類、（ｉｉ）窒素原子含有官能基類、及
び（ｉｉｉ）エーテル基含有官能基類であり、さらに好ましくはメチロール基、オキサゾ
リン基、メトキシメチル基であり、特に好ましくはメチロール基である。。
【００６５】
　(ｄ)酸架橋剤としては、例えば下記のものが例示される。
（ｉ）メチロール基含有化合物
メチロール基含有メラミン化合物、メチロール基含有ベンゾグアナミン化合物、メチロー
ル基含有尿素化合物、メチロール基含有フェノール化合物等、
（ｉｉ）メチロール基含有樹脂
メチロール基含有メラミン樹脂、メチロール基含有ベンゾグアナミン樹脂、メチロール基
含有尿素樹脂、メチロール基含有フェノール樹脂等、
（ｉｉｉ）オキサゾリン基含有化合物
メチルオキサゾリン、エチルオキサゾリン等、
（ｉｖ）オキサゾリン基含有樹脂
オキサゾリン基含有（メタ）アクリル樹脂、オキサゾリン基含有スチレン樹脂等、
（ｖ）メトキシメチル基化合物
メトキシメチル基含有メラミン化合物、メトキシメチル基含有ベンゾグアナミン化合物、
メトキシメチル基含有尿素化合物、メトキシメチル基含有フェノール化合物等、
（ｖｉ）メトキシメチル基化合物
メトキシメチル基含有メラミン樹脂、メトキシメチル基含有ベンゾグアナミン樹脂、メト
キシメチル基含有尿素樹脂、メトキシメチル基含有フェノール樹脂等、
これらのうち１種又は２種以上を用いることができる。
【００６６】
　これらの架橋性官能基を有する化合物のうち、好ましいのはメチロール基含有化合物、
及びオキサゾリン基含有樹脂であり、さらに好ましいのはオキサゾリン基含有アクリル樹
脂、メチロール基含有フェノール化合物、及びメチロール基含有メラミン化合物が好まし
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く、さらに好ましくはメチロール基含有メラミン化合物である。
【００６７】
　感光性樹脂組成物の固形分の質量に基づく（ｄ）酸架橋剤の含有量は、硬化性の観点か
ら０．１～２０％が好ましく、さらに好ましくは０．５～１５％、特に好ましくは１～１
０％である。
【００６８】
（ｅ）酸発生剤
　本発明において酸発生剤とは、１００℃以上の加熱により分解し酸を発生する化合物で
ある。発生する酸としては、スルホン酸、塩酸等のｐＫａが２以下の強酸であることが好
ましい。本発明において好適に用いられる酸発生剤としては、ヨードニウム塩、スルホニ
ウム塩、ホスホニウム塩、ジアゾニウム塩等のオニウム塩が挙げられる。具体的には、特
開平７－２０６２９号に記載されている化合物を挙げることができる。特に、ヨードニウ
ム塩、スルホニウム塩、ジアゾニウム塩が好ましい。また、特開平７－２７１０２９号に
記載されている、ハロアルキル置換されたｓ－トリアジン類も好ましい。
　また、特開平１１－１１９４２１に記載の酸発生剤も好ましく用いられる。
【００６９】
　また、本出願人が先に出願した特開平１０‐１６４２３に記載されている酸発生剤や、
特開平９－１９７６７１号に記載されているポリマー型の酸発生剤も好ましい。
【００７０】
　これらの化合物は、画像形成層の全固形分に対し、一般的に０．０１～５０質量％、好
ましくは０．１～２５質量％、より好ましくは０．５～１５質量％の割合で画像形成層中
に添加される。添加量が０．０１質量％未満の場合は、画像が得られない場合がある。ま
た添加量が５０質量％を越える場合は、印刷時非画像部に汚れを発生する場合がある。
　これらの化合物は単独で使用してもよく、また２種以上を組み合わせて使用してもよい
。
【００７１】
（ｆ）増感色素
　本発明の感光層には、増感色素を含有させる。例えば３００～４５０ｎｍに極大吸収を
有する増感色素や、５００～６００ｎｍに極大吸収を有する増感色素、７５０～１４００
ｎｍに極大吸収を有する赤外線吸収剤を添加することで、各々、当業界で通常用いられて
いる４０５ｎｍのバイオレットレーザ、５３２ｎｍのグリーンレーザ、８０３ｎｍのＩＲ
レーザに対応した高感度な平版印刷版を提供することができる。
　まず、３５０～４５０ｎｍの波長域に極大吸収を有する増感色素について説明する。こ
の様な増感色素としては、例えば、メロシアニン色素類、ベンゾピラン類、クマリン類、
芳香族ケトン類、アントラセン類、等を挙げることができる。
【００７２】
　３６０ｎｍから４５０ｎｍの波長域に吸収極大を持つ増感色素のうち、高感度の観点か
らより好ましい色素は下記一般式（ＩＸ）で表される色素である。
【００７３】
【化１０】

【００７４】
　（一般式（ＩＸ）中、Ａは置換基を有してもよい芳香族環基またはヘテロ環基を表し、
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独立に、一価の非金属原子団を表し、ＡとＲ1およびＲ2とＲ3はそれぞれ互いに結合して
、脂肪族性または芳香族性の環を形成してもよい。）
【００７５】
　一般式（ＩＸ）について更に詳しく説明する。Ｒ1、Ｒ2およびＲ3は、それぞれ独立に
、一価の非金属原子団であり、好ましくは、置換もしくは非置換のアルキル基、置換もし
くは非置換のアルケニル基、置換もしくは非置換のアリール基、置換もしくは非置換の芳
香族複素環残基、置換もしくは非置換のアルコキシ基、置換もしくは非置換のアルキルチ
オ基、ヒドロキシル基、ハロゲン原子を表す。
【００７６】
　次に、一般式（ＩＸ）におけるＡについて説明する。Ａは置換基を有してもよい芳香族
環基またはヘテロ環基を表し、置換基を有してもよい芳香族環またはヘテロ環の具体例と
しては、一般式（ＩＸ）中のＲ1、Ｒ2およびＲ3で記載したものと同様のものが挙げられ
る。
【００７７】
　このような増感色素の具体例としては特開２００７－５８１７０号公報段落［００４７
］～［００５３］に記載の化合物が好ましく用いられる。
【００７８】
　さらに、下記一般式（Ｖ）～（ＶＩＩ）で示される増感色素も用いることができる。
【００７９】
【化１１】

【００８０】
【化１２】

【００８１】
　式（Ｖ）中、Ｒ1～Ｒ14は各々独立に、水素原子、アルキル基、アルコキシ基、シアノ
基又はハロゲン原子を表す。但し、Ｒ1～Ｒ10の少なくとも一つは炭素数２以上のアルコ
キシ基を表す。
　式（ＶＩ）中、Ｒ15～Ｒ32は各々独立に、水素原子、アルキル基、アルコキシ基、シア
ノ基又はハロゲン原子を表す。但し、Ｒ15～Ｒ24の少なくとも一つは炭素数２以上のアル
コキシ基を表す。
【００８２】
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【化１３】

【００８３】
　式（ＶII）中、Ｒ1、Ｒ2およびＲ3は各々独立に、ハロゲン原子、アルキル基、アリー
ル基、アラルキル基、－ＮＲ4Ｒ5基または－ＯＲ6基を表し、Ｒ4、Ｒ5およびＲ6は各々独
立に、水素原子、アルキル基、アリール基またはアラルキル基を表し、ｋ、ｍおよびｎは
各々０～５の整数を表す。
【００８４】
　また、特開2007-171406、特開2007-206216、特開2007-206217、特開2007-225701、特開
2007-225702、特開2007-316582、特開2007-328243に記載の増感色素も好ましく用いるこ
とができる。
　　増感色素の好ましい添加量は、感光層の全固形分１００質量部に対し、好ましくは０
．０５～３０質量部、更に好ましくは０．１～２０質量部、最も好ましくは０．２～１０
質量部の範囲である。
【００８５】
　続いて、本発明にて好適に用いられる７５０～１４００ｎｍに極大吸収を有する増感色
素について詳述する。
　ここに使用される増感色素は、赤外線レーザの照射（露光）に対し高感度で電子励起状
態となり、かかる電子励起状態に係る電子移動、エネルギー移動、発熱（光熱変換機能）
などが、感光層中に併存する重合開始剤に作用して、該重合開始剤に化学変化を生起させ
てラジカルを生成させるものと推定されている。いずれせよ、７５０～１４００ｎｍに極
大吸収を有する増感色素を添加することは、７５０ｎｍ～１４００ｎｍの波長を有する赤
外線レーザ光での直接描画される製版に特に好適であり、従来の平版印刷版原版に比べ、
高い画像形成性を発現することができる。
【００８６】
　赤外線吸収剤は、７５０ｎｍ～１４００ｎｍの波長に吸収極大を有する染料または顔料
であることが好ましい。
【００８７】
　染料としては、市販の染料および例えば、「染料便覧」（有機合成化学協会編集、昭和
４５年刊）等の文献に記載されている公知のものが利用できる。具体的には、アゾ染料、
金属錯塩アゾ染料、ピラゾロンアゾ染料、ナフトキノン染料、アントラキノン染料、フタ
ロシアニン染料、カルボニウム染料、キノンイミン染料、メチン染料、シアニン染料、ス
クワリリウム色素、ピリリウム塩、金属チオレート錯体等の染料が挙げられる。
　　これらの染料のうち特に好ましいものとしては、シアニン色素、スクワリリウム色素
、ピリリウム塩、ニッケルチオレート錯体、インドレニンシアニン色素が挙げられる。更
に、シアニン色素やインドレニンシアニン色素が好ましく、特に好ましい例として下記一
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般式（ａ）で示されるシアニン色素が挙げられる。
【００８８】
【化１４】

【００８９】
　一般式（ａ）中、Ｘ1は、水素原子、ハロゲン原子、－ＮＰｈ2、Ｘ2－Ｌ1または以下に
示す基を表す。ここで、Ｘ2は酸素原子、窒素原子、または硫黄原子を示し、Ｌ1は、炭素
原子数１～１２の炭化水素基、ヘテロ原子を有する芳香族環、ヘテロ原子を含む炭素原子
数１～１２の炭化水素基を示す。なお、ここでヘテロ原子とは、Ｎ、Ｓ、Ｏ、ハロゲン原
子、Ｓｅを示す。Ｘa

-は後述するＺa
-と同様に定義され、Ｒaは、水素原子、アルキル基

、アリール基、置換または無置換のアミノ基、ハロゲン原子より選択される置換基を表す
。
【００９０】

【化１５】

【００９１】
Ｒ1およびＲ2は、それぞれ独立に、炭素原子数１～１２の炭化水素基を示す。感光層塗布
液の保存安定性から、Ｒ1およびＲ2は、炭素原子数２個以上の炭化水素基であることが好
ましく、更に、Ｒ1とＲ2とは互いに結合し、５員環または６員環を形成していることが特
に好ましい。
【００９２】
　Ａｒ1、Ａｒ2は、それぞれ同じでも異なっていてもよく、置換基を有していてもよい芳
香族炭化水素基を示す。好ましい芳香族炭化水素基としては、ベンゼン環およびナフタレ
ン環が挙げられる。また、好ましい置換基としては、炭素原子数１２個以下の炭化水素基
、ハロゲン原子、炭素原子数１２個以下のアルコキシ基が挙げられる。Ｙ1、Ｙ2は、それ
ぞれ同じでも異なっていてもよく、硫黄原子または炭素原子数１２個以下のジアルキルメ
チレン基を示す。Ｒ3、Ｒ4は、それぞれ同じでも異なっていてもよく、置換基を有してい
てもよい炭素原子数２０個以下の炭化水素基を示す。好ましい置換基としては、炭素原子
数１２個以下のアルコキシ基、カルボキシル基、スルホ基が挙げられる。Ｒ5、Ｒ6、Ｒ7

およびＲ8は、それぞれ同じでも異なっていてもよく、水素原子または炭素原子数１２個
以下の炭化水素基を示す。原料の入手性から、好ましくは水素原子である。また、Ｚａ-

は、対アニオンを示す。ただし、一般式（ａ）で示されるシアニン色素が、その構造内に
アニオン性の置換基を有し、電荷の中和が必要ない場合にはＺａ-は必要ない。好ましい
Ｚａ-は、感光層塗布液の保存安定性から、ハロゲンイオン、過塩素酸イオン、テトラフ
ルオロボレートイオン、ヘキサフルオロホスフェートイオン、およびスルホン酸イオンで
あり、特に好ましくは、過塩素酸イオン、ヘキサフルオロフォスフェートイオン、および
アリールスルホン酸イオンである。尚、対イオンとして、ハロゲンイオンを含有してない
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ものが特に好ましい。
【００９３】
　好適に用いることのできる一般式（ａ）で示されるシアニン色素の具体例としては、特
開２００１－１３３９６９号の段落番号［００１７］～［００１９］に記載されたものを
挙げることができる。
【００９４】
　また、特に好ましい他の例としてさらに、前記した特開２００２－２７８０５７号に記
載の特定インドレニンシアニン色素が挙げられる。
【００９５】
　顔料としては、市販の顔料およびカラーインデックス（Ｃ．Ｉ．）便覧、「最新顔料便
覧」（日本顔料技術協会編、１９７７年刊）、「最新顔料応用技術」（ＣＭＣ出版、１９
８６年刊）、「印刷インキ技術」ＣＭＣ出版、１９８４年刊）に記載されている顔料が利
用できる。
【００９６】
　顔料の種類としては、黒色顔料、黄色顔料、オレンジ色顔料、褐色顔料、赤色顔料、紫
色顔料、青色顔料、緑色顔料、蛍光顔料、金属粉顔料、その他、ポリマー結合色素が挙げ
られる。具体的には、不溶性アゾ顔料、アゾレーキ顔料、縮合アゾ顔料、キレートアゾ顔
料、フタロシアニン系顔料、アントラキノン系顔料、ペリレンおよびペリノン系顔料、チ
オインジゴ系顔料、キナクリドン系顔料、ジオキサジン系顔料、イソインドリノン系顔料
、キノフタロン系顔料、染付けレーキ顔料、アジン顔料、ニトロソ顔料、ニトロ顔料、天
然顔料、蛍光顔料、無機顔料、カーボンブラック等が使用できる。これらの顔料のうち好
ましいものはカーボンブラックである。
【００９７】
　これら顔料は表面処理をせずに用いてもよく、表面処理を施して用いてもよい。表面処
理の方法には、樹脂やワックスを表面コートする方法、界面活性剤を付着させる方法、反
応性物質（例えば、シランカップリング剤、エポキシ化合物、ポリイソシアネート等）を
顔料表面に結合させる方法等が考えられる。上記の表面処理方法は、「金属石鹸の性質と
応用」（幸書房）、「印刷インキ技術」（ＣＭＣ出版、１９８４年刊）および「最新顔料
応用技術」（ＣＭＣ出版、１９８６年刊）に記載されている。
【００９８】
　顔料の粒径は０．０１μｍ～１０μｍの範囲にあることが好ましく、０．０５μｍ～１
μｍの範囲にあることが更に好ましく、特に０．１μｍ～１μｍの範囲にあることが好ま
しい。この好ましい粒径の範囲において、感光層中における顔料の優れた分散安定性が得
られ、均一な感光層が得られる。
【００９９】
　顔料を分散する方法としては、インク製造やトナー製造等に用いられる公知の分散技術
が使用できる。分散機としては、超音波分散器、サンドミル、アトライター、パールミル
、スーパーミル、ボールミル、インペラー、デスパーザー、ＫＤミル、コロイドミル、ダ
イナトロン、３本ロールミル、加圧ニーダー等が挙げられる。詳細は、「最新顔料応用技
術」（ＣＭＣ出版、１９８６年刊）に記載されている。
【０１００】
　これらの赤外線吸収剤は、他の成分と同一の層に添加してもよいし、別の層を設けそこ
へ添加してもよい。
【０１０１】
　これらの赤外線吸収剤は、感光層中における均一性や感光層の耐久性の観点から、感光
層を構成する全固形分に対し０．０１～５０質量％、好ましくは０．１～１０質量％、染
料の場合特に好ましくは０．５～１０質量％、顔料の場合特に好ましくは０．１～１０質
量％の割合で添加することができる。
【０１０２】
　＜その他の画像形成層成分＞
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　本発明の画像形成層には、さらに、必要に応じて種々の添加剤を含有させることができ
る。添加剤としては、現像性の促進および塗布面状を向上させるための界面活性剤、現像
性の向上やマイクロカプセルの分散安定性向上などのための親水性ポリマー、画像部と非
画像部を視認するための着色剤や焼き出し剤、画像形成層の製造中または保存中のラジカ
ル重合性化合物の不要な熱重合を防止するための重合禁止剤、酸素による重合阻害を防止
するための高級脂肪誘導体、画像部の硬化皮膜強度向上のための無機微粒子、現像性向上
のための親水性低分子化合物、感度向上の為の共増感剤や連鎖移動剤、可塑性向上のため
の可塑剤等を添加することができる。これの化合物はいずれも公知のものを使用でき、例
えば、特開2007-171406、特開2007-206216、特開2007-206217、特開2007-225701、特開20
07-225702、特開2007-316582、特開2007-328243に記載の化合物を使用することができる
。
【０１０３】
　連鎖移動剤として作用する化合物としては、例えば、分子内にＳＨ、ＰＨ、ＳｉＨ、Ｇ
ｅＨを有する化合物群が用いられる。これらは、低活性のラジカル種に水素供与して、ラ
ジカルを生成するか、もしくは、酸化された後、脱プロトンすることによりラジカルを生
成しうる。
　本発明の画像形成層には、特に、チオール化合物（例えば、２－メルカプトベンズイミ
ダゾール類、２－メルカプトベンズチアゾール類、2－メルカプトベンズオキサゾール類
、３－メルカプトトリアゾール類、５－メルカプトテトラゾール類、等）を連鎖移動剤と
して好ましく用いることができる。
　なかでも、下記一般式（Ｉ）で表されるチオール化合物が特に好適に使用される。連鎖
移動剤としてこのチオール化合物を用いることによって、臭気の問題、および画像形成層
から蒸発や他の層への拡散による感度減少を回避し、保存安定性に優れ、さらには高感度
で高耐刷の平版印刷版原版が得られる。
【０１０４】
【化１６】

【０１０５】
　一般式（Ｉ）中、Ｒは置換基を有してもよいアルキル基、または置換基を有してもよい
アリール基を表し、ＡはＮ＝Ｃ－Ｎ部分と共に炭素原子を有する５員環または６員環のヘ
テロ環を形成する原子団を表し、Ａはさらに置換基を有してもよい。
【０１０６】
　さらに好ましくは下記一般式（ＩＡ）または一般式（ＩＢ）で表されるものが使用され
る。
【０１０７】
【化１７】

【０１０８】
　一般式（ＩＡ）および式（ＩＢ）中、Ｒは置換基を有してもよいアルキル基、または置
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してもよいアルキル基、または置換基を有してもよいアリール基を表す。
【０１０９】
　以下に、一般式（Ｉ）で表される化合物の具体例を示すが、本発明はこれらに限定され
るものではない。
【０１１０】
【化１８】

【０１１１】
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【０１１２】
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【０１１４】
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【化２２】

【０１１５】
　これらのチオール化合物の使用量は感光層の全固形分の質量に対し、好ましくは０．０
１～２０質量％、より好ましくは０．１～１５質量％である。さらに好ましくは１．０～
１０質量％である。
【０１１６】
　＜マイクロカプセル＞
　本発明においては、上記の画像形成層の構成成分および後述のその他の構成成分を画像
形成層に含有させる方法として、例えば、特開２００１－２７７７４０号公報、特開２０
０１－２７７７４２号公報に記載のごとく、該構成成分の一部をマイクロカプセルに内包
させて画像形成層に添加することができる。その場合、各構成成分はマイクロカプセル内
および外に、任意の比率で含有させることが可能である。
【０１１７】
　画像形成層構成成分をマイクロカプセル化する方法としては、公知の方法が適用できる
。例えばマイクロカプセルの製造方法としては、米国特許第２８００４５７号、同第２８
００４５８号明細書にみられるコアセルベーションを利用した方法、米国特許第３２８７
１５４号の各明細書、特公昭３８－１９５７４号、同４２－４４６号の各公報にみられる
界面重合法による方法、米国特許第３４１８２５０号、同第３６６０３０４号明細書にみ
られるポリマーの析出による方法、米国特許第３７９６６６９号明細書に見られるイソシ
アナートポリオール壁材料を用いる方法、米国特許第３９１４５１１号明細書に見られる



(28) JP 2009-244421 A 2009.10.22

10

20

30

40

50

イソシアナート壁材料を用いる方法、米国特許第４００１１４０号、同第４０８７３７６
号、同第４０８９８０２号の各明細書にみられる尿素―ホルムアルデヒド系または尿素ホ
ルムアルデヒド－レゾルシノール系壁形成材料を用いる方法、米国特許第４０２５４４５
号明細書にみられるメラミン－ホルムアルデヒド樹脂、ヒドロキシセルロース等の壁材を
用いる方法、特公昭３６－９１６３号、同５１－９０７９号の各公報にみられるモノマー
重合によるｉｎ　ｓｉｔｕ法、英国特許第９３０４２２号、米国特許第３１１１４０７号
明細書にみられるスプレードライング法、英国特許第９５２８０７号、同第９６７０７４
号の各明細書にみられる電解分散冷却法などがあるが、これらに限定されるものではない
。
【０１１８】
　本発明に用いられる好ましいマイクロカプセル壁は、３次元架橋を有し、溶剤によって
膨潤する性質を有するものである。このような観点から、マイクロカプセルの壁材は、ポ
リウレア、ポリウレタン、ポリエステル、ポリカーボネート、ポリアミド、およびこれら
の混合物が好ましく、特に、ポリウレアおよびポリウレタンが好ましい。また、マイクロ
カプセル壁に、上記の非水溶性高分子に導入可能なエチレン性不飽和結合等の架橋性官能
基を有する化合物を導入してもよい。
【０１１９】
　上記のマイクロカプセルの平均粒径は、０．０１～３．０μｍが好ましい。０．０５～
２．０μｍがさらに好ましく、０．１０～１．０μｍが特に好ましい。この範囲内で良好
な解像度と経時安定性が得られる。
【０１２０】
（画像形成層の形成）
　画像形成層の形成には、いくつかの態様を用いることができる。一つは、例えば、特開
２００２－２８７３３４号に記載のごとく、画像形成層構成成分を適当な溶媒に溶解して
後述する支持体に塗布する態様である。使用する溶剤としては、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、メタノール、エタノール、プロパノール、エチレ
ングリコールモノメチルエーテル、１－メトキシ－２－プロパノール、２－メトキシエチ
ルアセテート、１－メトキシ－２－プロピルアセテート、ジメトキシエタン、乳酸メチル
、乳酸エチル、Ｎ，Ｎ－ジメチルアセトアミド、Ｎ，Ｎ－ジメチルホルムアミド、テトラ
メチルウレア、Ｎ－メチルピロリドン、ジメチルスルホキシド、スルホラン、γ－ブチル
ラクトン、トルエン、水等を挙げることができる。溶剤は単独でまたは混合して使用され
る。もう一つは、例えば、特開２００１－２７７７４０号、特開２００１－２７７７４２
号に記載のごとく、画像形成層構成成分をマイクロカプセルに内包させて画像形成層に含
有させる態様（マイクロカプセル型画像形成層）である。マイクロカプセル型画像形成層
においては、構成成分をマイクロカプセル外にも含有させることもできる。マイクロカプ
セル型画像形成層においては、疎水性の構成成分をマイクロカプセルに内包させ、親水性
構成成分をマイクロカプセル外に含有させることがより好ましい態様である。
【０１２１】
　上記の画像形成層構成成分をマイクロカプセル化する方法としては、公知の方法が適用
できる。例えばマイクロカプセルの製造方法としては、米国特許第２８００４５７号、同
第２８００４５８号に記載のコアセルベーションを利用した方法、米国特許第３２８７１
５４号、特公昭３８－１９５７４号、同４２－４４６号に記載の界面重合法による方法、
米国特許第３４１８２５０号、同第３６６０３０４号に記載のポリマーの析出による方法
、米国特許第３７９６６６９号に記載のイソシアナートポリオール壁材料を用いる方法、
米国特許第３９１４５１１号に記載のイソシアナート壁材料を用いる方法、米国特許第４
００１１４０号、同第４０８７３７６号、同第４０８９８０２号に記載の尿素―ホルムア
ルデヒド系または尿素ホルムアルデヒド－レゾルシノール系壁形成材料を用いる方法、米
国特許第４０２５４４５号に記載のメラミン－ホルムアルデヒド樹脂、ヒドロキシセルロ
ース等の壁材を用いる方法、特公昭３６－９１６３号、同５１－９０７９号に記載のモノ
マー重合によるｉｎ　ｓｉｔｕ法、英国特許第９３０４２２号、米国特許第３１１１４０
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７号に記載のスプレードライング法、英国特許第９５２８０７号、同第９６７０７４号に
記載の電解分散冷却法などが挙げられる。
【０１２２】
　本発明に用いられる好ましいマイクロカプセル壁は、３次元架橋を有し、溶剤によって
膨潤する性質を有するものである。このような観点から、マイクロカプセルの壁材は、ポ
リウレア、ポリウレタン、ポリエステル、ポリカーボネート、ポリアミド、及びこれらの
混合物が好ましく、特に、ポリウレア及びポリウレタンが好ましい。また、マイクロカプ
セル壁に、エチレン性不飽和結合等の架橋性官能基を有する化合物を導入してもよい。
　マイクロカプセルの平均粒径は、良好な解像度と経時安定性の観点から、０．０１～３
．０μｍが好ましい。０．０５～２．０μｍがより好ましく、０．１０～１．０μｍが更
に好ましい。
【０１２３】
　また、本発明においては、上述した画像形成層構成成分、特に好ましくは赤外線吸収剤
を樹脂微粒子に内包されている態様とすることもできる。
　このような態様は、構成成分を溶媒に溶解した後、高分子溶液（好ましくは高分子水溶
液）とホモジナイザー等を用いて混合して得られる樹脂微粒子分散液を調製し、これを用
いることにより達成できる。
　この際用いることができる溶媒としては、酢酸エチル、メチルエチルケトン（ＭＥＫ）
、ジイソプロピルエーテル、ジクロロメタン、クロロホルム、トルエン、ジクロロエタン
、及びこれらの混合溶媒を挙げることができる。溶剤は、単独でまたは混合して使用され
る。
【０１２４】
　高分子としては、ポリビニルアルコール（ＰＶＡ）、ポリアクリル酸、ポリアクリル酸
ナトリウム、ポリアクリルアミド、ポリメタクリル酸、ポリメタクリル酸ナトリウム、ポ
リメタクリルアミド、ポリスチレンスルホン酸、ポリスチレンスルホン酸ナトリウム、ア
クリル酸－アクリル酸メチルコポリマー、メタクリル酸－メタクリル酸メチルコポリマー
、スチレン－スチレンスルホン酸ナトリウムコポリマー等が挙げられる。
【０１２５】
　画像形成層塗布液の固形分濃度は、好ましくは１～５０質量％である。
　画像形成層は、同一または異なる成分を同一または異なる溶剤に分散または溶解した塗
布液を複数調製し、複数回の塗布、乾燥を繰り返して形成することもできる。
　画像形成層の塗布量（固形分）は、用途によって異なるが、良好な感度、良好な皮膜特
性等を考慮して、一般的に０．３～３．０ｇ／ｍ2が好ましい。
【０１２６】
　画像形成層の塗布には、種々の方法を用いることができる。例えば、バーコーター塗布
、回転塗布、スプレー塗布、カーテン塗布、ディップ塗布、エアナイフ塗布、ブレード塗
布、ロール塗布等を挙げられる。
　上述の方法により支持体上に塗布した画像形成層は、使用した溶媒を除去するために乾
燥される。乾燥方法としては、熱風を塗布した面に吹き付ける方法、加熱オーブン中に一
定時間入れる方法等が挙げられる。
　本発明の製版方法に用いられる平版印刷版原版を作成するためには、上記乾燥時に支持
体表面の温度を、画像形成層に含まれる熱融着性樹脂微粒子の熱融着温度以下に保つこと
が好ましく、熱融着温度－５℃以下に保つことがより好ましい。上記乾燥温度を保つこと
により、画像形成層に含まれる熱融着性樹脂微粒子を微粒子形態のまま画像形成層に残す
ことができる。
【０１２７】
（支持体）
　本発明の平版印刷版原版に用いられる支持体は、特に限定されず、寸度的に安定な板状
の親水性支持体であればよい。例えば、紙、プラスチック（例えば、ポリエチレン、ポリ
プロピレン、ポリスチレン等）がラミネートされた紙、金属板（例えば、アルミニウム、
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亜鉛、銅等）、プラスチックフィルム（例えば、二酢酸セルロース、三酢酸セルロース、
プロピオン酸セルロース、酪酸セルロース、酢酸酪酸セルロース、硝酸セルロース、ポリ
エチレンテレフタレート、ポリエチレン、ポリスチレン、ポリプロピレン、ポリカーボネ
ート、ポリビニルアセタール等）、上記金属がラミネートされまたは蒸着された紙または
プラスチックフィルム等が挙げられる。好ましい支持体としては、ポリエステルフィルム
およびアルミニウム板が挙げられる。中でも、寸法安定性がよく、比較的安価であるアル
ミニウム板が好ましい。
【０１２８】
　アルミニウム板は、純アルミニウム板、アルミニウムを主成分とし微量の異元素を含む
合金板及び、アルミニウムもしくはアルミニウム合金の薄膜にプラスチックがラミネート
されているものを含む。アルミニウム合金に含まれる異元素には、ケイ素、鉄、マンガン
、銅、マグネシウム、クロム、亜鉛、ビスマス、ニッケル、チタン等がある。合金中の異
元素の含有量は１０質量％以下が好ましい。完全に純粋なアルミニウム板は精錬技術上製
造が困難であるので、微量の異元素を含有する合金板が好適に用いられる。アルミニウム
板は、その組成が限定されるものではなく、公知公用のものを適宜利用することができる
。アルミニウム板の厚さは０．１～０．６ｍｍが好ましく、０．１５～０．４ｍｍがより
好ましく、０．２～０．３ｍｍが更に好ましい。
【０１２９】
　アルミニウム板には、粗面化処理、陽極酸化処理等の表面処理を施すのが好ましい。表
面処理により、親水性の向上および画像形成層との密着性の確保が容易になる。アルミニ
ウム板の粗面化処理に先立ち、所望により、表面の圧延油を除去するために界面活性剤、
有機溶剤、アルカリ性水溶液等による脱脂処理が行われる。
【０１３０】
　アルミニウム板表面の粗面化処理は種々の方法により行われ、例えば、機械的粗面化処
理、電気化学的粗面化処理（電気化学的に表面を溶解させる粗面化処理）、化学的粗面化
処理（化学的に表面を選択溶解させる粗面化処理）が挙げられる。機械的粗面化処理の方
法としては、ボール研磨法、ブラシ研磨法、ブラスト研磨法、バフ研磨法等が挙げられる
。電気化学的粗面化処理の方法としては、例えば、塩酸、硝酸等の酸を含有する電解液中
で交流または直流により行う方法が挙げられる。また、特開昭５４－６３９０２号に記載
されているような混合酸を用いる方法も挙げられる。
【０１３１】
　粗面化処理されたアルミニウム板は、必要に応じて、水酸化カリウム、水酸化ナトリウ
ム等の水溶液を用いてアルカリエッチング処理され、更に、中和処理された後、所望によ
り、耐摩耗性を高めるために陽極酸化処理を施される。
【０１３２】
　アルミニウム板の陽極酸化処理には、多孔質酸化皮膜を形成させる種々の電解質が用い
られる。一般的には、硫酸、塩酸、シュウ酸、クロム酸またはそれらの混酸が用いられる
。それらの電解質の濃度は電解質の種類によって適宜決められる。
　陽極酸化処理の条件は、用いられる電解質により種々変わるので一概に特定することは
できないが、一般的には、電解質濃度１～８０質量％溶液、液温度５～７０℃、電流密度
５～６０Ａ／d ｍ2 、電圧１～１００Ｖ、電解時間１０秒～５分であるのが好ましい。形
成される陽極酸化皮膜の量は、良好な耐刷性と非画像部の良好な耐傷性等の観点から、１
．０～５．０ｇ／ｍ2が好ましく、１．５～４．０ｇ／ｍ2がより好ましい。
【０１３３】
　支持体としては、上記のような表面処理をされ陽極酸化皮膜を有する基板そのままでも
よいが、上層との蜜着性、親水性、汚れ難さ、断熱性などの一層の改良のため、必要に応
じて、公知の処理方法、例えば、特開２００１－２５３１８１号や特開２００１－３２２
３６５号に記載されている陽極酸化皮膜のマイクロポアの拡大処理、マイクロポアの封孔
処理、親水性化合物を含有する水溶液に浸漬する表面親水化処理などを適宜選択して行う
ことができる。



(31) JP 2009-244421 A 2009.10.22

10

20

30

40

50

【０１３４】
　封孔処理としては、水蒸気による封孔処理、フッ化ジルコン酸の単独処理、フッ化ナト
リウムによる処理など無機フッ素化合物を含有する水溶液による封孔処理、塩化リチウム
を添加した蒸気封孔処理、熱水による封孔処理などが挙げられる。なかでも、無機フッ素
化合物を含有する水溶液による封孔処理、水蒸気による封孔処理および熱水による封孔処
理が好ましい。
【０１３５】
　親水化処理としては、米国特許第２，７１４，０６６号、同第３，１８１，４６１号、
同第３，２８０，７３４号および同第３，９０２，７３４号に記載されているようなアル
カリ金属シリケート法がある。この方法においては、支持体をケイ酸ナトリウム等の水溶
液で浸漬処理または電解処理する。そのほかに、特公昭３６－２２０６３号に記載されて
いるフッ化ジルコン酸カリウムで処理する方法、米国特許第３，２７６，８６８号、同第
４，１５３，４６１号および同第４，６８９，２７２号に記載されているようなポリビニ
ルホスホン酸で処理する方法等が挙げられる。
【０１３６】
　支持体としてポリエステルフィルムなど表面の親水性が不十分な支持体を用いる場合は
、親水層を塗布して表面を親水性にすることが望ましい。親水層としては、特開２００１
－１９９１７５号に記載の、ベリリウム、マグネシウム、アルミニウム、珪素、チタン、
硼素、ゲルマニウム、スズ、ジルコニウム、鉄、バナジウム、アンチモンおよび遷移金属
から選択される少なくとも一つの元素の酸化物または水酸化物のコロイドを含有する塗布
液を塗布してなる親水層や、特開２００２－７９７７２号に記載の、有機親水性ポリマー
を架橋あるいは疑似架橋することにより得られる有機親水性マトリックスを有する親水層
や、ポリアルコキシシラン、チタネート、ジルコネートまたはアルミネートの加水分解、
縮合反応からなるゾル－ゲル変換により得られる無機親水性マトリックスを有する親水層
、あるいは、金属酸化物を含有する表面を有する無機薄膜からなる親水層が好ましい。中
でも、珪素の酸化物または水酸化物のコロイドを含有する塗布液を塗布してなる親水層が
好ましい。
【０１３７】
　また、支持体としてポリエステルフィルム等を用いる場合には、支持体の親水性層側ま
たは反対側、あるいは両側に、帯電防止層を設けるのが好ましい。帯電防止層を支持体と
親水性層との間に設けた場合には、親水性層との密着性向上にも寄与する。帯電防止層と
しては、特開２００２－７９７７２号に記載の金属酸化物微粒子やマット剤を分散したポ
リマー層等が使用できる。
【０１３８】
　支持体の中心線平均粗さは、画像形成層との良好な密着性、良好な耐刷性、良好な汚れ
難さ等の観点から、０．１０～１．２μｍが好ましい。また、支持体の色濃度は、画像露
光時のハレーション防止による良好な画像形成性、現像後の良好な検版性等の観点から、
反射濃度値として０．１５～０．６５が好ましい。
【０１３９】
（下塗り層）
　本発明に係る平版印刷版原版においては、必要に応じて、画像形成層と支持体との間に
下塗り層を設けることができる。下塗り層は、露光部においては支持体と画像記録層との
密着性を強化する機能を、また、未露光部においては、画像記録層の支持体からのはく離
を生じやすくさせる機能を有するため、現像性が向上する。
　下塗り層としては、具体的には、特開平１０－２８２６７９号に記載されている付加重
合可能なエチレン性二重結合反応基を有しているシランカップリング剤、特開平２－３０
４４４１号に記載のエチレン性二重結合反応基を有しているリン化合物等が好適に挙げら
れる。
【０１４０】
　下塗り層には、親水性基を有する公知の樹脂を用いることもできる。そのような樹脂の
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具体例として、アラビアゴム、カゼイン、ゼラチン、デンプン誘導体、カルボキシメチル
セルロースおよびそのナトリウム塩、セルロースアセテート、アルギン酸ナトリウム、酢
酸ビニルマレイン酸コポリマー類、スチレンーマレイン酸コポリマー類、ポリアクリル酸
類およびそれらの塩、ポリメタクリル酸類およびそれらの塩、ヒドロキシエチルメタクリ
レートのホモポリマーおよびコポリマー、ヒドロキシエチルアクリレートのホモポリマー
およびコポリマー、ヒドロキシプロピルメタクリレートのホモポリマーおよびコポリマー
、ヒドロキシプロピルアクリレートのホモポリマーおよびコポリマー、ヒドロキシブチル
メタクリレートのホモポリマーおよびコポリマー、ヒドロキシブチルアクリレートのホモ
ポリマーおよびコポリマー、ポリエチレングリコール類、ヒドロキシプロピレンポリマー
類、ポリビニルアルコール類、加水分解度が６０モル％以上、好ましくは８０モル％以上
である加水分解ポリビニルアセテート、ポリビニルホルマール、ポリビニルブチラール、
ポリビニルピロリドン、アクリルアミドのホモポリマーおよびコポリマー、メタクリルア
ミドのホモポリマーおよびポリマー、Ｎ－メチロールアクリルアミドのホモポリマーおよ
びコポリマー、ポリビニルピロリドン、アルコール可溶性ナイロン、２，２－ビス－（４
－ヒドロキシフェニル）－プロパンとエピクロロヒドリンとのポリエーテル等が挙げられ
る。
【０１４１】
　下塗り層に用いられる高分子化合物は、支持体表面への吸着性を有することが好ましい
。支持体表面への吸着性の有無に関しては、例えば以下のような方法で判断できる。
　試験化合物を易溶性の溶媒に溶解させた塗布液を作製し、その塗布液を乾燥後の塗布量
が３０ｍｇ／ｍ2となるように支持体上に塗布・乾燥させる。次に試験化合物を塗布した
支持体を、易溶性溶媒を用いて十分に洗浄した後、洗浄除去されなかった試験化合物の残
存量を測定して支持体吸着量を算出する。ここで残存量の測定は、残存化合物量を直接定
量してもよいし、洗浄液中に溶解した試験化合物量を定量して算出してもよい。化合物の
定量は、例えば蛍光Ｘ線測定、反射分光吸光度測定、液体クロマトグラフィー測定などで
実施できる。支持体吸着性がある化合物は、上記のような洗浄処理を行っても１ｍｇ／ｍ
2以上残存する化合物である。
【０１４２】
　高分子化合物に、支持体表面への吸着性を付与するには、吸着性基の導入により行うこ
とができる。支持体表面への吸着性基は、支持体表面に存在する物質（例えば、金属、金
属酸化物）あるいは官能基(例えば、水酸基)と、化学結合(例えば、イオン結合、水素結
合、配位結合、分子間力による結合)を引き起こすことができる官能基である。吸着性基
は、酸基またはカチオン性基が好ましい。
【０１４３】
　酸基は、酸解離定数（ｐＫａ）が７以下であることが好ましい。酸基の例は、フェノー
ル性水酸基、カルボキシル基、－ＳＯ３Ｈ、－ＯＳＯ３Ｈ、－ＰＯ３Ｈ２、－ＯＰＯ３Ｈ

２、－ＣＯＮＨＳＯ２－、－ＳＯ２ＮＨＳＯ２－および－ＣＯＣＨ２ＣＯＣＨ３を含む。
リン酸基（－ＯＰＯ３Ｈ２、―ＰＯ３Ｈ２）が特に好ましい。またこれら酸基は、金属塩
であっても構わない。
【０１４４】
　カチオン性基は、オニウム基であることが好ましい。オニウム基の例は、アンモニウム
基、ホスホニウム基、アルソニウム基、スチボニウム基、オキソニウム基、スルホニウム
基、セレノニウム基、スタンノニウム基、ヨードニウム基を含む。アンモニウム基、ホス
ホニウム基およびスルホニウム基が好ましく、アンモニウム基およびホスホニウム基がさ
らに好ましく、アンモニウム基が最も好ましい。
【０１４５】
　高分子化合物に吸着性基を導入するには、吸着性基を有するモノマーが用いられる。吸
着性基を有するモノマーの好ましい例としては、下記式（VII）または（VIII）で表され
る化合物が挙げられる。
【０１４６】
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【０１４７】
　式（VII）及び（VIII）において、Ｒ１、Ｒ２およびＲ３は、それぞれ独立に、水素原
子、ハロゲン原子または炭素原子数が１乃至６のアルキル基である。Ｒ１、Ｒ２およびＲ
３は、それぞれ独立に、水素原子または炭素原子数が１乃至６のアルキル基であることが
好ましく、水原子または炭素原子数が１乃至３のアルキル基であることがさらに好ましく
、水素原子またはメチル基であることが最も好ましい。Ｒ２およびＲ３は、水素原子であ
ることが特に好ましい。
【０１４８】
　Ｘは、酸素原子（－Ｏ－）またはイミノ（－ＮＨ－）である。Ｘは、酸素原子であるこ
とがさらに好ましい。
　Ｌは、２価の連結基である。Lは、２価の脂肪族基（アルキレン基、アルケニレン基、
アルキニレン基）、２価の芳香族基（アリーレン基）または２価の複素環基であるか、あ
るいはそれらと、酸素原子（－Ｏ－）、硫黄原子（―Ｓ―）、イミノ（－ＮＨ－）、置換
イミノ（－ＮＲ－、Ｒは脂肪族基、芳香族基または複素環基）またはカルボニル（－ＣＯ
－）との組み合わせであることが好ましい。
【０１４９】
　脂肪族基は、環状構造または分岐構造を有していてもよい。脂肪族基の炭素原子数は、
１乃至２０が好ましく、１乃至１５がさらに好ましく、１乃至１０が最も好ましい。脂肪
族基は、不飽和脂肪族基よりも飽和脂肪族基の方が好ましい。脂肪族基は、置換基を有し
ていてもよい。置換基の例は、ハロゲン原子、ヒドロキシル基、芳香族基および複素環基
を含む。
　芳香族基の炭素原子数は、６乃至２０が好ましく、６乃至１５がさらに好ましく、６乃
至１０が最も好ましい。芳香族基は、置換基を有していてもよい。置換基の例は、ハロゲ
ン原子、ヒドロキシル基、脂肪族基、芳香族基および複素環基を含む。
　複素環基は、複素環として５員環または６員環を有することが好ましい。複素環に他の
複素環、脂肪族環または芳香族環が縮合していてもよい。複素環基は、置換基を有してい
てもよい。置換基の例は、ハロゲン原子、ヒドロキシル基、オキソ基（＝Ｏ）、チオキソ
基（＝Ｓ）、イミノ基（＝ＮＨ）、置換イミノ基（＝Ｎ－Ｒ、Ｒは脂肪族基、芳香族基ま
たは複素環基）、脂肪族基、芳香族基および複素環基を含む。
【０１５０】
　Ｌは、複数のポリオキシアルキレン構造を含む二価の連結基であることが好ましい。ポ
リオキシアルキレン構造は、ポリオキシエチレン構造であることがさらに好ましい。言い
換えると、Lは、－(ＯＣＨ２ＣＨ２)ｎ－（ｎは２以上の整数）を含むことが好ましい。
　Ｚは、親水性支持体表面に吸着する官能基である。吸着性の官能基については、前述し
た通りである。
　Ｙは、炭素原子または窒素原子である。Ｙが窒素原子でＹ上にＬが連結し四級ピリジニ
ウム基になった場合、それ自体が吸着性を示すことからＺは必須ではない。
　以下に、式（ＶII）または（ＶIII）で表される代表的なモノマーの具体例を示す。
【０１５１】
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【０１５２】
　下塗り層に用いられる高分子化合物は、更に親水性基を有することが好ましい。親水性
基としては、例えば、ヒドロキシ基、カルボキシル基、カルボキシレート基、ヒドロキシ
エチル基、ポリオキシエチル基、ヒドロキシプロピル基、ポリオキシプロピル基、アミノ
基、アミノエチル基、アミノプロピル基、アンモニウム基、アミド基、カルボキシメチル
基、スルホン酸基、リン酸基等が好適に挙げられる。
【０１５３】
　本発明において、画像記録層に、側鎖にカチオン性基を有するバインダーポリマーを用
いる場合には、これと相互作用する下塗り用高分子化合物の親水性基としては、カルボキ
シル基、カルボキレート基、スルホン酸基、リン酸基などのアニオン性基が好ましい。
【０１５４】
　本発明で用いられる下塗り用高分子化合物は、更に架橋性基を有すことが好ましい。架
橋性基によって画像部との密着性の向上が得られる。下塗り用高分子化合物に架橋性を持
たせるためには、エチレン性不飽和結合等の架橋性官能基を高分子の側鎖中に導入したり
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合物で塩構造を形成させたりして導入することができる。
【０１５５】
　分子中にエチレン性不飽和結合を有するモノマーの例としては、アクリル酸またはメタ
クリル酸のエステルまたはアミドあって、エステルまたはアミドの残基（－ＣＯＯＲまた
は－ＣＯＮＨＲのＲ）がエチレン性不飽和結合を有するモノマーを挙げることができる。
【０１５６】
　エチレン性不飽和結合を有する残基(上記Ｒ)の例としては、－(ＣＨ２)ｎＣＲ１＝ＣＲ

２Ｒ３、－(ＣＨ２Ｏ)ｎＣＨ２ＣＲ１＝ＣＲ２Ｒ３、－(ＣＨ２ＣＨ２Ｏ)ｎＣＨ２ＣＲ１

＝ＣＲ２Ｒ３、－(ＣＨ２)ｎＮＨ－ＣＯ－Ｏ－ＣＨ２ＣＲ１＝ＣＲ２Ｒ３、－(ＣＨ２)ｎ
－Ｏ－ＣＯ－ＣＲ１＝ＣＲ２Ｒ３、および－(ＣＨ２ＣＨ２Ｏ)２－Ｘ（式中、Ｒ１～Ｒ３

はそれぞれ、水素原子、ハロゲン原子または炭素数１～２０のアルキル基、アリール基、
アルコキシ基もしくはアリールオキシ基を表し、Ｒ１とＲ２またはＲ３とは互いに結合し
て環を形成してもよい。nは、１～１０の整数を表す。Ｘは、ジシクロペンタジエニル残
基を表す。）を挙げることができる。
　エステル残基の具体例としては、－ＣＨ２ＣＨ＝ＣＨ２、－ＣＨ２ＣＨ２Ｏ－ＣＨ２Ｃ
Ｈ＝ＣＨ２、－ＣＨ２Ｃ(ＣＨ３)＝ＣＨ２、－ＣＨ２ＣＨ＝ＣＨ－Ｃ６Ｈ５、－ＣＨ２Ｃ
Ｈ２ＯＣＯＣＨ＝ＣＨ－Ｃ６Ｈ５、－ＣＨ２ＣＨ２ＮＨＣＯＯ－ＣＨ２ＣＨ＝ＣＨ２、お
よび－ＣＨ２ＣＨ２Ｏ－Ｘ（式中、Ｘはジシクロペンタジエニル残基を表す。）が挙げら
れる。
　アミド残基の具体例としては、－ＣＨ２ＣＨ＝ＣＨ２、－ＣＨ２ＣＨ２Ｏ－Ｙ（式中、
Ｙはシクロヘキセン残基を表す。）、－ＣＨ２ＣＨ２ＯＣＯ－ＣＨ＝ＣＨ２が挙げられる
。
【０１５７】
　下塗り用高分子化合物中の架橋性基の含有量（ヨウ素滴定によるラジカル重合可能な不
飽和二重結合の含有量）は、高分子化合物１ｇ当たり、好ましくは０．１～１０．０ｍｍ
ｏｌ、より好ましくは１．０～７．０ｍｍｏｌ、最も好ましくは２．０～５．５ｍｍｏｌ
である。この範囲で、良好な感度と耐汚れ性の両立、および良好な保存安定性が得られる
。
【０１５８】
　下塗り層用高分子化合物としては、吸着性基を有するモノマー単位及び親水性基を有す
るモノマー単位を有するポリマーが好ましく、吸着性基を有するモノマー単位、親水性基
を有するモノマー単位及び架橋性基を有するモノマー単位を有するポリマーが特に好まし
い。
【０１５９】
　下塗り用高分子化合物の好ましい具体例を以下に挙げるが、本発明はこれらに限られた
ものではない。
【０１６０】
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【０１６１】
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【０１６２】
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【化２７】

【０１６３】
　さらに、特開２００５－１２５７４９号に記載の、エチレン性不飽和結合を含有する繰
り返し単位などを含む共重合体も好ましく用いることができる。
【０１６４】
　下塗り用の高分子化合物は、質量平均分子量が５０００以上が好ましく、1万～３０万
がより好ましく、また、数平均分子量が１０００以上が好ましく、２０００～２５万がよ
り好ましい。多分散度（質量平均分子量／数平均分子量）は１．１～１０が好ましい。
　下塗り用の高分子化合物は、ランダムポリマー、ブロックポリマー、グラフトポリマー
等のいずれでもよいが、ランダムポリマーであるのが好ましい。
　下塗り用高分子化合物は単独で用いても２種以上を混合して用いてもよい。
　下塗り層の塗布量(固形分)は、０．１～１００ｍｇ／ｍ２が好ましく、１～３０ｍｇ／
ｍ２がより好ましい。
【０１６５】
（バックコート層）
　支持体に表面処理を施した後または下塗り層を形成させた後、必要に応じて、支持体の
裏面にバックコートを設けることができる。
　バックコートとしては、例えば、特開平５－４５８８５号に記載されている有機高分子
化合物、特開平６－３５１７４号に記載されている有機金属化合物または無機金属化合物
を加水分解および重縮合させて得られる金属酸化物からなる被覆層が好適に挙げられる。
中でも、Ｓｉ（ＯＣＨ3 ）4 、Ｓｉ（ＯＣ2 Ｈ5 ）4 、Ｓｉ（ＯＣ3 Ｈ7 ）4 、Ｓｉ（Ｏ
Ｃ4 Ｈ9 ）4 等のケイ素のアルコキシ化合物を用いることが原料を安価で入手しやすい点
で好ましい。
【０１６６】
（保護層）
　本発明の製版方法に用いられる平版印刷版原版には、露光時の重合反応を妨害する酸素
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の拡散侵入を遮断するため、画像形成層上に保護層（酸素遮断層）を設けることが好まし
い。本発明に用いられる保護層は２５℃、１気圧下における酸素透過性Ａが１．０≦Ａ≦
２０（ｍＬ／ｍ2・ｄａｙ）であることが好ましい。酸素透過性Ａが１．０（ｍＬ／ｍ2・
ｄａｙ）未満で極端に低い場合は、製造時・生保存時に不要な重合反応が生じたり、また
画像露光時に、不要なカブリ、画線の太りが生じたりという問題を生じる。逆に、酸素透
過性Ａが２０（ｍＬ／ｍ2・ｄａｙ）を超えて高すぎる場合は感度の低下を招く。酸素透
過性Ａは、より好ましくは１．５≦Ａ≦１２（ｍＬ／ｍ2・ｄａｙ）、更に好ましくは２
．０≦Ａ≦１０．０（ｍＬ／ｍ2・ｄａｙ）の範囲である。また、保護層に望まれる特性
としては、上記酸素透過性以外に、さらに、露光に用いる光の透過は実質阻害せず、画像
形成層との密着性に優れ、かつ、露光後の現像工程で容易に除去できることである。この
様な保護層に関する工夫が従来なされており、米国特許第３，４５８，３１１号明細書、
特公昭５５－４９７２９号公報に詳しく記載されている。
【０１６７】
　保護層の材料としては例えば、比較的結晶性に優れた水溶性高分子化合物を用いること
が好ましく、具体的には、ポリビニルアルコール、ビニルアルコール／フタル酸ビニル共
重合体、酢酸ビニル／ビニルアルコール／フタル酸ビニル共重合体、酢酸ビニル／クロト
ン酸共重合体、ポリビニルピロリドン、酸性セルロース類、ゼラチン、アラビアゴム、ポ
リアクリル酸、ポリアクリルアミドなどのような水溶性ポリマーが挙げられ、これらは単
独または混合して使用できる。これらの内、ポリビニルアルコールを主成分として用いる
ことが、酸素遮断性、現像除去性といった基本特性的にもっとも良好な結果を与える。
【０１６８】
　保護層に使用するポリビニルアルコールは、必要な酸素遮断性と水溶性を有するための
、未置換ビニルアルコール単位を含有する限り、一部がエステル、エーテル、およびアセ
タールで置換されていても良い。また、同様に一部が他の共重合成分を有していても良い
。ポリビニルアルコールの具体例としては加水分解度が７１～１００モル％、重合繰り返
し単位が３００から２４００の範囲のものをあげることができる。具体的には、株式会社
クラレ製のＰＶＡ－１０５、ＰＶＡ－１１０、ＰＶＡ－１１７、ＰＶＡ－１１７Ｈ、ＰＶ
Ａ－１２０、ＰＶＡ－１２４、ＰＶＡ－１２４Ｈ、ＰＶＡ－ＣＳ、ＰＶＡ－ＣＳＴ、ＰＶ
Ａ－ＨＣ、ＰＶＡ－２０３、ＰＶＡ－２０４、ＰＶＡ－２０５、ＰＶＡ－２１０、ＰＶＡ
－２１７、ＰＶＡ－２２０、ＰＶＡ－２２４、ＰＶＡ－２１７ＥＥ、ＰＶＡ－２１７Ｅ、
ＰＶＡ－２２０Ｅ、ＰＶＡ－２２４Ｅ、ＰＶＡ－４０５、ＰＶＡ－４２０、ＰＶＡ－６１
３、Ｌ－８等が挙げられ、これらは単独または混合して使用できる。好ましい態様として
はポリビニルアルコールの保護層中の含有率が２０～９５質量％、より好ましくは、３０
～９０質量％である。
【０１６９】
　また、公知の変性ポリビニルアルコールも好ましく用いることができる。例えば、カル
ボキシル基、スルホ基等のアニオンで変性されたアニオン変性部位、アミノ基、アンモニ
ウム基等のカチオンで変性されたカチオン変性部位、シラノール変性部位、チオール変性
部位等種々の親水性変性部位をランダムに有す各種重合度のポリビニルアルコール、前記
のアニオン変性部位、前記のカチオン変性部位、シラノール変性部位、チオール変性部位
、更にはアルコキシル変性部位、スルフィド変性部位、ビニルアルコールと各種有機酸と
のエステル変性部位、前記アニオン変性部位とアルコール類等とのエステル変性部位、エ
ポキシ変性部位等種々の変性部位をポリマー鎖末端に有す各種重合度のポリビニルアルコ
ール等が挙げられる。
【０１７０】
　ポリビニルアルコールと混合して使用する成分としてはポリビニルピロリドンまたはそ
の変性物が酸素遮断性、現像除去性といった観点から好ましく、保護層中の含有率が３．
５～８０質量％、好ましくは１０～６０質量％、さらに好ましくは１５～３０質量％であ
る。
【０１７１】
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　保護層の成分（ＰＶＡの選択、添加剤の使用）、塗布量等は、酸素遮断性・現像除去性
の他、カブリ防止性や密着性・耐傷性を考慮して選択される。一般には使用するＰＶＡの
加水分解率が高い程（保護層中の未置換ビニルアルコール単位含率が高い程）、膜厚が厚
い程酸素遮断性が高くなり、感度の点で有利である。上記ポリビニルアルコール（ＰＶＡ
）等の高分子化合物の分子量は、２０００～１０００万の範囲のものが使用でき、好まし
くは２万～３００万範囲のものが適当である。
　保護層の他の組成物として、グリセリン、ジプロピレングリコール等を高分子化合物に
対して数質量％相当量添加して可撓性を付与することができ、また、アルキル硫酸ナトリ
ウム、アルキルスルホン酸ナトリウム等のアニオン界面活性剤；アルキルアミノカルボン
酸塩、アルキルアミノジカルボン酸塩等の両性界面活性剤；ポリオキシエチレンアルキル
フェニルエーテル等の非イオン界面活性剤を高分子化合物に対して数質量％添加すること
ができる。
【０１７２】
　また、画像部との密着性や、耐傷性も版の取り扱い上極めて重要である。すなわち、水
溶性ポリマーからなる親水性の層を親油性の画像形成層に積層すると、接着力不足による
膜剥離が発生しやすく、剥離部分が酸素の重合阻害により膜硬化不良などの欠陥を引き起
こす。これに対し、これら２層間の接着性を改良すべく種々の提案がなされている。例え
ば米国特許出願番号第２９２，５０１号、米国特許出願番号第４４，５６３号には、主に
ポリビニルアルコールからなる親水性ポリマー中に、アクリル系エマルジョンまたは水不
溶性ビニルピロリドン－ビニルアセテート共重合体などを２０～６０質量％混合し、画像
形成層の上に積層することにより、十分な接着性が得られることが記載されている。本発
明における保護層に対しては、これらの公知の技術をいずれも適用することができる。こ
のような保護層の塗布方法については、例えば米国特許第３，４５８，３１１号明細書、
特公昭５５－４９７２９号公報に詳しく記載されている。
　さらに、本発明の平版印刷版原版における保護層には、酸素遮断性や画像形成層表面保
護性を向上させる目的で、無機質の層状化合物を含有させることも好ましい。
【０１７３】
　ここで無機質の層状化合物とは、薄い平板状の形状を有する粒子であり、例えば、下記
一般式
　Ａ（Ｂ，Ｃ）2-5 Ｄ4 Ｏ10（ＯＨ，Ｆ，Ｏ）2

〔ただし、ＡはＫ，Ｎａ，Ｃａの何れか、ＢおよびＣはＦｅ（ＩＩ），Ｆｅ（ＩＩＩ），
Ｍｎ，Ａｌ，Ｍｇ，Ｖの何れかであり、ＤはＳｉまたはＡｌである。〕で表される天然雲
母、合成雲母等の雲母群、式３ＭｇＯ・４ＳｉＯ・Ｈ2Ｏで表されるタルク、テニオライ
ト、モンモリロナイト、サポナイト、ヘクトライト、りん酸ジルコニウムなどが挙げられ
る。
【０１７４】
　上記雲母群においては、天然雲母としては白雲母、ソーダ雲母、金雲母、黒雲母および
鱗雲母が挙げられる。また、合成雲母としては、フッ素金雲母ＫＭｇ3（ＡｌＳｉ3Ｏ10）
Ｆ2、カリ四ケイ素雲母ＫＭｇ2.5Ｓｉ4Ｏ10）Ｆ2等の非膨潤性雲母、およびＮａテトラシ
リリックマイカＮａＭｇ2.5（Ｓｉ4Ｏ10）Ｆ2、ＮａまたはＬｉテニオライト（Ｎａ，Ｌ
ｉ）Ｍｇ2 Ｌｉ（Ｓｉ4Ｏ10）Ｆ2、モンモリロナイト系のＮａまたはＬｉヘクトライト（
Ｎａ，Ｌｉ）1/8 Ｍｇ2 /5Ｌｉ1/8（Ｓｉ4Ｏ10）Ｆ2等の膨潤性雲母等が挙げられる。更
に合成スメクタイトも有用である。
【０１７５】
　本発明においては、上記の無機質の層状化合物の中でも、合成の無機質の層状化合物で
あるフッ素系の膨潤性雲母が特に有用である。すなわち、この膨潤性合成雲母や、モンモ
リロナイト、サポナイト、ヘクトライト、ベントナイト等の膨潤性粘度鉱物類等は、１０
～１５Å程度の厚さの単位結晶格子層からなる積層構造を有し、格子内金属原子置換が他
の粘度鉱物より著しく大きい。その結果、格子層は正電荷不足を生じ、それを補償するた
めに層間にＮａ+、Ｃａ2+、Ｍｇ2+等の陽イオンを吸着している。これらの層間に介在し
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ている陽イオンは交換性陽イオンと呼ばれ、いろいろな陽イオンと交換する。特に層間の
陽イオンがＬｉ+ 、Ｎａ+ の場合、イオン半径が小さいため層状結晶格子間の結合が弱く
、水により大きく膨潤する。その状態でシェアーをかけると容易に劈開し、水中で安定し
たゾルを形成する。ベントナイトおよび膨潤性合成雲母はこの傾向が強く、本発明におい
て有用であり、特に膨潤性合成雲母が好ましく用いられる。
【０１７６】
　本発明で使用する無機質の層状化合物の形状としては、拡散制御の観点からは、厚さは
薄ければ薄いほどよく、平面サイズは塗布面の平滑性や活性光線の透過性を阻害しない限
りにおいて大きいほどよい。従って、アスペクト比は２０以上であり、好ましくは１００
以上、特に好ましくは２００以上である。なお、アスペクト比は粒子の長径に対する厚さ
の比であり、たとえば、粒子の顕微鏡写真による投影図から測定することができる。アス
ペクト比が大きい程、得られる効果が大きい。
【０１７７】
　本発明で使用する無機質層状化合物の粒子径は、その平均長径が０．３～２０μｍ、好
ましくは０．５～１０μｍ、特に好ましくは１～５μｍである。また、該粒子の平均の厚
さは、０．１μｍ以下、好ましくは、０．０５μｍ以下、特に好ましくは、０．０１μｍ
以下である。例えば、無機質の層状化合物のうち、代表的化合物である膨潤性合成雲母の
サイズは厚さが１～５０ｎｍ、面サイズが１～２０μｍ程度である。
【０１７８】
　このようにアスペクト比が大きい無機質の層状化合物の粒子を保護層に含有させると、
塗膜強度が向上し、また、酸素や水分の透過を効果的に防止しうるため、変形などによる
保護層の劣化を防止し、高湿条件下において長期間保存しても、湿度の変化による平版印
刷版原版における画像形成性の低下もなく保存安定性に優れる。
　保護層中の無機質層状化合物の含有量は、保護層に使用されるバインダーの量に対し、
質量比で５／１～１／１００であることが好ましい。複数種の無機質の層状化合物を併用
した場合でも、これら無機質の層状化合物の合計の量が上記の質量比であることが好まし
い。
【０１７９】
　次に、保護層に用いる無機質層状化合物の一般的な分散方法の例について述べる。まず
、水１００質量部に先に無機質層状化合物の好ましいものとして挙げた膨潤性の層状化合
物を５～１０質量部添加し、充分水になじませ、膨潤させた後、分散機にかけて分散する
。ここで用いる分散機としては、機械的に直接力を加えて分散する各種ミル、大きな剪断
力を有する高速攪拌型分散機、高強度の超音波エネルギーを与える分散機等が挙げられる
。具体的には、ボールミル、サンドグラインダーミル、ビスコミル、コロイドミル、ホモ
ジナイザー、ティゾルバー、ポリトロン、ホモミキサー、ホモブレンダー、ケディミル、
ジェットアジター、毛細管式乳化装置、液体サイレン、電磁歪式超音波発生機、ポールマ
ン笛を有する乳化装置等が挙げられる。上記の方法で分散した無機質層状化合物の５～１
０質量％の分散物は高粘度あるいはゲル状であり、保存安定性は極めて良好である。この
分散物を用いて保護層塗布液を調製する際には、水で希釈し、充分攪拌した後、バインダ
ー溶液と配合して調製するのが好ましい。
【０１８０】
　この保護層塗布液には、上記無機質層状化合物の他に、塗布性を向上させるための界面
活性剤や皮膜の物性を改良するための水溶性可塑剤など公知の添加剤を加えることができ
る。水溶性の可塑剤としては、例えば、プロピオンアミド、シクロヘキサンジオール、グ
リセリン、ソルビトール等が挙げられる。また、水溶性の（メタ）アクリル系ポリマーを
加えることもできる。さらに、この塗布液には、画像形成層との密着性、塗布液の経時安
定性を向上するための公知の添加剤を加えてもよい。
【０１８１】
　このように調製された保護層塗布液を、画像形成層の上に塗布し、乾燥して保護層を形
成する。塗布溶剤はバインダーとの関連において適宜選択することができるが、水溶性ポ
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リマーを用いる場合には、蒸留水、精製水を用いることが好ましい。保護層の塗布方法は
、特に制限されるものではなく、米国特許第３，４５８，３１１号明細書または特公昭５
５－４９７２９号公報に記載されている方法など公知の方法を適用することができる。具
体的には、例えば、保護層は、ブレード塗布法、エアナイフ塗布法、グラビア塗布法、ロ
ールコーティング塗布法、スプレー塗布法、ディップ塗布法、バー塗布法等が挙げられる
。乾燥方法としては、熱風を塗布した面に吹き付ける方法、加熱オーブン中に一定時間入
れる方法等が挙げられる。
　本発明の製版方法に用いられる平版印刷版原版を作成するためには、保護層乾燥時に支
持体表面の温度を、画像形成層に含まれる熱融着性樹脂微粒子の熱融着温度以下に保つこ
とが好ましく、熱融着温度－５℃以下に保つことがより好ましい。上記乾燥温度を保つこ
とにより、画像形成層に含まれる熱融着性樹脂微粒子を微粒子形態のまま画像形成層に残
すことができる。
　保護層の塗布量としては、乾燥後の塗布量で、０．０５～１０ｇ／ｍ2 の範囲であるこ
とが好ましく、無機質の層状化合物を含有する場合には、０．１～０．５ｇ／ｍ2の範囲
であることがさらに好ましく、無機質の層状化合物を含有しない場合には、０．５～５ｇ
／ｍ2の範囲であることがさらに好ましい。
【０１８２】
（製版方法）
　本発明の平版印刷版の製版方法は、上記のごとく作成された平版印刷版原版を用い画像
様に露光し、現像して非画像部を除去した後、熱融着性樹脂微粒子の熱融着温度以上の温
度によって乾燥することを特徴とする。
【０１８３】
（露光）
　平版印刷版原版は、線画像、網点画像等を有する透明原画を通して画像露光されるかデ
ジタルデータによるレーザー光走査等で画像露光される。望ましい露光光源の波長は３５
０ｎｍから４５０ｎｍである。
【０１８４】
　３５０ｎｍ～４５０ｎｍの入手可能なレーザー光源としては以下のものを利用すること
ができる。
　ガスレーザとして、Ａｒイオンレーザ（３６４ｎｍ、３５１ｎｍ、１０ｍＷ～１Ｗ）、
Ｋｒイオンレーザ（３５６ｎｍ、３５１ｎｍ、１０ｍＷ～１Ｗ）、Ｈｅ－Ｃｄレーザー（
４４１ｎｍ、３２５ｎｍ、１ｍＷ～１００ｍＷ）、固体レーザーとして、Ｎｄ：ＹＡＧ（
ＹＶＯ4）とＳＨＧ結晶×２回の組み合わせ（３５５ｎｍ、５ｍＷ～１Ｗ）、Ｃｒ：Ｌｉ
ＳＡＦとＳＨＧ結晶の組み合わせ（４３０ｎｍ、１０ｍＷ）、半導体レーザー系として、
ＫＮｂＯ3リング共振器（４３０ｎｍ、３０ｍＷ）、導波型波長変換素子とＡｌＧａＡｓ
、ＩｎＧａＡｓ半導体の組み合わせ（３８０ｎｍ～４５０ｎｍ、５ｍＷ～１００ｍＷ）、
導波型波長変換素子とＡｌＧａＩｎＰ、ＡｌＧａＡｓ半導体の組み合わせ（３００ｎｍ～
３５０ｎｍ、５ｍＷ～１００ｍＷ）、ＡｌＧａＩｎＮ（３５０ｎｍ～４５０ｎｍ、５ｍＷ
～３０ｍＷ）、その他、パルスレーザとしてＮ2レーザ（３３７ｎｍ、パルス０．１～１
０ｍＪ）、ＸｅＦ（３５１ｎｍ、パルス１０～２５０ｍＪ）。特にこの中でＡｌＧａＩｎ
Ｎ半導体レーザー（市販ＩｎＧａＮ系半導体レーザー４００～４１０ｎｍ、５～３０ｍＷ
）が波長特性、コストの面で好適である。
【０１８５】
　走査露光方式の平版印刷版原版露光装置としては、露光機構として内面ドラム方式、外
面ドラム方式、フラットベッド方式があり、光源としては上記光源の中で連続発振可能な
ものが好ましく利用することができる。現実的には平版印刷版原版（以下感材ともいう）
の感度と製版時間の関係で、以下の露光装置が特に好ましい。
　・内面ドラム方式で総出力２０ｍＷ以上の半導体レーザーとなる様に、ガスレーザある
いは固体レーザー光源を１個以上使用するシングルビーム～トリプルビームの露光装置。
　・フラットベッド方式で総出力２０ｍＷ以上となる様に、半導体レーザー、ガスレーザ



(43) JP 2009-244421 A 2009.10.22

10

20

30

40

50

あるいは固体レーザーを１個以上使用したマルチビーム（１～１０本）の露光装置。
　・外面ドラム方式で総出力２０ｍＷ以上となる様に、半導体レーザー、ガスレーザある
いは固体レーザーを１個以上使用したマルチビーム（１～９本）の露光装置。
　・外面ドラム方式で総出力２０ｍＷ以上となる様に、半導体レーザーあるいは固体レー
ザーを１個以上使用したマルチビーム（１０本以上）の露光装置。
【０１８６】
　以上のようなレーザー直描型の平版印刷版原版においては、一般に感材感度Ｘ（Ｊ／ｃ
ｍ2）、感材の露光面積Ｓ（ｃｍ2）、レーザー光源１個のパワーｑ（Ｗ）、レーザー本数
ｎ、全露光時間ｔ（ｓ）との間に式（ｅｑ　１）が成立する。
【０１８７】
　Ｘ・Ｓ＝ｎ・ｑ・ｔ　　　（ｅｑ　１）
【０１８８】
　ｉ）内面ドラム（シングルビーム）方式の場合：
　レーザー回転数ｆ（ラジアン／ｓ）、感材の副走査長Ｌｘ（ｃｍ）、解像度Ｚ（ドット
／ｃｍ）、全露光時間ｔ（ｓ）の間には一般的に式（ｅｑ　２）が成立する。
【０１８９】
　ｆ・Ｚ・ｔ＝Ｌｘ　　　　（ｅｑ　２）
【０１９０】
　ｉｉ）外面ドラム（マルチビーム）方式の場合：
　ドラム回転数Ｆ（ラジアン／ｓ）、感材の副走査長Ｌｘ（ｃｍ）、解像度Ｚ（ドット／
ｃｍ）、全露光時間ｔ（ｓ）、ビーム数（ｎ）の間には一般的に式（ｅｑ　３）が成立す
る。
【０１９１】
　Ｆ・Ｚ・ｎ・ｔ＝Ｌｘ　　（ｅｑ　３）
【０１９２】
　ｉｉｉ）フラットヘッド（マルチビーム）方式の場合：
　ポリゴンミラーの回転数Ｈ（ラジアン／ｓ）、感材の副走査長Ｌｘ（ｃｍ）、解像度Ｚ
（ドット／ｃｍ）、全露光時間ｔ（ｓ）、ビーム数（ｎ）の間には一般的に式（ｅｑ　４
）が成立する。
【０１９３】
　Ｈ・Ｚ・ｎ・ｔ＝Ｌｘ　　（ｅｑ　４）
【０１９４】
　実際の印刷版原版に要求される解像度（２５６０ｄｐｉ）、版サイズ（Ａ１／Ｂ１、副
走査長４２ｉｎｃｈ）、２０枚／１時間程度の露光条件と本発明に係る平版印刷版原版の
感光特性（感光波長、感度：約０．１ｍＪ／ｃｍ2）を上記式に代入することで、本発明
に係る平版印刷版原版においては総出力２０ｍＷ以上のレーザーを用いたマルチビーム露
光方式との組み合わせが特に好ましいことが理解できる。さらに操作性、コスト等を掛け
合わせることにより外面ドラム方式の半導体レーザーマルチビーム（１０本以上）露光装
置との組み合わせが最も好ましいことになる。
【０１９５】
　本発明に使用可能な他の露光光線としては、超高圧、高圧、中圧、低圧の各水銀灯、ケ
ミカルランプ、カーボンアーク灯、キセノン灯、メタルハライド灯、可視および紫外の各
種レーザーランプ、蛍光灯、タングステン灯、太陽光等がある。
【０１９６】
　その他、本発明の平版印刷版原版からの平版印刷版の製版プロセスとしては、必要に応
じ、露光前、露光中、露光から現像までの間に、全面を加熱してもよい。この様な加熱に
より、該感光層中の画像形成反応が促進され、感度や耐刷性の向上や感度の安定化といっ
た利点が生じ得る。さらに、画像強度・耐刷性の向上を目的として、現像後の画像に対し
、全面後加熱もしくは全面露光を行う事も有効である。通常現像前の加熱は１５０℃以下
の穏和な条件で行う事が好ましい。温度が高すぎると、非画像部迄がかぶってしまう等の
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問題を生じる。現像後の加熱には非常に強い条件を利用する。通常は１００～５００℃の
範囲である。温度が低いと十分な画像強化作用が得られず、高すぎる場合には支持体の劣
化、画像部の熱分解といった問題を生じる。
【０１９７】
（現像）
　本発明における平版印刷版原版を画像露光して現像処理を行うことで平版印刷版を作製
する。現像処理としては、（１）アルカリ現像液（ｐＨが１０より大きい）にて現像する
方法、（２）ｐＨが２～１０の現像液にて現像する方法、（３）印刷機上で、湿し水及び
/又はインキを加えながら現像する方法（機上現像）が挙げられる。本発明においては、
ｐＨが２～１０の現像液にて現像する方法が用いられる。すなわち本発明の平版印刷版原
版は、ｐＨ２～１０の現像液にて保護層および非露光部の感光層を一括除去した後、直ち
に印刷機にセットして印刷することができる。（１）のアルカリ現像液を用いた通常の現
像工程においては、前水洗工程により保護層を除去し、次いでアルカリ現像を行い、後水
洗工程でアルカリを除去し、ガム引き工程でガム処理を行い、乾燥工程で乾燥する。本発
明においては、現像液中に水溶性高分子化合物を含有することが好ましく、現像－ガム引
きを同時に行うことが好ましい。よって後水洗工程は特に必要とせず、一液で現像とガム
引きを行ったのち、乾燥工程を行うことが好ましい。さらに、前水洗工程も特に必要とせ
ず、保護層の除去も現像、ガム引きと同時に行うことが好ましい。また、現像及びガム引
きの後に、スクイズローラーを用いて余剰の現像液を除去した後、乾燥を行うことが好ま
しい。本発明における感光性平版印刷版原版の現像は、常法に従って、０～６０℃、好ま
しくは１５～４０℃程度の温度で、例えば、露光処理した感光性平版印刷版原版を現像液
に浸漬してブラシで擦る方法、スプレーにより現像液を吹き付けてブラシで擦る方法等に
より行う。
　また、このような自動現像機での処理は、機上現像の場合に生ずる保護層／感光層に由
来の現像カスへの対応から開放されるという優位性がある。
【０１９８】
　本発明において用いられる現像液は、例えば、水単独または水を主成分（水を６０質量
％以上含有）とする水溶液が好ましく、特に、一般的に公知の湿し水と同様な組成の水溶
液、界面活性剤（アニオン系、ノニオン系、カチオン系、両性系等）を含有する水溶液や
、水溶性高分子化合物を含有する水溶液が好ましい。特に、界面活性剤と水溶性高分子化
合物の両方を含有する水溶液が好ましい。現像液のｐＨは、より好ましくは３～８、さら
に好ましくは４～７である。
【０１９９】
　本発明に用いられるアニオン系界面活性剤としては、脂肪酸塩類、アビエチン酸塩類、
ヒドロキシアルカンスルホン酸塩類、アルカンスルホン酸塩類、ジアルキルスルホコハク
酸塩類、直鎖アルキルベンゼンスルホン酸塩類、分岐鎖アルキルベンゼンスルホン酸塩類
、アルキルナフタレンスルホン酸塩類、アルキルフェノキシポリオキシエチレンプロピル
スルホン酸塩類、ポリオキシエチレンアルキルスルホフェニルエーテル塩類、Ｎ－メチル
－Ｎ－オレイルタウリンナトリウム類、Ｎ－アルキルスルホコハク酸モノアミド二ナトリ
ウム塩類、石油スルホン酸塩類、硫酸化ヒマシ油、硫酸化牛脂油、脂肪酸アルキルエステ
ルの硫酸エステル塩類、アルキル硫酸エステル塩類、ポリオキシエチレンアルキルエーテ
ル硫酸エステル塩類、脂肪酸モノグリセリド硫酸エステル塩類、ポリオキシエチレンアル
キルフェニルエーテル硫酸エステル塩類、ポリオキシエチレンスチリルフェニルエーテル
硫酸エステル塩類、アルキル燐酸エステル塩類、ポリオキシエチレンアルキルエーテル燐
酸エステル塩類、ポリオキシエチレンアルキルフェニルエーテル燐酸エステル塩類、スチ
レン－無水マレイン酸共重合物の部分ケン化物類、オレフィン－無水マレイン酸共重合物
の部分ケン化物類、ナフタレンスルホン酸塩ホルマリン縮合物類等が挙げられる。これら
の中でもジアルキルスルホコハク酸塩類、アルキル硫酸エステル塩類およびアルキルナフ
タレンスルホン酸塩類が特に好ましく用いられる。
【０２００】
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　本発明に用いられるカチオン系界面活性剤としては、特に限定されず、従来公知のもの
を用いることができる。例えば、アルキルアミン塩類、第四級アンモニウム塩類、ポリオ
キシエチレンアルキルアミン塩類、ポリエチレンポリアミン誘導体が挙げられる。
　本発明に用いられるノニオン系界面活性剤としては、ポリエチレングリコール型の高級
アルコールエチレンオキサイド付加物、アルキルフェノールエチレンオキサイド付加物、
脂肪酸エチレンオキサイド付加物、多価アルコール脂肪酸エステルエチレンオキサイド付
加物、高級アルキルアミンエチレンオキサイド付加物、脂肪酸アミドエチレンオキサイド
付加物、油脂のエチレンオキサイド付加物、ポリプロピレングリコールエチレンオキサイ
ド付加物、ジメチルシロキサン－エチレンオキサイドブロックコポリマー、ジメチルシロ
キサン－（プロピレンオキサイド－エチレンオキサイド）ブロックコポリマー等や、多価
アルコール型のグリセロールの脂肪酸エステル、ペンタエリスリトールの脂肪酸エステル
、ソルビトールおよびソルビタンの脂肪酸エステル、ショ糖の脂肪酸エステル、多価アル
コールのアルキルエーテル、アルカノールアミン類の脂肪酸アミド等が挙げられる。
本発明においては、ソルビトールおよび／またはソルビタン脂肪酸エステルのエチレンオ
キサイド付加物、ポリプロピレングリコールエチレンオキサイド付加物、ジメチルシロキ
サン－エチレンオキサイドブロックコポリマー、ジメチルシロキサン－（プロピレンオキ
サイド－エチレンオキサイド）ブロックコポリマー、多価アルコールの脂肪酸エステルが
より好ましい。
　また、水に対する安定な溶解性あるいは混濁性の観点から、本発明の現像液に使用する
ノニオン系界面活性剤としては、ＨＬＢ（Ｈｙｄｏｒｏｐｈｉｌｅ－Ｌｉｐｏｐｈｉｌｅ
　Ｂａｌａｎｃｅ）値が、６以上であることが好ましく、８以上であることがより好まし
い。
【０２０１】
　またアセチレングリコール系とアセチレンアルコール系のオキシエチレン付加物、フッ
素系、シリコン系等の界面活性剤も同様に使用することができる。
　本発明に用いられる両性界面活性剤としては、2-アルキルイミダゾリン誘導体、アルキ
ルアミノ酢酸塩、アルキルイミノジ酢酸塩、アルキルアミノプロピオン酸塩、アルキルイ
ミノシプロピオン酸塩、アルキルジメチルアンモニオ酢酸塩、アルキルアミドプロピルジ
メチルアンモニオ酢酸塩、アルキルスルホベタイン、アルキルジアミノエチルグリシン塩
、アルキルホスホベタイン等が挙げられる。本発明においては、アルキルアミノ酢酸塩、
アルキルイミノジ酢酸塩、アルキルアミノプロピオン酸塩、アルキルイミノジプロピオン
酸塩、アルキルジメチルアンモニオ酢酸塩、アルキルアミドプロピルジメチルアンモニオ
酢酸塩が好ましく、アルキルジメチルアンモニオ酢酸塩、アルキルアミドプロピルジメチ
ルアンモニオ酢酸塩がより好ましい。
【０２０２】
　本発明の現像液に使用する界面活性剤としては、ノニオン性界面活性剤、アニオン性界
面活性剤、両性界面活性剤が好適であり、ノニオン性界面活性剤、両性界面活性剤が特に
好適である。
　界面活系剤は、単独でも、２種以上を混合して用いても良い。界面活系剤の現像液中に
おける含有量は、０．０１～１０質量％が好ましく、より好ましくは０.０１～５質量％
である。
【０２０３】
　また、本発明の現像液に用いられる水溶性高分子化合物としては、大豆多糖類、変性澱
粉、アラビアガム、デキストリン、繊維素誘導体（例えばカルボキシメチルセルロース、
カルボキシエチルセルロース、メチルセルロース等）およびその変性体、プルラン、ポリ
ビニルアルコールおよびその誘導体、ポリビニルピロリドン、ポリアクリルアミドおよび
アクリルアミド共重合体、ビニルメチルエーテル／無水マレイン酸共重合体、酢酸ビニル
／無水マレイン酸共重合体、スチレン／無水マレイン酸共重合体などが挙げられる。
　上記大豆多糖類は、公知ものが使用でき、例えば市販品として商品名ソヤファイブ（不
二製油（株）製）があり、各種グレードのものを使用することができる。好ましく使用で
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きるものは、１０質量％水溶液の粘度が１０～１００ｍＰａ／ｓｅｃの範囲にあるもので
ある。上記変性澱粉も、公知のものが使用でき、トウモロコシ、じゃがいも、タピオカ、
米、小麦等の澱粉を酸または酵素等で１分子当たりグルコース残基数５～３０の範囲で分
解し、更にアルカリ中でオキシプロピレンを付加する方法等で作ることができる。
　水溶性高分子化合物は２種以上を併用することもできる。水溶性高分子化合物の現像液
中における含有量は、０．１～２０質量％が好ましく、より好ましくは０.５～１０質量
％である。
【０２０４】
　また、本発明の現像液は、有機溶剤を含有しても良い。含有可能な有機溶剤としては、
例えば、脂肪族炭化水素類（ヘキサン、ヘプタン、アイソパーＥ、Ｈ、Ｇ（エッソ化学（
株）製）、ガソリン、灯油等）、芳香族炭化水素類（トルエン、キシレン等）、あるいは
ハロゲン化炭化水素（メチレンジクロライド、エチレンジクロライド、トリクレン、モノ
クロルベンゼン等）や、極性溶剤が挙げられる。
【０２０５】
　極性溶剤としては、アルコール類（メタノール、エタノール、プロパノール、イソプロ
パノール、ベンジルアルコール、エチレングリコールモノメチルエーテル、２－エトキシ
エタノール、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ヘキ
シルエーテル、トリエチレングリコールモノメチルエーテル、プロピレングリコールモノ
エチルエーテル、プロピレングリコールモノメチルエーテル、ポリエチレングリコールモ
ノメチルエーテル、ポリプロピレングリコール、テトラエチレングリコール、エチレング
リコールモノブチルエーテル、エチレングリコールモノベンジルエーテル、エチレングリ
コールモノフェニルエーテル、メチルフェニルカルビノール、ｎ－アミルアルコール、メ
チルアミルアルコール等）、ケトン類（アセトン、メチルエチルケトン、エチルブチルケ
トン、メチルイソブチルケトン、シクロヘキサノン等）、エステル類（酢酸エチル、酢酸
プロピル、酢酸ブチル、酢酸アミル、酢酸ベンジル、乳酸メチル、乳酸ブチル、エチレン
グリコールモノブチルアセテート、プロピレングリコールモノメチルエーテルアセテート
、ジエチレングリコールアセテート、ジエチルフタレート、レブリン酸ブチル等）、その
他（トリエチルフォスフェート、トリクレジルホスフェート、Ｎ－フェニルエタノールア
ミン、Ｎ－フェニルジエタノールアミン等）等が挙げられる。
　また、上記有機溶剤が水に不溶な場合は、界面活性剤等を用いて水に可溶化して使用す
ることも可能である。現像液が有機溶剤を含有する場合は、安全性、引火性の観点から、
溶剤の濃度は４０質量％未満が望ましい。
【０２０６】
　本発明の現像液には上記の他に、防腐剤、キレート化合物、消泡剤、有機酸、無機酸、
無機塩などを含有することができる。
　防腐剤としては、フェノールまたはその誘導体、ホルマリン、イミダゾール誘導体、デ
ヒドロ酢酸ナトリウム、４－イソチアゾリン－３－オン誘導体、ベンゾイソチアゾリン－
３－オン、ベンズトリアゾール誘導体、アミジングアニジン誘導体、四級アンモニウム塩
類、ピリジン、キノリン、グアニジン等の誘導体、ダイアジン、トリアゾール誘導体、オ
キサゾール、オキサジン誘導体、ニトロブロモアルコール系の２－ブロモ－２－ニトロプ
ロパン－１，３ジオール、１－ジブロモ－１－ニトロ－２－エタノール、１，１－ジブロ
モ－１－ニトロ－２－プロパノール等が好ましく使用できる。
　キレート化合物としては、例えば、エチレンジアミンテトラ酢酸、そのカリウム塩、そ
のナトリウム塩；ジエチレントリアミンペンタ酢酸、そのカリウム塩、そのナトリウム塩
；トリエチレンテトラミンヘキサ酢酸、そのカリウム塩、そのナトリウム塩、ヒドロキシ
エチルエチレンジアミントリ酢酸、そのカリウム塩、そのナトリウム塩；ニトリロトリ酢
酸、そのナトリウム塩；１－ヒドロキシエタン－１，１－ジホスホン酸、そのカリウム塩
、そのナトリウム塩；アミノトリ（メチレンホスホン酸）、そのカリウム塩、そのナトリ
ウム塩などのような有機ホスホン酸類あるいはホスホノアルカントリカルボン酸類を挙げ
ることができる。上記キレート剤のナトリウム塩、カリウム塩の代りに有機アミンの塩も
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有効である。
【０２０７】
　消泡剤としては一般的なシリコン系の自己乳化タイプ、乳化タイプ、ノニオン系界面活
性剤のＨＬＢが５以下等の化合物を使用することができる。シリコン消泡剤が好ましい。
その中で乳化分散型および可溶化等がいずれも使用できる。
【０２０８】
　有機酸としては、クエン酸、酢酸、蓚酸、マロン酸、サリチル酸、カプリル酸、酒石酸
、リンゴ酸、乳酸、レブリン酸、ｐ－トルエンスルホン酸、キシレンスルホン酸、フィチ
ン酸、有機ホスホン酸などが挙げられる。有機酸は、そのアルカリ金属塩またはアンモニ
ウム塩の形で用いることもできる。
　無機酸および無機塩としては、リン酸、メタリン酸、第一リン酸アンモニウム、第二リ
ン酸アンモニウム、第一リン酸ナトリウム、第二リン酸ナトリウム、第一リン酸カリウム
、第二リン酸カリウム、トリポリリン酸ナトリウム、ピロリン酸カリウム、ヘキサメタリ
ン酸ナトリウム、硝酸マグネシウム、硝酸ナトリウム、硝酸カリウム、硝酸アンモニウム
、硫酸ナトリウム、硫酸カリウム、硫酸アンモニウム、亜硫酸ナトリウム、亜硫酸アンモ
ニウム、硫酸水素ナトリウム、硫酸ニッケルなどが挙げられる。
　上記の現像液は、露光された平版印刷版原版の現像液および現像補充液として用いるこ
とができ、後述の自動処理機に適用することが好ましい。自動処理機を用いて現像する場
合、処理量に応じて現像液が疲労してくるので、補充液または新鮮な現像液を用いて処理
能力を回復させてもよい。本発明の平版印刷版原版の製版方法においてもこの補充方式が
好ましく適用される。
【０２０９】
　本発明におけるｐＨ２～１０の水溶液による現像処理は、現像液の供給手段および擦り
部材を備えた自動処理機により好適に実施することができる。自動処理機としては、例え
ば、画像露光後の平版印刷版原版を搬送しながら擦り処理を行う、特開平２－２２００６
１号、特開昭６０－５９３５１号各公報に記載の自動処理機や、シリンダー上にセットさ
れた画像露光後の平版印刷版原版を、シリンダーを回転させながら擦り処理を行う、米国
特許５１４８７４６号、同５５６８７６８号、英国特許２２９７７１９号に記載の自動処
理機等が挙げられる。なかでも、擦り部材として、回転ブラシロールを用いる自動処理機
が特に好ましい。
【０２１０】
　本発明に好ましく使用できる回転ブラシロールは、画像部の傷つき難さ、さらには、平
版印刷版原版の支持体の腰の強さ等を考慮して適宜選択することができる。回転ブラシロ
ールとしては、ブラシ素材をプラスチックまたは金属のロールに植え付けて形成された公
知のものが使用できる。例えば、特開昭５８－１５９５３３号公報や、特開平３－１００
５５４号公報記載のものや、実公昭６２－１６７２５３号公報に記載されているような、
ブラシ素材を列状に植え込んだ金属またはプラスチックの溝型材を芯となるプラスチック
または金属のロールに隙間なく放射状に巻き付けたブラシロールが使用できる。
　ブラシ素材としては、プラスチック繊維（例えば、ポリエチレンテレフタレート、ポリ
ブチレンテレフタレート等のポリエステル系、ナイロン６．６、ナイロン６．１０等のポ
リアミド系、ポリアクリロニトリル、ポリ（メタ）アクリル酸アルキル等のポリアクリル
系、および、ポリプロピレン、ポリスチレン等のポリオレフィン系の合成繊維）を使用す
ることがで、例えば、繊維の毛の直径は、２０～４００μｍ、毛の長さは、５～３０ｍｍ
のものが好適に使用できる。回転ブラシロールの外径は、３０～２００ｍｍが好ましく、
版面を擦るブラシの先端の周速は、０．１～５ｍ／ｓｅｃが好ましい。回転ブラシロール
は、２本以上の複数本用いることが好ましい。
【０２１１】
　本発明に用いる回転ブラシロールの回転方向は、本発明の平版印刷版原版の搬送方向に
対し、同一方向であっても、逆方向であってもよいが、図２に例示した自動処理機のよう
に、２本以上の回転ブラシロールを使用する場合は、少なくとも１本の回転ブラシロール
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が、同一方向に回転し、少なくとも１本の回転ブラシロールが、逆方向に回転することが
好ましい。これにより、非画像部の画像形成層の除去が、さらに確実となる。さらに、回
転ブラシロールを、ブラシロールの回転軸方向に揺動させることも効果的である。
【０２１２】
　上記現像液は、任意の温度で使用できるが、好ましくは１０℃～５０℃である。
　本発明の平版印刷版作製方法においては、上記のように現像した後乾燥することにより
平版印刷版が得られる。現像後の乾燥は、公知の方法により実施することが出来る。
【０２１３】
　なお、本発明においては、上記のような現像と乾燥工程の間に、水洗、不感脂化処理す
ることも任意に可能である。不感脂化処理では、公知の不感脂化液を用いることができる
。
　本発明においては上述の露光工程、好ましくは加熱処理工程の後に、現像処理工程が施
され平版印刷版を得る。露光工程に用いられるプレートセッタ、加熱処理に用いられる加
熱処理手段および現像処理工程に使用される現像装置はお互いに接続されて、自動的に連
続処理されることが好ましい。具体的にはプレートセッタと、現像装置がコンベアなどの
運搬手段によって結合されている製版ラインである。プレートセッタと現像装置の間に加
熱処理手段が入っていても良く、加熱手段と現像装置は一体の装置となっていても良い。
　使用する平版印刷版原版が作業環境における周囲の光の影響を受け易い場合は、上記の
製版ラインがフィルターまたはカバーなどで遮光されていることが好ましい。
【０２１４】
　（後加熱及び／又は後露光）
　本発明においては上述の現像工程の後に、版全面を加熱及び／又は露光しても良い。こ
れにより画像が強化され更に高い耐刷性が得られる。版全面を加熱する場合、通常は上述
のような加熱手段を用い２００～５００℃の範囲で実施する。温度が低いと十分な画像強
化作用が得られず、高すぎる場合には支持体の劣化、画像部の熱分解といった問題を生じ
ることがある。版全面を露光する場合、全面露光時の光源としては、例えば、カーボンア
ーク灯、水銀灯、ガリウム灯、メタルハライドランプ、キセノンランプ、タングステンラ
ンプ、各種レーザー光などが挙げられる。さらに、十分な耐刷性を得るためには全面露光
量としては少なくとも１０mJ/cm2以上が好ましく、より好ましくは１００mJ/cm2以上であ
る。これらの加熱と露光は、夫々単独で実施しても、同時に実施しても、逐次連続して実
施しても良い。
【実施例】
【０２１５】
　以下、実施例により本発明を詳細に説明するが、本発明はこれらに限定されるものでは
ない。
【０２１６】
　＜平版印刷版原版（１）の作製＞
　（アルミ支持体１の作製）
　厚さ０．２４ｍｍのアルミニウム板（材質１０５０，調質Ｈ１６）を６５℃に保たれた
５％水酸化ナトリウム水溶液に浸漬し、１分間の脱脂処理を行った後、水洗した。この脱
脂アルミニウム板を、２５℃に保たれた１０％塩酸水溶液中に１分間浸漬して中和した後
、水洗した。次いで、このアルミニウム板を、０．３質量％の塩酸水溶液中で、２５℃、
電流密度１００Ａ／ｄｍ２の条件下に交流電流により６０秒間、電解粗面化を行った後、
６０℃に保たれた５％水酸化ナトリウム水溶液中で１０秒間のデスマット処理を行った。
デスマット処理を行った粗面化アルミニウム板を、１５％硫酸水溶液溶液中で、２５℃、
電流密度１０Ａ／ｄｍ２、電圧１５Ｖの条件下に１分間陽極酸化処理を行い、更に下記下
塗り層塗布液を塗布して支持体を作製した。
【０２１７】
　（下層の形成）
　上記のようにして得られたアルミニウム支持体の表面上に、以下の組成を有する下塗り
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て下層を形成させた。
【０２１８】
　＜下塗り層塗布液＞
　・ポリビニルホスホン酸　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１ｇ
　・メタノール　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　６００ｇ
　・蒸留水　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　４００ｇ
【０２１９】
　（画像形成層の形成）
上記のように下層を設けたアルミニウム支持体上に、下記組成の画像形成層塗布液１を乾
燥塗布量が１．３ｇ／ｍ２となるように塗布し、７５℃で１分乾燥させ画像形成層を形成
させた。
【０２２０】
　＜画像形成層塗布液１＞
　・ラジカル重合性化合物　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　０．４０ｇ
　　　イソシアヌル酸ＥＯ変性トリアクリレート
　　　（東亜合成（株）製、アロニックスＭ－３１５）
　・ラジカル重合性化合物　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　０．１３ｇ
　　　エトキシ化トリメチロールプロパントリアクリレート
　　　（日本化薬（株）製、ＳＲ９０３５、ＥＯ付加モル数１５）
　・下記バインダーポリマー（１）　　　　　　　　　　　　　　　　　０．５４ｇ
　・下記ラジカル重合開始剤（１）　　　　　　　　　　　　　　　　　０．１８ｇ
　・下記酸発生剤（１）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　０．１４ｇ
　・下記増感色素（１）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　０．０６ｇ
　・下記連鎖移動剤（１）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　０．０７ｇ
　・下記酸架橋剤（１）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　０．４０ｇ
　・メチレンブルー　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　０．０２ｇ
　・熱重合禁止剤　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　０．０１ｇ
　　　　Ｎ－ニトロソフェニルヒドロキシルアミンアルミニウム塩
　・１－メトキシ－２－プロパノール　　　　　　　　　　　　　　　　２．５ｇ
　・アセトン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　７．０ｇ
　・蒸留水　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１０．０ｇ
【０２２１】
【化２８】

【０２２２】
【化２９】

【０２２３】
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【化３０】

【０２２４】
【化３１】

【０２２５】
【化３２】

【０２２６】
【化３３】

【０２２７】
　（保護層の形成）
　上記画像形成層上に以下の組成を有する保護層塗布液（１）を乾燥塗布質量が０．３ｇ
／ｍ２となるように塗布し、７５℃で１分間乾燥して保護層を設けた。
【０２２８】
　＜保護層塗布液（１）＞
　・下記雲母分散液（１）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１３．００ｇ
　・ポリビニルアルコール（ＰＶＡ－１０５（（株）クラレ製）、ケン化度９８モル％、
重合度５００）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１．３０ｇ
　・２－エチルヘキシルスルホコハク酸ソーダ　　　　　　　　　　　　　　０．２０ｇ
　・ポリ（ビニルピロリドン／酢酸ビニル＝１／１）分子量７万　　　　　　０．０５ｇ
　・界面活性剤（エマレックス７１０、日本エマルジョン（株）製）　　　　０．０５ｇ
　・水　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１３３．００ｇ
【０２２９】
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　＜雲母分散液（１）の調製＞
　水３６８ｇに合成雲母（「ソマシフＭＥ－１００」：コープケミカル社製、アスペクト
比：１０００以上）３２ｇを添加し、ホモジナイザーを用いて平均粒径（レーザー散乱法
）０．５μｍになるまで分散し、雲母分散液（１）を得た。
【０２３０】
〔実施例１〕
（１）露光、現像および印刷
　上記平版印刷版原版（１）について、ＦＵＪＩＦＩＬＭ　Ｅｌｅｃｔｒｏｎｉｃ　Ｉｍ
ａｇｉｎｇ　Ｌｔｄ.　製Ｖｉｏｌｅｔ半導体レーザープレートセッターＶｘ９６００（
ＩｎＧａＮ系半導体レーザー　４０５ｎｍ±１０ｎｍ発光／出力３０ｍＷを搭載）により
画像露光した。画像は、解像度２４３８ｄｐｉで、富士フイルム（株）製ＦＭスクリーン
（ＴＡＦＦＥＴＡ　２０）を用い、５０％の平網を版面露光量０．０５ｍＪ／ｃｍ2で描
画した。
　次に、図１に示す自動現像処理機のプレヒート部にて、表１に記載の温度にて平版印刷
版原版の全面を加熱した。なお、版がプレヒート部を通過する時間は１分であった。その
後、上記と同様に現像処理を行い、１００℃にて乾燥処理を実施して平版印刷版を作成し
た。
　プレヒート工程後、下記組成の現像液（１）を図１に示す構造の自動現像処理機の現像
浴に仕込み、現像処理を実施した。現像液のｐＨは８であった。
　現像後、水洗、Ｆｉｎ浴を用いずにそのまま１００℃にて乾燥を実施し平版印刷版（１
）を得た。
【０２３１】
　現像液（１）
　・水　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 １００.００ｇ
　・ベンジルアルコール　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１．００ｇ
　・ポリオキシエチレンナフチルエーテル
　（オキシエチレン平均数ｎ＝１３）　　　　　　　　　　　　　　　　　　１．００ｇ
　・ジオクチルスルホコハク酸エステルのナトリウム塩　　　　　　　　　　０．５０ｇ
　・アラビアガム（Ｍｗ＝２５万）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１．００ｇ
　・エチレングリコール　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　０．５０ｇ
　・第１リン酸アンモニウム　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　０．０５ｇ
　・クエン酸　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　０．０５ｇ
　・エチレンジアミンテトラアセテート４ナトリウム塩　　　　　　　　　　０．０５ｇ
【０２３２】
〔比較例１〕
　実施例１において、画像形成層塗布液１中に酸発生剤、酸架橋剤を含まないこと以外は
実施例１と同様にして、比較例１の比較用平板印刷版原版（１）及び比較用平板印刷版（
１）を得た。
【０２３３】
（２）評価
　先に作製した平版印刷版原版を用いて現像した平版印刷版を、ハイデルベルグ社製印刷
機ＳＯＲ－Ｍに取り付け、湿し水（ＥＵ－３（富士フイルム（株）製エッチ液）／水／イ
ソプロピルアルコール＝１／８９／１０（容量比））とＴＲＡＮＳ－Ｇ（Ｎ）墨インキ（
大日本インキ化学工業（株）製）とを用い、毎時６０００枚の印刷速度で印刷を行い、下
記評価方法に従い、現像性、感度、耐刷性、汚れ性を評価した。結果を表１に示す。
【０２３４】
＜感度＞
　エネルギー密度を変えて画像様露光を行い、上記の通り１００枚印刷を行って、非画像
部にインキ汚れがない印刷物が得られたことを確認した後、続けて５００枚の印刷を行っ
た。合計６００枚目の印刷物において、画像部のインキ濃度にムラがない露光量（ｍＪ／
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＜現像性＞
　平版印刷版原版を上記の通り露光、現像し、得られた平版印刷版の非画像部を目視確認
し、感光層の残存の有無を下記の基準で評価した。
○：残膜なし、△：わずかに残膜、×：残膜あり。
＜搬送速度＞
上記自動現像処理機を用いて平版印刷版原版の搬送速度を変更し、非画像部を完全に除去
することが可能な最大の搬送速度（ｃｍ／ｍｉｎ）を求めた。搬送速度が速い程、現像性
が高いことを示す。
＜耐刷性・汚れ性＞ 
　上記の通り印刷を行ったところ、印刷枚数の増加と共に徐々に画像部が磨耗しインキ受
容性が低下するため、印刷用紙におけるインキ濃度が低下した。インキ濃度（反射濃度）
が印刷開始よりも０．１低下したときの印刷枚数により、耐刷性を評価した。またこの際
、非画像部の汚れの有無を目視にて評価した。
　◎：汚れが全く見られない
　○：汚れがほとんど見られない
　△：わずかに汚れが見られる
　×：汚れがはっきりと見られる 
【０２３５】
【表１】

【０２３６】
　表１から明らかなように、本発明によると、原版は、現像性、汚れ性が良好であるとと
もに、感度に優れ、また耐刷性に優れた平版印刷版を提供することができる。
【０２３７】
　＜平版印刷版原版（２）～（５）の作製＞
　上記画像形成層塗布液１中のバインダーポリマー（１）を、下記バインダーポリマー（
２）～（５）に変更した以外は平版印刷版原版（１）と同様にして平版印刷版原版（２）
～（５）を作製した。
【０２３８】
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【０２３９】
＜比較用平版印刷版原版（２）～（５）の作製＞
　上記画像形成層塗布液１中のバインダーポリマー（１）を、上記バインダーポリマー（
２）～（５）に変更した以外は比較用平版印刷版原版（１）と同様にして比較用平版印刷
版原版（２）～（５）を作製した。
【０２４０】
〔実施例２～５、比較例２～５〕
　こうして得られた平版印刷版原版（２）～（５）及び比較用平板印刷版原版（２）～（
５）を実施例１と同様にして評価した。結果を表２に示す。
【０２４１】
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【表２】

【０２４２】
　表２より明らかなように、本発明の平版印刷版製版方法を用いれば、何れの親水性バイ
ンダーを用いても同様の効果を得ることが出来る。
【０２４３】
＜平版印刷版原版（６）～（８）の作製＞
　上記画像形成層塗布液１中のバインダーポリマー（１）を、下記バインダーポリマー（
６）～（８）に変更した以外は平版印刷版原版（１）と同様にして平版印刷版原版（６）
～（８）を作製した。
【０２４４】
【化３５】

【０２４５】
＜比較用平版印刷版原版（６）～（８）＞の作製
上記画像形成層塗布液１中のバインダーポリマー（１）を、上記バインダーポリマー（６
）～（８）に変更した以外は比較用平版印刷版原版（１）と同様にして比較用平版印刷版
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【０２４６】
〔実施例６～８、比較例６～８〕
　こうして得られた平版印刷版原版（６）～（８）と比較用平版印刷版原版（６）～（８
）を実施例１と同様にして評価した。なお、評価の基準感材には比較用平版印刷版原版（
６）～（８）を使用した。結果を表３に示す。
【０２４７】
【表３】

【０２４８】
　表３より明らかなように、本発明の平版印刷版製版方法は、重合性基を有する親水性バ
インダーを用いた平版印刷版原版に適用した場合に顕著な効果を得ることが出来る。
【０２４９】
＜平版印刷版原版（９）～（１１）＞の作製
　上記画像形成層塗布液１中の酸架橋剤を、下記化合物（２）～（４）に変更した以外は
平版印刷版原版（１）と同様にして平版印刷版原版（９）～（１１）を作製した。
【０２５０】
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【化３６】

【０２５１】
〔実施例９～１１〕
　こうして得られた平版印刷版原版（９）～（１１）と比較用平版印刷版原版（９）～（
１１）（１）を実施例１と同様にして評価した。なお、評価の基準感材には比較用平版印
刷版原版（９）～（１１）を使用した。結果を表４に示す。
【０２５２】

【表４】

【０２５３】
　表４より明らかなように、本発明の平版印刷版の製版方法により、顕著な効果を得るこ
とが出来る。
【図面の簡単な説明】
【０２５４】
【図１】自動現像処理機の構造を示す説明図である。
【符号の説明】
【０２５５】
　１：搬送ローラ対
　２：搬送ローラ対
　３：回転ブラシローラ
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　４：搬送ローラ対
　５：搬送ローラ対
　６：回転ブラシローラ
　７：回転ブラシローラ
　８：搬送ローラ対
　９：搬送ローラ対
　１０：受けローラ
　１１：搬送ローラ対
　１２：搬送ローラ対
　１３：搬送ローラ対

【図１】
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