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(57)【要約】
【課題】感熱転写において感熱転写シートの予期せぬ滑りを生じず、高速プリントに適し
た感熱転写用の材料およびこれを用いた感熱転写による画像形成方法を提供する。
【解決手段】支持体の片面に受容層が形成された感熱転写受像シートを巻きつけるための
感熱転写受像シート用の紙管において、該紙管の最内面が数平均分子量１２０００以上の
ポリオレフィン樹脂を少なくとも８０質量％以上含む層からなる、感熱転写受像シート用
の紙管。
【選択図】なし
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　支持体の片面に受容層が形成された感熱転写受像シートを巻きつけるための感熱転写受
像シート用の紙管であって、該紙管の最内面が数平均分子量１２０００以上のポリオレフ
ィン樹脂を少なくとも８０質量％以上含む層からなることを特徴とする感熱転写受像シー
ト用の紙管。
【請求項２】
　前記ポリオレフィン樹脂がポリエチレン樹脂であることを特徴とする請求項１記載の感
熱転写受像シート用の紙管。
【請求項３】
　前記ポリオレフィン樹脂の融点が１０５℃～１８０℃であることを特徴とする請求項１
又は２に記載の感熱転写受像シート用の紙管。
【請求項４】
　支持体の片面に受容層が形成された感熱転写受像シートが、請求項１～３のいずれか１
項に記載の紙管に巻きつけられた感熱転写受像シートのロール形態加工物であって、前記
感熱転写受像シートにおける前記受容層が形成されていない側の最外面が無機微粒子を含
むポリマー層からなることを特徴とする感熱転写受像シートのロール形態加工物。
【請求項５】
　質量が１．５ｋｇ以上８ｋｇ以下であることを特徴とする請求項４記載の感熱転写受像
シートのロール形態加工物。
【請求項６】
　請求項４又は５に記載の感熱転写受像シートのロール形態加工物を用いて感熱転写プリ
ントを製造する画像形成方法であって、５０ｃｍ／分以上の線速で感熱転写プリントを製
造することを特徴とすることを特徴とする画像形成方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、感熱転写受像シート用紙管、感熱転写受像シートのロール形態加工物、及び
画像形成方法に関し、更に詳しくいえば、本発明は、高速プリントに適した感熱転写シー
ト用紙管、紙管に巻きつけられた感熱転写受像シートのロール形態加工物、及び感熱転写
方式を用いた画像形成方法に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来、種々の熱転写記録方法が知られているが、中でも染料拡散転写記録方式は、銀塩
写真の画質に最も近いカラーハードコピーが作製できるプロセスとして注目されている（
例えば、非特許文献１及び２参照）。しかも、銀塩写真に比べて、ドライであること、デ
ジタルデータから直接可視像化できる、複製作りが簡単であるなどの利点を持っている。
【０００３】
　この染料拡散転写記録方式では、染料を含有する感熱転写シート（以下、インクシート
ともいう。）と感熱転写受像シート（以下、受像シートともいう。）とを重ね合わせ、次
いで、電気信号によって発熱が制御されるサーマルヘッドによってインクシートを加熱す
ることでインクシート中の染料を受像シートに転写して画像情報の記録を行うものであり
、シアン、マゼンタ、イエローの３色を重ねて記録することで色の濃淡に連続的な変化を
有するカラー画像を転写記録することができる。
【０００４】
　近年、染料拡散転写記録方式の分野において従来より高速でプリント出来る各種プリン
ターが開発されて市場への普及が進んでいる。高速プリントによりユーザーが店頭でプリ
ントをする場合の待ち時間を短縮することが出来るために更なる高速化が求められている
。
【０００５】



(3) JP 2008-273641 A 2008.11.13

10

20

30

40

50

　高速プリントのためには、プリンター内において感熱転写シートと感熱転写受像シート
をより高速で搬送することが必要とされ、高速搬送により動き出しと停止時により大きな
トルクがかかることとなる。
　感熱転写受像シートは出来上がったプリントに強度を持たせるために支持体が厚く、感
熱転写シートよりも質量が大きく、感熱転写シートの搬送速度履歴と同じであってもより
大きなトルクがかかる。プリンター内で感熱受像シートを搬送する場合に、受像シートの
受容層側の面は画像が形成される面のためプリンター内部で擦れることによる画像欠損を
生じないように設計されているが、受容層と反対側の面はプリンター内部で接触して引っ
かかることがある。また、プリンター内部でロール形態に巻いた感熱転写受像シートの最
内面とロール形態に差し込まれた軸部との間にもトルクがかかるが、この箇所ではトルク
がかかった場合にも滑ってしまう場合がある。前記の引っかかりや滑りが生じることで感
熱転写受像シートが所定通りに搬送されないために感熱転写シートに歪みや異常なテンシ
ョンを生じて正常なプリントが出来ないことがあり、改良が望まれている。感熱転写受像
シートを高速で移動させるほど、また、ロール形態に巻いた感熱転写受像シートの質量が
大きくなるほど、感熱転写受像シート及び感熱転写受像シートのロール形態最内面とロー
ル形態に差し込まれた軸部との間にはより強いトルクがかかり滑り易くなるため、滑り性
の制御が重要な問題となっている。
【０００６】
　前記滑り性の制御のために、感熱転写受像シートを紙管に巻いた状態としておき、紙管
の内面は滑り難くして感熱転写受像シートのロール形態と軸部間を滑り難くし、感熱転写
受像シート表面は滑り易くして引っかかり難くするように個別に設定することが考えられ
る。紙の表面を滑り難くすることに関して、例えば特許文献１及び２には、特定のスチレ
ン－ブタジエン共重合ラテックス、ポリスチレン微粒子及び特定のポリエーテル化合物を
含む水分散物を紙面上に塗布して防滑層を形成することや、発泡性マイクロカプセルを未
発泡の状態で紙面上に塗布後この紙で紙管を作製し、次いで加熱処理を行ってマイクロカ
プセルを発泡させて防滑層を形成することが開示されている。
　これらの技術について紙管の内面に対して検討したところ、確かに摩擦係数は大きくな
ったが、本件の感熱転写プリントにおいては滑り難くする効果が不十分である等の問題が
生じることがわかった。
【０００７】
【特許文献１】特開昭６２－１１０９９７号公報
【特許文献２】特開平５－１１６８５１号公報
【非特許文献１】「情報記録（ハードコピー）とその材料の新展開」，(株)東レリサーチ
センター発行，１９９３年，ｐ．２４１－２８５
【非特許文献２】「プリンター材料の開発」，(株)シーエムシー発行，１９９５年，ｐ．
１８０
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　すなわち本発明の目的は、感熱転写において感熱転写シートの予期せぬ滑りを生じず、
高速プリントに適した感熱転写用の材料およびこれを用いた感熱転写による画像形成方法
を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　本発明の課題は、下記の手段によって解決された。
（１）支持体の片面に受容層が形成された感熱転写受像シートを巻きつけるための感熱転
写受像シート用の紙管であって、該紙管の最内面が数平均分子量１２０００以上のポリオ
レフィン樹脂を少なくとも８０質量％以上含む層からなることを特徴とする感熱転写受像
シート用の紙管。
（２）前記ポリオレフィン樹脂がポリエチレン樹脂であることを特徴とする（１）項に記
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載の感熱転写受像シート用の紙管。
（３）前記ポリオレフィン樹脂の融点が１０５℃～１８０℃であることを特徴とする（１
）又は（２）項に記載の感熱転写受像シート用の紙管。
（４）支持体の片面に受容層が形成された感熱転写受像シートが、（１）～（３）のいず
れか１項に記載の紙管に巻きつけられた感熱転写受像シートのロール形態加工物であって
、前記感熱転写受像シートにおける前記受容層が形成されていない側の最外面が無機微粒
子を含むポリマー層からなることを特徴とする感熱転写受像シートのロール形態加工物。
（５）質量が１．５ｋｇ以上８ｋｇ以下であることを特徴とする（４）項に記載の感熱転
写受像シートのロール形態加工物。
（６）（４）又は（５）項に記載の感熱転写受像シートのロール形態加工物を用いて感熱
転写プリントを製造する画像形成方法であって、５０ｃｍ／分以上の線速で感熱転写プリ
ントを製造することを特徴とすることを特徴とする画像形成方法。
【発明の効果】
【００１０】
　本発明の紙管に巻きつけられた感熱転写受像シートを用いた画像形成方法によれば、感
熱転写時において感熱転写シートの予期せぬ滑りを生じず、高速でプリントを得ることが
できる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１１】
　以下、本発明について詳細に説明する。
－紙管－
　本発明において、紙管の最内面は数平均分子量１２０００以上のポリオレフィン樹脂を
少なくとも８０質量％以上含む層からなる。前記ポリオレフィン樹脂の数平均分子量は、
１３０００以上が更に好ましく、１４０００以上５００００以下が最も好ましい。また、
前記ポリオレフィン樹脂の含有量は９０質量％以上が好ましく、９５質量％以上が最も好
ましい。前記範囲内において可塑剤等の添加剤を更に含有させることが出来る。
　分子量はＧＰＣ（ゲルパーミエーションクロマトグラフィー）により分子量分布を測定
し、分子量を計算する方法や浸透圧法などの公知の方法により求めることが出来るが、Ｇ
ＰＣによる方法が簡便である。
【００１２】
　前記ポリオレフィン樹脂の融点は１０５℃以上１８０℃以下であることが好ましく、１
１０℃以上１６０℃以下であることがより好ましい。樹脂の融点としては、測定において
明確な値を示さない場合があるが、その場合には軟化点を前記融点の代わりに採用する。
【００１３】
　前記最内面層は１ｇ／ｍ2～１００ｇ／ｍ2であることが好ましく、５ｇ／ｍ2～８０ｇ
／ｍ2であることが最も好ましい。また最内面層の厚みは１μｍ～１００μｍが好ましく
、５μｍ～８０μｍが最も好ましい。
【００１４】
　前記ポリオレフィンとしては、例えばポリエチレン、ポリプロピレン及びポリブチレン
を使用することが出来る。これらの中ではポリエチレンが好ましく、低密度ポリエチレン
を用いることが更に好ましい。また、低密度ポリエチレンに高密度ポリエチレン及び／ま
たはポリプロピレンをブレンドして用いることも好ましい態様である。
　前記ポリオレフィン樹脂のメルトインデックスは、１．０～４０ｇ／１０分の間のもの
であって、押出し適性を有するものが好ましい。
【００１５】
　ポリエチレンとしては、ワックス用途に使用しているものが知られている。最内面にワ
ックス層を形成することは滑り性が向上してしまうため本発明の意図とは反対であり、ワ
ックス用途のポリエチレンは本発明の紙管最内面で規定するポリオレフィンには含まない
。「カーク・オスマー化学大辞典　塩川二郎監修」，丸善(株)発行，昭和６３年，ｐ．１
４５３に記載があるように、ワックスとは室温で柔軟な固体で融点が４０℃から９０℃程



(5) JP 2008-273641 A 2008.11.13

10

20

30

40

50

度のものであり、ポリエチレンワックスは分子量１００００以下である。分子量の規定か
らも本発明で規定する紙管の最内面の平均分子量１２０００以上のポリオレフィン樹脂と
は明らかに異なるものである。
【００１６】
　また、実開平７－２３７６５号公報に塵埃防止の目的で紙管の外面にポリエチレンラミ
ネート処理、内面にワックス処理及び紙管の端面に糊剤を塗布することが開示されている
が、前記の通り内面のワックス処理は本発明の範囲外であり、かつ紙管外面のポリエチレ
ンラミネート処理では本発明の効果を発現しないことが明らかなため、本発明の構成とは
別のものである。
【００１７】
　本発明の紙管の製造方法としては、例えば平面状の紙をらせん状に複数回巻回して積層
し、各層を接着剤により接着して固定して円筒状に成形し、所望の長さに切ることで作製
することが出来るがこれに限定されるものではない。紙管製造には、紙管原紙、ライナー
紙及びボール紙等を用いることが出来る。最内面の樹脂層は、あらかじめ樹脂をラミネー
トした紙を最内面に用いて紙管を形成すること、及び紙管形成後に樹脂の溶融物の塗工、
樹脂を含む溶液の塗工あるいは樹脂をラミネートした紙を紙管最内面に接着剤を用いて接
着する等により形成することが出来るが、あらかじめ樹脂をラミネートした紙を最内面に
用いて紙管を形成することが好ましい。紙管製造の好ましい態様として、最内面にポリエ
チレンラミネートした上質紙をラミネートした面を内側としてラセン状に一周巻き回し、
引き続きラーナー紙を複数周巻回して各層を接着剤により固定してその後端面を切りそろ
えることで紙管を作製する方法が挙げられる。
　紙管としては、強度および軽さの観点から、紙管の厚みとしては０．１ｍｍ以上１０ｍ
ｍ以下が好ましく、０．４ｍｍ以上５ｍｍ以下が最も好ましい。
　紙管の管径は５ｍｍ～５０ｍｍが好ましく、１０ｍｍ～４０ｍｍが最も好ましい。
【００１８】
－感熱転写受像シートにおける受容層とは反対側の最外面－
　本発明において、感熱転写受像シートにおける受容層が形成されていない側（受容層と
は反対側）の最外面はプリンター内部での引っかかりを抑制するために滑り性を付与する
ことが必要である。感熱転写受像シートにおける受容層が形成されていない側の最外面が
無機微粒子を含むポリマー層からなることが好ましい。
　無機微粒子を含むポリマー層としては、無機微粒子として公知の物を用いることが出来
る。具体的には例えば二酸化ケイ素、酸化アルミニウム、コロイダルシリカ、アルミナゾ
ル、タルク、マイカ、ステアリン酸亜鉛、ステアルリン酸亜鉛及び酸化マグネシウムの微
粒子を挙げることが出来、好ましくはコロイダルシリカ、アルミナゾル、タルク、マイカ
、ステアリン酸亜鉛及び酸化マグネシウムの微粒子である。前記無機微粒子の粒径は球相
当径として０．００５μｍ～５０μｍが好ましく、０．０１μｍ～４０μｍが最も好まし
い。また、無機微粒子を含むポリマー層のポリマーとしては公知のポリマーを用いること
が出来る。具体的には例えばゼラチン、ゼラチンの硬化剤による硬化物、スターチ、カル
ボキシメチルセルロース、ポリアクリルアミド、ポリビニルピロリドン、ポリビニルアル
コール、ポリビニルアルコールのカルボキシル基変性物、ポリビニルアルコールのシラノ
ール基変性物、ポリビニルアルコールとアクリルアミドの共重合物、アクリルポリオール
の硬化剤による硬化ポリマー等を挙げることが出来、好ましくはポリアクリルアミド、ポ
リビニルアルコール、ポリビニルアルコールとアクリルアミドの共重合物である。前記硬
化剤としては公知の硬化剤を使用出来るがイソシアネート系硬化剤を好ましく用いること
が出来る。
【００１９】
　また、感熱転写受像シートにおける受容層とは反対側の最外面には、上記無機微粒子と
併用して固形あるいは液状の有機滑剤を含有させることが好ましい。公知のものを用いる
ことができるが、例えば、ステアリン酸アミド、カウナウバワックス、モンダンワックス
、ポリエチレンワックス、パラフィンワックス等の各種ワックス類、高級脂肪酸アルコー
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ル、オルガノポリシロキサン、アニオン系界面活性剤、カチオン系界面活性剤、両性界面
活性剤、ノニオン系界面活性剤、フッ素系界面活性剤、有機カルボン酸およびその誘導体
、フッ素系樹脂、シリコーン系樹脂、リン酸エステル系化合物、有機の微粒子マット剤等
を挙げることができる。
　また、静電気による引っかかり防止のために帯電防止剤を含有させることが好ましい。
帯電防止剤として、例えば第四級アンモニウム塩、ポリアミン誘導体等のカチオン系帯電
防止剤、アルキルホスフェート等のアニオン系帯電防止剤、脂肪酸エステル等のノニオン
系帯電防止剤など任意のものを用いることができる。
　また、筆記性を付与する目的で、無機酸化物コロイドやイオン性ポリマー等を用いるこ
とができる。具体的には、例えば特許第３５８５５８５号明細書などに記載されたものと
同様にして形成することができる。
【００２０】
　本発明において、感熱転写受像シートは前記本発明の紙管にロール形態に巻いた形態で
プリンター内において使用される。感熱転写受像シートは紙管外面に滑らないように接着
テープ等で貼り付けた後に巻きつけることでロール形態に加工される。本発明の好ましい
一実施態様である紙管、紙管に巻き付けられた感熱転写受像シート及び軸部のそれぞれの
位置関係を図１の透過斜視図に示す。図１中、１０は感熱転写受像シートのロール形態加
工物、１１は紙管、１２は紙管に巻き付けられた感熱転写受像シート、１３は軸、１３ｂ
は、軸１３外面の円弧状の可動部１３ａを有する挿入部を示す。好ましくは、軸１３を矢
印方向に紙管１１内面に押し込んだ状態で使用される。
　本発明の紙管を用いることで巻きつけられた感熱転写受像シートを長くしてロール形態
の受像シート加工物の質量がより大きくなってもプリント時にロール形態最内面とロール
形態に差し込まれた軸部との間の滑りを抑制出来るため、ロール形態の受像シートの付け
替え作業回数を減らす点からも優れている。感熱転写受像シートのロール形態加工物は、
感熱転写受像シートをなるべく長くすることとプリンターの搬送用モーターの能力により
好ましい範囲が有り、ロール形態加工物に巻かれた感熱転写受像シートの長さとしては２
０ｍ以上２００ｍ以下が好ましく、４０ｍ以上１００ｍ以下が最も好ましく、感熱転写受
像シートのロール形態加工物の質量としては、１．０ｋｇ以上１０ｋｇ以下が好ましく、
１．５ｋｇ以上８．０ｋｇ以下が最も好ましい。
【００２１】
１）画像形成
　本発明の画像形成方法では、感熱転写受像シートの受容層と感熱転写シートの熱転写層
とが接するように重ね合わせて、サーマルヘッドからの画像信号に応じた熱エネルギーを
付与することにより画像を形成する。
　具体的な画像形成は、例えば特開２００５－８８５４５号公報などに記載された方法と
同様にして行うことができる。本発明では高速プリントの観点から、プリント生産能力は
線速が２０ｃｍ／分以上が好ましく、５０ｃｍ／分以上がより好ましい。プリント時間と
してはプリント１枚当たり１５秒未満が好ましく、３～１２秒がより好ましく、さらに好
ましくは、３～７秒である。
【００２２】
　高速プリントのためにプリンター内部で感熱転写シートをより高速で移動させることに
より、感熱転写受像シートのロール形態加工物と軸部との間にはより大きなトルクがかか
る。本発明において高速プリントのためには感熱転写受像シートのロール形態加工物と軸
部との間のトルクが３５Ｎ以上で滑らないことが必要で、４０Ｎ以上でも滑らないことが
より好ましい。
【００２３】
　本発明において、上記高速プリントのために感熱転写受像シートの受容層と反対側の面
はプリント中に引っかからないことが必要である。
　このためには静摩擦係数は０．２５以下が好ましく０．１５以上０．２３以下がより好
ましい。静摩擦係数が小さいと感熱転写受像シートのロール形態加工物が巻きずれを生じ
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る場合があるため、ある程度の静摩擦があった方が良い場合もある。動摩擦係数としては
０．２２以下が好ましく、０．１０以上０．２０以下がより好ましい。
【００２４】
　本発明において、熱転写層がサーマルヘッドにより１００ｍｍ／秒以上で印画すること
が好ましく、１１０ｍｍ／秒以上が最も好ましい。
　プリント時のサーマルヘッドライン速度は１．０ｍ秒／ｌｉｎｅ以下であることが好ま
しく、更に好ましくは０．８ｍ秒／ｌｉｎｅ以下、最も好ましくは０．６５ｍ秒／ｌｉｎ
ｅである。また、プリント時のサーマルヘッド最高到達温度は、１８０℃以上４５０℃以
下が好ましく、更に好ましくは２００℃以上４５０℃以下であり、最も好ましくは３５０
℃以上４５０℃以下である。
【００２５】
　本発明の紙管及び感熱転写受像シートのロール形態加工物は、感熱転写記録方式を利用
したプリンター、複写機などに利用することができる。熱転写時の熱エネルギーの付与手
段は、従来公知の付与手段のいずれも使用することができ、例えば、日立製作所製ビデオ
プリンターＶＹ－１００（商品名）等の低速プリント装置や、富士フイルム(株)製ＡＳＫ
２０００（商品名）等の高速プリントに用いることが出来る。本発明の効果は高速プリン
トに適用する場合に顕著な効果を発揮するが、低速プリントにおいても使用することが出
来る。また、本発明に用いられる感熱転写シートは、感熱転写受像シートの支持体を適宜
選択することにより、反射型プリント以外にも、カード類、透過型プリント等の各種用途
に適用することもできる。
【００２６】
２）感熱転写受像シート
　以下に感熱転写受像シート（受像シート）について説明する。
　本発明に用いられる感熱転写受像シートは、支持体上に少なくとも１層の染料受容層（
受容層）を有し、支持体と受容層との間に少なくとも１層の断熱層（多孔質層）を有する
。また、受容層と断熱層との間に、例えば白地調整層、帯電調節層、接着層、プライマー
層などの下地層が形成されていてもよい。
　受容層および断熱層は同時重層塗布により形成されることが好ましい。また、下地層を
含む場合は、受容層、下地層および断熱層を同時重層塗布により形成することができる。
　支持体の裏面側にはカール調整層、筆記層、帯電調整層が形成されていることが好まし
い。支持体の裏面側の各層の塗布は、ロールコート、バーコート、グラビアコート、グラ
ビアリバースコート等の一般的な方法で行うことができる。
【００２７】
＜受容層＞
［熱可塑性樹脂］
　本発明において、受容層に熱可塑性樹脂が好ましく使用される。好ましい熱可塑性樹脂
の例としては、ポリ塩化ビニル・ポリ塩化ビニリデン等のハロゲン化ポリマー・ポリ酢酸
ビニル・エチレン酢酸ビニル共重合体・塩化ビニル酢酸ビニル共重合体・ポリアクリルエ
ステル・ポリスチレン・ポリスチレンアクリル等のビニル系樹脂、ポリビニルホルマール
・ポリビニルブチラール・ポリビニルアセタール等のアセタール系樹脂、ポリエチレンテ
レフタレート、ポリプチレンテレフタレート、ポリカプロラクトン（プラクセルＨ－５、
商品名、ダイセル化学工業(株)製）等のポリエステル系樹脂、ポリカーボネート系樹脂、
特開平４－２９６５９５号公報や特開２００２－２６４５４３号公報に記載セルロース系
樹脂やセルロースアセテートブチレート（ＣＡＢ５５１－０．２、ＣＡＢ３２１－０．１
、いずれも商品名、イーストマンケミカル社製）等のセルロース系樹脂、ポリプロピレン
等のポリオレフィン系樹脂、尿素樹脂・メラミン樹脂・ベンゾグアナミン樹脂等のポリア
ミド系樹脂等が挙げられる。これらの樹脂は、相溶する範囲内で任意にブレンドして用い
ることもできる。特開昭５７－１６９３７０号、同５７－２０７２５０号、同６０－２５
７９３号の各公報等にも受容層を形成した樹脂が開示されている。
【００２８】
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　上記ポリマー中でもポリカーボネート、ポリエステル、ポリウレタン、ポリ塩化ビニル
およびその共重合体、スチレン－アクリロニトリル共重合体、ポリカプロラクトンまたは
これらの混合物を含有することがさらに好ましく、ポリカーボネート、ポリエステル、ポ
リ塩化ビニルおよびその共重合体またはこれらの混合物が特に好ましい。ポリカーボネー
ト、ポリエステル、およびポリ塩化ビニルについて、さらに詳しく説明する。以上のポリ
マーは、単独またはこれらの混合物として用いることができる。
【００２９】
（ポリエステル系ポリマー）
　受容層に用いられるポリエステル系ポリマーについて、さらに詳しく説明する。ポリエ
ステルはジカルボン酸成分（その誘導体含む）とジオール成分（その誘導体を含む）との
重縮合により得られるものである。ポリエステルポリマーは、芳香環および／または脂環
を含有する。脂環式ポリエステルの技術については、特開平５－２３８１６７号公報に記
載の技術が染料取り込み能と像の安定性の点で有効である。
【００３０】
　ジカルボン酸成分としては、アジピン酸、アゼライン酸、イソフタル酸、トリメリット
酸、テレフタル酸、１，４－シクロヘキサンジカルボン酸、それらの２種以上の混合物か
ら選ばれる。好ましくは、イソフタル酸、トリメリット酸、テレフタル酸、またはそれら
の２種以上の混合物から選ばれる。ジカルボン酸成分として脂環族を有するものを含有さ
せることは、耐光性向上の観点からより望ましい。より好ましくは、１，４－シクロヘキ
サンジカルボン酸およびイソフタル酸を使用する。ジカルボン酸成分は、イソフタル酸５
０～１００ｍｏｌ％、トリメリット酸０～１ｍｏｌ％、テレフタル酸０～５０ｍｏｌ％、
１，４－シクロヘキサンジカルボン酸０～１５ｍｏｌ％の割合で、合計１００ｍｏｌ％と
なるように使用する。
【００３１】
　ジオール成分は、エチレングリコール、ポリエチレングリコール、トリシクロデカンジ
メタノール、１，４－ブタンジオール、ビスフェノール、またはそれらの２種以上の混合
物から選ぶことができる。好ましくは、エチレングリコール、ポリエチレングリコール、
トリシクロデカンジメタノールから選ばれる。ジオール成分として脂環成分を含ませるよ
うにすると、耐光性向上の観点からより望ましい。トリシクロデカンジメタノール以外に
もシクロヘキサンジオール、シクロヘキサンジメタノール、シクロヘキサンジエタノール
等の脂環式ジオール成分を使用することができる。好ましい脂環式ジオール成分はトリシ
クロデカンジメタノールである。ジオール成分は、エチレングリコール０～５０ｍｏｌ／
％、ポリエチレングリコール０～１０ｍｏｌ／％、トリシクロデカンジメタノール０～９
０ｍｏｌ／％、好ましくは３０～９０ｍｏｌ／％、より好ましくは４０～９０ｍｏｌ／％
、１，４－ブタンジオール０～５０ｍｏｌ／％、ビスフェノールＡ　０～５０ｍｏｌ／％
の割合で、合計１００ｍｏｌ％となるように使用する。
【００３２】
　本発明においては、上記のジカルボン酸成分およびジオール成分を少なくとも使用して
、分子量（質量平均分子量（Ｍｗ））が通常約１１０００以上、好ましくは約１５０００
以上、より好ましくは約１７０００以上となるように重縮合したポリエステル系ポリマー
を使用する。分子量があまり低いものを使用すると、形成される受容層の弾性率が低くな
り、また耐熱性も足りなくなるので、感熱転写シートと受像シートとの離型性を確保する
ことが難しくなる場合がある。分子量は、弾性率を上げる観点から大きいほど望ましく、
受容層形成時に塗工液溶媒に溶かすことができなくなったり、受容層を塗布乾燥後に基材
シートとの接着性に悪影響が出たりする等の弊害が生じない限り、特に限定されないが、
好ましくは約２５０００以下、高くても約３００００程度である。なお、エステル系ポリ
マーの合成法としては、従来公知の方法を使用すればよい。
【００３３】
　飽和ポリエステルとしては、例えばバイロン２００、バイロン２９０、バイロン６００
等（いずれも商品名、東洋紡(株)製）、ＫＡ－１０３８Ｃ（商品名、荒川化学工業(株)製
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）、ＴＰ２２０、ＴＰ２３５（いずれも商品名、日本合成化学(株)製）等が用いられる。
【００３４】
（ポリカーボネート系ポリマー）
　受容層に用いられるポリカーボネート系ポリマーについて、さらに詳しく説明する。ポ
リカーボネートは、炭酸とジオールをユニットとするポリエステルを意味し、ジオールに
ホスゲンを反応させる方法あるいは炭酸エステルを反応させる方法等により合成できる。
【００３５】
　ジオール成分としては、ビスフェノールＡ、エチレングリコール、プロピレングリコー
ル、ジエチレングリコール、ブタンジオール、ペンタンジオール、ヘキサンジオール、１
，４－シクロヘキサンジメタノール、ノナンジオール、４，４'－ビシクロ（２，２，２
）ヘプト－２－イリデンビスフェノール、４，４'－（オクタヒドロ－４，７－メタノ－
５Ｈ－インデン－５－イリデン）ビスフェノールおよび２，２'，６，６'－テトラクロロ
ビスフェノールＡが挙げられ、ビスフェノールＡ、エチレングリコール、ジエチレングリ
コール、ブタンジオール、ペンタンジオールが好ましく、ビスフェノールＡ、エチレング
リコール、ブタンジオールがより好ましく、ビスフェノールＡ、エチレングリコールが特
に好ましい。本発明において使用されるポリカーボネートは、上記の１種ジオール成分を
少なくとも使用するが、複数のジオールを混合して使用してもよい。
【００３６】
　本発明に用いられるポリカーボネートの特に好ましい態様であるビスフェノールＡ－ポ
リカーボネートについて、詳しく説明する。ビスフェノールＡ－ポリカーボネートを中心
とする未変性のポリカーボネートの技術は米国特許第４，６９５，２８６号明細書に記載
されている。本発明に用いられるポリカーボネートは、分子量（重量平均分子量（Ｍｗ）
）が通常約１０００以上、好ましくは約３０００以上、より好ましくは約５０００以上、
特に好ましくは約１００００以上の重縮合したものである。Ｍａｋｒｏｌｏｎ－５７００
（商品名、Ｂａｙｅｒ　ＡＧ社製）およびＬＥＸＡＮ－１４１（商品名、Ｇｅｎｅｒａｌ
　Ｅｌｅｃｔｒｉｃ社製）等のポリカーボネートを例として挙げることができる。
【００３７】
　ビスフェノールＡとエチレングリコールのようなジオールを混合して変性ポリカーボネ
ートを製造する技術が米国特許第４，９２７，８０３号明細書に記載されている。ポリエ
ーテルブロック単位は、炭素原子数２～約１０個の線状脂肪族ジオールから形成すること
ができるが、エチレングリコールから形成されたものが好ましい。本発明の好ましい実施
態様では、ポリエーテルブロック単位は数分子量約４，０００～約５０，０００を有し、
またビスフェノールＡ－ポリカーボネートブロック単位は数分子量約１５，０００～約２
５０，０００を有する。ブロックコポリマー全体の分子量は、約３０，０００～約３００
，０００であることが好ましい。そのような具体例として、Ｍａｋｒｏｌｏｎ　ＫＬ３－
１０１３（商品名、Ｂａｙｅｒ　ＡＧ社製）を挙げることができる。
【００３８】
　これらの未変性および変性ビスフェノールＡ－ポリカーボネートを混合することも好ま
しく、未変性ビスフェノールＡ－ポリカーボネートとポリエーテル変性ポリカーボネート
とを質量比８０：２０～１０：９０で配合することが好ましく、耐指紋性向上の観点から
質量比５０：５０～４０：６０の質量比が特に好ましい。未変性および変性ビスフェノー
ルＡ－ポリカーボネートのブレンド技術に関しては特開平６－２２７１６０号公報にも記
載されている。
【００３９】
　受容層に使用される熱可塑性樹脂の好ましい実施態様として、上記ポリカーボネートと
上記ポリエステルのブレンド系を挙げることができる。このブレンド系では、ポリカーボ
ネートとポリエステルの相溶性が確保できることが好ましい。ポリエステルは、好ましく
は、約４０～約１００℃のガラス転移温度（Ｔｇ）を示し、またポリカーボネートは約１
００～約２００℃のＴｇを示す。ポリエステルは、好ましくは、ポリカーボネートよりも
低いＴｇを示し、そしてポリカーボネートに対してポリマー可塑剤として作用する。最終



(10) JP 2008-273641 A 2008.11.13

10

20

30

40

50

のポリエステル／ポリカーボネートブレンドのＴｇは、好ましくは４０℃～１００℃であ
る。より高いＴｇのポリエステルおよびポリカーボネートのポリマーも、可塑剤を添加す
ることで有用となりうる。
【００４０】
　さらなる好ましい実施態様では、未変性ビスフェノールＡ－ポリカーボネートとポリエ
ステルポリマーとを、最終ブレンドのＴｇを望ましい値にし、しかもコストを最小限に抑
えるような質量比でブレンドする。ポリカーボネートとポリエステルポリマーとは、約７
５：２５～２５：７５の質量比で都合よく配合することができるが、約６０：４０～約４
０：６０の質量比で配合するとより好ましい。特開平６－２２７１６１号公報にはポリカ
ーボネートとポリエステルとのブレンド系の技術が開示されている。
【００４１】
　受容層に用いられるポリカーボネートにおいて、ポリマー末端が少なくとも２個のヒド
ロキシル基を有する平均分子量約１０００～約１０，０００ポリカーボネートとヒドロキ
シル基と反応する架橋剤との反応により、受容層に架橋ポリマー網状構造を形成させても
よい。特開平６－１５５９３３号公報に記載されるように、多官能性イソシアネートなど
の架橋剤の技術もあり、転写後の色素供与体への粘着性を改良することもできる。さらに
特開平８－３９９４２号公報に開示の技術のように、ポリカーボネートとイソシアネート
の架橋反応の際、ジブチル錫ジアセテートを用いた感熱転写用の受容シートを構成する技
術もあり、架橋反応の促進のみならず画像安定性や耐指紋性などを改良することもできる
。
【００４２】
（塩化ビニル系ポリマー）
　受容層に用いられる塩化ビニル系ポリマー、特に塩化ビニルを用いた共重合体について
、さらに詳しく説明する。
　塩化ビニル系共重合体は、塩化ビニル成分含有率８５～９７質量％で重合度２００～８
００のものが好ましい。塩化ビニルと共重合するモノマーには特に限定はなく、塩化ビニ
ルと共重合できればよく、酢酸ビニルが特に好ましい。したがって、受容層に用いる塩化
ビニル系ポリマーとしては、塩化ビニル－酢酸ビニル共重合体が優れているが、塩化ビニ
ル－酢酸ビニル共重合体は必ずしも塩化ビニル成分と酢酸ビニル成分のみの共重合体であ
る場合に限らず、本発明の目的を妨げない範囲のビニルアルコール成分、マレイン酸成分
等を含むものであってもよい。このような塩化ビニルと酢酸ビニルを主単量体とする共重
合体を構成する他の単量体成分としては、ビニルアルコール、プロピオン酸ビニルなどの
ビニルアルコール誘導体；アクリル酸およびメタクリル酸およびそれらのメチル、エチル
、プロピル、ブチル、２－エチルヘキシルエステルなどのアクリル酸およびメタクリル酸
誘導体；マレイン酸、マレイン酸ジエチル、マレイン酸ジブチル、マレイン酸ジオクチル
などのマレイン酸誘導体；メチルビニルエーテル、ブチルビニルエーテル、２－エチルヘ
キシルビニルエーテルなどのビニルエーテル誘導体；アクリロニトリル、メタクリロニト
リル、スチレンなどが挙げられる。共重合体中にしめる塩化ビニルおよび酢酸ビニルの成
分比は任意の比率でよいが、塩化ビニル成分が共重合体中で５０質量％以上であるのが好
ましい。また、先に挙げた塩化ビニルや酢酸ビニル以外の成分は１０質量％以下であるの
が好ましい。
【００４３】
　このような塩化ビニル－酢酸ビニル共重合体としては、ＳＯＬＢＩＮ　Ｃ、ＳＯＬＢＩ
Ｎ　ＣＬ、ＳＯＬＢＩＮ　ＣＨ、ＳＯＬＢＩＮ　ＣＮ、ＳＯＬＢＩＮ　Ｃ５、ＳＯＬＢＩ
Ｎ　Ｍ、ＳＯＬＢＩＮ　ＭＦ、ＳＯＬＢＩＮ　Ａ、ＳＯＬＢＩＮ　ＡＬ、ＳＯＬＢＩＮ　
ＴＡ５Ｒ、ＳＯＬＢＩＮ　ＴＡＯ、ＳＯＬＢＩＮ　ＭＫ６、ＳＯＬＢＩＮ　ＴＡ２（いず
れも商品名、日信化学工業(株)製）、エスレックＡ、エスレックＣ、エスレックＭ（いず
れも商品名、積水化学工業(株)製）、ビニライトＶＡＧＨ、ビニライトＶＹＨＨ、ビニラ
イトＶＭＣＨ、ビニライトＶＹＨＤ、ビニライトＶＹＬＦ、ビニライトＶＹＮＳ、ビニラ
イトＶＭＣＣ、ビニライトＶＭＣＡ、ビニライトＶＡＧＤ、ビニライトＶＥＲＲ、ビニラ
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イトＶＲＯＨ（いずれも商品名、ユニオンカーバイド社製）、デンカビニル１０００ＧＫ
Ｔ、デンカビニル１０００Ｌ、デンカビニル１０００ＣＫ、デンカビニル１０００Ａ、デ
ンカビニル１０００ＬＫ2、デンカビニル１０００ＡＳ、デンカビニル１０００ＭＴ2、デ
ンカビニル１０００ＣＳＫ、デンカビニル１０００ＣＳ、デンカビニル１０００ＧＫ、デ
ンカビニル１０００ＧＳＫ、デンカビニル１０００ＧＳ、デンカビニル１０００ＬＴ3、
デンカビニル１０００Ｄ、デンカビニル１０００Ｗ（いずれも商品名、電気化学工業(株)
製）等が挙げられる。
【００４４】
（ポリマーラテックス）
　本発明においては、上記以外にもポリマーラテックスを好ましく用いることができる。
以下、ポリマーラテックスについて説明する。
　本発明で用いる感熱転写受像シートにおいて、受容層に用いうるポリマーラテックスは
水不溶な塩化ビニルをモノマー単位として含む疎水性ポリマーが微細な粒子として水溶性
の分散媒中に分散したものが好ましい。分散状態としてはポリマーが分散媒中に乳化され
ているもの、乳化重合されたもの、ミセル分散されたもの、あるいはポリマー分子中に部
分的に親水的な構造を持ち分子鎖自身が分子状分散したものなどいずれでもよい。なおポ
リマーラテックスについては、奥田平，稲垣寛編集，「合成樹脂エマルジョン」，高分子
刊行会発行（１９７８年）；杉村孝明，片岡靖男，鈴木聡一，笠原啓司編集，「合成ラテ
ックスの応用」，高分子刊行会発行（１９９３年）；室井宗一著，「合成ラテックスの化
学」，高分子刊行会発行（１９７０年）；三代澤良明監修，「水性コーティング材料の開
発と応用」，シーエムシー出版（２００４年）および特開昭６４－５３８号公報などに記
載されている。分散粒子の平均粒子サイズは、好ましくは１～５００００ｎｍ、より好ま
しくは５～１０００ｎｍ程度である。
　分散粒子の粒子サイズ分布に関しては特に制限は無く、広い粒子サイズ分布を持つもの
でも単分散の粒子サイズ分布を持つものでもよい。
【００４５】
　ポリマーラテックスは、通常の均一構造のポリマーラテックスであっても、いわゆるコ
ア／シェル型のラテックスであってもよい。このとき、コアとシェルでガラス転移温度を
変えると好ましい場合がある。本発明で用いるポリマーラテックスのガラス転移温度は、
－３０℃～１００℃が好ましく、０℃～８０℃がより好ましく、１０℃～７０℃がさらに
好ましく、１５℃～６０℃が特に好ましい。
【００４６】
　受容層に用いられるポリマーラテックスとしては、ポリ塩化ビニル類、塩化ビニルをモ
ノマー単位として含む共重合体、例えば塩化ビニル酢酸ビニル共重合体、塩化ビニルアク
リル共重合体ポリマーを好ましく用いることができる。この場合、塩化ビニルモノマーの
比率は５０％～９５％が好ましい。これらポリマーは、直鎖のポリマーでも、枝分かれし
たポリマーでも、また架橋されたポリマーであってもよいし、単一のモノマーが重合した
いわゆるホモポリマーであってもよいし、２種類以上のモノマーが重合したコポリマーで
あってもよい。コポリマーの場合は、ランダムコポリマーでも、ブロックコポリマーでも
よい。これらポリマーの数平均分子量は通常5000～1000000、好ましくは10000～500000で
ある。分子量が小さすぎるものはラテックスを含有する層の力学強度が不十分であること
があり、大きすぎるものは成膜性が悪いことがある。また、架橋性のポリマーラテックス
も好ましく使用される。
【００４７】
　本発明で使用できるポリマーラテックスは市販もされており、以下のようなポリマーが
利用できる。例としては、日本ゼオン(株)製G351、G576、日信化学工業(株)製ビニブラン
240、270、277、375、386、609、550、601、602、630、660、671、683、680、680S、681N
、685R、277、380、381、410、430、432、860、863、865、867、900、900GT、938、950な
どが挙げられる（いずれも商品名）。
【００４８】
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　これらのポリマーラテックスは単独で用いてもよいし、必要に応じて２種以上ブレンド
して用いてもよい。
　受容層においては、塩化ビニルをモノマー単位として含む共重合体ラテックスは層中の
全固形分に占める比率で５０％以上であることが好ましい。
【００４９】
　本発明では、受容層を水系の塗工液を塗布後乾燥して調製することが好ましい。ただし
、ここで言う「水系」とは塗工液の溶媒（分散媒）の６０質量％以上が水であることをい
う。塗工液の水以外の成分としてはメチルアルコール、エチルアルコール、イソプロピル
アルコール、メチルセロソルブ、エチルセロソルブ、ジメチルホルムアミド、酢酸エチル
、ジアセトンアルコール、フルフリルアルコール、ベンジルアルコール、ジエチレングリ
コールモノエチルエーテル、オキシエチルフェニルエーテルなどの水混和性の有機溶媒を
用いることができる。
【００５０】
　ポリマーラテックスの最低造膜温度（ＭＦＴ）は、通常－３０℃～９０℃、好ましくは
０℃～７０℃程度である。最低造膜温度をコントロールするために、造膜助剤を添加して
もよい。造膜助剤は一時可塑剤ともよばれポリマーラテックスの最低造膜温度を低下させ
る有機化合物(通常有機溶剤)で、例えば室井宗一著，「合成ラテックスの化学」，高分子
刊行会発行（１９７０年）に記載されている。好ましい造膜助剤として以下の化合物を挙
げることができるが、本発明で用いることができる造膜助剤は以下の具体例に限定される
ものではない。
　Ｚ－１：ベンジルアルコール
　Ｚ－２：２，２，４－トリメチルペンタンジオール－１，３－モノイソブチレート
　Ｚ－３：２－ジメチルアミノエタノール
　Ｚ－４：ジエチレングルコール
【００５１】
　本発明では、上記のポリマーラテックスを、他のポリマーラテックスと併用（ブレンド
）してもよい。このようなポリマーラテックスの好ましい例としては、ポリ乳酸エステル
類、ポリウレタン類、ポリカーボネート類、ポリエステル類、ポリアセタール類、ＳＢＲ
類を挙げることができ、この中でも、ポリエステル類、ポリカーボネート類を挙げること
ができる。
【００５２】
　さらに、本発明に用いられる上記のポリマーラテックスは、上記のポリマーラテックス
とともにいかなるポリマーを併用してもよい。併用することのできるポリマーとしては、
透明または半透明で、無色であることが好ましく、天然樹脂やポリマーおよびコポリマー
、合成樹脂やポリマーおよびコポリマー、その他フィルムを形成する媒体、例えば、ゼラ
チン類、ポリビニルアルコール類、ヒドロキシエチルセルロース類、セルロースアセテー
ト類、セルロースアセテートブチレート類、ポリビニルピロリドン類、カゼイン、デンプ
ン、ポリアクリル酸類、ポリメチルメタクリル酸類、ポリ塩化ビニル類、ポリメタクリル
酸類、スチレン－無水マレイン酸共重合体類、スチレン－アクリロニトリル共重合体類、
スチレン－ブタジエン共重合体類、ポリビニルアセタール類（例えば、ポリビニルホルマ
ールおよびポリビニルブチラール）、ポリエステル類、ポリウレタン類、フェノキシ樹脂
、ポリ塩化ビニリデン類、ポリエポキシド類、ポリカーボネート類、ポリ酢酸ビニル類、
ポリオレフィン類、ポリアミド類が挙げられる。バインダーは、水または有機溶媒、また
はエマルションから被覆形成してもよい。
【００５３】
　本発明に用いられるバインダーは、加工脆性と画像保存性の点でガラス転移温度（Ｔｇ
）が－３０℃～７０℃の範囲のものが好ましく、より好ましくは－１０℃～５０℃の範囲
、さらに好ましくは０℃～４０℃の範囲である。バインダーとして２種以上のポリマーを
ブレンドして用いることも可能で、この場合、組成分を考慮し加重平均したＴｇが上記の
範囲に入ることが好ましい。また、相分離した場合やコア－シェル構造を有する場合には
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加重平均したＴｇが上記の範囲に入ることが好ましい。
【００５４】
　このガラス転移温度（Ｔｇ）は下記式で計算することができる。
　　　　　　　1／Tg＝Σ(Xi／Tgi)
　ここでは、ポリマーはｉ＝１からｎまでのｎ個のモノマー成分が共重合しているとする
。Xiはi番目のモノマーの質量分率（ΣXi=1）、Tgiはi番目のモノマーの単独重合体のガ
ラス転移温度（絶対温度）である。ただしΣはｉ＝１からｎまでの和をとる。なお、各モ
ノマーの単独重合体ガラス転移温度の値（Tgi）は「Polymer　Handbook(3rd　Edition)」
(J.Brandrup，E.H.Immergut著(Wiley-Interscience、1989))の値を採用できる。
【００５５】
　本発明において、バインダーに用いられるポリマーは、溶液重合法、懸濁重合法、乳化
重合法、分散重合法、アニオン重合法、カチオン重合等により容易に得ることができるが
、ラテックスとして得られる乳化重合法が最も好ましい。また、ポリマーを溶液中で調製
し、中和するか乳化剤を添加後に水を加え、強制的に撹拌により水分散体を調製する方法
も好ましい。乳化重合法は、例えば、水、或いは、水と水に混和し得る有機溶媒（例えば
メタノール、エタノール、アセトン等）との混合溶媒を分散媒とし、分散媒に対して５～
１５０質量％のモノマー混合物と、モノマー総量に対して乳化剤と重合開始剤を用い、通
常３０～１００℃程度、好ましくは６０～９０℃で、通常３～２４時間、攪拌下重合させ
ることにより行われる。分散媒、モノマー濃度、開始剤量、乳化剤量、分散剤量、反応温
度、モノマー添加方法等の諸条件は、使用するモノマーの種類を考慮し、適宜設定される
。また、必要に応じて分散剤を用いることが好ましい。
【００５６】
　本発明に用いられるポリマーラテックスは、その塗工液における溶媒として、水系溶媒
を用いることができるが、水混和性の有機溶媒を併用してもよい。水混和性の有機溶媒と
しては、例えば、メチルアルコール、エチルアルコール、プロピルアルコール等のアルコ
ール系、メチルセロソルブ、エチルセロソルブ、ブチルセロソルブ等のセロソルブ系、酢
酸エチル、ジメチルホルミアミド等を挙げることができる。これら有機溶媒の添加量は、
好ましくは溶媒の５０質量％以下、より好ましくは３０質量％以下である。
【００５７】
　また、本発明に用いられるポリマーラテックスは、ポリマー濃度がラテックス液に対し
て１０～７０質量％であることが好ましく、さらに２０～６０質量％、特に３０～５５質
量％であることが好ましい。
　なお、本発明に用いられる受像シートにおけるポリマーラテックスは、塗布後に溶媒の
一部を乾燥させることにより形成されるゲルまたは乾燥皮膜の状態を含む。
【００５８】
［乳化分散物］
　本発明においては、受容層中に乳化分散物（乳化物）を含有することが好ましい。特に
ポリマーラテックスを使用する場合に好ましい。
　ここで、「乳化」とは、一般的に用いられる定義に従うものである。例えば、化学大辞
典(共立出版株式会社)によれば「乳化」とは「ある液体の中にこれと溶け合わない別の液
体が細粒として分散し、エマルジョンを生成する現象」としている。また、「乳化分散物
」とは「液体の小滴であって、それを溶かさない他の液体中に分散したもの」をいう。本
発明において、好ましい「乳化分散物」は「水中に分散した油滴分散物」である。本発明
に用いられる受像シートにおいて乳化分散物の含有量は、受像シート中に０．０３ｇ／ｍ
2～２５．０ｇ／ｍ2含まれることが好ましく、１．０ｇ／ｍ2～２０．０ｇ／ｍ2含まれる
ことがより好ましい。
【００５９】
　本発明において、乳化分散物の油溶分に高沸点溶媒を含むことが好ましい。好ましい高
沸点溶媒としては、フタル酸エステル類（フタル酸ジブチル、フタル酸ジオクチル、フタ
ル酸ジ－２－エチルヘキシル等）、リン酸またはホスホン酸エステル類（リン酸トリフェ
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ニル、リン酸トリクレジル、リン酸トリ－２－エチルヘキシル等）、脂肪酸エステル類（
コハク酸ジ－２－エチルヘキシル、クエン酸トリブチル等）、安息香酸エステル類（安息
香酸２－エチルヘキシル、安息香酸ドデシル等）、アミド類（Ｎ，Ｎ－ジエチルドデカン
アミド、Ｎ，Ｎ－ジメチルオレインアミド等）、アルコールまたはフェノール類（イソス
テアリルアルコール、２，４－ジ－ｔｅｒｔ－アミルフェノール等）、アニリン類（Ｎ，
Ｎ－ジブチル－２－ブトキシ－５－ｔｅｒｔ－オクチルアニリン等）、塩素化パラフィン
類、炭化水素類（ドデシルベンゼン、ジイソプロピルナフタレン等）、カルボン酸類（２
－（２，４－ジ－ｔｅｒｔ－アミルフェノキシ）酪酸等が挙げられる。高沸点溶媒として
さらに好ましくは、リン酸またはホスホン酸エステル類（リン酸トリフェニル、リン酸ト
リクレジル、リン酸トリ－２－エチルヘキシル等）である。また、補助溶媒として沸点が
３０℃以上１６０℃以下の有機溶媒（酢酸エチル、酢酸ブチル、メチルエチルケトン、シ
クロヘキサノン、メチルセロソルブアセテート、ジメチルホルムアミド等）を併用しても
よい。高沸点溶媒は、乳化分散物中に、３．０～２５質量％含まれることが好ましく、５
．０～２０質量％含まれることがさらに好ましい。
　さらに該乳化分散物中に画像堅牢化剤、紫外線吸収剤を含有することが好ましい。これ
らの化合物としては、特開２００４－３６１９３６号公報に記載の一般式（Ｂ）、（Ｐｈ
）、（Ｅ－１）～（Ｅ－３）、（ＴＳ－Ｉ）～（ＴＳ－VII）、（ＴＳ－VIIIＡ）、（Ｕ
Ａ）～（ＵＥ）のいずれかで表される化合物が好ましい。また水不溶かつ有機溶媒可溶性
の単独もしくは共重合体（特開２００４－３６１９３６号公報の段落番号０２０８～０２
３４に記載化合物が好ましい）を含有してもよい。
【００６０】
［可塑剤］
　受容層の感度を良くするため、可塑剤（高沸点有機溶剤）を添加することもできる。こ
のような可塑剤としては、フタル酸エステル、リン酸エステル、アジピン酸エステル、セ
バシン酸エステルなどのモノメリック型の可塑剤、アジピン酸、セバシン酸などとプロピ
レングリコールなどが重合したポリエステル型可塑剤など、一般的に塩化ビニル樹脂用の
可塑剤として用いることのできるものが挙げられる。先に挙げた可塑剤は一般に低分子量
であるが、他に塩化ビニルの高分子可塑剤として使用されるオレフィン系特殊共重合樹脂
も使用することができる。このような用途に用いられる樹脂として、エルバロイ７４１、
エルバロイ７４２、エルバロイＨＰ４４３、エルバロイＨＰ５５３、エルバロイＥＰ４０
１５、エルバロイＥＰ４０４３、エルバロイＥＰ４０５１（いずれも商品名、三井・デュ
ポンポリケミカル(株)製）などで市販されているものを使用することができる。このよう
な可塑剤は、樹脂に対し１００質量％程度添加することもできるが、印画物のにじみ等の
点でその使用量は３０質量％以下であるのが好ましい。なお、ポリマーラテックスを使用
する場合は、前述のように乳化分散物としてこれらの可塑剤を使用することが好ましい。
【００６１】
　受容層は、溶剤塗布によらずに、上記ポリマー樹脂の溶融物を押し出しコーティングす
ることによってキャストすることができる。この押し出しコーティングの技術はエンサイ
クロピィーディア・オブ・ポリマー・サイエンス・アンド・テクニークス(Encyclopedia
　of　Polymer　Science　and　Engineering)，第３巻（John　Wiley，New　York），１
９８５年，５６３頁や、第６巻，１９８６年，６０８頁に記載されている。特開平７－１
７９０７５号公報にも感熱色素転写材用に関する技術が開示されており、本技術も好適に
使用することができる。ポリマー樹脂としては、シクロヘキサンジカルボキシレートとエ
チレングリコール／ビスフェノールＡ－ジエタノールの５０／５０モル％混合物（ＣＯＰ
ＯＬ；登録商標）とを縮合して得られたコポリマーが特に好ましい。
【００６２】
［離型剤］
　感熱転写受像シートの受像面に充分な剥離性能がない場合には、画像形成時にサーマル
ヘッドによる熱によって感熱転写シートと感熱転写受像シート（受像シート）が融着し、
剥離時に大きな剥離音が発生したり、また、染料層が層ごと転写されたり、受容層が基材
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から剥離するいわゆる異状転写の問題が発生する。上記のような剥離性の問題を解決する
方法としては、各種離型剤を受容層中に内添する方法、若しくは、受容層の上に別途離型
層を設ける方法が知られている。本発明では、画像印画時の感熱転写シートと受像シート
との離型性をより確実に確保するために、離型剤を受容層に使用することが好ましい。
　離型剤としては、例えば、ポリエチレンワックス、アミドワックス、テフロンパウダー
（テフロン：登録商標）等の固形ワックス類；シリコーンオイル、リン酸エステル系化合
物、フッ素系界面活性剤、シリコーン系界面活性剤およびその他当該技術分野で公知の離
型剤を使用することができ、フッ素系界面活性剤等に代表されるフッ素系化合物、シリコ
ーン系界面活性剤、シリコーンオイルおよび／またはその硬化物等のシリコーン系化合物
が好ましく用いられる。
【００６３】
　シリコーンオイルとしては、ストレートシリコーンオイル、および変性シリコーンオイ
ルやその硬化物が使用できる。ストレートシリコーンオイルには、ジメチルシリコーンオ
イル、メチルフェニルシリコーンオイル、メチルハイドロジェンシリコーンオイルがあり
、ジメチルシリコーンオイルとしては、ＫＦ９６－１０、ＫＦ９６－１００、ＫＦ９６－
１０００、ＫＦ９６Ｈ－１００００、ＫＦ９６Ｈ－１２５００、ＫＦ９６Ｈ－１００００
０（いずれも商品名、信越化学工業(株)製）等を挙げられ、ジメチルシリコーンオイルと
しては、ＫＦ５０－１００、ＫＦ５４、ＫＦ５６（いずれも商品名、信越化学工業(株)製
）等が挙げられる。
【００６４】
　変性シリコーンオイルは、反応性シリコーンオイルと非反応性シリコーンオイルに分類
できる。反応性シリコーンオイルには、アミノ変性、エポキシ変性、カルボキシル変性、
ヒドロキシ変性、メタクリル変性、メルカプト変性、フェノール変性、片末端反応性・異
種官能基変性がある。アミノ変性シリコーンオイルとしては、ＫＦ－３９３、ＫＦ－８５
７、ＫＦ－８５８、Ｘ－２２－３６８０、Ｘ－２２－３８０１Ｃ、ＫＦ－８０１０、Ｘ－
２２－１６１Ａ、ＫＦ－８０１２（いずれも商品名、信越化学工業(株)製）等が挙げられ
、エポキシ変性シリコーンオイルとしては、ＫＦ－１００Ｔ、ＫＦ－１０１、ＫＦ－６０
－１６４、ＫＦ－１０３、Ｘ－２２－３４３、Ｘ－２２－３０００Ｔ（いずれも商品名、
信越化学工業(株)製）等が挙げられる。カルボキシル変性シリコーンオイルとしては、Ｘ
－２２－１６２Ｃ（商品名、信越化学工業(株)製）等が挙げられ、ヒドロキシ変性シリコ
ーンオイルとしては、Ｘ－２２－１６０ＡＳ、ＫＦ－６００１、ＫＦ－６００２、ＫＦ－
６００３、Ｘ－２２－１７０ＤＸ、Ｘ－２２－１７６ＤＸ、Ｘ－２２－１７６Ｄ、Ｘ－２
２－１７６ＤＦ（いずれも商品名、信越化学工業(株)製）等が挙げられ、メタクリル変性
シリコーンオイルとしては、Ｘ－２２－１６４Ａ、Ｘ－２２－１６４Ｃ、Ｘ－２４－８２
０１、Ｘ－２２－１７４Ｄ、Ｘ－２２－２４２６（いずれも商品名、信越化学工業(株)製
）等が挙げられる。
【００６５】
　反応性シリコーンオイルとしては、硬化させて使用することもでき、反応硬化型、光硬
化型、触媒硬化型等に分類できる。このなかで反応硬化型のシリコーンオイルが特に好ま
しく、反応硬化型シリコーンオイルとしては、アミノ変性シリコーンオイルとエポキシ変
性シリコーンオイルとを反応硬化させたものが好ましい。また、触媒硬化型あるいは光硬
化型シリコーンオイルとしては、ＫＳ－７０５Ｆ－ＰＳ、ＫＳ－７０５Ｆ－ＰＳ－１、Ｋ
Ｓ－７７０－ＰＬ－３〔触媒硬化型シリコーンオイル：いずれも商品名、信越化学工業(
株)製〕、ＫＳ－７２０、ＫＳ－７７４－ＰＬ－３〔光硬化型シリコーンオイル：いずれ
も商品名、信越化学工業(株)製〕等が挙げられる。これら硬化型シリコーンオイルの添加
量は受容層を構成する樹脂の０．５～３０質量％が好ましい。離型剤は、ポリエステル樹
脂１００質量部に対して通常２～４質量％、好ましくは２～３質量％程度使用する。その
量が少なすぎると、離型性を確実に確保することができず、また多すぎると保護層が受像
シートに転写しなくなってしまう。
【００６６】
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　非反応性シリコーンオイルとしては、ポリエーテル変性、メチルスチリル変性、アルキ
ル変性、高級脂肪酸エステル変性、親水性特殊変性、高級アルコキシ変性、フッ素変性等
がある。ポリエーテル変性シリコーン（ＫＦ－６０１２、商品名、信越化学工業(株)製）
が挙げられ、メチルスチル変性シリコーンシリコーンオイルとしては、（２４－５１０、
商品名、信越化学工業(株)製）等が挙げられる。また、下記一般式１～３のいずれかで表
される変性シリコーンも使用することができる。
【００６７】
【化１】

【００６８】
　一般式１中、Ｒは水素原子、またはアリール基若しくはシクロアルキル基で置換されて
もよい直鎖または分岐のアルキル基を表す。ｍ、ｎはそれぞれ独立に２０００以下の整数
を表し、ａ、ｂはそれぞれ独立に３０以下の整数を表す。
【００６９】
　一般式２中、Ｒは水素原子、またはアリール基若しくはシクロアルキル基で置換されて
もよい直鎖または分岐のアルキル基を表す。ｍは２０００以下の整数を表し、ａ、ｂはそ
れぞれ独立に３０以下の整数を表す。
【００７０】
　一般式３中、Ｒは水素原子、またはアリール基若しくはシクロアルキル基で置換されて
もよい直鎖または分岐のアルキル基を表す。ｍ、ｎはそれぞれ独立に２０００以下の整数
を表し、ａ、ｂはそれぞれ独立に３０以下の整数を表す。Ｒ1は単結合または２価の連結
基を表し、Ｅはエチレン基または置換エチレン基を表し、Ｐはプロピレン基または置換プ
ロピレン基を表す。
【００７１】
　上記のようなシリコーンオイルは「シリコーンハンドブック」（日刊工業新聞社刊）に
記載されており、硬化型シリコーンオイルの硬化技術として、特開平８－１０８６３６号
公報や特開２００２－２６４５４３号公報に記載の技術が好ましく使用できる。
　なお、単色印画のハイライト部で染料バインダーが受容層に取られる異状転写を起こす
ことがある。また、従来、付加重合型シリコーンは、触媒の存在下で硬化反応を進行させ
るのが一般的であり、硬化触媒としては、鉄族、白金族の第８族遷移金属錯体のほとんど
全てが有効であることが知られているが、一般には白金化合物が最も効率がよく、通常は
シリコーンオイルに可溶の白金錯体である白金触媒が好ましく使用される。反応に必要な
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添加量としては、１～１００ｐｐｍ程度で充分である。
【００７２】
　この白金触媒は、Ｎ、Ｐ、Ｓ等を含む有機化合物、Ｓｎ、Ｐｂ、Ｈｇ、Ｂｉ、Ａｓ等の
重金属イオン性化合物、アセチレン基等、多重結合を含む有機化合物と強い相互作用を持
つため、上記化合物（触媒毒）と共に使用すると、触媒としてのヒドロシリル化能力を失
ってしまい、硬化触媒としての機能を果たさなくなるため、シリコーンの硬化不良を起こ
すという欠点を持っている（「シリコーンハンドブック」日刊工業新聞社）。よって、こ
のような硬化不良の付加重合型シリコーンでは、受容層において使用しても、全く剥離性
能を発揮しない。活性水素と反応する硬化剤として、イソシアネート化合物を使用するこ
とが考えられるが、このイソシアネート化合物や、その触媒である有機錫化合物は、白金
触媒の触媒毒にあたる。従って、従来においては、付加重合型シリコーンは、イソシネー
ト化合物と併用されることがなく、よって、イソシアネート化合物で硬化することにより
剥離性能を発揮する活性水素を有する変性シリコーンと併用されることはなかった。
【００７３】
　しかしながら、１）活性水素と反応する硬化剤の反応基当量と、熱可塑性樹脂および活
性水素を有する変性シリコーン両方の反応基当量との比を１：１～１０：１とし、２）付
加重合型シリコーンに対する白金触媒量を、白金触媒の白金原子として１００～１０００
０ｐｐｍとすることにより、付加重合型シリコーンの硬化疎外を防止することができる。
上記１）の活性水素と反応する硬化剤の反応基当量が１以下の場合には、活性水素を有す
るシリコーンと、熱可塑性樹脂の活性水素との硬化量が小さく、良好な剥離性能が得られ
ない。逆に、当量比が１０以上の場合には、受容層塗工液のインクの使用可能時間が短く
実質上使用できない。また、２）の白金触媒量が、１００ｐｐｍ以下の場合には、触媒毒
で活性が失われ、１００００ｐｐｍ以上の場合には、受容層塗工液のインク使用可能時間
が短く使用できないものとなる。
【００７４】
　受容層の塗布量は、０．５～１０ｇ／ｍ2（固形分換算、以下本発明における塗布量は
特に断りのない限り、固形分換算の数値である。）が好ましい。
【００７５】
＜離型層＞
　硬化変性シリコーンオイルは、受容層に添加しなくても、受容層の上に形成される離型
層に添加してもよい。この場合は、受容層として、上述した様な熱可塑性樹脂を一種類以
上使用して形成してもよく、またシリコーンを添加した受容層を使用してもよい。この離
型層は、硬化型変性シリコーンを含有してなるが、使用するシリコーンの種類や使用方法
は、受容層に使用する場合と同様である。また、触媒や遅延剤を使用する場合も、受容層
中に添加するのと同様である。離型層は、シリコーンのみにより形成してもよいし、バイ
ンダー樹脂として、相溶性のよい樹脂と混合して使用してもよい。この離型層の厚みは、
０．００１～１ｇ／ｍ2程度である。
【００７６】
　フッ素系界面活性剤としては、Ｆｌｕｏｒａｄ　ＦＣ－４３０、ＦＣ－４３１（いずれ
も商品名、３Ｍ社製）が挙げられる。
【００７７】
＜断熱層＞
　断熱層は、サーマルヘッド等を用いた加熱転写時における熱から支持体を保護する役割
を果たす。また、高いクッション性を有するので、基材として紙を用いた場合であっても
、印刷感度の高い熱転写受像シートを得ることができる。断熱層は１層でも２層以上でも
良い。断熱層は、受容層より支持体側に設けられる。
【００７８】
　本発明に用いられる受像シートにおいて、断熱層は中空ポリマーを含有する。
　本発明における中空ポリマーとは粒子内部に独立した気孔を有するポリマー粒子であり
、例えば、［１］ポリスチレン、アクリル樹脂、スチレン－アクリル樹脂等により形成さ
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れた隔壁内部に水などの分散媒が入っており、塗布乾燥後、粒子内の分散媒が粒子外に蒸
発して粒子内部が中空となる非発泡型の中空粒子、［２］ブタン、ペンタンなどの低沸点
液体を、ポリ塩化ビニリデン、ポリアクリロニトリル、ポリアクリル酸、ポリアクリル酸
エステルのいずれか又はそれらの混合物もしくは重合物よりなる樹脂で覆っており、塗工
後、加熱により粒子内部の低沸点液体が膨張することにより内部が中空となる発泡型マイ
クロバルーン、［３］上記の［２］をあらかじめ加熱発泡させて中空ポリマーとしたマイ
クロバルーンなどが挙げられる。
【００７９】
　これらの中空ポリマーの粒子サイズは０．１～２０μｍが好ましく、０．１～２μｍが
より好ましく、０．１～１μｍが更に好ましく、０.２～０.８μｍが特に好ましい。サイ
ズが小さすぎると、中空率が下がる傾向があり望まれる断熱性が得られなくなり、サイズ
が大きすぎると、断熱層の膜厚に対して中空ポリマーの粒子径が大きすぎて平滑な面が得
られにくくなり、粗大粒子に起因する塗布故障が発生しやすくなるためである。
　中空ポリマーの中空率は、２０～７０％程度のものが好ましく、２０～５０％のものが
より好ましい。これは、中空率が２０％未満になると十分な断熱性が得られなくなり、中
空率が過剰に高くなると、粒子サイズが好ましい範囲では不完全な中空粒子の比率が増え
て、十分な膜強度が得られなくなるからである。
　本発明での中空ポリマーの中空率とは、中空粒子の透過顕微鏡写真により撮影される透
過画像において、下式（ａ）で算出される値Ｐである。
【００８０】
【数１】

【００８１】
　上記式（ａ）において、Ｒａｉは特定の粒子ｉの画像を構成する２つの輪郭のうち、内
側輪郭（中空部輪郭を示す）の円相当換算直径を表し、Ｒｂｉは特定の粒子ｉの画像を構
成する２つの輪郭のうち、外側輪郭（粒子外形を示す）の円相当換算直径を表し、ｎは測
定粒子個数を表し、ｎ≧３００である
【００８２】
　中空ポリマーのガラス転移温度（Ｔｇ）は７０℃以上であることが好ましく、１００℃
以上であることがより好ましい。中空ポリマーは必要に応じて２種以上混合して使用する
ことができる。
【００８３】
　このような中空ポリマーは市販されており、前記［１］の具体例としてはローアンドハ
ース社製ローペイク１０５５、大日本インキ社製ボンコートＰＰ－１０００、ＪＳＲ社製
ＳＸ８６６（Ｂ）、日本ゼオン社製ニッポールＭＨ５０５５（いずれも商品名）などが挙
げられる。前記［２］の具体例としては松本油脂製薬社製のＦ－３０、Ｆ－５０（いずれ
も商品名）などが挙げられる。前記［３］の具体例としては松本油脂製薬社製のＦ－３０
Ｅ、日本フェライト社製エクスパンセル４６１ＤＥ、５５１ＤＥ、５５１ＤＥ２０（いず
れも商品名）が挙げられる。これらの中で、前記［１］の系列の中空ポリマーがより好ま
しく使用できる。
【００８４】
　中空ポリマーを含む断熱層中にはバインダー樹脂として水分散型樹脂または水溶解型樹
脂をバインダーとして含有することが好ましい。本発明で使用されるバインダー樹脂とし
ては、アクリル樹脂、スチレン－アクリル共重合体、ポリスチレン樹脂、ポリビニルアル
コール樹脂、酢酸ビニル樹脂、エチレン－酢酸ビニル共重合体、塩化ビニル酢酸ビニル共
重合体、スチレンーブタジエン共重合体、ポリ塩化ビニリデン樹脂、セルロース誘導体、
カゼイン、デンプン、ゼラチンなどの公知の樹脂を用いることができる。本発明において
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はゼラチンを用いることが特に好ましい。またこれらの樹脂は単独又は混合して用いるこ
とができる。
【００８５】
　断熱層における中空ポリマーの固形分含有量は、バインダー樹脂の固形分含有量を１０
０質量部としたとき５～２０００質量部の間であることが好ましく、５～１０００質量部
の間であることがより好ましく、５～４００質量部の間であることが更に好ましい。また
、中空ポリマーの固形分の塗工液に対して占める質量比は、１～７０質量％が好ましく、
１０～４０質量％がより好ましい。中空ポリマーの比率が少なすぎると十分な断熱性をえ
ることができず、中空ポリマーの比率が多すぎると中空ポリマー同士の結着力が低下し、
十分な膜強度が得られず、耐擦過性が悪化する。
【００８６】
　本発明に用いられる受像シートは、断熱層に、中空ポリマー以外に、有機溶剤に耐性の
無い樹脂を含まない。有機溶剤に耐性の無い樹脂（色素染着性樹脂）を断熱層に含むと、
画像転写後の画像にじみが増大するため好ましくない。これは、断熱層に色素染着性樹脂
および中空ポリマーが存在することで、転写後、受容層に染着した色素が、経時で、隣接
した断熱層を介して色素の移動が起こるためであると考えられる。
　ここで、「有機溶剤に耐性の無い」とは、有機溶剤（メチルエチルケトン、酢酸エチル
、ベンゼン、トルエン、キシレンなど）への溶解度が１質量％以下、好ましくは０．５質
量％以下であることをいう。例えば前記ポリマーラテックスは、「有機溶剤に耐性の無い
樹脂」に含まれる。
【００８７】
　中空ポリマーを含む断熱層の厚みは５～５０μｍであることが好ましく、５～４０μｍ
であることがより好ましい。
【００８８】
　中空ポリマーを含む断熱層の厚みと、中空ポリマーを含む断熱層の固形塗布量から算出
される断熱層の空隙率は、１０～７０％が好ましく、１５～６０％が更に好ましい。断熱
層の空隙率が１０％未満だと十分な断熱性が得られず、７０％以上だと中空ポリマー同士
の結着力が低下し十分な膜強度が得られず、耐擦過性が悪化する。
　本発明において断熱層の空隙率、下式（ｂ）にて算出される値Ｖである。
【００８９】
【数２】

【００９０】
　上記式（ｂ）において、Ｌは断熱層の膜厚を示し、ｇｉは断熱層を構成する特定の素材
ｉの固形塗布量をしめし、ｄｉは特定の素材ｉの比重を示す。ここで、ｄｉが中空ポリマ
ーの比重を示すとき、ｄｉは中空ポリマーの壁材の比重を示す。
【００９１】
＜下地層＞
　受容層と断熱層との間には下地層が形成されていてもよく、例えば白地調整層、帯電調
節層、接着層、プライマー層が形成される。これらの層については、例えば特許第３５８
５５９９号公報、特許第２９２５２４４号公報などに記載されたものと同様の構成とする
ことができる。
【００９２】
（カール調整層）
　支持体がそのまま露出していると環境中の湿度・温度により感熱転写受像シートがカー
ルしてしまうことがあるため、支持体の裏面側にカール調整層を形成することが好ましい
。カール調整層は、受像シートのカールを防止するだけでなく防水の役割も果たす。カー
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ル調整層には、ポリエチレンラミネートやポリプロピレンラミネート等が用いられる。具
体的には、例えば特開昭６１－１１０１３５号公報、特開平６－２０２２９５号公報など
に記載されたものと同様にして形成することができる。
【００９３】
＜支持体＞
　本発明では、支持体として耐水性支持体が用いられる。耐水性支持体を用いることで支
持体中に水分が吸収されるのを防止して、受容層の経時による性能変化を防止することが
できる。耐水性支持体としては例えばコート紙やラミネート紙を用いることができる。
【００９４】
－コート紙－
　前記コート紙は、原紙等のシートに、各種の樹脂、ゴムラテックス又は高分子材料を片
面又は両面に塗工した紙であり、用途に応じて、塗工量が異なる。このようなコート紙と
しては、例えば、アート紙、キャストコート紙、ヤンキー紙等が挙げられる。
【００９５】
　前記原紙等の表面に塗工する樹脂としては、熱可塑性樹脂を使用することが適当である
。このような熱可塑性樹脂としては、例えば、以下の（イ）～（チ）の熱可塑性樹脂を例
示することができる。
【００９６】
（イ）ポリエチレン樹脂、ポリプロピレン樹脂等のポリオレフィン樹脂や、エチレンやプ
ロピレン等のオレフィンと、他のビニルモノマーとの共重合体樹脂や、アクリル樹脂等が
挙げられる。
（ロ）エステル結合を有する熱可塑性樹脂である。例えば、ジカルボン酸成分（これらの
ジカルボン酸成分にはスルホン酸基、カルボキシル基等が置換していてもよい）と、アル
コール成分（これらのアルコール成分には水酸基などが置換されていてもよい）との縮合
により得られるポリエステル樹脂、ポリメチルメタクリレート、ポリブチルメタクリレー
ト、ポリメチルアクリレート、ポリブチルアクリレート等のポリアクリル酸エステル樹脂
又はポリメタクリル酸エステル樹脂、ポリカーボネート樹脂、ポリ酢酸ビニル樹脂、スチ
レンアクリレート樹脂、スチレン－メタクリル酸エステル共重合体樹脂、ビニルトルエン
アクリレート樹脂等が挙げられる。
　具体的には、特開昭５９－１０１３９５号公報、同６３－７９７１号公報、同６３－７
９７２号公報、同６３－７９７３号公報、同６０－２９４８６２号公報などに記載のもの
を挙げることができる。
　また、市販品としては、東洋紡(株)製のバイロン２９０、バイロン２００、バイロン２
８０、バイロン３００、バイロン１０３、バイロンＧＫ－１４０、バイロンＧＫ－１３０
；花王(株)製のタフトンＮＥ－３８２、タフトンＵ－５、ＡＴＲ－２００９、ＡＴＲ－２
０１０；ユニチカ(株)製のエリーテルＵＥ３５００、ＵＥ３２１０、ＸＡ－８１５３、Ｋ
ＺＡ－７０４９、ＫＺＡ－１４４９；日本合成化学(株)製のポリエスターＴＰ－２２０、
Ｒ－１８８；星光化学工業(株)製のハイロスシリーズの各種熱可塑性樹脂（いずれも商品
名）等が挙げられる。
【００９７】
（ハ）ポリウレタン樹脂等が挙げられる。
（ニ）ポリアミド樹脂、尿素樹脂等が挙げられる。
（ホ）ポリスルホン樹脂等が挙げられる。
（ヘ）ポリ塩化ビニル樹脂、ポリ塩化ビニリデン樹脂、塩化ビニル－酢酸ビニル共重合体
樹脂、塩化ビニル－プロピオン酸ビニル共重合体樹脂等が挙げられる。
（ト）ポリビニルブチラール等の、ポリオール樹脂、エチルセルロース樹脂、酢酸セルロ
ース樹脂等のセルロース樹脂等が挙げられる。
（チ）ポリカプロラクトン樹脂、スチレン－無水マレイン酸樹脂、ポリアクリロニトリル
樹脂、ポリエーテル樹脂、エポキシ樹脂、フェノール樹脂等が挙げられる。
　なお、前記熱可塑性樹脂は、１種単独で使用してもよく、２種以上を併用してもよい。
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【００９８】
　また、前記熱可塑性樹脂には、増白剤、導電剤、填料、酸化チタン、群青、カーボンブ
ラック等の顔料や染料等を必要に応じて含有させておくことができる。
【００９９】
－ラミネート紙－
　前記ラミネート紙は、原紙等のシートに、各種の樹脂、ゴム又は高分子シート又はフィ
ルム等をラミネートした紙である。前記ラミネート材料としては、例えば、ポリオレフィ
ン、ポリ塩化ビニル、ポリエチレンテレフタレート、ポリスチレン、ポリメタクリレート
、ポリカーボネート、ポリイミド、トリアセチルセルロース等が挙げられる。これらの樹
脂は、１種単独で使用してもよく、２種以上を併用してもよい。
【０１００】
　前記ポリオレフィンは、一般に低密度ポリエチレンを用いて形成することが多いが、支
持体の耐熱性を向上させるために、ポリプロピレン、ポリプロピレンとポリエチレンとの
ブレンド、高密度ポリエチレン、高密度ポリエチレンと低密度ポリエチレンとのブレンド
等を用いるのが好ましい。特に、コストや、ラミネート適性等の点から、高密度ポリエチ
レンと低密度ポリエチレンとのブレンドを用いるのが最も好ましい。
【０１０１】
　前記高密度ポリエチレンと、前記低密度ポリエチレンとのブレンドは、例えば、ブレン
ド比率（質量比）１／９～９／１で用いられる。該ブレンド比率としては、２／８～８／
２が好ましく、３／７～７／３がより好ましい。該支持体の両面に熱可塑性樹脂層を形成
する場合、支持体の裏面は、例えば、高密度ポリエチレン、或いは高密度ポリエチレンと
低密度ポリエチレンとのブレンドを用いて形成されるのが好ましい。ポリエチレンの分子
量としては、特に制限はないが、メルトインデックスが、高密度ポリエチレン及び低密度
ポリエチレンのいずれについても、１．０～４０ｇ／１０分の間のものであって、押出し
適性を有するものが好ましい。
　なお、これらのシート又はフィルムには、白色反射性を与える処理を行ってもよい。こ
のような処理方法としては、例えば、これらのシート又はフィルム中に酸化チタンなどの
顔料を配合する方法が挙げられる。
【０１０２】
　前記支持体の厚みとしては、２５μｍ～３００μｍが好ましく、５０μｍ～２６０μｍ
がより好ましく、７５μｍ～２２０μｍが更に好ましい。該支持体の剛度としては、種々
のものがその目的に応じて使用することが可能であり、写真画質の電子写真用受像シート
用の支持体としては、カラー銀塩写真用の支持体に近いものが好ましい。
【０１０３】
　感熱転写受像シートの受容層と反対側の最外面は、プリンター内での引っかかりを抑制
するために、前記の構成とすることが必要である。
【０１０４】
　以下、本発明の画像形成方法に用いられる感熱転写受像シートの製造方法について説明
する。
　本発明の画像形成方法に用いられる感熱転写受像シートは、少なくとも１層の受容層、
中間層および断熱層を支持体上に同時重層塗布することで形成することができる。
　支持体上に複数の機能の異なる複数の層（気泡層、断熱層、中間層、受容層など）から
なる多層構成の受像シートを製造する場合、特開２００４－１０６２８３号、同２００４
－１８１８８８号、同２００４－３４５２６７号等の各公報に示されている如く各層を順
次塗り重ねていくか、あらかじめ各層を支持体上に塗布したものを張り合わせることによ
り製造することが知られている。一方、写真業界では例えば複数の層を同時に重層塗布す
ることにより生産性を大幅に向上させることが知られている。例えば特開米国特許第２，
７６１，７９１号、同第２，６８１，２３４号、同第３，５０８，９４７号、同第４，４
５７，２５６号、同第３，９９３，０１９号、特開昭６３－５４９７５号、特開昭６１－
２７８８４８号、同５５－８６５５７号、同５２－３１７２７号、同５５－１４２５６５
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号、同５０－４３１４０号、同６３－８０８７２号、同５４－５４０２０号、特開平５－
１０４０６１号、同５－１２７３０５号、特公昭４９－７０５０号の公報または明細書や
Edgar　B.　Gutoffら著，「Coating　and　Drying　Defects：Troubleshooting　Operati
ng　Problems」，John　Wiley＆Sons社，1995年，101～103頁などに記載のいわゆるスラ
イド塗布（スライドコーティング法）、カーテン塗布（カーテンコーティング法）といわ
れる方法が知られている。
　本発明では、上記同時重層塗布を多層構成の受像シートの製造に用いることにより、生
産性を大幅に向上させると同時に画像欠陥を大幅に減少させることができる。
【０１０５】
　本発明においては複数の層は樹脂を主成分として構成される。各層を形成するための塗
布液は水分散ラテックスであることが好ましい。各層の塗布液に占めるラテックス状態の
樹脂の固形分質量は５～８０％の範囲が好ましく２０～６０％の範囲が特に好ましい。上
記水分散ラテックスに含まれる樹脂の平均粒子サイズは５μｍ以下であり１μｍ以下が特
に好ましい。上記水分散ラテックスは必要に応じて界面活性剤、分散剤、バインダー樹脂
など公知の添加剤を含むことができる。
　本発明では米国特許第２，７６１，７９１号明細書に記載の方法で支持体上に複数の層
の積層体を形成した後速やかに固化させることが好ましい。一例として樹脂により固化す
る多層構成の場合、支持体上に複数の層を形成した後すばやく温度を上げることが好まし
い。またゼラチンなど低温でゲル化するバインダーを含む場合には支持体上に複数の層を
形成した後すばやく温度を下げることが好ましい場合もある。
　本発明においては多層構成を構成する１層あたりの塗布液の塗布量は１ｇ／ｍ2～５０
０ｇ／ｍ2の範囲が好ましい。多層構成の層数は２以上で任意に選択できる。受容層は支
持体から最も遠く離れた層として設けられることが好ましい。
【０１０６】
３）感熱転写シート
　次に、本発明に用いられる感熱転写シート（インクシート）について説明する。
　熱転写画像形成の際に、上述した感熱転写受像シートと併せて使用されるインクシート
は、支持体上に拡散転写染料を含む熱転写層（以下、染料層ともいう）を染料インキを調
製して設けたものである。
【０１０７】
　以下に、本発明に用いられる染料層インキについて説明する。
（染料インキ）
　染料層インキは、少なくとも昇華性染料と、バインダー樹脂を含有するものであるが、
必要に応じて、有機微粉末もしくは無機微粉末、ワックス類、シリコーン樹脂、含フッ素
有機化合物等を含有することも本発明の好ましい態様である。
【０１０８】
　本発明に用いられる染料は、熱により拡散、昇華型感熱転写シートに組み込み可能かつ
、加熱により昇華型感熱転写シートから受像シートに転写するものであれば特に限定され
ず、熱転写シート用の染料として従来から用いられてきている染料、あるいは公知の染料
を有効に用いることができる。
　好ましい染料としては、たとえば、ジアリールメタン系、トリアリールメタン系、チア
ゾール系、メロシアニン等のメチン系、インドアニリン，アセトフェノンアゾメチン，ピ
ラゾロアゾメチン，イミダゾルアゾメチン，イミダゾアゾメチン，ピリドンアゾメチンに
代表されるアゾメチン系、キサンテン系、オキサジン系、ジシアノスチレン、トリシアノ
スチレンに代表されるシアノメチレン系、チアジン系、アジン系、アクリジン系、ベンゼ
ンアゾ系、ピリドンアゾ，チオフェンアゾ，イソチアゾールアゾ，ピロールアゾ，ピラー
ルアゾ，イミダゾールアゾ，チアジアゾールアゾ，トリアゾールアゾ，ジズアゾ等のアゾ
系、スピロピラン系、インドリノスピロピラン系、フルオラン系、ローダミンラクタム系
、ナフトキノン系、アントラキノン系、キノフタロン系等が挙げられる。
【０１０９】
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　具体例を挙げると、イエロー染料としては、ディスパースイエロー２３１、ディスパー
スイエロー２０１、ソルベントイエロー９３等が、マゼンタ染料としては、ディスパース
バイオレット２６、ディスパースレッド６０、ソルベントレッド１９等が、さらに、シア
ン染料としては、ソルベントブルー６３、ソルベントブルー３６、ディスパースブルー３
５４、ディスパースブルー３５等が挙げられる。これらの例示された染料以外の適切な染
料を用いることも、もちろん可能である。
　また、上記の各色相の染料を任意に組み合わせることも可能である。例えばブラックの
色相も染料の組み合わせで得ることができる。
【０１１０】
　以下に、本発明に好適に用いることのできる染料についてさらに詳しく説明する。まず
、イエロー染料について説明する。
　本発明に用いられるインクシートの熱転写層には、イエロー染料として、従来用いられ
てきた公知の染料を用いることが可能であるが、その中でも、下記一般式（Ｙ１）～（Ｙ
４）のいずれかで表される染料を含むことができる。ただし、本発明に用いられるイエロ
ー染料はこれらに限定されるものではない。
【０１１１】
　まず、下記一般式（Ｙ１）で表される色素について説明する。
【０１１２】
【化２】

【０１１３】
　一般式（Ｙ１）において、Ｒ12及びＲ14は各々独立に１価の置換基を表し、Ｒ11及びＲ
13は各々独立に水素原子または１価の置換基を表す。ここで表す置換基に関しては特に制
限はないが、代表例として、ハロゲン原子、アルキル基、アルケニル基、アルキニル基、
アリール基、ヘテロ環基、シアノ基、アルコキシ基、アリールオキシ基、アシルオキシ基
、カルバモイルオキシ基、アルコキシカルボニルオキシ基、アリールオキシカルボニルオ
キシ基、アミノ基（アルキルアミノ基、アニリノ基およびヘテロ環アミノ基を含む）、ア
シルアミノ基、アミノカルボニルアミノ基、アルコキシカルボニルアミノ基、アリールオ
キシカルボニルアミノ基、スルファモイルアミノ基、アルキルもしくはアリールスルホニ
ルアミノ基、アルキルチオ基、スルファモイル基、アルキルもしくはアリールスルフィニ
ル基、アルキルもしくはアリールスルホニル基、アシル基、アリールオキシカルボニル基
、アルコキシカルボニル基、カルバモイル基、アリールもしくはヘテロ環アゾ基、イミド
基を挙げることができ、それぞれの基はさらに置換基を有していてもよい。
【０１１４】
　一般式（Ｙ１）において、Ｒ13とＲ14とは環を形成しても良い。環を形成する原子団に
関しては特に制限はないが、代表例として、－Ｃ(Ｒ15)＝Ｎ－、－Ｎ＝Ｃ(Ｒ15)－、－Ｃ
(＝Ｏ)－Ｃ(Ｒ15)＝Ｃ(Ｒ16)－及び－Ｃ(＝Ｏ)－Ｎ(Ｒ15)－Ｃ(＝Ｏ)－で表される原子団
を挙げることができる。ここで、Ｒ15及びＲ16は各々独立に水素原子または置換基を表す
。置換基の例としては、Ｒ11、Ｒ12、Ｒ13、Ｒ14の置換基として記載した例が挙げられる
。
【０１１５】
　Ｒ12は、好ましくは水素原子、アルキル基、アルコキシ基、アリール基、アルコキシカ
ルボニル基、シアノ基またはカルボモイル基であり、Ｒ14は、好ましくは水素原子、アル
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キル基、アリール基、またはヘテロアリール基である。Ｒ11，Ｒ13は、好ましくは水素原
子またはアルキル基である。上記の各基はさらに置換基を有していてもよい。
【０１１６】
　一般式（Ｙ１）において、Ａｒ1はアリール基またはヘテロ環基を表し、Ａｒ1として好
ましいのはアリール基である。ここで、アリール基は、置換基によって置換されていても
よく、その置換基としては、Ｒ11、Ｒ12、Ｒ13、Ｒ14の置換基として記載した例の他、ア
ルキルオキシカルボニル基、スルホニル基、スルホニルアミノ基、ヒドロキシ基、ニトロ
基等が挙げられる。
　また、Ａｒ1としてヘテロ環基も好ましい。好ましいヘテロ環基としては、芳香族へテ
ロ環基が好ましく、５～６員の芳香族へテロ環基がより好ましく、イミダゾリル基、ピリ
ジル基、ピラゾリル基、チアゾリル基、ベンゾイミダゾリル基、キノリル基、ベンゾピラ
ゾリル基、ベンゾチアゾリル基、イソチアゾリル基、ベンゾイソチアゾリル基、ピリドイ
ソチアゾリル基、チアジアゾリル基等が挙げられる。
【０１１７】
　本発明に用いられる前記一般式（Ｙ１）で表されるアゾ色素の最大吸収波長として好ま
しい範囲は、好ましくは４００～４８０ｎｍであり、より好ましくは４２０～４６０ｎｍ
である。
　以下に、これらの染料の具体例を示す。
【０１１８】
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【化３】

【０１１９】
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　次に、下記一般式（Ｙ２）で表される色素について説明する。
【０１２０】
【化４】

【０１２１】
　一般式（Ｙ２）中、ＲA0は置換基を表し、ｎは０～４の整数を表す。ＲA1、ＲA2、ＲB

、ＲC、ＲD及びＲEは各々独立に、水素原子、ハロゲン原子、ヒドロキシル基、炭素原子
数１～８のアルキル基、シクロアルキル基、アルコキシ基、アルコキシアルコキシ基、ア
ルキコシアルボニル基、アシル基、カルバモイル基、スルファモイル基、チオアルコキシ
基、アルキルスルホニル基、アミノ基、置換あるいは非置換のフェノキシ基、または置換
あるいは非置換のチオフェノキシ基を表す。ここで、ｎは１又は２が好ましく、ＲA0はア
シル基、アルコキシカルボニル基、カルバモイル基またはスルファモイル基が好ましく、
アシル基、アルコキシカルボニル基がさらに好ましい。ＲA1及びＲA2は水素原子またはヒ
ドロキシル基が好ましく、このうちの少なくとも一方はヒドロキシル基が好ましい。
　以下に、これらの染料の具体例を示す。
【０１２２】

【化５】

【０１２３】
　次に、下記一般式（Ｙ３）で表される色素について説明する。
【０１２４】
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【化６】

【０１２５】
　一般式（Ｙ３）中、Ｒ1Aはアリル基またはアルキル基を表し、Ｒ2Aは置換あるいは無置
換のアルキル基またはアリール基を表し、Ａは単結合または２価の連結基を表し、好まし
くは、単結合、－ＣＨ2－、－ＣＨ2ＣＨ2－、－ＣＨ2ＣＨ2Ｏ－、－ＣＨ2ＣＨ2ＯＣＨ2－
、－ＣＨ2ＣＨ2ＯＣＨ2－である。Ｒ3Aは水素原子またはアルキル基を表す。これらの各
基はさらに置換基を有してもよい。
　以下に、これらの染料の具体例を示す。
【０１２６】
【化７】

【０１２７】
　次に、下記一般式（Ｙ４）で表される色素について説明する。
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【０１２８】
【化８】

【０１２９】
　一般式（Ｙ４）中、Ｒ1B～Ｒ4Bは各々独立に、水素原子または置換基を表す。
【０１３０】
　前記の一般式（Ｙ１）、（Ｙ２）、（Ｙ３）又は（Ｙ４）のいずれかで表される色素に
ついては、公知の方法にて合成することができる。
【０１３１】
　次に、マゼンタ染料について説明する。
　本発明に用いられるインクシートの熱転写層には、マゼンタ染料として、従来用いられ
てきた公知の染料を用いることが可能であるが、その中でも、下記一般式（Ｍ１）～（Ｍ
４）で表される染料を好適に用いることができる。ただし、本発明に用いられるマゼンタ
染料は、これらに限定されるものではない。
　まず、下記一般式（Ｍ１）で表される染料について説明する。
【０１３２】

【化９】

【０１３３】
　一般式（Ｍ１）において、Ｄ1～Ｄ5は各々独立に、水素原子、ハロゲン原子、アルキル
基、アルコキシ基、アリール基、アリールオキシ基、シアノ基、アシルアミノ基、スルホ
ニルアミノ基、ウレイド基、アルコキシカルボニルアミノ基、アルキルチオ基、アリール
チオ基、アルコキシカルボニル基、カルバモイル基、スルファモイル基、スルホニル基、
アシル基またはアミノ基を表し、Ｄ6およびＤ7は各々独立に水素原子、アルキル基、アル
キルシアノ基またはアリール基を表す。Ｄ6とＤ7が互いに結合して環を形成していてもよ
く、Ｄ3とＤ6または／およびＤ4とＤ7が互いに結合して環を形成していてもよい。Ｘ、Ｙ
およびＺは＝Ｃ(Ｄ8)－または窒素原子を表す。ここで、Ｄ8は水素原子、アルキル基、ア
リール基、アルコキシ基、アリールオキシ基またはアミノ基を表す。また、ＸとＹが＝Ｃ
(Ｄ8)－のとき、またはＹとＺが＝Ｃ(Ｄ8)－のとき、２つのＤ8は互いに結合して飽和な
いし不飽和炭素環を形成してもよい。これらの各基はさらに置換基を有していてもよい。
【０１３４】
　前記一般式（Ｍ１）で表される化合物の中では、下記一般式（Ｍ１Ｂ）で表される化合
物が好ましい。
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【化１０】

【０１３６】
　一般式（Ｍ１Ｂ）において、Ｄ19～Ｄ23は各々独立に、水素原子、ハロゲン原子、アル
キル基、アルコキシ基、アリール基、アリールオキシ基、シアノ基、アシルアミノ基、ス
ルホニルアミノ基、ウレイド基、アルコキシカルボニルアミノ基、アルキルチオ基、アリ
ールチオ基、アルコキシカルボニル基、カルバモイル基、スルファモイル基、スルホニル
基、アシル基またはアミノ基を表す。Ｄ19～Ｄ23は、それぞれ前記一般式（Ｍ１）におけ
るＤ1～Ｄ5と同義であり、好ましい範囲も同様である。
　Ｄ24及びＤ25は各々独立に水素原子、アルキル基、アルキルシアノ基またはアリール基
を表す。Ｄ24とＤ25とが互いに結合して環を形成していてもよく、Ｄ21とＤ24とが又は／
及びＤ23とＤ25とが互いに結合して環を形成していてもよい。Ｄ24及びＤ25は、それぞれ
前記一般式（Ｍ１）におけるＤ6及びＤ7と同義であり、好ましい範囲も同様である。
　Ｄ26は水素原子、アルキル基、アリール基、アルコキシ基、アリールオキシ基またはア
ミノ基を表す。Ｄ26は、前記一般式（Ｍ１）におけるＤ8と同義であり、好ましい範囲も
同様である。
　これら上記の各基はさらに置換基を有してもよい。
　以下に、前記一般式（Ｍ１）で表される染料の具体例を示す。
【０１３７】
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【化１１】

【０１３８】
　次に、下記一般式（Ｍ２）で表される化合物について詳しく説明する。
【０１３９】
【化１２】

【０１４０】
　一般式（Ｍ２）において、Ａは、ヘテロ環がイミダゾール、ピラゾール、チアゾール、
ベンゾチアゾール、イソチアゾール、ベンゾイソチアゾール及びチオフェンからなる群か
ら選択される、置換基を有してもよいヘテロ環基を表す。Ａとしては、好ましくはイミダ
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ゾイソチアゾリル基またはチエニル基であり、中でもイミダゾリル基が好ましい。これら
の各基は置換基を有していてもよい。
　Ａにおけるヘテロ環基が置換してもよい置換基としては、シアノ基、チオシアノ基、ニ
トロ基、ハロゲン原子、アルキル基、アルコキシ基、ホルミル基、アルキルチオ基、アル
キルスルホニル基、アルコキシカルボニル基、アルキルカルボニル基が挙げられ、なかで
もシアノ基、チオシアノ基、シアノメチル基、ニトロ基、アルキル基が好ましい置換基と
して挙げられる。
　Ｅは置換基を有してもよいアミノフェニル基、テトラヒドロキノリニル基、ユロリジル
基またはアミノキノリニル基を表す。ここでアミノフェニル基、アミノキノリニル基にお
けるアミノとは、アミノ基、置換アミノ基を含むものであり、該置換基としては、アルキ
ル基、アルケニル基、シクロアルキル基、アリール基、アミド基、ヘテロ環基が挙げられ
る。
　Ｅは、好ましくは、アルキル基、アミド基で置換されたアミノフェニル基である。
　以下に、前記一般式（Ｍ２）で表される染料の具体例を示す。
【０１４１】
【化１３】

【０１４２】
　次に、下記の一般式（Ｍ３）及び一般式（Ｍ４）で表される化合物ついて詳しく説明す
る。
【０１４３】
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【化１４】

【０１４４】
　一般式（Ｍ３）において、Ｒ71およびＲ73は各々独立に水素原子または置換基を表し、
Ｒ72およびＲ74は各々独立に置換基を表す。ｎ１１は０～４の整数を表す。ｎ１２は０～
２の整数を表す。ここで、ｎ１１が２～４の整数を表すとき又はｎ１２が２を表すとき、
複数のＲ74又は複数のＲ72は各々同じでも異なっていてもよい。Ｒ71～Ｒ74における置換
基としては、ハロゲン原子、アルキル基（シクロアルキル基（環数は問わない）を含む）
、アルケニル基（シクロアルケニル基（環数は問わない）を含む）、アルキニル基、アリ
ール基、ヘテロ環基、シアノ基、アルコキシ基、アリールオキシ基、アシルオキシ基、カ
ルバモイルオキシ基、アルコキシカルボニルオキシ基、アリールオキシカルボニルオキシ
、アミノ基（アルキルアミノ基、アニリノ基を含む）、アシルアミノ基、アミノカルボニ
ルアミノ基、アルコキシカルボニルアミノ基、アリールオキシカルボニルアミノ基、スル
ファモイルアミノ基、アルキルもしくはアリールスルホニルアミノ基、アルキルチオ基、
スルファモイル基、アルキルもしくはアリールスルフィニル基、アルキルもしくはアリー
ルスルホニル基、アシル基、アリールオキシカルボニル基、アルコキシカルボニル基、カ
ルバモイル基、アリールもしくはヘテロ環アゾ基、イミド基を挙げることができ、それぞ
れの基はさらに置換基を有していても良い。
【０１４５】
　Ｒ71、Ｒ73の例としては、水素原子、または置換もしくは無置換のアルキル基、置換ま
たは無置換のアルケニル基、置換または無置換のアリール基、置換または無置換のヘテロ
環基があげられ、好ましくは水素原子または置換もしくは無置換のアルキル基が挙げられ
、より好ましくは水素原子、置換もしくは無置換の炭素数１～６のアルキル基であり、さ
らに好ましくは、水素原子である。
【０１４６】
　Ｒ72、Ｒ74の例としては、各々独立に、ハロゲン原子、アルキル基、アルケニル基、ア
ルキニル基、アリール基、ヘテロ環基、シアノ基、アルコキシ基、アリールオキシ基、ア
シルオキシ基、カルバモイルオキシ基、アルコキシカルボニルオキシ基、アリールオキシ
カルボニルオキシ基、アミノ基、アシルアミノ基、アミノカルボニルアミノ基、アルコキ
シカルボニルアミノ基、アリールオキシカルボニルアミノ基、スルファモイルアミノ基、
アルキルもしくはアリールスルホニルアミノ基、アルキルチオ基、スルファモイル基、ア
ルキルもしくはアリールスルフィニル基、アルキルもしくはアリールスルホニル基、アシ
ル基、アリールオキシカルボニル基、アルコキシカルボニル基、カルバモイル基であり、
好ましくはアルコキシ基、アリールオキシ基、アシルオキシ基、カルバモイルオキシ基、
アルコキシカルボニルオキシ基、アリールオキシカルボニルオキシ基であり、より好まし
くはアルコキシ基、アリールオキシ基である。各基は置換基を有していてもよい。
【０１４７】
　一般式（Ｍ４）において、Ｒ81は水素原子または置換基を表す。Ｒ82、Ｒ84は各々独立
に置換基を表す。ｎ１３は０～４の整数を表し、ｎ１４は０～２の整数を表す。ここで、
ｎ１３が２～４の整数を表すとき又はｎ１４が２を表すとき、複数のＲ84又は複数のＲ82

は各々同じでも異なっていてもよい。Ｒ81、Ｒ82、Ｒ84における置換基としては、前述し
たＲ71～Ｒ74で説明したものが挙げられる。
【０１４８】
　Ｒ81の例としては、Ｒ71、Ｒ73で述べたような置換基が挙げられ、好ましい範囲も同じ
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である。より好ましくは水素原子、置換もしくは無置換の炭素数１～６のアルキル基であ
り、さらに好ましくは、水素原子である。
【０１４９】
　Ｒ82、Ｒ84の例としては、Ｒ72、Ｒ74で述べたような置換基が挙げられる。好ましくは
アルコキシ基、アリールオキシ基、アシルオキシ基、カルバモイルオキシ基、アルコキシ
カルボニルオキシ基、アリールオキシカルボニルオキシ基であり、より好ましくはアルコ
キシ基、アリールオキシ基である。各基は置換基を有していてもよい。
【０１５０】
　前記の一般式（Ｍ３）又は一般式（Ｍ４）で表される色素の好ましい置換基の組み合わ
せについては、種々の置換基の少なくとも１つが前記の好ましい基である化合物が好まし
く、より多くの種々の置換基が前記好ましい基である化合物がより好ましく、全ての置換
基が前記好ましい基である化合物が最も好ましい。
【０１５１】
　具体的に一般式（Ｍ３）における置換基の好ましい組み合わせの例は、Ｒ71が水素原子
、Ｒ72がアリールオキシ基、Ｒ73が水素原子、ｎ１１が０、ｎ１２が０～２の整数である
組み合わせである。より好ましい組み合わせは、Ｒ71が水素原子、Ｒ72がアリールオキシ
基、Ｒ73が水素原子、ｎ１１が０、ｎ１２が２である組み合わせである。
　具体的に一般式（Ｍ４）における置換基の好ましい組み合わせ例は、Ｒ81が水素原子、
かつＲ82がアリールオキシ基、ｎ１３が１または２、ｎ１４が０である組み合わせである
。より好ましい組み合わせは、Ｒ81が水素原子、かつＲ82がアリールオキシ基、ｎ１３が
１、ｎ１４が０である組み合わせである。さらに好ましい組み合わせは、Ｒ81が水素原子
、かつＲ82がアリールオキシ基、ｎ１３が１、ｎ１４が０であり、Ｒ82がアミノ基に対し
てｏ－位に置換された組み合わせである。
　以下に、これらの染料の具体例を示す。
【０１５２】
【化１５】

【０１５３】
　前記一般式（Ｍ１）～（Ｍ４）で表される化合物は、公知の方法にて合成することがで
きる。
【０１５４】
　次に、シアン染料について説明する。
　本発明に用いられるインクシートの熱転写層には、シアン染料として、従来用いられて
きた公知の染料を用いることが可能であるが、その中でも、下記一般式（Ｃ１）もしくは
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（Ｃ２）で表される染料を好適に用いることができる。ただし、本発明に用いられるシア
ン染料は、これらの染料に限定されるものではない。
　まず、下記一般式（Ｃ１）で表される染料について説明する。
【０１５５】
【化１６】

【０１５６】
　一般式（Ｃ１）中、Ｒ111およびＲ113は各々独立に水素原子または置換基を表す。Ｒ11

2およびＲ114は各々独立に置換基を表す。ｎ１８は、０～４の整数を表し、ｎ１９は、０
～２の整数を表す。ここで、ｎ１８が２～４の整数を表すとき又はｎ１９が２を表すとき
、複数のＲ114又は複数のＲ112は各々同じでも異なっていてもよい。Ｒ111～Ｒ114におけ
る置換基としては、ハロゲン原子、アルキル基、アルケニル基、アルキニル基、アリール
基、ヘテロ環基、アルコキシ基、アリールオキシ基、ホルミルオキシ基、カルバモイルオ
キシ基、アルコキシカルボニルオキシ基、アリールオキシカルボニルオキシ基、アミノ基
、アシルアミノ基、アミノカルボニルアミノ基、アルコキシカルボニルアミノ基、アリー
ルオキシカルボニルアミノ基、スルファモイルアミノ基、アルキルもしくはアリールスル
ホニルアミノ基、アルキルチオ基、スルファモイル基、アルキルもしくはアリールスルフ
ィニル基、アルキルもしくはアリールスルホニル基、アシル基、アリールオキシカルボニ
ル基、アルコキシカルボニル基、カルバモイル基、アリールもしくはヘテロ環アゾ基、イ
ミド基等が挙げられる。
【０１５７】
　Ｒ111、Ｒ113の例としては水素原子、または置換もしくは無置換のアルキル基、置換ま
たは無置換のアルケニル基、置換または無置換のアリール基、置換または無置換のヘテロ
環基が挙げられる。より好ましくは水素原子、置換もしくは無置換の炭素数１～６のアル
キル基、置換もしくは無置換のアリール基である。
【０１５８】
　Ｒ112、Ｒ114の例としては、各々独立に、ハロゲン原子、アルキル基、アルケニル基、
アルキニル基、アリール基、ヘテロ環基、シアノ基、アルコキシ基、アリールオキシ基、
アシルオキシ基、カルバモイルオキシ基、アルコキシカルボニルオキシ基、アリールオキ
シカルボニルオキシ基、アミノ基、アシルアミノ基、アミノカルボニルアミノ基、アルコ
キシカルボニルアミノ基、アリールオキシカルボニルアミノ基、スルファモイルアミノ基
、アルキルもしくはアリールスルホニルアミノ基、アルキルチオ基、スルファモイル基、
アルキルもしくはアリールスルフィニル基、アルキルもしくはアリールスルホニル基、ア
シル基、アリールオキシカルボニル基、アルコキシカルボニル基、カルバモイル基であり
、より好ましくは水素原子、ハロゲン原子、アルキル基、アルケニル基、アリール基、ヘ
テロ環基、アルコキシ基、アリールオキシ基、アシルオキシ基、カルバモイルオキシ基、
アルコキシカルボニルオキシ基、アリールオキシカルボニルオキシ基、アミノ基、アシル
アミノ基、アミノカルボニルアミノ基、アルコキシカルボニルアミノ基、アリールオキシ
カルボニルアミノ基、アルキルチオ基、アシル基、アリールオキシカルボニル基、アルコ
キシカルボニル基、カルバモイル基であり、さらに好ましくは、ハロゲン原子、置換また
は無置換のアルキル基、置換または無置換のアルケニル基、置換または無置換のアリール
基、置換または無置換のヘテロ環基であり、より好ましくは置換または無置換のアルキル
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　以下に、前記一般式（Ｃ１）で表される染料の具体例を示す。
【０１５９】
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【化１７】

【０１６０】
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　前記一般式（Ｃ１）で表される色素のうち、市販されていないものに関しては、米国特
許第４，７５７，０４６号、同第３，７７０，３７０号、独国特許第２３１６７５５号、
特開２００４－５１８７３号、特開平７－１３７４５５号、特開昭６１－３１２９２号の
各公報もしくは明細書、ならびに、Ｊ．Ｃｈｅｍ．Ｓｏｃ．Ｐｅｒｋｉｎ　ｔｒａｎｓｆ
ｅｒ　Ｉ，２０４７（１９７７）、Ｃｈａｍｐａｎ著，「Ｍｅｒｏｃｙａｎｉｎｅ　Ｄｙ
ｅ－Ｄｏｎｅｒ　Ｅｌｅｍｅｎｔ　Ｕｓｅｄ　ｉｎ　ｔｈｅｒｍａｌ　Ｄｙｅ　Ｔｒａｎ
ｓｆｅｒ」に記載の方法に準じて合成することができる。
　次に、下記一般式（Ｃ２）で表される染料について詳細に説明する。
【０１６１】
【化１８】

【０１６２】
　一般式（Ｃ２）において、Ｄ14～Ｄ21は各々独立に水素原子、ハロゲン原子、アルキル
基、アルコキシ基、アリール基、アリールオキシ基、シアノ基、アシルアミノ基、スルホ
ニルアミノ基、ウレイド基、アルコキシカルボニルアミノ基、アルキルチオ基、アリール
チオ基、アルコキシカルボニル基、カルバモイル基、スルファモイル基、スルホニル基、
アシル基またはアミノ基を表し、Ｄ22およびＤ23は各々独立に水素原子、アルキル基また
はアリール基を表す。Ｄ22とＤ23が互いに結合して環を形成していてもよく、Ｄ19とＤ22

または／およびＤ20とＤ23が互いに結合して環を形成していてもよい。
　Ｄ14は、アシルアミノ基、ウレイド基およびアルコキシカルボニル基が好ましく、アシ
ルアミノ基およびウレイド基がより好ましく、アシルアミノ基がさらに好ましく、最も好
ましくは下記一般式（IV）で表される基である。
【０１６３】

【化１９】

【０１６４】
　式中、Ｄ24は、アルキル基（好ましくは炭素数１～１２、例えば、メチル、エチル、イ
ソプロピル、ｎ－プロピル、ｔ－ブチルなど）、アリール基（好ましくは炭素数６～１０
、例えばフェニル、ｍ－ニトロフェニル、ｐ－ニトロフェニル、ｐ－トリル、ｐ－メトキ
シフェニル、ナフチル、ｍ－クロロフェニル、ｐ－クロロフェニルなど）またはヘテロ環
基（好ましくは炭素数０～１０で、酸素原子、窒素原子または硫黄原子のいずれかを環構
成原子として含む５～８員環のヘテロ環基で、例えばピリジル、フリル、テトラヒドロフ
リルなど）を表し、好ましくはヘテロ環基、アルキル基であり、さらに好ましくはピリジ
ル基、フリル基、テトラヒドロフリル基またはメチル基である。
【０１６５】
　Ｄ15、Ｄ16、Ｄ18～Ｄ21は、好ましくは水素原子、アルキル基（好ましくは炭素数１～
１２、例えば、メチル、エチル、イソプロピル、ｎ－プロピル、ｔ－ブチルなど）である
。より好ましくは、水素原子、メチル基、エチル基である。Ｄ17は、好ましくは、水素原
子、アルキル基（好ましくは炭素数１～１２、例えば、メチル、エチル、イソプロピル、
ｎ－プロピル、ｔ－ブチルなど）、ハロゲン原子、シアノ基、ニトロ基、ヘテロ環基であ
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る。より好ましくは、水素原子、ハロゲン原子である。Ｄ16とＤ17は互いに結合して環を
形成してもよい。Ｄ22、Ｄ23は、好ましくは水素原子、アルキル基（好ましくは炭素数１
～１２、例えば、メチル、エチル、イソプロピル、ｎ－プロピル、ｔ－ブチルなど）であ
り、より好ましくはメチル基、エチル基、ｎ－プロピル基である。これらのアルキル基は
更に他の置換基により置換されていても良い。アルキル基が置換されている場合、好まし
い置換基は、ヘテロ環基、ハロゲン原子、アルコキシ基、アリールオキシ基、アミノ基、
アシル基、アシルオキシ基、アシルアミノ基、アルキルチオ基、アリールチオ基、スルホ
ニルアミノ基、スルホニル基、スルフィニル基、カルバモイル基、スルファモイル基、ア
ルコキシカルボニル基またはアリールオキシカルボニル基であり、より好ましくはカルバ
モイル基である。Ｄ22、Ｄ23は、より好ましくは、水素原子、メチル基、エチル基である
。
　以下に、前記一般式（Ｃ２）で表される染料の具体例を示す。
【０１６６】
【化２０】

【０１６７】
　前記一般式（Ｃ２）で表される染料は、公知の方法にて合成することができる。
【０１６８】
（バインダー樹脂）
　前記のような染料を担持するために染料インキに含有されるバインダー樹脂としては、
各種のものが公知であり、本発明ではこれらを使用することができる。例としては、エチ
ルセルロース、ヒドロキシエチルセルロース、エチルヒドロキシセルロース、ヒドロキシ
プロピルセルロース、エチルヒドロキシエチルセルロース、メチルセルロース、酢酸セル
ロース、酢酪酸セルロース、酢酸プロピオン酸セルロース、硝酸セルロース等の変性セル
ロース系樹脂、ポリビニルアルコール、ポリ酢酸ビニル、ポリビニルブチラール、ポリビ
ニルアセタール、ポリビニルピロリドン、ポリスチレン、ポリ塩化ビニル等のビニル系樹
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脂、ポリアクリロニトリル、ポリアクリル酸エステル、ポリアクリルアミド等のアクリル
樹脂、ポリウレタン樹脂、ポリアミド樹脂、ポリエステル樹脂、ポリカーボネート樹脂、
フェノキシ樹脂、フェノール樹脂、エポキシ樹脂、各種エストラマー等が挙げられ、いず
れも好適に用いることができる。これらを単独で用いる他、これらを混合、またはポリマ
ーの場合各構成モノマー共重合して用いることも可能である。各種架橋剤によって架橋す
ることも好ましい態様である。
　なかでも、変性セルロース系樹脂、ビニル系樹脂が好ましく用いられ、プロピオン酸変
性セルロース類、ポリビニルブチラール、ポリビニルアセタールをより好ましく用いるこ
とができる。
【０１６９】
（溶媒）
　前記の昇華性染料、バインダー樹脂を溶媒に溶解または分散させて、染料インキを調製
するが、この際に用いる溶媒としても、各種公知のものを使用することができる。例とし
ては、メタノール、エタノール、イソプロピルアルコール、ブタノール、イソブタノール
等のアルコール系溶剤。メチルエチルケトン、メチルイソブチルケトン、シクロヘキサノ
ン等のケトン系溶剤。トルエン、キシレン等の芳香族系溶剤、水が挙げられる。これらの
溶媒は単独で用いても混合して用いてもよい。
【０１７０】
（添加剤）
　染料層には、染料及びバインダー樹脂以外に、保存性、プリンター内走行性、印画後の
剥離性等、各種性能の改良を目的として、各種の添加剤を加えることができる。これら添
加剤の代表的なものとして、有機または無機の微粒子、ワックス類が好ましく用いられる
。
【０１７１】
　有機微粒子としては、例えば、ポリエチレン、ポリプロピレン等のポリオレフィン樹脂
、フッ素樹脂、ナイロン樹脂等のポリアミド樹脂、ウレタン樹脂、スチレン・アクリル系
架橋樹脂、フェノール樹脂、ユリア樹脂、メラミン樹脂、ポリイミド樹脂、ベンゾグアナ
ミン樹脂等の微粒子を好適に用いることができ、ポリエチレン微粒子がより好ましく用い
られる。また、無機微粒子としては、例えば、炭酸カルシウム、シリカ、クレー、タルク
、酸化チタン、水酸化マグネシウム、酸化亜鉛等の微粒子を好ましく用いることができる
。
　この有機または無機の微粒子は、染料層インキのバインダー樹脂に対して、０．５～５
質量％の範囲で含有されていることが好ましい。
【０１７２】
　前述の昇華性染料、バインダー樹脂及び有機または無機の微粒子に加えて、染料層イン
キにワックスを含有させるのも好ましい態様である。使用しうるワックスとしては、マイ
クロクリスタリンワックス、パラフィンワックス等の石油由来ワックス；モンタンワック
ス等の鉱物由来ワックス；カルナバワックス、木ロウ、キャンデリラワックス等の植物由
来ワックス；ミツロウ、鯨ロウ、イボタロウ、セラックワックス等の動物由来ワックス；
フィッシャートロプシュワックス、各種低分子量ポリエチレン、脂肪酸エステル、脂肪酸
アミド、シリコーンワックス等の合成ワックス類や一部変性ワックスが好ましく用いられ
る。
【０１７３】
　また、別の好ましい態様としてシリコーン樹脂、フッ素樹脂、アクリル樹脂、セルロー
ス樹脂、塩化ビニル－酢酸ビニル共重合体、硝化綿等の樹脂類を含有させることが挙げら
れる。このようなワックスや樹脂類は、染料層インキ中に、染料層として形成された状態
の全固形分に対し、０．１～１０質量％、好ましくは１～３質量％の範囲で含有させるこ
とができる。
【０１７４】
　次に、本発明の画像形成方法に用いられる感熱転写シートの構成について説明する。
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　本発明の画像形成方法に用いられる感熱転写シートは、支持体の一方の面に、少なくと
も１色以上の染料層を設けた感熱転写シートであって、該染料層が前記の染料層インキを
塗布することによって形成されたものである。
【０１７５】
＜支持体＞
　支持体は、必要とされる耐熱性と強度を有するものであれば、従来公知のいずれのもの
でも使用することができる。例として、グラシン紙、コンデンサー紙、パフィン紙等の薄
紙、ポリエチレンテレフタレート、ポリエチレンナフタレート、ポリブチレンテレフタレ
ート、ポリフェニレンサルファイド、ポリエーテルケトン、ポリエーテルサルホン等の耐
熱性の高いポリエステル類、ポリプロピレン、ポリカーボネート、酢酸セルロース、ポリ
エチレン誘導体、ポリ塩化ビニル、ポリ塩化ビニリデン、ポリスチレン、ポリアミド、ポ
リイミド、ポリメチルペンテン、アイオノマー等のプラスチックの延伸あるいは未延伸フ
ィルムや、これらの材料を積層したものが好ましい支持体の具体例として挙げられる。ポ
リエステルフィルムはこれらの中でも特に好ましく、延伸処理されたポリエステルフィル
ムが最も好ましい。この支持体の厚さは、強度及び耐熱性等が適切になるように材料に応
じて適宜選択されるが、１～１００μｍ程度のものが好ましく用いられる。より好ましく
は２～５０μｍ程度のものであり，さらに好ましくは３～１０μｍ程度のものが用いられ
る。
【０１７６】
　昇華型の感熱転写記録方式では、印画時に感熱転写シートに含まれる各色相の染料のみ
を転写させる必要があり、染料を担持する樹脂の転写は好ましくない。このためには感熱
転写シートの染料層と支持体との接着が強固でなくてはならない。この接着が弱いと染料
層自体が受像シートに付着して、印画の画質が損なわれる。
　しかしながら、好適な支持体の例として前述したポリエステルフィルム等の場合には、
後述する各色相のインクのぬれ性が良好とは言えず、接着力が不足する場合がある。
　これに対処するために、支持体表面を物理的な手段で処理する方法および／または、易
接着層を形成する方法が好ましく用いられる。
【０１７７】
　支持体上に樹脂からなる易接着層を形成し、その上に染料層を設けるのが好ましい。易
接着層を形成するため、ウレタン樹脂、ポリエステル樹脂、ポリプロピレン樹脂、ポリオ
ール樹脂、アクリル樹脂およびこれらの樹脂とイソシアネート類との反応物等を使用する
ことができる。イソシアネート類としては、従来から使用されているジイソシアネート化
合物、トリイソシアネート化合物等が挙げられる。塗布量は、０．０５～０．１ｇ／ｍ2

が好ましい。
　感熱転写シートの作製にあたっては、あらかじめ易接着層が設けられた支持体を使用し
て、その上に染料層を形成することも可能である。
【０１７８】
（染料層の塗設方法）
　本発明に用いられる感熱転写シートにおける染料層は、染料層インキをグラビア印刷法
あるいはその他の形成手段によって支持体上に塗布し、乾燥して、形成される。染料層イ
ンキは、昇華性染料、バインダー樹脂、その他必要に応じて、有機または無機の微粒子、
ワックス等の添加剤を適当な溶媒中に加えて溶解又は分散させたものである。
　染料層の厚みは、乾燥状態で０．２～５ｇ／ｍ2程度が好ましく、さらに好ましくは０
．４～２ｇ／ｍ2程度である。染料層中の昇華性染料の含有量は５～９０質量％が好まし
く、さらに好ましくは１０～７０質量％程度である。
【０１７９】
　本発明の感熱転写インクシートの好ましい一実施態様を図２及び３に示す。図２（ａ）
～（ｃ）は、各色相の染料層を面順次に形成した感熱転写インクシートの平面図である。
図３は、本発明の感熱転写インクシートの好ましい一実施態様を示す断面図である。
【０１８０】
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　本発明に用いられる感熱転写シートは少なくとも複数の染料層を各々が重ならないよう
に設けることが必要であるが、熱転写シートではイエロー、マゼンタ、シアンの順に印刷
されるのが一般的であるため、図２（ａ）に示すように同一の支持体上にイエロー染料層
Ｙ、マゼンタ染料層Ｍ、シアン染料層Ｃの順に各色相の染料層を面順次で設けるのが好ま
しい。また、図２（ｂ）のようにブラック層ＢＫを設けても良い。さらに、図２（ｃ）に
示すように後述の転写性保護層積層体４を設けることも好ましい。ただし、本発明におけ
る各色相の染料層の配置はこれらに限定されるものではなく、必要に応じて任意の配置と
することができる。
　また、感熱転写シートと受像シートとの剥離性等が印画の順序によって変化するため、
これに応じて各染料層によって添加剤の含有量を変えることも好ましい態様である。例え
ば、後で印画される染料層ほど離型剤の含有量を増すことも可能である。
【０１８１】
　本発明に用いられる感熱転写シートでは、各色の染料層及び後述の転写性保護層は単層
構造であっても良く、２層構造あるいは３層以上の複層構造のいずれであっても良い。ま
た、各色相の染料層の中に単層構造のものと複層構造のものとが混在していてもよい。本
発明においては種類の異なる少なくとも３種の熱転写層が各々重ならないように基材フィ
ルムの一方の面に配置されていることが必要であるが、各色の染料層内であれば複層構造
とすることが出来る。例えばイエローインキを２種調製して基材フィルムの同一位置に順
次塗布して複層配置することは出来るが、例えばイエローインキとマゼンタインキを基材
フィルムの同一位置に順次塗布して複層配置とすることは出来ない。図３に示す構成はそ
のような場合の一例である。イエロー染料層Ｙ、マゼンタ染料層Ｍ、シアン染料層Ｃが単
層構造となっており、後述の転写性保護層積層体４を構成する離型層４ａ、保護層４ｂ及
び接着剤層４ｃが複層構造となっている。
【０１８２】
　複層構造の染料層全体の厚みは０．２～５ｇ／ｍ2程度が好ましく、０．４～２ｇ／ｍ2

程度がさらに好ましい。
　染料層を構成する１層の厚みは０．２～２ｇ／ｍ2程度が好ましい。また、染料層全体
に含有される昇華性染料は好ましくは５～９０質量％、より好ましくは１０～７０質量％
程度である。
【０１８３】
＜転写性保護層積層体＞
　本発明では、熱転写シートに転写性保護層積層体を設けるのも好ましい態様である。転
写性保護層積層体は、熱転写された画像の上に透明樹脂からなる保護層を熱転写で形成し
、画像を覆い保護するためのものであり、耐擦過性、耐光性、耐候性等の耐久性を向上さ
せるために用いられる。受像シート上に転写された染料が表面に曝されたままの状態では
耐光性、耐擦過性、耐薬品性等の画像耐久性が不十分な場合があり、このような透明保護
層を設けることが好ましい。
　図３に例示するように、支持体上に、支持体側から離型層４ａ、保護層４ｂ、接着剤層
４ｃの順に形成することができる。保護層を複数の層で形成することも可能である。保護
層が他の層の機能を兼ね備えている場合には、離型層、接着剤層を省くことも可能である
。支持体としては、易接着層の設けられたものを用いることも可能である。
【０１８４】
　保護層を形成する樹脂としては、耐擦過性、耐薬品性、透明性、硬度に優れた樹脂が好
ましく、ポリエステル樹脂、ポリスチレン樹脂、アクリル樹脂、ポリウレタン樹脂、アク
リルウレタン樹脂、これら各樹脂のシリコーン変性樹脂、これら各樹脂の混合物、電離放
射線硬化性樹脂、紫外線遮断性樹脂等を例として挙げることができる。この他にも、保護
層形成用樹脂として従来から知られている各種の樹脂を用いることができる。また、紫外
線吸収性の付与、転写時の膜切れ性、光沢、白色度向上等を目的として、紫外線吸収剤、
酸化防止剤、蛍光増白剤、有機フィラー及び／又は無機フィラー等を必要に応じて適宜添
加することも好ましい。
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【０１８５】
　本発明に用いることができるアクリル樹脂としては、従来公知のアクリレートモノマー
、メタクリレートモノマーの中から選ばれた少なくとも１つ以上のモノマーからなる重合
体が好ましく、アクリル系モノマー以外にスチレン、アクリロニトリル等を共重合させて
も良い。好ましいモノマーとしてはメチルメタクリレートで、原料モノマー全体に対して
仕込み質量比で５０質量％以上含有していることが好ましい。
【０１８６】
　本発明に用いることができるポリエステル樹脂としては、従来公知の飽和ポリエステル
樹脂が使用でき、本発明で使用するポリエステル樹脂の酸成分としては、例えば、芳香族
としては、テレフタル酸、イソフタル酸、オルソフタル酸、２，６－ナフタレンジカルボ
ン酸テトラハイドロフタル酸、ヘキサハイドロフタル酸、ヘキサハイドロイソフタル酸、
ヘキサハイドロテレフタル酸等が挙げられる。脂肪族ジカルボン酸としては、例えば、コ
ハク酸、アジピン酸、アゼライン酸、セバシン酸、ドデカンジオン酸、ダイマー酸等が挙
げられる。脂環族ジカルボン酸としては、例えばシクロヘキサンジカルボン酸、トリシク
ロデカンジカルボン酸、デカリンジカルボン酸等であり、これらの化合物はメチルエステ
ル化されていても構わないし、それらの酸無水物であってもよい。
【０１８７】
　更に、ｐ－（ヒドロキシエトキシ）安息香酸、ヒドロキシピバリン酸、γ－ブチリラク
トン、ε－カプロラクトン、フマル酸、マレイン酸、無水マレイン酸、イタコン酸、シト
ラコン酸等を必要に応じて、併用することが出来る。また、必要に応じて、トリメリット
酸、ピロメリット酸等のトリ及びテトラカルボン酸等の３官能以上のポリカルボン酸を全
カルボン酸成分に対して１０モル％以下であれば、使用することが出来る。特に芳香族ジ
カルボン酸の一部をスルホン酸或いはその塩で置換された酸成分を、１個以上１分子鎖中
に含む構成が好ましく、これらのスルホン酸置換（又はその塩の基）量の上限としては、
有機溶剤に可溶な範囲内で共重合されているほうが、他の有機溶剤可溶な添加剤や樹脂と
混合して使用できるという点で更に好ましい。これらのスルホン酸置換（又はその塩の基
）を含有する好ましい芳香族ジカルボン酸としては、スルホテレフタル酸、５－スルホイ
ソフタル酸、４－スルホフタル酸、４－スルホナフタレン－２，７－ジカルボン酸、５（
４－スルホフェノキシ）イソフタル酸等、またそれらの、アンモニウム塩、及びそのリチ
ウム、カリウム、マグネシウム、カルシウム、銅、鉄等の金属塩が挙げられる。特に好ま
しいものは５－ナトリウムスルホイソフタル酸である。
【０１８８】
　本発明で使用することができるポリエステルの他の原料であるポリオール成分としては
、エチレングルコール、１，２－プロピレングリコール、１，３－プロパンジオール、１
，４－ブタンジオール、ネオペンチルグリコール、１，５－ペンタンジオール、１，６－
ヘキサンジオール、３－メチル－１，５－ペンタンジオール、１，９－ノナンジオール、
２－エチル－２－ブチルプロパンジオール、ヒドロキシピバリン酸ネオペンチルグリコー
ルエステル、ジメチロールヘプタン、２，２，４－トリメチル－１，３－ペンタンジオー
ルが挙げられる。ジエチレングリコール、トリエチレングリコール、ジプロピレングリコ
ール、さらに、ポリエチレングリコール、ポリプロピレングリコール、ポリテトラメチレ
ングリコール、ネオペンチルグリコールエチレンオキサイド付加物、ネオペンチルグリコ
ールプロピレンオキサイド付加物も必要により使用しうる。
【０１８９】
　芳香族含有グリコールとしては、パラキシレングリコール、メタキシレングリコール、
オルトキシレングリコール、１，４－フェニレングリコール、１，４－フェニレングリコ
ールのエチレンオキサイド付加物、ビスフェノールＡ、ビスフェノールＡのエチレンオキ
サイド付加物及びプロピレンオキサイド付加物等の、ビスフェノール類の２つのフェノー
ル性水酸基にエチレンオキサイド又はプロピレンオキサイドをそれぞれ１～数モル付加し
て得られるグリコール類が例示される。脂環族ジオール成分としては、例えば、トリシク
ロデカンジオール、トリシクロデカンジメチロール、トリシクロデカンジメタノール（Ｔ
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ＣＤ－Ｍ）、シクロヘキサンジオール、１，４－シクロヘキサンジジメタノール、水素化
ビスフェノールＡ、水素化ビスフェノールＡのエチレンオキサイドおよびプロピレンオキ
サイド付加物等が挙げられる。上記ポリエステル樹脂は、ガラス転移温度は５０～１２０
℃が好ましく、また、分子量は２，０００～４０，０００の範囲が好ましく、更に４，０
００～２０，０００の範囲が保護層転写時に箔切れ性が良くなり、より好ましい。
【０１９０】
　電離放射線硬化性樹脂を用いることにより、耐可塑剤性や耐擦過性が特に優れた保護層
を得ることができる。具体例として、ラジカル重合性のポリマー又はオリゴマーを電離放
射線照射により架橋、硬化させるものがある。この際、必要に応じて光重合開始剤を添加
して電子線や紫外線によって重合架橋させても良い。その他、公知の電離放射線硬化性樹
脂を用いることができる。
【０１９１】
　印画物に耐光性を付与するために、紫外線吸収剤あるいは／及び紫外線遮断性樹脂を含
有する保護層も好ましい態様である。
【０１９２】
　これら紫外線吸収剤は画像形成に使用する染料の特性に応じて、有効な紫外線吸収波長
域をカバーするように系の異なるものを組み合わせて使用したり、非反応性紫外線吸収剤
は紫外線吸収剤が析出しないように構造が異なるものを複数混合して用いたりすることが
好ましい。
【０１９３】
　有機フィラー及び／又は無機フィラーとしては、ポリエチレンワックス、ビスアマイド
、ナイロン、アクリル樹脂、架橋ポリスチレン、シリコーン樹脂、シリコーンゴム、タル
ク、炭酸カルシウム、酸化チタン、アルミナ、マイクロシリカ、コロイダルシリカ等のシ
リカ微粒子等を例示することができる。本発明に用いられる感熱転写シートでは、これら
に限定されることなく公知のものを好適に使用することができる。
　有機フィラー及び／又は無機フィラーは、粒径が１０μｍ以下、好ましくは０．１～３
μｍの範囲であって、滑り性が良好であって透明性の高いものが好ましい。フィラーの添
加量は、転写した時に透明性が保たれる程度が好ましく、樹脂１００質量部に対して、０
～１００質量部の範囲が好ましい。
【０１９４】
　保護層は、保護層形成用樹脂の種類に依存するが、前記染料層の形成方法と同様の、方
法で形成され、０．５～１０μｍ程度の厚さが好ましい。
【０１９５】
＜離型層＞
　保護層が転写時に支持体から剥離しにくい場合には、離型層４ａを支持体と保護層との
間に形成するのも好ましい態様である。離型層は、ワックス類、シリコーンワックス、シ
リコーン樹脂、弗素樹脂等のような離型性に優れた材料、或はサーマルヘッドの熱によっ
て溶融しない比較的高軟化点の樹脂、例えば、セルロース系樹脂、アクリル樹脂、ポリウ
レタン樹脂、ポリビニルアセタール樹脂、アクリルビニルエーテル系樹脂、無水マレイン
酸樹脂、シリコーン樹脂、フッ素樹脂、あるいはこれらの樹脂にワックス等の熱離型剤を
含有させた樹脂からなる塗布液を従来公知のグラビアコート、グラビアリバースコート等
の方法で塗布、乾燥することにより形成することができる。上記の樹脂の中でも、アクリ
ル樹脂として、アクリル酸やメタクリル酸等の単体、または他のモノマー等と共重合させ
た樹脂が好ましく、支持体との密着性、保護層との離型性において優れている。また、こ
れらの樹脂は単独で用いても複数を用いても良い。
　この離型層は、印画時（転写時）には支持体側に残る。
　層の厚みは０．５～５μｍ程度が好ましい。離型層中に各種の粒子を含有させることに
より、あるいは離型層の保護層側の表面をマット処理することにより表面をマット状にし
て、印画後の受像シート表面を艶消し状態にすることも可能である。
【０１９６】
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　転写性保護層４ｂと離型層４ａとの間に剥離層を形成しても良い。剥離層は保護層と共
に転写される。転写後は印画された受像シートの最上層となる層であって、透明性、耐磨
耗性、耐薬品性に優れた樹脂から形成される。樹脂としては、アクリル樹脂、エポキシ樹
脂、ポリエステル樹脂、スチレン樹脂等を例示することができる。充填剤、ワックス類等
を添加することも可能である。
【０１９７】
＜接着剤層＞
　保護層４ｂの上に、転写性保護層積層体４の最上層として接着剤層４ｃを設けることが
好ましい。これによって保護層の転写性を良好にすることができる。接着剤層には、公知
の粘着剤、感熱接着剤、熱可塑性樹脂を使用することができるが、例として、ポリエステ
ル樹脂、塩化ビニル－酢酸ビニル共重合体樹脂、アクリル樹脂、アクリル－紫外線吸収剤
共重合体樹脂、紫外線吸収性樹脂、ブチラール樹脂、エポキシ樹脂、ポリアミド樹脂、塩
化ビニル樹脂、ポリカーボネート樹脂等の熱時接着性の良好な樹脂を挙げることができる
。これらの中でもガラス転移温度（Ｔｇ）が４０℃～８０℃の熱可塑性樹脂が好ましい。
　Ｔｇが４０℃未満であると、被覆される画像と透明保護層との接着性が不十分となりや
すい。Ｔｇが８０℃以上では、透明保護層の転写性が不十分になり易い。
　特に好ましいものは、重合度が５０～３００、さらに好ましくは５０～２５０のポリ塩
化ビニル樹脂、ポリ酢酸ビニル樹脂、塩化ビニル・酢酸ビニル共重合樹脂である。
　紫外線吸収性樹脂としては、例えば、反応性紫外線吸収剤を熱可塑性樹脂または電離放
射線硬化性樹脂に反応、結合させて得た樹脂を使用することができる。
【０１９８】
　接着層は、後述の紫外線吸収剤を加えることができる。また、添加剤として、着色顔料
、白色顔料、体質顔料、充填剤、帯電防止剤、酸化防止剤、蛍光増白剤等も適宜、必要に
応じて使用することができる。上記のような接着層を構成する樹脂と、必要に応じて、上
記のような添加剤を加えた塗工液を塗布及び乾燥することによって、好ましくは乾燥状態
で０．５～１０μｍ程度の厚みで接着層を形成する。好ましくは０．５～５μｍであり、
さらに好ましくは０．５～３μｍである。
【０１９９】
（紫外線吸収剤）
　紫外線吸収剤は、紫外域に吸収をもち、可視領域に吸収端がかからないことが好ましい
。具体的には、添加すべき層に添加してインクシート（感熱転写受像シートに使用する場
合は、該受像シート）を形成したとき、３３０ｎｍ～３７０ｎｍの範囲に極大吸収を有し
、その吸収濃度がＡｂｓ０．８以上になることが好ましく、３８０ｎｍの吸収濃度がＡｂ
ｓ０．５以上になることがさらに好ましい。また、４００ｎｍの吸収濃度がＡｂｓ０．１
以下であることが好ましい。なお、４００ｎｍを超える範囲での吸収濃度が高いと、得ら
れた画像が黄ばむため好ましくない。
　このような、紫外線吸収剤としては、従来公知の無機系紫外線吸収剤、有機系紫外線吸
収剤が使用できる。有機系紫外線吸収剤としては、サリシレート系、ベンゾフェノン系、
ベンゾトリアゾール系、トリアジン系、置換アクリロニトリル系、ニッケルキレート系、
ヒンダートアミン系等の非反応性紫外線吸収剤や、これらの非反応性紫外線吸収剤に、例
えば、ビニル基やアクリロイル基、メタアクリロイル基等の付加重合性二重結合、あるい
は、アルコール性水酸基、アミノ基、カルボキシル基、エポキシ基、イソシアネート基等
を導入し、アクリル樹脂等の熱可塑性樹脂に共重合若しくは、グラフトしたものを紫外線
遮断性樹脂として使用することができる。これら紫外線吸収剤に中でも、後述する有機系
紫外線吸収剤、特にベンゾフェノン系、ベンゾトリアゾール系、トリアジン系が好ましい
。
　この他に、保護層に用いられる樹脂のモノマーまたはオリゴマーに紫外線吸収剤を溶解
させた後、このモノマーまたはオリゴマーを重合させて紫外線遮断性樹脂を得る方法も開
示されている（特開２００６－２１３３３号公報）。この場合には紫外線吸収剤は非反応
性のもので良い。
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　紫外線吸収剤の市販品としては、チヌビン－Ｐ（チバガイギー製）、ＪＦ－７７（城北
化学製）、シーソープ７０１（白石カルシウム製）、スミソープ２００（住友化学製）、
バイオソープ５２０（共同薬品製）、アデカスタブＬＡ－３２（旭電化製）等が挙げられ
る（いずれも商品名）。
【０２００】
　本発明では、紫外線吸収剤は高分子量化されたものであっても構わない。この場合、質
量平均分子量１００００以上が好ましく、質量平均分子量１０００００以上がさらに好ま
しい。高分子量化する手段としては、紫外線吸収剤をポリマーにグラフトすることが好ま
しい。主鎖となるポリマーとしては、併用する受容ポリマーより色素の染着性が劣るポリ
マー骨格を有することが好ましい。また、製膜した際に十分な皮膜強度を有することが好
ましい。ポリマー主鎖に対する紫外線吸収剤のグラフト率は、５～２０質量％が好ましく
、８～１５質量％がより好ましい。
【０２０１】
　また、紫外線吸収能を有するユニット（紫外線吸収剤ユニット）を含むポリマーはラテ
ックス化されたものでも構わない。この場合、ラテックス化することにより水分散系の塗
布液を塗布製膜して受容層を形成することができるようになり、製造コストを軽減するこ
とが可能になる。ラテックス化する方法としては、例えば特許第３４５０３３９号明細書
などに記載された方法を用いることができる。ラテックス化された紫外線吸収剤としては
、例えば一方社油脂工業株式会社製ＵＬＳ－７００、ＵＬＳ－１７００、ＵＬＳ－１３８
３ＭＡ、ＵＬＳ－１６３５ＭＨ、ＸＬ－７０１６、ＵＬＳ－９３３ＬＰ、ＵＬＳ－９３５
ＬＨ、新中村化学製Ｎｅｗ　Ｃｏａｔ　ＵＶＡ－１０２５Ｗ、Ｎｅｗ　Ｃｏａｔ　ＵＶＡ
－２０４Ｗ、Ｎｅｗ　Ｃｏａｔ　ＵＶＡ－４５１２Ｍ（いずれも商品名）などの市販の紫
外線吸収剤を使用することもできる。
　紫外線吸収能を有するユニットを含むポリマーをラテックス化する場合、前記の染着性
受容ポリマーも同様にしてラテックス化し、両者を混合してから塗布することで紫外線吸
収剤が均一に分散した受容層を形成することができる。
【０２０２】
　紫外線吸収能を有するユニットを含むポリマーまたはそのラテックスの添加量は、受容
層を形成する染着性受容ポリマーまたはそのラテックスに対して５～５０質量部が好まし
く、１０～３０質量部がより好ましい。
【０２０３】
　紫外線吸収剤は、有機化合物であっても、無機化合物であってもよい。
　有機の紫外線吸収剤の場合、下記一般式（１）～（８）のいずれかで表されるものが好
ましい。
【０２０４】
【化２１】

【０２０５】
　式中、Ｒ11、Ｒ12、Ｒ13、Ｒ14、Ｒ15は、各々独立に、水素原子、ハロゲン原子、アル
キル基（シクロアルキル基、ビシクロアルキル基を含む）、アルケニル基（シクロアルケ
ニル基、ビシクロアルケニル基を含む）、アルキニル基、アリール基、ヘテロ環基、シア
ノ基、ヒドロキシル基、ニトロ基、カルボキシル基、アルコキシ基、アリールオキシ基、
シリルオキシ基、ヘテロ環オキシ基、アシルオキシ基、カルバモイルオキシ基、アルコキ
シカルボニルオキシ基、アリールオキシカルボニルオキシ、アミノ基（アニリノ基を含む
）、アシルアミノ基、アミノカルボニルアミノ基、アルコキシカルボニルアミノ基、アリ
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ールオキシカルボニルアミノ基、スルファモイルアミノ基、アルキルもしくはアリールス
ルホニルアミノ基、メルカプト基、アルキルチオ基、アリールチオ基、ヘテロ環チオ基、
スルファモイル基、スルホ基、アルキルもしくはアリールスルフィニル基、アルキルもし
くはアリールスルホニル基、アシル基、アリールオキシカルボニル基、アルコキシカルボ
ニル基、カルバモイル基、アリールもしくはヘテロ環アゾ基、イミド基、ホスフィノ基、
ホスフィニル基、ホスフィニルオキシ基、ホスフィニルアミノ基、またはシリル基を表す
。
【０２０６】
【化２２】

【０２０７】
　式中、Ｒ21、Ｒ22は、各々独立に、水素原子、ハロゲン原子、アルキル基（シクロアル
キル基、ビシクロアルキル基を含む）、アルケニル基（シクロアルケニル基、ビシクロア
ルケニル基を含む）、アルキニル基、アリール基、ヘテロ環基、シアノ基、ヒドロキシル
基、ニトロ基、カルボキシル基、アルコキシ基、アリールオキシ基、シリルオキシ基、ヘ
テロ環オキシ基、アシルオキシ基、カルバモイルオキシ基、アルコキシカルボニルオキシ
基、アリールオキシカルボニルオキシ、アミノ基（アニリノ基を含む）、アシルアミノ基
、アミノカルボニルアミノ基、アルコキシカルボニルアミノ基、アリールオキシカルボニ
ルアミノ基、スルファモイルアミノ基、アルキルもしくはアリールスルホニルアミノ基、
メルカプト基、アルキルチオ基、アリールチオ基、ヘテロ環チオ基、スルファモイル基、
スルホ基、アルキルもしくはアリールスルフィニル基、アルキルもしくはアリールスルホ
ニル基、アシル基、アリールオキシカルボニル基、アルコキシカルボニル基、カルバモイ
ル基、アリールもしくはヘテロ環アゾ基、イミド基、ホスフィノ基、ホスフィニル基、ホ
スフィニルオキシ基、ホスフィニルアミノ基、またはシリル基を表す。Ｔはアリール基、
ヘテロ環、アリールオキシ基を表す。好ましくは、Ｔはアリール基である。
【０２０８】
【化２３】

【０２０９】
　式中、Ｘ31、Ｙ31、Ｚ31は、各々独立に置換もしくは無置換のアルキル基、アリール基
、アルコキシ基、アリールオキシ基、アルキルチオ基、アリールチオ基、またはヘテロ環
基を表す。但し、Ｘ31、Ｙ31、Ｚ31のうち少なくとも一つは一般式（ａ）で表される基を
表す。
【０２１０】

【化２４】
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【０２１１】
　式中、Ｒ31、Ｒ32は、各々独立に、水素原子、ハロゲン原子、アルキル基（シクロアル
キル基、ビシクロアルキル基を含む）、アルケニル基（シクロアルケニル基、ビシクロア
ルケニル基を含む）、アルキニル基、アリール基、ヘテロ環基、シアノ基、ヒドロキシル
基、ニトロ基、カルボキシル基、アルコキシ基、アリールオキシ基、シリルオキシ基、ヘ
テロ環オキシ基、アシルオキシ基、カルバモイルオキシ基、アルコキシカルボニルオキシ
基、アリールオキシカルボニルオキシ、アミノ基（アニリノ基を含む）、アシルアミノ基
、アミノカルボニルアミノ基、アルコキシカルボニルアミノ基、アリールオキシカルボニ
ルアミノ基、スルファモイルアミノ基、アルキルもしくはアリールスルホニルアミノ基、
メルカプト基、アルキルチオ基、アリールチオ基、ヘテロ環チオ基、スルファモイル基、
スルホ基、アルキルもしくはアリールスルフィニル基、アルキルおよびもしくはアリール
スルホニル基、アシル基、アリールオキシカルボニル基、アルコキシカルボニル基、カル
バモイル基、アリールもしくはヘテロ環アゾ基、イミド基、ホスフィノ基、ホスフィニル
基、ホスフィニルオキシ基、ホスフィニルアミノ基、またはシリル基を表す。また、隣り
合うＲ31、Ｒ32が連結して環を形成してもよい。
【０２１２】
【化２５】

【０２１３】
　式中、Ｒ41～Ｒ44は、各々独立に、水素原子、ハロゲン原子、アルキル基（シクロアル
キル基、ビシクロアルキル基を含む）、アルケニル基（シクロアルケニル基、ビシクロア
ルケニル基を含む）、アルキニル基、アリール基、ヘテロ環基、シアノ基、ヒドロキシル
基、ニトロ基、カルボキシル基、アルコキシ基、アリールオキシ基、シリルオキシ基、ヘ
テロ環オキシ基、アシルオキシ基、カルバモイルオキシ基、アルコキシカルボニルオキシ
基、アリールオキシカルボニルオキシ、アミノ基（アニリノ基を含む）、アシルアミノ基
、アミノカルボニルアミノ基、アルコキシカルボニルアミノ基、アリールオキシカルボニ
ルアミノ基、スルファモイルアミノ基、アルキルもしくはアリールスルホニルアミノ基、
メルカプト基、アルキルチオ基、アリールチオ基、ヘテロ環チオ基、スルファモイル基、
スルホ基、アルキルもしくはアリールスルフィニル基、アルキルもしくはアリールスルホ
ニル基、アシル基、アリールオキシカルボニル基、アルコキシカルボニル基、カルバモイ
ル基、アリールもしくはヘテロ環アゾ基、イミド基、ホスフィノ基、ホスフィニル基、ホ
スフィニルオキシ基、ホスフィニルアミノ基、またはシリル基を表す。
【０２１４】
【化２６】

【０２１５】
　式中、Ｑはアリール基、または５もしくは６員のヘテロ環を表し、Ｒ51は水素原子、ま
たはアルキル基であり、Ｘ51およびＹ51は各々独立に、シアノ基、－ＣＯＯＲ52、－ＣＯ
ＮＲ52Ｒ53、－ＣＯＲ52、－ＳＯ2ＯＲ52、－ＳＯ2ＮＲ52Ｒ53であり、Ｒ52、Ｒ53は各々
独立に、水素原子、アルキル基、アリール基を表す。Ｒ52、Ｒ53のうち、どちらか一方は
水素原子であることが好ましい。また、Ｘ51とＹ51は連結して５または６員環を形成して
もよい。Ｘ51、Ｙ51がカルボキシル基の時、それらは塩の形であってもよい。
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【０２１６】
【化２７】

【０２１７】
　式中、Ｒ61、Ｒ62は、各々独立に、水素原子、アルキル基、アリール基、または互いに
連結して５または６員環を形成するのに必要な非金属原子群を表す。また、Ｒ61、Ｒ62の
いずれかが窒素原子の隣のメチン基と結合して、５または６員環を形成してもよい。Ｘ61

、Ｙ61は同じでも異なっていてもよく、一般式（５）におけるＸ51、Ｙ51と同義である。
【０２１８】
【化２８】

【０２１９】
　式中、Ｒ71～Ｒ74は、各々独立に、同じであっても異なっていてもよく、水素原子、ア
ルキル基、アリール基を表し、Ｒ71とＲ74は一緒になって二重結合を形成してもよく、Ｒ
71とＲ74は一緒になって二重結合を形成するときは、Ｒ72とＲ73は連結してベンゼン環ま
たはナフタレン環を形成してもよい。Ｒ75はアルキル基またはアリール基を表し、Ｚ71は
酸素原子、イオウ原子、メチレン基、エチレン基、＞Ｎ－Ｒ76または＞Ｃ（Ｒ77）（Ｒ78

）を表し、Ｒ76はアルキル基、アリール基を表し、Ｒ77、Ｒ78は同じでも異なっていても
よく、水素原子またはアルキル基を表す。Ｘ71、Ｙ71は同じでも異なっていてもよく、一
般式（５）におけるＸ51、Ｙ51と同義である。ｎは０または１を表す。
【０２２０】

【化２９】

【０２２１】
　式中、Ｒ81～Ｒ86は各々独立に、水素原子、ハロゲン原子、アルキル基（シクロアルキ
ル基、ビシクロアルキル基を含む）、アルケニル基（シクロアルケニル基、ビシクロアル
ケニル基を含む）、アルキニル基、アリール基、ヘテロ環基、シアノ基、ヒドロキシル基
、ニトロ基、カルボキシル基、アルコキシ基、アリールオキシ基、シリルオキシ基、ヘテ
ロ環オキシ基、アシルオキシ基、カルバモイルオキシ基、アルコキシカルボニルオキシ基
、アリールオキシカルボニルオキシ、アミノ基（アニリノ基を含む）、アシルアミノ基、
アミノカルボニルアミノ基、アルコキシカルボニルアミノ基、アリールオキシカルボニル
アミノ基、スルファモイルアミノ基、アルキルもしくはアリールスルホニルアミノ基、メ
ルカプト基、アルキルチオ基、アリールチオ基、ヘテロ環チオ基、スルファモイル基、ス
ルホ基、アルキルもしくはアリールスルフィニル基、アルキルもしくはアリールスルホニ
ル基、アシル基、アリールオキシカルボニル基、アルコキシカルボニル基、カルバモイル
基、アリールもしくはヘテロ環アゾ基、イミド基、ホスフィノ基、ホスフィニル基、ホス
フィニルオキシ基、ホスフィニルアミノ基、またはシリル基を表し、Ｒ87、Ｒ88は同じで
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も異なっていてもよく、水素原子、アルキル基またはアリール基を表し、Ｒ87とＲ88で連
結して５または６員環を形成してもよい。
【０２２２】
　一般式（１）～（８）および一般式（ａ）において、各置換基（例えば、アルキル部、
アリール部またはヘテロ環部を有する基）においては、下記の置換基で置換されていても
よい。また、一般式（１）～（８）および一般式（ａ）の各基の説明および具体的な基と
しては、同じく下記に示す基のうち、対応する基の例示の基が挙げられる。
【０２２３】
　以下にこのような基を説明および例示する。
　ハロゲン原子（例えば、塩素原子、臭素原子、ヨウ素原子）、アルキル基〔直鎖、分岐
、環状の置換もしくは無置換のアルキル基を表す。それらは、アルキル基（好ましくは炭
素数１～３０のアルキル基、例えばメチル基、エチル基、ｎ－プロピル基、イソプロピル
基、ｔｅｒｔ－ブチル基、ｎ－オクチル基、エイコシル基、２－クロロエチル基、２－シ
アノエチル基、２－エチルヘキシル基）、シクロアルキル基（好ましくは、炭素数３～３
０の置換または無置換のシクロアルキル基、例えば、シクロヘキシル基、シクロペンチル
基、４－ｎ－ドデシルシクロヘキシル基）、ビシクロアルキル基（好ましくは、炭素数５
～３０の置換もしくは無置換のビシクロアルキル基、つまり、炭素数５～３０のビシクロ
アルカンから水素原子を一個取り去った一価の基である。例えば、ビシクロ［１，２，２
］ヘプタン－２－イル基、ビシクロ［２，２，２］オクタン－３－イル基）、さらに環構
造が多いトリシクロ構造なども包含するものである。以下に説明する置換基の中のアルキ
ル基（例えばアルキルチオ基のアルキル基）もこのような概念のアルキル基を表す。〕、
【０２２４】
アルケニル基［直鎖、分岐、環状の置換もしくは無置換のアルケニル基を表す。それらは
、アルケニル基（好ましくは炭素数２～３０の置換または無置換のアルケニル基、例えば
、ビニル基、アリル基、プレニル基、ゲラニル基、オレイル基）、シクロアルケニル基（
好ましくは、炭素数３～３０の置換もしくは無置換のシクロアルケニル基、つまり、炭素
数３～３０のシクロアルケンの水素原子を一個取り去った一価の基である。例えば、２－
シクロペンテン－１－イル基、２－シクロヘキセン－１－イル基）、ビシクロアルケニル
基（置換もしくは無置換のビシクロアルケニル基、好ましくは、炭素数５～３０の置換も
しくは無置換のビシクロアルケニル基、つまり二重結合を一個持つビシクロアルケンの水
素原子を一個取り去った一価の基である。例えば、ビシクロ［２，２，１］ヘプト－２－
エン－１－イル基、ビシクロ［２，２，２］オクト－２－エン－４－イル基）を包含する
ものである。］、
【０２２５】
アルキニル基（好ましくは、炭素数２～３０の置換または無置換のアルキニル基（例えば
、エチニル基、プロパルギル基、トリメチルシリルエチニル基）、アリール基（好ましく
は炭素数６～３０の置換もしくは無置換のアリール基、例えばフェニル基、ｐ－トリル基
、ナフチル基、ｍ－クロロフェニル基、ｏ－ヘキサデカノイルアミノフェニル基）、ヘテ
ロ環基（好ましくは５または６員の置換もしくは無置換の、芳香族もしくは非芳香族のヘ
テロ環化合物から一個の水素原子を取り除いた一価の基であり、さらに好ましくは、炭素
数３～３０の５もしくは６員の芳香族のヘテロ環基である。例えば、２－フリル基、２－
チエニル基、２－ピリミジニル基、２－ベンゾチアゾリル基）、シアノ基、ヒドロキシル
基、ニトロ基、カルボキシル基、
【０２２６】
アルコキシ基（好ましくは、炭素数１～３０の置換もしくは無置換のアルコキシ基、例え
ば、メトキシ基、エトキシ基、イソプロポキシ基、ｔｅｒｔ－ブトキシ基、ｎ－オクチル
オキシ基、２－メトキシエトキシ基）、アリールオキシ基（好ましくは、炭素数６～３０
の置換もしくは無置換のアリールオキシ基、例えば、フェノキシ基、２－メチルフェノキ
シ基、４－ｔｅｒｔ－ブチルフェノキシ基、３－ニトロフェノキシ基、２－テトラデカノ
イルアミノフェノキシ基）、シリルオキシ基（好ましくは、炭素数３～２０のシリルオキ
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シ基、例えば、トリメチルシリルオキシ基、ｔｅｒｔ－ブチルジメチルシリルオキシ基）
、ヘテロ環オキシ基（好ましくは、炭素数２～３０の置換もしくは無置換のヘテロ環オキ
シ基、１－フェニルテトラゾール－５－オキシ基、２－テトラヒドロピラニルオキシ基）
、アシルオキシ基（好ましくはホルミルオキシ基、炭素数２～３０の置換もしくは無置換
のアルキルカルボニルオキシ基、炭素数６～３０の置換もしくは無置換のアリールカルボ
ニルオキシ基、例えば、ホルミルオキシ基、アセチルオキシ基、ピバロイルオキシ基、ス
テアロイルオキシ基、ベンゾイルオキシ基、ｐ－メトキシフェニルカルボニルオキシ基）
、
【０２２７】
カルバモイルオキシ基（好ましくは、炭素数１～３０の置換もしくは無置換のカルバモイ
ルオキシ基、例えば、Ｎ，Ｎ－ジメチルカルバモイルオキシ基、Ｎ，Ｎ－ジエチルカルバ
モイルオキシ基、モルホリノカルボニルオキシ基、Ｎ，Ｎ－ジ－ｎ－オクチルアミノカル
ボニルオキシ基、Ｎ－ｎ－オクチルカルバモイルオキシ基）、アルコキシカルボニルオキ
シ基（好ましくは、炭素数２～３０の置換もしくは無置換アルコキシカルボニルオキシ基
、例えばメトキシカルボニルオキシ基、エトキシカルボニルオキシ基、ｔｅｒｔ－ブトキ
シカルボニルオキシ基、ｎ－オクチルカルボニルオキシ基）、アリールオキシカルボニル
オキシ基（好ましくは、炭素数７～３０の置換もしくは無置換のアリールオキシカルボニ
ルオキシ基、例えば、フェノキシカルボニルオキシ基、ｐ－メトキシフェノキシカルボニ
ルオキシ基、ｐ－ｎ－ヘキサデシルオキシフェノキシカルボニルオキシ基）、
【０２２８】
アミノ基（好ましくは、アミノ基、炭素数１～３０の置換もしくは無置換のアルキルアミ
ノ基、炭素数６～３０の置換もしくは無置換のアニリノ基、例えば、アミノ基、メチルア
ミノ基、ジメチルアミノ基、アニリノ基、Ｎ－メチル－アニリノ基、ジフェニルアミノ基
）、アシルアミノ基（好ましくは、ホルミルアミノ基、炭素数１～３０の置換もしくは無
置換のアルキルカルボニルアミノ基、炭素数６～３０の置換もしくは無置換のアリールカ
ルボニルアミノ基、例えば、ホルミルアミノ基、アセチルアミノ基、ピバロイルアミノ基
、ラウロイルアミノ基、ベンゾイルアミノ基、３，４，５－トリ－ｎ－オクチルオキシフ
ェニルカルボニルアミノ基）、アミノカルボニルアミノ基（好ましくは、炭素数１～３０
の置換もしくは無置換のアミノカルボニルアミノ、例えば、カルバモイルアミノ基、Ｎ，
Ｎ－ジメチルアミノカルボニルアミノ基、Ｎ，Ｎ－ジエチルアミノカルボニルアミノ基、
モルホリノカルボニルアミノ基）、
【０２２９】
アルコキシカルボニルアミノ基（好ましくは炭素数２～３０の置換もしくは無置換アルコ
キシカルボニルアミノ基、例えば、メトキシカルボニルアミノ基、エトキシカルボニルア
ミノ基、ｔｅｒｔ－ブトキシカルボニルアミノ基、ｎ－オクタデシルオキシカルボニルア
ミノ基、Ｎ－メチルーメトキシカルボニルアミノ基）、アリールオキシカルボニルアミノ
基（好ましくは、炭素数７～３０の置換もしくは無置換のアリールオキシカルボニルアミ
ノ基、例えば、フェノキシカルボニルアミノ基、ｐ－クロロフェノキシカルボニルアミノ
基、ｍ－ｎ－オクチルオキシフェノキシカルボニルアミノ基）、スルファモイルアミノ基
（好ましくは、炭素数０～３０の置換もしくは無置換のスルファモイルアミノ基、例えば
、スルファモイルアミノ基、Ｎ，Ｎ－ジメチルアミノスルホニルアミノ基、Ｎ－ｎ－オク
チルアミノスルホニルアミノ基）、アルキルおよびアリールスルホニルアミノ基（好まし
くは炭素数１～３０の置換もしくは無置換のアルキルスルホニルアミノ基、炭素数６～３
０の置換もしくは無置換のアリールスルホニルアミノ基、例えば、メチルスルホニルアミ
ノ基、ブチルスルホニルアミノ基、フェニルスルホニルアミノ基、２，３，５－トリクロ
ロフェニルスルホニルアミノ基、ｐ－メチルフェニルスルホニルアミノ基）、
【０２３０】
メルカプト基、アルキルチオ基（好ましくは、炭素数１～３０の置換もしくは無置換のア
ルキルチオ基、例えばメチルチオ基、エチルチオ基、ｎ－ヘキサデシルチオ基）、アリー
ルチオ基（好ましくは炭素数６～３０の置換もしくは無置換のアリールチオ、例えば、フ
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ェニルチオ基、ｐ－クロロフェニルチオ基、ｍ－メトキシフェニルチオ基）、ヘテロ環チ
オ基（好ましくは炭素数２～３０の置換または無置換のヘテロ環チオ基、例えば、２－ベ
ンゾチアゾリルチオ基、１－フェニルテトラゾール－５－イルチオ基）、スルファモイル
基（好ましくは炭素数０～３０の置換もしくは無置換のスルファモイル基、例えば、Ｎ－
エチルスルファモイル基、Ｎ－（３－ドデシルオキシプロピル）スルファモイル基、Ｎ，
Ｎ－ジメチルスルファモイル基、Ｎ－アセチルスルファモイル基、Ｎ－ベンゾイルスルフ
ァモイル基、Ｎ－（Ｎ’－フェニルカルバモイル）スルファモイル基）、スルホ基、アル
キルもしくはアリールスルフィニル基（好ましくは、炭素数１～３０の置換または無置換
のアルキルスルフィニル基、６～３０の置換または無置換のアリールスルフィニル基、例
えば、メチルスルフィニル基、エチルスルフィニル基、フェニルスルフィニル基、ｐ－メ
チルフェニルスルフィニル基）、
【０２３１】
アルキルもしくはアリールスルホニル基（好ましくは、炭素数１～３０の置換または無置
換のアルキルスルホニル基、６～３０の置換または無置換のアリールスルホニル基、例え
ば、メチルスルホニル基、エチルスルホニル基、フェニルスルホニル基、ｐ－メチルフェ
ニルスルホニル基）、アシル基（好ましくはホルミル基、炭素数２～３０の置換または無
置換のアルキルカルボニル基、炭素数７～３０の置換もしくは無置換のアリールカルボニ
ル基、炭素数４～３０の置換もしくは無置換の炭素原子でカルボニル基と結合しているヘ
テロ環カルボニル基、例えば、アセチル基、ピバロイル基、２－クロロアセチル基、ステ
アロイル基、ベンゾイル基、ｐ－ｎ－オクチルオキシフェニルカルボニル基、２－ピリジ
ルカルボニル基、２－フリルカルボニル基）、アリールオキシカルボニル基（好ましくは
、炭素数７～３０の置換もしくは無置換のアリールオキシカルボニル基、例えば、フェノ
キシカルボニル基、ｏ－クロロフェノキシカルボニル基、ｍ－ニトロフェノキシカルボニ
ル基、ｐ－ｔｅｒｔ－ブチルフェノキシカルボニル基）、アルコキシカルボニル基（好ま
しくは、炭素数２～３０の置換もしくは無置換アルコキシカルボニル基、例えば、メトキ
シカルボニル基、エトキシカルボニル基、ｔｅｒｔ－ブトキシカルボニル基、ｎ－オクタ
デシルオキシカルボニル基）、
【０２３２】
カルバモイル基（好ましくは、炭素数１～３０の置換もしくは無置換のカルバモイル、例
えば、カルバモイル基、Ｎ－メチルカルバモイル基、Ｎ，Ｎ－ジメチルカルバモイル基、
Ｎ，Ｎ－ジ－ｎ－オクチルカルバモイル基、Ｎ－（メチルスルホニル）カルバモイル基）
、アリールもしくはヘテロ環アゾ基（好ましくは炭素数６～３０の置換もしくは無置換の
アリールアゾ基、炭素数３～３０の置換もしくは無置換のヘテロ環アゾ基、例えば、フェ
ニルアゾ基、ｐ－クロロフェニルアゾ基、５－エチルチオ－１，３，４－チアジアゾール
－２－イルアゾ基）、イミド基（好ましくは、Ｎ－スクシンイミド基、Ｎ－フタルイミド
基）、ホスフィノ基（好ましくは、炭素数２～３０の置換もしくは無置換のホスフィノ基
、例えば、ジメチルホスフィノ基、ジフェニルホスフィノ基、メチルフェノキシホスフィ
ノ基）、
【０２３３】
ホスフィニル基（好ましくは、炭素数２～３０の置換もしくは無置換のホスフィニル基、
例えば、ホスフィニル基、ジオクチルオキシホスフィニル基、ジエトキシホスフィニル基
）、ホスフィニルオキシ基（好ましくは、炭素数２～３０の置換もしくは無置換のホスフ
ィニルオキシ基、例えば、ジフェノキシホスフィニルオキシ基、ジオクチルオキシホスフ
ィニルオキシ基）、ホスフィニルアミノ基（好ましくは、炭素数２～３０の置換もしくは
無置換のホスフィニルアミノ基、例えば、ジメトキシホスフィニルアミノ基、ジメチルア
ミノホスフィニルアミノ基）、シリル基（好ましくは、炭素数３～３０の置換もしくは無
置換のシリル基、例えば、トリメチルシリル基、ｔｅｒｔ－ブチルジメチルシリル基、フ
ェニルジメチルシリル基）を表す。
【０２３４】
　上記の官能基の中で、水素原子を有するものは、これを取り去りさらに上記の基で置換
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されていてもよい。そのような官能基の例としては、アルキルカルボニルアミノスルホニ
ル基、アリールカルボニルアミノスルホニル基、アルキルスルホニルアミノカルボニル基
、アリールスルホニルアミノカルボニル基が挙げられる。その例としては、メチルスルホ
ニルアミノカルボニル基、ｐ－メチルフェニルスルホニルアミノカルボニル基、アセチル
アミノスルホニル基、ベンゾイルアミノスルホニル基が挙げられる。
【０２３５】
　上記一般式（１）～（８）のいずれかで表される紫外線吸収剤が水溶性である場合には
、イオン性親水性基を有することが好ましい。イオン性親水性基には、スルホ基、カルボ
キシル基、ホスホノ基および４級アンモニウム基等が含まれる。前記イオン性親水性基と
しては、カルボキシル基、ホスホノ基、およびスルホ基が好ましく、特にカルボキシル基
、スルホ基が好ましい。カルボキシル基、ホスホノ基およびスルホ基は塩の状態であって
もよく、塩を形成する対イオンの例には、アンモニウムイオン、アルカリ金属イオン（例
、リチウムイオン、ナトリウムイオン、カリウムイオン）および有機カチオン（例、テト
ラメチルアンモニウムイオン、テトラメチルグアニジウムイオン、テトラメチルホスホニ
ウム）が含まれる。
【０２３６】
　上記一般式（１）～（８）のいずれかで表される紫外線吸収剤のうち、紫外線吸収剤自
身の光堅牢性が高いという点から一般式（１）～（４）のいずれかで表されるものが好ま
しく、さらに吸収特性から（１）～（３）のいずれかで表されるものが好ましく、中でも
一般式（１）又は（３）で表される化合物が特に好ましい。一方、塩基性条件下で用いら
れる場合には、解離による着色が生じない点から一般式（４）～（８）のいずれかで表さ
れる化合物が好ましい。
【０２３７】
　一般式（１）～（８）のいずれかで表される化合物は、特公昭４８－３０４９２号、同
５５－３６９８４号、同５５－１２５８７５号、同３６－１０４６６号、同４８－５４９
６号、特開昭４６－３３３５号、同５８－２１４１５２号、同５８－２２１８４４号、同
４７－１０５３７号、同５９－１９９４５号、同６３－５３５４４号、同５１－５６６２
０号、同５３－１２８３３３号、同５８－１８１０４０号、特開平６－２１１８１３号、
同７－２５８２２８号、同８－２３９３６８号，同８－５３４２７号，同１０－１１５８
９８号，同１０－１４７５７７号，同１０－１８２６２１号、特表平８－５０１２９１号
等の各公報、米国特許第３，７５４，９１９号、同４，２２０，７１１号、同２，７１９
，０８６号、同３，６９８，７０７号、同３，７０７，３７５号、同５，２９８，３８０
号、同５，５００，３３２号、同５，５８５，２２８号、同５，８１４，４３８号、英国
特許１，１９８，３３７号、ヨーロッパ特許第３２３４０８Ａ号、同５２０９３８Ａ号、
同５２１８２３Ａ号、同５３１２５８Ａ号、同５３０１３５Ａ号、同５２０９３８Ａ号等
の各明細書に具体的に例示されている化合物が好ましく、なかでも、チヌビンＰ、チヌビ
ン９００（いずれも商品名、チバ・スペシャリティ・ケミカルズ株式会社製）が好ましい
。一般式（１）～（８）のいずれかで表される化合物は、記載されている方法、またはこ
れらに記載されている方法に準じて合成することができる。
　また、代表的な紫外線吸収剤の構造と、その物性および作用機構については、Andreas
　Valet著，“Light　Stabilizers　for　Paint”，Vincentz出版に記載がある。
【０２３８】
＜背面層＞
　感熱転写シートの裏面は、サーマルヘッド等の加熱デバイスと直接接触して加熱されな
がら走行していく。そのため、この支持体裏面とサーマルヘッド等の加熱デバイスとの熱
融着を防止し、走行を滑らかにするために、背面層を設けることが好ましい。
　背面層には、エチルセルロース、ヒドロキシセルロース、ヒドロキシプロピルセルロー
ス，メチルセルロース，酢酸セルロース，酪酸セルロース，ニトロセルロース等のセルロ
ース系樹脂、ポリビニルアルコール，ポリ酢酸ビニル，ポリビニルブチラール，ポリビニ
ルアセタール，ポリビニルピロリドン等のビニル系樹脂、ポリメタクリル酸メチル，ポリ
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アクリル酸エチル，ポリアクリルアミド，アクリロニトリル－スチレン共重合体等のアク
リル系樹脂、ポリアミド樹脂、ポリビニルトルエン樹脂、クマロンインデン樹脂、ポリエ
ステル系樹脂、ポリウレタン樹脂、シリコーン変性又はフッ素変性ウレタン樹脂、シリコ
ーン樹脂等の天然又は合成樹脂の単体又は混合物を用いることができる。
【０２３９】
　背面層の耐熱性を向上させるために、架橋剤を用いて架橋樹脂層とすることも好ましい
態様である。
　さらに、走行性向上のためには、背面層に固形あるいは液状の離型剤又は滑剤を含有さ
せることが好ましい。公知のものを用いることができるが、例えば、ステアリン酸亜鉛、
ステアリン酸アミド、カウナウバワックス、モンダンワックス、ポリエチレンワックス、
パラフィンワックス等の各種ワックス類、高級脂肪酸アルコール、オルガノポリシロキサ
ン、アニオン系界面活性剤、カチオン系界面活性剤、両性界面活性剤、ノニオン系界面活
性剤、フッ素系界面活性剤、有機カルボン酸およびその誘導体、フッ素系樹脂、シリコー
ン系樹脂、リン酸エステル系化合物、有機または無機の微粒子等を挙げることができる。
【０２４０】
　このような背面層は、公知の塗工方法を用いて形成することができる。厚さは０．１～
１０μｍが好ましく、０．３～５μｍがさらに好ましく、０．５～３μｍが特に好ましい
。
【実施例】
【０２４１】
　以下、本発明を実施例に基づき更に詳細に説明するが、本発明はこれらに限定されるも
のではない。なお、実施例中で、部または％とあるのは、特に断りのない限り質量基準で
ある。
【０２４２】
［紙管の作製］
　ライナー原紙（２１０ｇ／ｍ2）をらせん状に４周巻回し、各層の間を接着剤で固定し
た。この紙管を１５２ｍｍの長さにカットして比較用紙管Ａを作製した。
　紙管Ａの内面にラテックス含有の防滑用分散物を塗布後乾燥して比較用紙管Ｂを作製し
た。
　前記ライナー原紙の片面にマイクロカプセル含有の防滑用分散物を塗布し、この防滑用
分散物塗布面を最内面としてらせん状に１周巻回し、引き続きライナー原紙をらせん状に
巻回し、各層の間を接着剤で固定し、この紙管を１５２ｍｍの長さにカット後に加熱して
マイクロカプセルを発泡させて比較用紙管Ｃを作製した。
　片面にポリエチレンをラミネートした上質紙（総厚み約０．１ｍｍ、ポリエチレン層：
ポリエチレン，数平均分子量２００００，厚み１５μｍ）を最内面としてらせん状に１周
巻回し、引き続きライナー原紙をらせん状に巻回し、各層の間を接着剤で固定し、この紙
管を１５２ｍｍの長さにして本発明の紙管Ｄを作製した。
　これらの紙管の内径は８７．５ｍｍ～８８．０ｍｍ、紙管の厚みは０．９ｍｍ～１．１
ｍｍであった。
【０２４３】
［摩擦測定用部材の作製］
　ライナー原紙の片面に前記の紙管Ａ～Ｄの内面の構成を作製して摩擦係数測定用の部材
Ａ～Ｄを作製した。即ち、部材Ａはライナー原紙そのもの、部材Ｂはライナー原紙表面に
ラテックス含有の防滑用分散物を塗布後乾燥したもの、部材Ｃはライナー原紙表面にマイ
クロカプセル含有の防滑用分散物を塗布後加熱してマイクロカプセルを発泡させたもの、
及び部材Ｄはライナー原紙表面にポリエチレンをラミネートした上質紙（総厚み約０．１
ｍｍ、ポリエチレン層：ポリエチレン，融点１２０℃，数平均分子量２００００，厚み１
５μｍ）を接着剤で貼って固定したものである。
【０２４４】
［感熱転写受像シートの作製］
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受像シートの作製
　ポリエチレンで両面ラミネートした紙支持体表面に、コロナ放電処理を施した後ドデシ
ルベンゼンスルホン酸ナトリウムを含むゼラチン下塗層を設けた。この上に、下記組成の
断熱層、受容層の順に支持体側からこの順に積層させた状態で、米国特許第２，７６１，
７９１号明細書に記載の第９図に例示された方法により、重層塗布を行った。それぞれの
乾燥時の塗布量は下引き層：６．８ｇ／ｍ2、断熱層：８．２ｇ／ｍ2、受容層下層：２．
４ｇ／ｍ2、受容層上層：２．９ｇ／ｍ2、支持体の受容層とは反対側の無機微粒子を含む
ポリマー層：１２．０ｇ／ｍ2となるように塗布を行った。
　受容層上層
　　塩化ビニル系ラテックス（固形分として）　　　　　　　　　　　　２２．２部
　　　（ビニブラン９００、商品名、日信化学工業(株)製）
　　塩化ビニル系ラテックス（固形分として）　　　　　　　　　　　　　２．５部
　　　（ビニブラン２７６、商品名、日信化学工業(株)製）
　　ゼラチン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　０．４部
　　下記エステル系ワックスＥＷ－１　　　　　　　　　　　　　　　　　２．２部
　　下記界面活性剤Ｆ－１　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　０．０４部
　受容層下層
　　塩化ビニル系ラテックス（固形分として）　　　　　　　　　　　　２４．４部
　　　（ビニブラン６９０、商品名、日信化学工業(株)製）
　　ゼラチン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１．６部
　　下記界面活性剤Ｆ－１　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　０．０４部
　断熱層
　　中空ポリマー粒子ラテックス（固形分として）　　　　　　　　　　５８０部
　　　（ＭＨ５０５５、商品名、日本ゼオン(株)製）
　　ゼラチン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２７０部
　下引き層
　　ポリビニルアルコール　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１７．２部
　　　（ポバールＰＶＡ２０５、商品名、(株)クラレ製）
　　スチレンブタジエンゴムラテックス（固形分として）　　　　　　　１５０部
　　　（ＳＮ－３０７、商品名、日本エイ　アンド　エル(株)製）
　　下記界面活性剤Ｆ－１　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　０．１部
支持体の受容層とは反対側の無機微粒子を含むポリマー層
　　ポリビニルアルコール　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２０部
　　コロイダルシリカ（球相当粒径０．０５μｍ）　　　　　　　　　　　０．０５部
　　アルミナゾル　　（球相当粒径４μｍ）　　　　　　　　　　　　　　０．１部
【０２４５】
【化３０】

【０２４６】
［感熱転写受像シートのロール形態加工物の作製］
　前記感熱転写受像シートを内径８８ｍｍの軸に巾１５２ｍｍ、長さ６０ｍで受像面が外
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側となるように巻きつけ、軸から１周目の外面と２周目の内面を両面テープで固定して引
き続き巻きつけることで比較用ロール形態加工物１を作製した。
　前記紙管Ａの外面に巾１５２ｍｍの前記感熱転写受像シートを接着テープで貼り付けて
固定して引き続き巻きつけることで比較用ロール形態加工物２を作製した。
　前記比較用ロール形態加工物２に対して、使用する紙管を紙管Ａから紙管Ｂに変更する
以外は同様にして比較用ロール形態加工物３を作製した。
　前記比較用ロール形態加工物２に対して、使用する紙管を紙管Ａから紙管Ｃに変更する
以外は同様にして比較用ロール形態加工物４を作製した。
　前記比較用ロール形態加工物２に対して、使用する紙管を紙管Ａから紙管Ｄに変更する
以外は同様にして本発明のロール形態加工物５を作製した。
　これらのロール形態加工物の質量は２．２ｋｇ～２．３ｋｇであった。
【０２４７】
［摩擦の測定］
　前記感熱転写受像シートの受容層とは反対側の面を上にして水平な稼動ステージ上に固
定し、その上に巾３０ｍｍ長さ４６ｍｍのポリカーボネート製の平らな部材を乗せ、更に
ポリカーボネート製の部材の上に重りを乗せて、ポリカーボネート製の部材と重りの総質
量を１００ｇとした。ポリカーボネート製の部材をロードセル（トルク検出センサ）に接
続して固定し、稼動ステージを動かして、感熱転写受像シートの受容層とは反対側の面と
ポリカーボネート製の平らな部材の間で滑らせた時の抵抗力を測定した。測定した抵抗力
を垂直荷重で割った値を計算し、滑り始めの最大抵抗力について求めた値を静止摩擦係数
、滑り始めた後に安定した抵抗力について求めた値を動摩擦係数とした。
　上述の測定において、使用した感熱転写受像シートを摩擦測定用部材Ａ～Ｄに変更する
以外は同様にして各部材に対する摩擦係数を求めた。
【０２４８】
［ロール形態加工物と軸間の滑りトルク測定］
　前記感熱転写受像シートのロール形態加工物１にポリカーボネート製の軸を差込み、軸
が回転しないように固定した。更にロール加工物１の最外周の感熱転写受像シートの端を
ロードセル（トルク検出センサ）に接続した状態で固定し、軸が回転しない状態で感熱転
写受像シートの端を引き出してロール形態加工物１の内面と軸の間が滑った状態でトルク
を測定した。この値が大きいほど、滑り難いことを示す。上述の測定において、使用した
ロール形態加工物１をロール形態加工物２～５に変更する以外は同様にして各部材に対す
るトルクを測定した。
　次に本測定に用いたポリカーボネート製の軸について詳細に説明する。軸の外面には円
弧状の可動部材を有し、可動部材は中心側の軸部材とバネを介して接続された状態でロー
ル形態加工物の内面に押し込まれた状態でバネの力によって押し付けられて固定された。
可動部材は軸の左右に各々円周方向に４箇所、合計８箇所設置されており、各々の可動部
材は個別のバネにより中心側の軸部材と接続された。可動部材は軸の中心から直線方向に
だけ可動出来、円周方向には可動出来ないように設置された。
　また、上記バネの強さを変更して同様のトルク測定を行った。
　摩擦係数の結果を表１に、トルク測定の結果を表２に示す。
【０２４９】
【表１】
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【０２５０】
【表２】

【０２５１】
　表１及び２の結果から明らかなように、紙管を用いずに受像シートをロール形態とした
加工物１およびライナー原紙そのものを紙管の最内面としたロール形態加工物２では、い
ずれも滑りトルクが低く、滑りやすいものであった。
　また、表１の結果から明らかなように、部材Ｂ及びＣの静摩擦係数及び動摩擦係数はい
ずれも大きくなっており、滑り防止に有効と思われたが、表２の結果から明らかなように
、紙管の最内面を前記部材Ｂ及びＣと同じ構成としたロール形態加工物３及び４では、軸
との間の滑りトルクは僅かしか増大しておらず、あるいは軸を差し込む時に割れてしまっ
て明確な滑り防止効果は見られなかった。また、軸の可動部材をロール加工物の最内面に
押し付けるバネを強くしても滑りを防止出来ないこともわかった。
　これらに対し、表１の部材Ｄの結果では表面ポリエチレン層では摩擦係数はほとんど変
化しなかったにも関わらず、紙管の最内面にポリエチレン層を設け前記部材Ｄと同じ構成
としたロール形態加工物５は、表２の結果から明らかなように滑りトルクが大きく増加し
、滑りにくくなっており、高速プリントに適することがわかった。
【０２５２】
　次に、前記ロール形態の加工物１（比較例）、加工物４（比較例）及び加工物５（本発
明）を用いて、以下の感熱転写シートと組み合わせて感熱転写プリントを作製した。
［感熱転写シートの作製］
（感熱転写シート用塗工液および、保護層用塗工液の作製）
　感熱転写シート作製のため下記１３種の塗工液を作製した。
【０２５３】
＜イエロー熱転写層用塗工液Ｙ１の作製＞
　イエロー染料Ｙ１－６　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２．２部
　イエロー染料Ｙ３－７　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２．２部
　ポリビニルブチラール樹脂　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　４．５部
　　（エスレックスＢＨ－６、商品名、積水化学工業(株)製）
　メチルエチルケトン／トルエン（質量比１／１）　　　　　　　　　　　９０部
【０２５４】
＜マゼンタ熱転写層用塗工液Ｍ１の作製＞
　マゼンタ染料Ｍ２－１　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１．０部
　マゼンタ染料Ｍ２－３　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　４．０部
　ポリビニルブチラール樹脂　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　４．５部
　　（エスレックスＢＨ－６、商品名、積水化学工業(株)製）
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　メチルエチルケトン／トルエン（質量比１／１）　　　　　　　　　　　９０部
【０２５５】
＜シアン熱転写層用塗工液Ｃ１の作製＞
　シアン染料Ｃ１－３　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　０．５部
　シアン染料Ｃ２－２　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　４．５部
　ポリビニルブチラール樹脂　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　４．５部
　　（エスレックスＢＨ－６、商品名、積水化学工業(株)製）
　メチルエチルケトン／トルエン（質量比１／１）　　　　　　　　　　　９０部
【０２５６】
＜熱転写可能な保護層用離型層塗工液ＰＵ１の作製＞
　変性セルロース樹脂　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　５部
　　（Ｌ－３０、商品名、ダイセル化学(株)製）
　メチルエチルケトン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　９５部
熱転写可能な保護層用剥離層塗工液ＰＯ１の作製
　アクリル樹脂溶液（固形分４０％）　　　　　　　　　　　　　　　　　９０部
　　（ＵＮＯ－１、商品名、岐阜セラミック(有)製）
　メタノール／イソプロパノール（質量比１／１）　　　　　　　　　　　１０部
【０２５７】
＜熱転写可能な保護層用接着層塗工液Ａ１の作製＞
　アクリル樹脂　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２５部
　　（ダイアナールＢＲ－７７、商品名、三菱レイヨン(株)製）
　下記紫外線吸収剤ＵＶ－１　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１部
　下記紫外線吸収剤ＵＶ－２　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２部
　下記紫外線吸収剤ＵＶ－３　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１部
　下記紫外線吸収剤ＵＶ－４　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１部
　ＰＭＭＡ微粒子　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　０．４部
　メチルエチルケトン／トルエン（質量比２／１）　　　　　　　　　　　７０部
【０２５８】

【化３１】

【０２５９】
（背面層用塗工液の作製）
感熱転写シートの背面耐熱層作製のため下記の塗工液を作製した
背面層塗工液ＢＣ１の作製
　アクリル系ポリオール樹脂　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２６．０部
　　（アクリディックＡ－８０１、商品名、大日本インキ化学工業(株)製）
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　ステアリン酸亜鉛　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　０．４３部
　　（ＳＺ－２０００、商品名、堺化学工業(株)製）　　　　　　　　　１．２７部
　リン酸エステル
　　（プライサーフＡ２１７、商品名、第一工業製薬(株)製）
　イソシアネート（５０％溶液）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　８．０部
　　（バーノックＤ－８００、商品名、大日本インキ化学工業(株)製）
　メチルエチルケトン／トルエン（質量比２／１）　　　　　　　　　　　　６４部
【０２６０】
（前記塗工液の塗布によるシートの作製）
　支持体として片面に易接着処理がされている厚さ６．０μｍのポリエステルフィルム（
ダイアホイルＫ２００Ｅ－６Ｆ、商品名、三菱化学ポリエステルフィルム(株)製）の易接
着処理がされていない面に乾燥後の固形分塗布量が１ｇ／ｍ2となるように背面層塗工液
ＢＣ１を塗布した、乾燥後、６０℃で熱処理を行い硬化させた。
　このようにして作製したポリエステルフィルムの易接着層塗布側に前記塗工液を下表１
に記載された組み合わせで、イエロー、マゼンタ、シアンの各熱転写層および保護層を面
順次となるように塗布した感熱転写シートＡを作製した。なお、保護層を形成する場は、
保護層用離型層用塗工液ＰＵ１を塗布し、乾燥した後に、その上に保護層用剥離層用塗工
液ＰＯ１を塗布し、乾燥した後に、さらにその上に保護層用接着層塗工液Ａ１を塗布した
。
　このときの塗布量は固形分塗布量が、以下の塗布量となるように調整した。
【０２６１】
　イエロー熱転写層　　０．９ｇ／ｍ2

　マゼンタ熱転写層　　０．８ｇ／ｍ2

　シアン熱転写層　　　１．０ｇ／ｍ2

　保護層離型層　　　　０．３ｇ／ｍ2

　保護層剥離層　　　　０．５ｇ／ｍ2

　保護層接着層　　　　２．０ｇ／ｍ2

【０２６２】
［画像形成１］
　まず、ロール形態加工物１を軸に組み付けた状態でプリンターに設置し、また前記感熱
転写シートもプリンターに設置した。次に加工物１の外周部の受像シートをモーター駆動
によるローラー搬送でサーマルヘッド部まで引き出し、同時に感熱転写シートをモーター
駆動によるローラー搬送でサーマルヘッド部まで引き出した。引き出した感熱転写受像シ
ートと感熱転写シートとを感熱転写層と受像層とが接するように重ね合わせ、感熱転写シ
ートの支持体側よりサーマルヘッドを用いて加熱することにより転写プリントを行った。
熱転写の順番は、第１に感熱転写シートのイエロー熱転写層の部分を受像シートに重ね合
わせてサーマルヘッドを用いて加熱しその後に感熱転写シートを受像シートから剥がすこ
とでイエロー画像を転写し、第２にマゼンタ熱転写層を前記受像シートに重ね合わせてサ
ーマルヘッドを用いて加熱しその後に感熱転写シートを受像紙から剥がすことでマゼンタ
画像を転写し、第３にシアン熱転写層を前記受像シートに重ね合わせてサーマルヘッドを
用いて加熱しその後に感熱転写シートを受像シートから剥がすことでシアン画像を転写し
、第４に保護層を前記受像シートに重ね合わせてサーマルヘッドを用いて加熱しその後に
感熱転写シートを受像シートから剥がすことで保護層そのものを感熱受像シートに転写し
てカラー画像を形成したプリントを作製した。サーマルヘッドは３００ｄｐｉ（２５．４
ｍｍ当たり３００ドット）のラインヘッド型を用い、プリントスピード６０ｃｍ／分、最
大熱量３００ｍＪ／ドットで行った。プリントサイズは１枚当たり１０２ｍｍ×１５２ｍ
ｍで行い、連続して４００枚のプリントを行った。
　ロール形態加工物１の代わりにロール形態加工物４及び５を用いること以外は前記と同
様にして連続して４００枚の連続プリントを行った。
【０２６３】
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　ロール形態加工物１（比較例）あるいは４（比較例）を用いてプリントした場合、プリ
ントの途中でプリント異常による停止が２回から３回生じた。プリント停止時に電源を一
旦切ってプリンタを空けて中を確認したところ、プリンタ内で搬送用ローラーとロール形
態加工物の間で感熱転写受像シートがたるんでおり、軸部と軸部に接しているロール形態
加工物の間で滑っていることが分かった。この異常を復旧するためには、プリンタの電源
を一旦切ってから感熱転写受像シートと感熱転写シートを所定の位置にセットし直し、再
度電源を入れてプリンタを立ち上げることが必要で生産性が大きく劣ってしまう。一方、
ロール形態加工物５（本発明）を用いてプリントした場合には、プリント異常による停止
を生じず本発明の効果が明らかであった。
【図面の簡単な説明】
【０２６４】
【図１】本発明の紙管、紙管に巻き付けられた感熱転写受像シート及び軸部の関係を示す
透過斜視図である。
【図２】本発明に用いられる感熱転写インクシートの好ましい一実施態様を示す平面図で
ある。
【図３】本発明に用いられる感熱転写インクシートの好ましい一実施態様を示す断面図で
ある。
【符号の説明】
【０２６５】
　１　　感熱転写シート（インクシート）
　２　　基材フィルム
　３　　インク層（染料層）
　４　　転写性保護層積層体
　４ａ　離型層
　４ｂ　保護層
　４ｃ　接着剤層
　５　　裏面層
　１０　感熱転写受像シートのロール形態加工物
　１１　紙管
　１２　紙管に巻き付けられた感熱転写受像シート
　１３　軸
　１３ａ　軸外面の円弧状の可動部
　１３ｂ　挿入部
　Ｙ　　イエロー染料層
　Ｍ　　マゼンタ染料層
　Ｃ　　シアン染料層
　ＢＫ　ブラック層
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