
JP 5174134 B2 2013.4.3

10

20

(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　（成分Ａ）アクリル系ブロック共重合体、
　（成分Ｂ）架橋剤、及び、
　（成分Ｃ）架橋触媒を含有することを特徴とする
　レーザー彫刻用樹脂組成物。
【請求項２】
　（成分Ｄ）７００～１，３００ｎｍの波長の光を吸収可能な光熱変換剤を更に含有する
、請求項１に記載のレーザー彫刻用樹脂組成物。
【請求項３】
　（成分Ｅ）可塑剤を更に含有する、請求項１又は２に記載のレーザー彫刻用樹脂組成物
。
【請求項４】
　成分Ｂが、加水分解性シリル基及び／又はシラノール基を有する化合物である、請求項
１～３のいずれか１項に記載のレーザー彫刻用樹脂組成物。
【請求項５】
　成分Ｂが、多官能エチレン性不飽和化合物である、請求項１～３のいずれか１項に記載
のレーザー彫刻用樹脂組成物。
【請求項６】
　成分Ｂが、エポキシ環、オキセタン環及び五員環カーボネートよりなる群から選ばれた
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環状構造を２以上有する化合物である、請求項１～３のいずれか１項に記載のレーザー彫
刻用樹脂組成物。
【請求項７】
　成分Ａにおける２つ以上あるガラス転移温度の全てが、２５℃以上である、請求項１～
６のいずれか１項に記載のレーザー彫刻用樹脂組成物。
【請求項８】
　成分Ａにおける２つ以上あるガラス転移温度のうち少なくとも１つが、２５℃未満であ
る、請求項１～６のいずれか１項に記載のレーザー彫刻用樹脂組成物。
【請求項９】
　支持体上に、請求項１～８のいずれか１項に記載のレーザー彫刻用樹脂組成物からなる
レリーフ形成層を備えるレーザー彫刻用レリーフ印刷版原版。
【請求項１０】
　支持体上に、請求項１～８のいずれか１項に記載のレーザー彫刻用樹脂組成物からなる
レリーフ形成層を光及び／又は熱により架橋した架橋レリーフ形成層を備えるレーザー彫
刻用レリーフ印刷版原版。
【請求項１１】
　前記架橋レリーフ形成層が、熱により架橋した架橋レリーフ形成層である、請求項１０
に記載のレーザー彫刻用レリーフ印刷版原版。
【請求項１２】
　請求項１～８のいずれか１項に記載のレーザー彫刻用樹脂組成物からなるレリーフ形成
層を形成する層形成工程、及び、
　前記レリーフ形成層を光及び／又は熱により架橋し架橋レリーフ形成層を有するレリー
フ印刷版原版を得る架橋工程、を含むことを特徴とする
　レーザー彫刻用レリーフ印刷版原版の製造方法。
【請求項１３】
　前記架橋工程が、前記レリーフ形成層を熱により架橋し架橋レリーフ形成層を有するレ
リーフ印刷版原版を得る工程である、請求項１２に記載のレーザー彫刻用レリーフ印刷版
原版の製造方法。
【請求項１４】
　請求項１～８のいずれか１項に記載のレーザー彫刻用樹脂組成物からなるレリーフ形成
層を形成する層形成工程、
　前記レリーフ形成層を光及び／又は熱により架橋し架橋レリーフ形成層を有するレリー
フ印刷版原版を得る架橋工程、及び、
　前記架橋レリーフ形成層を有するレリーフ印刷版原版をレーザー彫刻し、レリーフ層を
形成する彫刻工程、を含むことを特徴とする
　レリーフ印刷版の製版方法。
【請求項１５】
　前記架橋工程が、前記レリーフ形成層を熱により架橋し架橋レリーフ形成層を有するレ
リーフ印刷版原版を得る工程である、請求項１４に記載のレリーフ印刷版の製版方法。
【請求項１６】
　請求項１４又は１５に記載の製版方法により製造されたレリーフ層を有するレリーフ印
刷版。
【請求項１７】
　前記レリーフ層の厚みが、０．０５ｍｍ以上１０ｍｍ以下である、請求項１６に記載の
レリーフ印刷版。
【請求項１８】
　前記レリーフ層のショアＡ硬度が、５０°以上９０°以下である、請求項１６又は１７
に記載のレリーフ印刷版。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
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【０００１】
　本発明は、レーザー彫刻用樹脂組成物、レーザー彫刻用レリーフ印刷版原版、レリーフ
印刷版の製版方法及びレリーフ印刷版に関する。
【背景技術】
【０００２】
　レリーフ形成層をレーザーにより直接彫刻し製版する、いわゆる「直彫りＣＴＰ方式」
が多く提案されている。この方式では、フレキソ原版に直接レーザーを照射し、光熱変換
により熱分解及び揮発を生じさせ、凹部を形成する。直彫りＣＴＰ方式は、原画フィルム
を用いたレリーフ形成と異なり、自由にレリーフ形状を制御することができる。このため
、抜き文字の如き画像を形成する場合、その領域を他の領域よりも深く彫刻する、又は、
微細網点画像では、印圧に対する抵抗を考慮し、ショルダーをつけた彫刻をすることなど
も可能である。この方式に用いられるレーザーは高出力の炭酸ガスレーザーが用いられる
ことが一般的である。炭酸ガスレーザーの場合、全ての有機化合物が照射エネルギーを吸
収して熱に変換できる。一方、安価で小型の半導体レーザーが開発されてきているが、こ
れらは可視及び近赤外光であるため、該レーザー光を吸収して熱に変換することが必要と
なる。
　従来のレーザー彫刻用樹脂組成物としては、例えば、特許文献１～５に記載のものが知
られている。また、従来の溶剤現像用樹脂組成物としては、特許文献６に記載のものが知
られている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】国際公開第２００６／０５１８６３号
【特許文献２】特開２００７－１４８３２２号公報
【特許文献３】特表２００５－５３４５２５号公報
【特許文献４】特開２０１０－６９７６３号公報
【特許文献５】特表２００７－５２０３７９号公報
【特許文献６】特開２０１０－２２２５９１号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　本発明が解決しようとする課題は、耐刷性に優れたレリーフ印刷版を得ることができ、
彫刻感度に優れるレーザー彫刻用樹脂組成物、前記レーザー彫刻用樹脂組成物を用いたレ
リーフ印刷版原版、前記レリーフ印刷版原版を用いたレリーフ印刷版の製版方法、及び、
前記製造方法により得られたレリーフ印刷版を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　本発明の上記課題は、以下の解決手段＜１＞、＜１０＞、＜１１＞、＜１３＞、＜１５
＞及び＜１７＞により解決された。好ましい実施形態である＜２＞～＜９＞、＜１２＞、
＜１４＞、＜１６＞、＜１８＞及び＜１９＞と共に列記する。
　＜１＞（成分Ａ）アクリル系ブロック共重合体、を含有することを特徴とするレーザー
彫刻用樹脂組成物、
　＜２＞（成分Ｂ）架橋剤、及び、（成分Ｃ）架橋触媒を更に含有する、上記＜１＞に記
載のレーザー彫刻用樹脂組成物、
　＜３＞（成分Ｄ）７００～１，３００ｎｍの波長の光を吸収可能な光熱変換剤を更に含
有する、上記＜１＞又は＜２＞に記載のレーザー彫刻用樹脂組成物、
　＜４＞（成分Ｅ）可塑剤を更に含有する、上記＜１＞～＜３＞のいずれか１つに記載の
レーザー彫刻用樹脂組成物、
　＜５＞成分Ｂが、加水分解性シリル基及び／又はシラノール基を有する化合物である、
上記＜２＞に記載のレーザー彫刻用樹脂組成物、
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　＜６＞成分Ｂが、多官能エチレン性不飽和化合物である、上記＜２＞に記載のレーザー
彫刻用樹脂組成物、
　＜７＞成分Ｂが、エポキシ環、オキセタン環及び五員環カーボネートよりなる群から選
ばれた環状構造を２以上有する化合物である、上記＜２＞に記載のレーザー彫刻用樹脂組
成物、
　＜８＞成分Ａにおける２つ以上あるガラス転移温度の全てが、２５℃以上である、上記
＜１＞～＜７＞のいずれか１つに記載のレーザー彫刻用樹脂組成物、
　＜９＞成分Ａにおける２つ以上あるガラス転移温度のうち少なくとも１つが、２５℃未
満である、上記＜１＞～＜７＞のいずれか１つに記載のレーザー彫刻用樹脂組成物、
　＜１０＞支持体上に、上記＜１＞～＜９＞のいずれか１つに記載のレーザー彫刻用樹脂
組成物からなるレリーフ形成層を備えるレーザー彫刻用レリーフ印刷版原版、
　＜１１＞支持体上に、上記＜１＞～＜９＞のいずれか１つに記載のレーザー彫刻用樹脂
組成物からなるレリーフ形成層を光及び／又は熱により架橋した架橋レリーフ形成層を備
えるレーザー彫刻用レリーフ印刷版原版、
　＜１２＞前記架橋レリーフ形成層が、熱により架橋した架橋レリーフ形成層である、上
記＜１１＞に記載のレーザー彫刻用レリーフ印刷版原版、
　＜１３＞上記＜１＞～＜９＞のいずれか１つに記載のレーザー彫刻用樹脂組成物からな
るレリーフ形成層を形成する層形成工程、及び、前記レリーフ形成層を光及び／又は熱に
より架橋し架橋レリーフ形成層を有するレリーフ印刷版原版を得る架橋工程、を含むこと
を特徴とするレーザー彫刻用レリーフ印刷版原版の製造方法、
　＜１４＞前記架橋工程が、前記レリーフ形成層を熱により架橋し架橋レリーフ形成層を
有するレリーフ印刷版原版を得る工程である、上記＜１３＞に記載のレーザー彫刻用レリ
ーフ印刷版原版の製造方法、
　＜１５＞上記＜１＞～＜９＞のいずれか１つに記載のレーザー彫刻用樹脂組成物からな
るレリーフ形成層を形成する層形成工程、前記レリーフ形成層を光及び／又は熱により架
橋し架橋レリーフ形成層を有するレリーフ印刷版原版を得る架橋工程、及び、前記架橋レ
リーフ形成層を有するレリーフ印刷版原版をレーザー彫刻し、レリーフ層を形成する彫刻
工程、を含むことを特徴とするレリーフ印刷版の製版方法、
　＜１６＞前記架橋工程が、前記レリーフ形成層を熱により架橋し架橋レリーフ形成層を
有するレリーフ印刷版原版を得る工程である、上記＜１５＞に記載のレリーフ印刷版の製
版方法、
　＜１７＞上記＜１５＞又は＜１６＞に記載の製版方法により製造されたレリーフ層を有
するレリーフ印刷版、
　＜１８＞前記レリーフ層の厚みが、０．０５ｍｍ以上１０ｍｍ以下である、上記＜１７
＞に記載のレリーフ印刷版、
　＜１９＞前記レリーフ層のショアＡ硬度が、５０°以上９０°以下である、上記＜１７
＞又は＜１８＞に記載のレリーフ印刷版。
【発明の効果】
【０００６】
　本発明のレーザー彫刻用樹脂組成物は、耐刷性に優れたレリーフ印刷版を得ることがで
き、彫刻感度に優れるレーザー彫刻用樹脂組成物、前記レーザー彫刻用樹脂組成物を用い
たレリーフ印刷版原版、前記レリーフ印刷版原版を用いたレリーフ印刷版の製版方法、及
び、前記製造方法により得られたレリーフ印刷版を提供することができた。
【発明を実施するための形態】
【０００７】
（レーザー彫刻用樹脂組成物）
　本発明のレーザー彫刻用樹脂組成物（以下、単に「樹脂組成物」ともいう。）は、（成
分Ａ）アクリル系ブロック共重合体、を含有することを特徴とする。
　特許文献１～３に記載されているような従来のレーザー彫刻用樹脂組成物に使用される
共役ジエン系ブロック共重合体などは、それ単独で製膜してもフレキソ印刷に好適な柔軟
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かつ強靭な膜を与えるため彫刻型フレキソに限らず、フレキソ印刷分野においてはバイン
ダーに使われているが、熱分解温度が高い（３００℃以上）ので彫刻型フレキソに使うに
あたっては、彫刻感度が低く、彫刻されたレリーフ印刷版の生産性が低いという問題を抱
えていた。
　一方、熱分解温度の高い樹脂としてアクリル樹脂が挙げられるが、特許文献４に記載さ
れているようなランダム共重合により得られたアクリル樹脂は、脆性が高いなどの欠点が
あり耐刷性が低くフレキソ印刷に使う上では好ましい結果を与えることが困難であった。
　共役ジエン系ブロック共重合体（ＳＢＳブロックポリマー、ＳＩＳブロックポリマー）
を用い、レーザー彫刻時に崩潰する微小泡又は微小球を添加剤として入れて、膜のゴム弾
性＆強度と彫刻感度を両立しようとする報告（特許文献５）もあるが、十分な彫刻感度向
上効果が得られているとは言いがたい。
　今回、本発明者が鋭意検討した結果、アクリル系ブロック共重合体をバインダーとして
用いることにより、アクリル樹脂骨格に由来する高い熱分解性（熱分解温度が低い）を保
持しつつ、ブロック共重合することによりランダム共重合では得られなかった柔軟なゴム
弾性を発現するに至り、高い彫刻感度とフレキソ印刷に好適な柔軟なゴム弾性の両立を可
能にできることを見いだした。
　更に、特定の架橋剤と組み合わせることで、ゴム弾性が更に上昇させることができ、耐
刷性やインキ転移性が向上すること、及び、彫刻カスのリンス性も向上することを見出し
た。
【０００８】
　なお、本発明において、数値範囲を表す「下限～上限」の記載は、「下限以上、上限以
下」を表し、「上限～下限」の記載は、「上限以下、下限以上」を表す。すなわち、上限
及び下限を含む数値範囲を表す。また、本発明において、「（成分Ａ）アクリル系ブロッ
ク共重合体」等を単に「成分Ａ」等ともいう。
【０００９】
　本発明のレーザー彫刻用樹脂組成物は、レーザー彫刻が施されるレリーフ印刷版原版の
レリーフ形成層用途以外にも、特に限定なく、他の用途にも広範囲に適用することができ
る。例えば、以下に詳述する凸状のレリーフ形成をレーザー彫刻により行う印刷版原版の
レリーフ形成層のみならず、表面に凹凸や開口部を形成する他の材形、例えば、凹版、孔
版、スタンプ等、レーザー彫刻により画像形成される各種印刷版や各種成形体の形成に適
用することができる。
　中でも、適切な支持体上に設けられるレリーフ形成層の形成に適用することが好ましい
態様である。
【００１０】
　なお、本明細書では、レリーフ印刷版原版の説明に関し、前記成分Ａを含有し、レーザ
ー彫刻に供する画像形成層としての、表面が平坦な層であり、かつ未架橋の架橋性層をレ
リーフ形成層といい、前記レリーフ形成層を架橋した層を架橋レリーフ形成層といい、こ
れをレーザー彫刻して表面に凹凸を形成した層をレリーフ層という。
　以下、レーザー彫刻用樹脂組成物の構成成分について説明する。
【００１１】
（成分Ａ）アクリル系ブロック共重合体
　本発明のレーザー彫刻用樹脂組成物は、（成分Ａ）アクリル系ブロック共重合体を含有
する。
　本発明における（成分Ａ）アクリル系ブロック共重合体の「アクリル系」とは、アクリ
ル酸、メタクリル酸、フマル酸、マレイン酸及びそのエステル類、並びに、アクリルアミ
ドやメタクリルアミド及びその誘導体よりなる群から選ばれたモノマー由来の構成単位を
少なくとも１つ含んでいることを意味する。
　成分Ａは、ブロック共重合体であり、２種以上のモノマーを多段階で共重合させた樹脂
であるので、異なる種類のブロックの数だけガラス転移温度（Ｔｇ）が観測される。具体
的には、例えば、メタクリル酸メチルとアクリル酸ブチルをブロック共重合して得られた
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チル（ＰＭＭＡ）由来のＴｇとの２種類が観測される。
　また、成分Ａのガラス転移温度は、例えば、示差走査熱量測定（ＤＳＣ測定）により測
定することができる。
【００１２】
　成分Ａは、ブロックを２種以上有していればよく、ブロックを３種以上有していてもよ
いが、２～４種であることが好ましく、２又は３種であることがより好ましく、２種であ
ることが更に好ましい。なお、例えば、後述するＡ－Ｂ－Ａ型のブロック共重合体であれ
ば、有するブロックは２種である。
　また、成分Ａは、１種以上のアクリル系ブロックを有していればよく、更に、芳香族ビ
ニル重合体ブロック、共役ジエン重合体ブロック、水添共役ジエン重合体ブロックなどの
アクリル系以外のブロックを有していてもよいが、成分Ａは２種以上のアクリル系ブロッ
クのみからなる共重合体であることが好ましい。
　また、成分Ａは、同種のモノマー単位からなるブロックを２つ以上有する場合は、これ
らは、分子量（重量平均分子量及び数平均分子量）が同一であっても異なっていてもよく
、また、モノマー単位の組成割合、配列状態、立体配置、結晶構造などの分子構造が同一
であっても、異なっていてもよい。
　成分Ａにおける各ブロックにおけるモノマー単位は、１種単独であってもよいし、２種
以上有していてもよい。例えば、成分Ａの各ブロックはそれぞれ、ホモポリマーであって
も、ランダム共重合体であってもよいが、成分Ａの各ブロックがそれぞれ、ホモポリマー
であることが好ましい。
【００１３】
　種類の異なるブロックをそれぞれＡ、Ｂ、Ｃで表すと、成分Ａの例としては、Ａ－Ｂ型
のジブロック共重合体；Ａ－Ｂ－Ａ型、Ｂ－Ａ－Ｂ型、Ａ－Ｂ－Ｃ型、Ｂ－Ａ－Ｃ型、Ｂ
－Ｃ－Ａ型のトリブロック共重合体；（Ａ－Ｂ）n型、（Ａ－Ｂ－）nＡ型、（Ｂ－Ａ－）

nＢ型などの直鎖状ポリブロック共重合体；（Ａ－Ｂ－）nＸ型（Ｘはカップリング残基を
表す。）、（Ｂ－Ａ－）nＸ型、（Ａ－Ｂ－Ａ）nＸ型、（Ａ－Ｃ－Ｂ）ｎＸ型、（Ｂ－Ｃ
－Ａ）nＸ型、（Ａ－Ｂ－Ｃ）nＸ型、（Ｃ－Ｂ－Ａ－）nＸ型、（Ｃ－Ａ－Ｂ－）nＸ型な
どの星型ブロック共重合体（前記式中、ｎは２以上の整数を表す。）；櫛型ブロック共重
合体などが挙げられる。
【００１４】
　本発明のレーザー彫刻用樹脂組成物における成分Ａは、１種を単独で使用してもよいし
、２種以上混合して使用してもよい。
　成分Ａは、硬化樹脂の柔軟性に優れ、製造が容易であることから、Ａ－Ｂ－Ａ型のトリ
ブロック共重合体、及び、Ａ－Ｂ型のジブロック共重合体が好ましく、Ａ－Ｂ－Ａ型のト
リブロック共重合体が特に好ましい。
【００１５】
　成分Ａの１つのブロックにおける下記式（Ａ－１）で表されるモノマー単位の割合が、
当該ブロックの全重量に対し、８０重量％以上であることが好ましく、９０重量％以上で
あることがより好ましく、９５～１００重量％であることが特に好ましい。
　また、成分Ａは、下記式（Ａ－１）で表されるモノマー単位からなるブロックを少なく
とも有することがより好ましく、２種以上の下記式（Ａ－１）で表されるモノマー単位か
らなるブロックのみからなるブロック共重合体であることが特に好ましい。
【００１６】
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【化１】

（式中、Ｒ1は水素原子又はメチル基を表し、Ｒ2はアルキル基、ヒドロキシアルキル基、
アルコキシアルキル基、ポリアルキレンオキシアルキル基、アラルキル基、アリール基又
はジアルキルアミノアルキル基を表す。）
【００１７】
　式（Ａ－１）におけるＲ1は、合成時における均一性等の観点から、成分Ａにおける１
種のブロック中において水素原子又はメチル基のいずれかのみであることが好ましい。
　式（Ａ－１）におけるＲ2は、膜中で共存する可塑剤や架橋剤との相溶性の観点から、
炭素数１～１６であることが好ましく、炭素数１～１２であることがより好ましく、１～
８であることが特に好ましい。
　また、式（Ａ－１）におけるＲ2は、膜中で共存する可塑剤や架橋剤との相溶性の観点
から、アルキル基又はヒドロキシアルキル基であることが好ましく、アルキル基であるこ
とが特に好ましい。また、前記Ｒ2におけるアルキル基、ヒドロキシアルキル基、アルコ
キシアルキル基、ポリアルキレンオキシアルキル基、アラルキル基及びジアルキルアミノ
アルキル基は、直鎖であっても、分岐を有していても、環構造を有していてもよい。
【００１８】
　前記式（Ａ－１）で表されるモノマー単位を形成するモノマーとしては、下記式（Ａ’
－１）で表される化合物が挙げられる。
　下記式（Ａ’－１）におけるＲ1及びＲ2は、前記式（Ａ－１）Ｒ1及びＲ2とそれぞれ同
義であり、好ましい態様も同様である。
【００１９】

【化２】

（式中、Ｒ1は水素原子又はメチル基を表し、Ｒ2はアルキル基、ヒドロキシアルキル基、
アルコキシアルキル基、ポリアルキレンオキシアルキル基、アラルキル基、アリール基又
はジアルキルアミノアルキル基を表す。）
【００２０】
　成分Ａは、ブロック共重合のしやすさ、得られたブロック共重合体のインキ転移性や膜
の柔軟性の制御しやすさといった観点から、下記のモノマー群から選ばれた少なくとも２
種を共重合して得られたブロック共重合体であることが好ましい。
　２－ヒドロキシエチル（メタ）アクリレート、２－ヒドロキシプロピル（メタ）アクリ
レート、４－ヒドロキシブチル（メタ）アクリレート、メチル（メタ）アクリレート、エ
チル（メタ）アクリレート、ｎ－プロピル（メタ）アクリレート、イソプロピル（メタ）
アクリレート、ｎ－ブチル（メタ）アクリレート、イソブチル（メタ）アクリレート、ｔ
ｅｒｔ－ブチル（メタ）アクリレート、ｎ－ヘキシル（メタ）アクリレート、２－エチル
ヘキシル（メタ）アクリレート、アセトキシエチル（メタ）アクリレート、フェニル（メ
タ）アクリレート、２－メトキシエチル（メタ）アクリレート、２－エトキシエチル（メ
タ）アクリレート、２－（２－メトキシエトキシ）エチル（メタ）アクリレート、シクロ
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ヘキシル（メタ）アクリレート、ベンジル（メタ）アクリレート、ジエチレングリコール
モノメチルエーテル（メタ）アクリレート、ジエチレングリコールモノエチルエーテル（
メタ）アクリレート、ジエチレングリコールモノフェニルエーテル（メタ）アクリレート
、トリエチレングリコールモノメチルエーテル（メタ）アクリレート、トリエチレングリ
コールモノエチルエーテル（メタ）アクリレート、ジプロピレングリコールモノメチルエ
ーテル（メタ）アクリレート、ポリエチレングリコールモノメチルエーテル（メタ）アク
リレート、ポリプロピレングリコールモノメチルエーテル（メタ）アクリレート、エチレ
ングリコールとプロピレングリコールとの共重合体のモノメチルエーテル（メタ）アクリ
レート、Ｎ，Ｎ－ジメチルアミノエチル（メタ）アクリレート、Ｎ，Ｎ－ジエチルアミノ
エチル（メタ）アクリレート、Ｎ，Ｎ－ジメチルアミノプロピル（メタ）アクリレート等
が挙げられる。更に、ウレタン基やウレア基を有するアクリル単量体を含んで構成される
変性アクリル樹脂も好ましく使用することができる。
【００２１】
　これらの中でも、成分Ａを合成するモノマーとしては、耐刷性の観点で、２－ヒドロキ
シエチル（メタ）アクリレート、２－ヒドロキシプロピル（メタ）アクリレート、４－ヒ
ドロキシブチル（メタ）アクリレート、メチル（メタ）アクリレート、エチル（メタ）ア
クリレート、ｎ－プロピル（メタ）アクリレート、イソプロピル（メタ）アクリレート、
ｎ－ブチル（メタ）アクリレートが好ましく、２－ヒドロキシエチル（メタ）アクリレー
ト、メチル（メタ）アクリレート、ｎ－ブチル（メタ）アクリレートがより好ましい。
　また、成分Ａは、メチル（メタ）アクリレートを少なくとも共重合して得られたブロッ
ク共重合体であることが好ましく、メチル（メタ）アクリレートを必須成分として、－ヒ
ドロキシエチル（メタ）アクリレート、２－ヒドロキシプロピル（メタ）アクリレート、
４－ヒドロキシブチル（メタ）アクリレート、エチル（メタ）アクリレート、ｎ－プロピ
ル（メタ）アクリレート、イソプロピル（メタ）アクリレート及び／又はｎ－ブチル（メ
タ）アクリレートを共重合して得られたブロック共重合体であることがより好ましく、メ
チル（メタ）アクリレートを必須成分として、ｎ－ブチル（メタ）アクリレートを共重合
して得られたブロック共重合体であることが更に好ましい。
【００２２】
　更に、これらの中でも、成分Ａとしては、ポリ（メタクリル酸メチル）－ポリ（アクリ
ル酸ｎ－ブチル）－ポリ（メタクリル酸メチル）トリブロック共重合体、ポリ（メタクリ
ル酸メチル）－ポリ（メタクリル酸ｎ－ブチル）－ポリ（メタクリル酸メチル）トリブロ
ック共重合体、及び、ポリ（メタクリル酸メチル）－ポリ（アクリル酸ｎ－ブチル）ジブ
ロック共重合体が好ましく、ポリ（メタクリル酸メチル）－ポリ（アクリル酸ｎ－ブチル
）－ポリ（メタクリル酸メチル）トリブロック共重合体が特に好ましい。
【００２３】
　また、成分Ａの１つのブロックにおけるメタクリル酸メチルに由来するモノマー単位の
割合が、当該ブロックの全重量に対し、８０重量％以上であることが好ましく、９０重量
％以上であることがより好ましく、９５～１００重量％であることが特に好ましい。また
、成分Ａの１つのブロックにおけるアクリル酸ｎ－ブチルに由来するモノマー単位の割合
が、当該ブロックの全重量に対し８０重量％以上であることが好ましく、９０重量％以上
であることがより好ましく、９５～１００重量％であることが特に好ましい。
【００２４】
　成分Ａの重量平均分子量（Ｍｗ）は、３０，０００～３００，０００であることが好ま
しく、５０，０００～２００，０００であることがより好ましく、６０，０００～１８０
，０００であることが更に好ましく、７０，０００～１７０，０００であることが特に好
ましい。上記範囲であると、樹脂組成物の粘度が適度であり、フレキソ印刷版の製造が容
易であり、また、得られるレリーフ層の引張強さ、伸び率、及び、弾性や柔軟性に優れる
。
【００２５】
　本発明のレーザー彫刻用樹脂組成物中における成分Ａの含有量は、樹脂組成物の全重量
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分量に対し、１０～８０重量％であることが好ましく、１５～７０重量％であることがよ
り好ましく、２０～６０重量％であることが特に好ましい。上記範囲であると、耐刷性に
より優れる。
【００２６】
（成分Ｂ）架橋剤
　本発明のレーザー彫刻用樹脂組成物は、（成分Ｂ）架橋剤を含有することが好ましい。
　本発明における（成分Ｂ）架橋剤は、当該架橋剤同士、又は、樹脂組成物中の他の成分
と反応し、架橋構造を形成することができる化合物であれば、特に制限はない。
　また、（成分Ｂ）架橋剤は、後述する（成分Ｃ）架橋触媒とともに使用することが好ま
しい。
　本発明に用いることができる（成分Ｂ）架橋剤としては、（成分Ｂ－１）加水分解性シ
リル基及び／又はシラノール基を有する化合物、（成分Ｂ－２）多官能エチレン性不飽和
化合物、又は、（成分Ｂ－３）エポキシ環、オキセタン環及び五員環カーボネートよりな
る群から選ばれた環状構造を２以上有する化合物を含むことが好ましい。
【００２７】
（成分Ｂ－１）加水分解性シリル基及び／又はシラノール基を有する化合物
　本発明のレーザー彫刻用樹脂組成物は、成分Ｂとして、（成分Ｂ－１）加水分解性シリ
ル基及び／又はシラノール基を有する化合物を含有することが好ましい。
　本発明のレーザー彫刻用樹脂組成物に用いられる成分Ｂ－１における「加水分解性シリ
ル基」とは、加水分解性基を有するシリル基のことであり、加水分解性基としては、アル
コキシ基、アリールオキシ基、メルカプト基、ハロゲノ基、アミド基、アセトキシ基、ア
ミノ基、イソプロペノキシ基等を挙げることができる。シリル基は加水分解してシラノー
ル基となり、シラノール基は脱水縮合してシロキサン結合が生成する。このような加水分
解性シリル基又はシラノール基は下記式（１）で表されるものが好ましい。
【００２８】
【化３】

【００２９】
　前記式（１）中、Ｒ1～Ｒ3はそれぞれ独立に、アルコキシ基、アリールオキシ基、メル
カプト基、ハロゲン原子、アミド基、アセトキシ基、アミノ基、及び、イソプロペノキシ
基よりなる群から選択される加水分解性基、ヒドロキシル基、水素原子、又は、１価の有
機基を表す。ただし、Ｒ1～Ｒ3の少なくともいずれか１つは、アルコキシ基、アリールオ
キシ基、メルカプト基、ハロゲン原子、アミド基、アセトキシ基、アミノ基、及び、イソ
プロペノキシ基よりなる群から選択される加水分解性基、又は、ヒドロキシル基を表す。
また、波線部分は他の構造との結合位置を表す。
　Ｒ1～Ｒ3が１価の有機基を表す場合の好ましい有機基としては、種々の有機溶剤への溶
解性を付与できる観点から、炭素数１～３０のアルキル基が挙げられる。
　前記式（１）中、ケイ素原子に結合する加水分解性基としては、特にアルコキシ基、ハ
ロゲン原子が好ましい。
　アルコキシ基としては、リンス性と耐刷性の観点から炭素数１～３０のアルコキシ基が
好ましく、炭素数１～１５のアルコキシ基がより好ましく、炭素数１～５のアルコキシ基
が更に好ましく、炭素数１～３のアルコキシ基が特に好ましい。
　また、ハロゲン原子としては、Ｆ原子、Ｃｌ原子、Ｂｒ原子、Ｉ原子が挙げられ、合成
のしやすさ及び安定性の観点で、Ｃｌ原子及びＢｒ原子が好ましく、Ｃｌ原子がより好ま
しい。
【００３０】
　成分Ｂ－１は、前記式（１）で表される基を少なくとも１つ以上有する化合物であるこ
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とが好ましく、前記式（１）で表される基を少なくとも２つ以上有する化合物であること
がより好ましい。また、成分Ｂ－１は、加水分解性シリル基を少なくとも２つ以上有する
化合物が特に好ましく用いられる。
　また、成分Ｂ－１としては、分子内にケイ素原子を２つ以上有する化合物が好ましく用
いられる。化合物中に含まれるケイ素原子の数は２以上６以下が好ましく、２又は３が最
も好ましい。
　前記加水分解性基は、１個のケイ素原子に１～３個の範囲で結合することができ、式（
１）中における加水分解性基の総個数は２又は３の範囲であることが好ましく、３つの加
水分解性基がケイ素原子に結合していることが特に好ましい。加水分解性基がケイ素原子
に２個以上結合するときは、それらは互いに同一であっても、異なっていてもよい。
【００３１】
　前記アルコキシ基としては、具体的には、例えば、メトキシ基、エトキシ基、プロポキ
シ基、イソプロポキシ基、ブトキシ基、ｔｅｒｔ－ブトキシ基、ベンジルオキシ基などを
挙げることができる。アルコキシ基の結合したアルコキシシリル基としては、例えば、ト
リメトキシシリル基、トリエトキシシリル基、トリイソプロポキシシリル基などのトリア
ルコキシシリル基；ジメトキシメチルシリル基、ジエトキシメチルシリル基などのジメト
キシシリル基；メトキシジメチルシリル基、エトキシジメチルシリル基などのモノアルコ
キシシリル基を挙げることができる。これらの各アルコキシ基を複数個組み合わせて用い
てもよいし、異なるアルコキシ基を複数個組み合わせて用いてもよい。
　前記アリールオキシ基としては、具体的には、例えば、フェノキシ基などを挙げること
ができる。アリールオキシ基の結合したアリールオキシシリル基としては、例えば、トリ
フェノキシシリル基などのトリアリールオキシシリル基を挙げることができる。
【００３２】
　本発明における成分Ｂ－１の好ましい例としては、複数の前記式（１）で表される基が
連結基を介して結合している化合物が挙げられ、このような連結基としては、効果の観点
からスルフィド基、イミノ基、又は、ウレイレン基を含んで構成される連結基が好ましい
。
　スルフィド基、イミノ基、又は、ウレイレン基を有する連結基を含む成分Ａの代表的な
合成方法を以下に示す。
【００３３】
（スルフィド基を含む連結基を有する加水分解性シリル基及び／又はシラノール基を有す
る化合物の合成法）
　スルフィド基を含む連結基を有する成分Ｂ－１（以下、適宜、スルフィド連結基含有成
分Ｂ－１ともいう。）の合成法は特には限定されないが、具体的には、例えば、ハロゲン
化炭化水素基を有する成分Ｂ－１と硫化アルカリの反応、メルカプト基を有する成分Ｂ－
１とハロゲン化炭化水素の反応、メルカプト基を有する成分Ｂ－１とハロゲン化炭化水素
基を有する成分Ｂ－１の反応、ハロゲン化炭化水素基を有する成分Ｂ－１とメルカプタン
類の反応、エチレン性不飽和二重結合を有する成分Ｂ－１とメルカプタン類の反応、エチ
レン性不飽和二重結合を有する成分Ｂ－１とメルカプト基を有する成分Ｂ－１の反応、エ
チレン性不飽和二重結合を有する化合物とメルカプト基を有する成分Ｂ－１の反応、ケト
ン類とメルカプト基を有する成分Ｂ－１の反応、ジアゾニウム塩とメルカプト基を有する
成分Ｂ－１の反応、メルカプト基を有する成分Ｂ－１とオキシラン類との反応、メルカプ
ト基を有する成分Ｂ－１とオキシラン基を有する成分Ｂ－１の反応、メルカプタン類とオ
キシラン基を有する成分Ｂ－１の反応、及び、メルカプト基を有する成分Ｂ－１とアジリ
ジン類との反応等から選択される合成法のいずれかにより合成される。
【００３４】
（イミノ基を含む連結基を有する加水分解性シリル基及びシラノール基の少なくとも１種
を有する化合物の合成法）
　イミノ基を含む連結基を有する加水分解性シリル基及びシラノール基の少なくとも１種
を有する化合物（以下、適宜、イミノ連結基含有成分Ｂ－１ともいう。）の合成法は特に
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は限定されないが、具体的には、例えば、アミノ基を有する成分Ｂ－１とハロゲン化炭化
水素の反応、アミノ基を有する成分Ｂ－１とハロゲン化炭化水素基を有する成分Ｂ－１の
反応、ハロゲン化炭化水素基を有する成分Ｂ－１とアミン類の反応、アミノ基を有する成
分Ｂ－１とオキシラン類との反応、アミノ基を有する成分Ｂ－１とオキシラン基を有する
成分Ｂ－１の反応、アミン類とオキシラン基を有する成分Ｂ－１の反応、アミノ基を有す
る成分Ｂ－１とアジリジン類との反応、エチレン性不飽和二重結合を有する成分Ｂ－１と
アミン類の反応、エチレン性不飽和二重結合を有する成分Ｂ－１とアミノ基を有する成分
Ｂ－１の反応、エチレン性不飽和二重結合を有する化合物とアミノ基を有する成分Ｂ－１
の反応、アセチレン性不飽和三重結合を有する化合物とアミノ基を有する成分Ｂ－１の反
応、イミン性不飽和二重結合を有する成分Ｂ－１と有機アルカリ金属化合物の反応、イミ
ン性不飽和二重結合を有する成分Ｂ－１と有機アルカリ土類金属化合物の反応、及び、カ
ルボニル化合物とアミノ基を有する成分Ｂ－１の反応等から選択される合成法のいずれか
により合成される。
【００３５】
（ウレイレン基を含む連結基を有する加水分解性シリル基及びシラノール基の少なくとも
１種を有する化合物の合成法）
　ウレイレン基を含む連結基を有する加水分解性シリル基及びシラノール基の少なくとも
１種を有する化合物（以下、適宜、ウレイレン連結基含有成分Ｂ－１ともいう。）の合成
法は特には限定されないが、具体的には、例えば、アミノ基を有する成分Ｂ－１とイソシ
アン酸エステル類の反応、アミノ基を有する成分Ｂ－１とイソシアン酸エステルを有する
成分Ａの反応、及び、アミン類とイソシアン酸エステルを有する成分Ｂ－１の反応等から
選択される合成法のいずれかにより合成される。
【００３６】
　本発明における成分Ｂ－１としては、シランカップリング剤を用いることが好ましい。
　以下、本発明における成分Ｂ－１として好適なシランカップリング剤について説明する
。
　本発明においては、Ｓｉ原子に、アルコキシ基又はハロゲノ基が少なくとも１つ直接結
合した官能基をシランカップリング基と呼び、このシランカップリング基を分子中に１つ
以上有している化合物をシランカップリング剤ともいう。シランカップリング基は、Ｓｉ
原子にアルコキシ基又はハロゲン原子が２つ以上直接結合したものが好ましく、３つ以上
直接結合したものが特に好ましい。
　本発明における好ましい態様であるシランカップリング剤においては、Ｓｉ原子に直接
結合している官能基として、アルコキシ基及びハロゲン原子の少なくとも１つ以上の官能
基を有することが必須であり、化合物の取り扱いやすさの観点からは、アルコキシ基を有
するものが好ましい。
　ここで、アルコキシ基としては、リンス性と耐刷性の観点から、炭素数１～３０のアル
コキシ基が好ましく、炭素数１～１５のアルコキシ基がより好ましく、炭素数１～５のア
ルコキシ基が直に好ましい。
　また、ハロゲン原子として、Ｆ原子、Ｃｌ原子、Ｂｒ原子、Ｉ原子が挙げられ、合成の
しやすさ及び安定性の観点で、Ｃｌ原子及びＢｒ原子が好ましく、Ｃｌ原子がより好まし
い。
【００３７】
　本発明におけるシランカップリング剤は、膜の架橋度と柔軟性のバランスを良好に保つ
観点で、上記シランカップリング基を分子内に１個以上１０個以下含むことが好ましく、
１個以上５個以下含むことがより好ましく、２個以上４個以下含むことが特に好ましい。
　シランカップリング基が２つ以上ある場合には、シランカップリング基同士が連結基で
連結されていることが好ましい。連結基としては、ヘテロ原子や炭化水素などの置換基を
有してもよい２価以上の有機基が挙げられ、彫刻感度が高い点ではヘテロ原子（Ｎ、Ｓ、
Ｏ）を含む態様が好ましく、Ｓ原子を含む連結基が特に好ましい。
　このような観点からは、本発明におけるシランカップリング剤として、アルコキシ基と
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してメトキシ基又はエトキシ基、中でもメトキシ基がＳｉ原子に結合したシランカップリ
ング基を分子内に２個有し、かつ、これらシランカップリング基が、ヘテロ原子（特に好
ましくはＳ原子）を含むアルキレン基を介して結合している化合物が好適である。より具
体的には、スルフィド基を含む連結基を有するものが好ましい。
　また、シランカップリング基同士を連結する連結基の他の好ましい態様として、オキシ
アルキレン基を有する連結基が挙げられる。連結基がオキシアルキレン基を含むことで、
レーザー彫刻後の彫刻カスのリンス性が向上する。オキシアルキレン基としては、オキシ
エチレン基が好ましく、オキシエチレン基が複数連結されたポリオキシエチレン鎖がより
好ましい。ポリオキシエチレン鎖におけるオキシエチレン基の総数としては、２～５０が
好ましく、３～３０がより好ましく、４～１５が特に好ましい。
【００３８】
　本発明に用いることができるシランカップリング剤の具体例を以下に示す。本発明にお
けるシランカップリング剤としては、例えば、β－（３，４エポキシシクロヘキシル）エ
チルトリメトキシシラン、γ－グリシドキシプロピルトリメトキシシラン、γ－グリシド
キシプロピルメチルジエトキシシラン、γ－グリシドキシプロピルトリエトキシシラン、
Ｎ－（β－アミノエチル）－γ－アミノプロピルメチルジメトキシシラン、Ｎ－（β－ア
ミノエチル）－γ－アミノプロピルトリメトキシシラン、Ｎ－（β－アミノエチル）－γ
－アミノプロピルトリエトキシシラン、γ－アミノプロピルトリメトキシシラン、γ－ア
ミノプロピルトリエトキシシラン、Ｎ－フェニル－γ－アミノプロピルトリメトキシシラ
ン、γ－メルカプトプロピルトリメトキシシラン、γ－メルカプトプロピルトリエトキシ
シラン、ビス（トリエトキシシリルプロピル）ジスルフィド、ビス（トリエトキシシリル
プロピル）テトラスルフィド、１，４－ビス（トリエトキシシリル）ベンゼン、ビス（ト
リエトキシシリル）エタン、１，６－ビス（トリメトキシシリル）ヘキサン、１，８－ビ
ス（トリエトキシシリル）オクタン、１，２－ビス（トリメトキシシリル）デカン、ビス
（トリエトキシシリルプロピル）アミン、ビス（トリメトキシシリルプロピル）ウレア、
γ－クロロプロピルトリメトキシシラン、γ－ウレイドプロピルトリエトキシシラン等を
挙げることができ、そのほかにも、以下の式で示す化合物が好ましいものとして挙げられ
るが、本発明はこれらの化合物に制限されるものではない。
【００３９】
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【化４】

【００４０】
【化５】

【００４１】
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【００４２】
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【化７】

【００４３】
【化８】

【００４４】
　前記各式中、Ｒは以下の構造から選択される部分構造を表す。分子内に複数のＲ及びＲ
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1が存在する場合、これらは互いに同じでも異なっていてもよく、合成適性上は、同一で
あることが好ましい。また、下記化学式中、Ｅｔはエチル基を表し、Ｍｅはメチル基を表
す。
【００４５】
【化９】

【００４６】
【化１０】

【００４７】
　前記各式中、Ｒは以下に示す部分構造を表す。Ｒ1は前記したものと同義である。分子
内に複数のＲ及びＲ1が存在する場合、これらは互いに同じでも異なっていてもよく、合
成適性上は、同一であることが好ましい。
【００４８】
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【化１１】

【００４９】
　成分Ｂ－１は、適宜合成して得ることも可能であるが、市販品を用いることがコストの
面から好ましい。成分Ｂ－１としては、例えば、信越化学工業（株）、東レ・ダウコーニ
ング（株）、モメンティブパフォーマンスマテリアルズ（株）、チッソ（株）等から市販
されているシラン製品、シランカップリング剤などの市販品がこれに相当するため、本発
明の組成物に、これら市販品を、目的に応じて適宜選択して使用してもよい。
【００５０】
　本発明におけるシランカップリング剤として、前記化合物の他、１種のシランを用いて
得られた部分加水分解縮合物、及び、２種以上のシランを用いて得られた部分共加水分解
縮合物を用いることができる。以下、これらの化合物を「部分（共）加水分解縮合物」と
称することがある。
【００５１】
　このような部分（共）加水分解縮合物の具体例としては、テトラメトキシシラン、テト
ラエトキシシラン、メチルトリメトキシシラン、メチルトリエトキシシラン、メチルトリ
イソプロポキシシラン、メチルトリアセトキシシラン、メチルトリス（メトキシエトキシ
）シラン、メチルトリス（メトキシプロポキシ）シラン、エチルトリメトキシシラン、プ
ロピルトリメトキシシラン、ブチルトリメトキシシラン、へキシルトリメトキシシラン、
オクチルトリメトキシシラン、デシルトリメトキシシラン、シクロヘキシルトリメトキシ
シラン、フェニルトリメトキシシラン、フェニルトリエトキシシラン、トリルトリメトキ
シシラン、クロロメチルトリメトキシシラン、γ－クロロプロピルトリメトキシシラン、
３，３，３－トリフルオロプロピルトリメトキシシラン、シアノエチルトリエトキシシラ
ン、γ－グリシドキシプロピルトリメトキシシラン、γ－グリシドキシプロピルトリエト
キシシラン、β－（３，４－エポキシシクロヘキシル）エチルトリメトキシシラン、γ－
アミノプロピルトリメトキシシラン、γ－アミノプロピルトリエトキシシラン、Ｎ－β（
アミノエチル）γ－アミノプロピルトリメトキシシラン、Ｎ－フェニル－γ－アミノプロ
ピルトリメトキシシラン、γ－メルカプトプロピルトリメトキシシラン、ジメチルジメト
キシシラン、ジメチルジエトキシシラン、ジエチルジメトキシシラン、メチルエチルジメ
トキシシラン、メチルプロピルジメトキシシラン、ジフェニルジメトキシシラン、ジフェ
ニルジエトキシシラン、メチルフェニルジメトキシシラン、γ－クロロプロピルメチルジ
メトキシシラン、３，３，３－トリフルオロプロピルメチルジメトキシシラン、γ－グリ
シドキシプロピルメチルジエトキシシラン、γ－アミノプロピルメチルジエトキシシラン
、Ｎ－β（アミノエチル）γ－アミノプロピルメチルジメトキシシラン、γ－メルカプト
プロピルメチルジエトキシシラン等のアルコキシシラン又はアセチルオキシシラン、エト
キサリルオキシシラン等のアシロキシシランからなるシラン化合物から選択される１種以
上を前駆体として用いて得られた部分（共）加水分解縮合物を挙げることができる。
【００５２】
　これらの部分（共）加水分解縮合物前駆体としてのシラン化合物の中でも、汎用性、コ
スト面、膜の相溶性の観点から、ケイ素上の置換基としてメチル基及びフェニル基から選
択される置換基を有するシラン化合物であることが好ましく、具体的には、メチルトリメ
トキシシラン、メチルトリエトキシシラン、フェニルトリメトキシシラン、フェニルトリ
エトキシシラン、ジメチルジメトキシシラン、ジメチルジエトキシシラン、ジフェニルジ
メトキシシラン、ジフェニルジエトキシシランが好ましい前駆体として例示される。
【００５３】
　この場合、部分（共）加水分解縮合物としては、上記したようなシラン化合物の２量体
（シラン化合物２モルに水１モルを作用させてアルコール２モルを脱離させ、ジシロキサ
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ン単位としたもの）～１００量体、好ましくは２量体～５０量体、更に好ましくは２量体
～３０量体としたものが好適に使用できるし、２種以上のシラン化合物を原料とする部分
（共）加水分解縮合物を使用することも可能である。
【００５４】
　なお、このような部分（共）加水分解縮合物はシリコーンアルコキシオリゴマーとして
市販されているものを使用してもよく（例えば、信越化学工業（株）などから市販されて
いる。）、また、常法に基づき、加水分解性シラン化合物に対し当量未満の加水分解水を
反応させた後に、アルコール、塩酸等の副生物を除去することによって製造したものを使
用してもよい。製造に際しては、前駆体となる原料の加水分解性シラン化合物として、例
えば、上記したようなアルコキシシラン類やアシロキシシラン類を使用する場合は、塩酸
、硫酸等の酸、水酸化ナトリウム、水酸化カリウム等のアルカリ金属又はアルカリ土類金
属の水酸化物、トリエチルアミン等のアルカリ性有機物質等を反応触媒として部分加水分
解縮合すればよく、クロロシラン類から直接製造する場合には、副生する塩酸を触媒とし
て水及びアルコールを反応させればよい。
【００５５】
（成分Ｂ－２）多官能エチレン性不飽和化合物
　本発明のレーザー彫刻用樹脂組成物は、成分Ｂとして、（成分Ｂ－２）多官能エチレン
性不飽和化合物を含有することが好ましい。
　多官能エチレン性不飽和化合物としては、末端エチレン性不飽和基を２個～２０個有す
る化合物が好ましい。このような化合物群は当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制限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量体及びオリゴマー、又はそれらの共重合体、
並びにそれらの混合物などの化学的形態をもつ。
　多官能エチレン性不飽和化合物におけるエチレン不飽和基が由来する化合物の例として
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
等の求核性置換基を有する不飽和カルボン酸エステル、アミド類と多官能イソシアネート
類、エポキシ類との付加反応物、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、イソシアナト基や、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、アミド類と単官能又は多官能のアルコール類、アミン類との付加反応
物、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、アミド類と単官能若しくは多官能のアルコール類、アミン類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、ビニル化合物、アリ
ル化合物、不飽和ホスホン酸、スチレン等に置き換えた化合物群を使用することも可能で
ある。
【００５６】
　前記多官能エチレン性不飽和化合物に含まれるエチレン性不飽和基は、反応性の観点で
アクリレート、メタクリレート、ビニル化合物、アリル化合物の各残基が好ましい。また
、耐刷性の観点からは多官能エチレン性不飽和化合物はエチレン性不飽和基を３個以上有
することがより好ましい。
【００５７】
　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
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トラエチレングリコールジアクリレート、ペンタエリスリトールジアクリレート、ペンタ
エリスリトールトリアクリレート、ペンタエリスリトールテトラアクリレート、ジペンタ
エリスリトールジアクリレート、ジペンタエリスリトールヘキサアクリレート、ソルビト
ールトリアクリレート、ソルビトールテトラアクリレート、ソルビトールペンタアクリレ
ート、ソルビトールヘキサアクリレート、トリ（アクリロイルオキシエチル）イソシアヌ
レート、ポリエステルアクリレートオリゴマー等が挙げられる。
【００５８】
　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挙げられる。
【００５９】
　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挙げられる。
【００６０】
　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ク
ロトネート等が挙げられる。
【００６１】
　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挙げられる
。
【００６２】
　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挙げ
られる。
【００６３】
　その他のエステルの例として、例えば、特公昭４６－２７９２６号、特公昭５１－４７
３３４号、特開昭５７－１９６２３１号各公報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号各公報記
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。
【００６４】
　上記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。
【００６５】
　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
クリルアミド等が挙げられる。
【００６６】
　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
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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。
【００６７】
　また、イソシアネートと水酸基の付加反応を用いて製造されるウレタン系付加重合性化
合物も好適であり、そのような具体例としては、例えば、特公昭４８－４１７０８号公報
中に記載されている１分子に２個以上のイソシアネート基を有するポリイソシアネート化
合物に、下記一般式（ｉ）で示される水酸基を含有するビニルモノマーを付加させた１分
子中に２個以上の重合性ビニル基を含有するビニルウレタン化合物等が挙げられる。
【００６８】
　ＣＨ2＝Ｃ（Ｒ）ＣＯＯＣＨ2ＣＨ（Ｒ’）ＯＨ　　　（ｉ）
　（ただし、Ｒ及びＲ’は、それぞれ、Ｈ又はＣＨ3を示す。）
【００６９】
　また、特開昭５１－３７１９３号、特公平２－３２２９３号、特公平２－１６７６５号
各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５８－４９８６０号、
特公昭５６－１７６５４号、特公昭６２－３９４１７号、特公昭６２－３９４１８号各公
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。
【００７０】
　さらに、特開昭６３－２７７６５３号、特開昭６３－２６０９０９号、特開平１－１０
５２３８号各公報に記載される、分子内にアミノ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、短時間で硬化組成物を得ることができる。
【００７１】
　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。さらに、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及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。
【００７２】
　ビニル化合物としては、ブタンジオール－１，４－ジビニルエーテル、エチレングリコ
ールジビニルエーテル、１，２－プロパンジオールジビニルエーテル、１，３－プロパン
ジオールジビニルエーテル、１，３－ブタンジオールジビニルエーテル、１，４－ブタン
ジオールジビニルエーテル、ネオペンチルグリコールジビニルエーテル、トリメチロール
プロパントリビニルエーテル、トリメチロールエタントリビニルエーテル、ヘキサンジオ
ールジビニルエーテル、テトラエチレングリコールジビニルエーテル、ペンタエリスリト
ールジビニルエーテル、ペンタエリスリトールトリビニルエーテル、ペンタエリスリトー
ルテトラビニルエーテル、ソルビトールテトラビニルエーテル、ソルビトールペンタビニ
ルエーテル、エチレングリコールジエチレンビニルエーテル、エチレングリコールジプロ
ピレンビニルエーテル、トリメチロールプロパントリエチレンビニルエーテル、トリメチ
ロールプロパンジエチレンビニルエーテル、ペンタエリスリトールジエチレンビニルエー
テル、ペンタエリスリトールトリエチレンビニルエーテル、ペンタエリスリトールテトラ
エチレンビニルエーテル、１，１，１－トリス〔４－（２－ビニロキシエトキシ）フェニ
ル〕エタン、ビスフェノールＡジビニロキシエチルエーテル、アジピン酸ジビニル等が挙
げられる。
【００７３】
　アリル化合物としては、ポリエチレングリコールジアリルエーテル、１，４－シクロヘ
キサンジアリルエーテル、１，４－ジエチルシクロヘキシルジアリルエーテル、１，８－
オクタンジアリルエーテル、トリメチロールプロパンジアリルエーテル、トリメチロール
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エタントリアリルエーテル、ペンタエリスリトールトリアリルエーテル、ペンタエリスリ
トールテトラアリルエーテル、ジペンタエリスリトールペンタアリルエーテル、ジペンタ
エリスリトールヘキサアリルエーテル、フタル酸ジアリル、テレフタル酸ジアリル、イソ
フタル酸ジアリル、イソシアヌル酸トリアリル、リン酸トリアリル等が挙げられる。
【００７４】
　特に、成分Ａとの相溶解性に優れ、かつ架橋部分がアクリル樹脂と同じ低温分解性の骨
格であることから、彫刻感度を高める点で、成分Ｂとしては、成分Ｂ－２が好ましく、（
メタ）アクリレート化合物がより好ましい。
　これらの中でも、成分Ｂ－２としては、ジエチレングリコールジ（メタ）アクリレート
、ジベンタエリスリトールヘキサ（メタ）アクリレート、トリシクロデカンジメタノール
ジ（メタ）アクリレート、トリメチロールプロパントリ（メタ）アクリレート、ペンタエ
リスリトールテトラ（メタ）アクリレート、１，６－ヘキサンジオールジ（メタ）アクリ
レートが好ましく例示できる。
【００７５】
（成分Ｂ－３）エポキシ環、オキセタン環及び五員環カーボネートよりなる群から選ばれ
た環状構造を２以上有する化合物
　本発明のレーザー彫刻用樹脂組成物は、（成分Ｂ－３）エポキシ環、オキセタン環及び
五員環カーボネートよりなる群から選ばれた環状構造を２以上有する化合物を含有するこ
とが好ましい。
　成分Ｂ－３は、モノマー、オリゴマー、ポリマーのいずれの形態であってもよく、エポ
キシ環、オキセタン環及び五員環カーボネートよりなる群から選ばれた環状構造を２以上
有する以外に、その分子量、分子構造は特に限定されるものではない。
　成分Ｂ－３としては、分子量１，０００未満の化合物であることが好ましい。
　また、成分Ｂ－３は、１種単独で使用しても、２種以上を併用してもよい。
　成分Ｂ－３としては、エポキシ環及びオキセタン環よりなる群から選ばれた環状構造を
２以上有する化合物であることが好ましく、エポキシ環を２以上有する化合物であること
がより好ましい。
　また、成分Ｂ－３におけるエポキシ環、オキセタン環及び五員環カーボネートよりなる
群から選ばれた環状構造の数は、２～１０であることが好ましく、２～６であることがよ
り好ましく、２～４であることが更に好ましく、２又は３であることが特に好ましい。
【００７６】
　本発明に用いることができるエポキシ環を２以上有する化合物としては、多官能脂肪族
エポキシド、多官能芳香族エポキシド、多官能脂環式エポキシドなどが挙げられる。
　芳香族エポキシドとしては、少なくとも１個の芳香族核を有する多価フェノールあるい
はそのアルキレンオキサイド付加体とエピクロルヒドリンとの反応によって製造されるジ
又はポリグリシジルエーテルが挙げられる。例えば、ビスフェノールＡあるいはそのアル
キレンオキサイド付加体のジ又はポリグリシジルエーテル、水素添加ビスフェノールＡあ
るいはそのアルキレンオキサイド付加体のジ又はポリグリシジルエーテル、並びにノボラ
ック型エポキシ樹脂等が挙げられる。ここでアルキレンオキサイドとしては、エチレンオ
キサイド及びプロピレンオキサイド等が挙げられる。
【００７７】
　脂環式エポキシドとしては、少なくとも２個のシクロへキセン又はシクロペンテン環等
のシクロアルカン環を有する化合物を、過酸化水素、過酸等の適当な酸化剤でエポキシ化
することによって得られる、２以上のシクロヘキセンオキサイド又は２以上のシクロペン
テンオキサイド含有化合物が好ましく挙げられる。
　脂肪族エポキシドとしては、脂肪族多価アルコールあるいはそのアルキレンオキサイド
付加体のジ又はポリグリシジルエーテル等があり、その代表例としては、エチレングリコ
ールのジグリシジルエーテル、プロピレングリコールのジグリシジルエーテル又は１，６
－ヘキサンジオールのジグリシジルエーテル等のアルキレングリコールのジグリシジルエ
ーテル、グリセリンあるいはそのアルキレンオキサイド付加体のジ又はトリグリシジルエ
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ーテル等の多価アルコールのポリグリシジルエーテル、ポリエチレングリコールあるいは
そのアルキレンオキサイド付加体のジグリシジルエーテル、ポリプロピレングリコールあ
るいはそのアルキレンオキサイド付加体のジグリシジルエーテルに代表されるポリアルキ
レングリコールのジグリシジルエーテル等が挙げられる。ここでアルキレンオキサイドと
しては、エチレンオキサイド及びプロピレンオキサイド等が挙げられる。
【００７８】
　また、多官能エポキシ化合物の例としては、例えば、ビスフェノールＡジグリシジルエ
ーテル、ビスフェノールＦジグリシジルエーテル、ビスフェノールＳジグリシジルエーテ
ル、臭素化ビスフェノールＡジグリシジルエーテル、臭素化ビスフェノールＦジグリシジ
ルエーテル、臭素化ビスフェノールＳジグリシジルエーテル、エポキシノボラック樹脂、
水添ビスフェノールＡジグリシジルエーテル、水添ビスフェノールＦジグリシジルエーテ
ル、水添ビスフェノールＳジグリシジルエーテル、３，４－エポキシシクロヘキシルメチ
ル－３’，４’－エポキシシクロヘキサンカルボキシレート、２－（３，４－エポキシシ
クロヘキシル－５，５－スピロ－３，４－エポキシ）シクロヘキサン－メタ－ジオキサン
、ビス（３，４－エポキシシクロヘキシルメチル）アジペート、ビニルシクロヘキセンオ
キサイド、４－ビニルエポキシシクロヘキサン、ビス（３，４－エポキシ－６－メチルシ
クロヘキシルメチル）アジペート、３，４－エポキシ－６－メチルシクロヘキシル－３’
，４’－エポキシ－６’－メチルシクロヘキサンカルボキシレート、メチレンビス（３，
４－エポキシシクロヘキサン）、ジシクロペンタジエンジエポキサイド、エチレングリコ
ールのジ（３，４－エポキシシクロヘキシルメチル）エーテル、エチレンビス（３，４－
エポキシシクロヘキサンカルボキシレート）、エポキシヘキサヒドロフタル酸ジオクチル
、エポキシヘキサヒドロフタル酸ジ－２－エチルヘキシル、１，４－ブタンジオールジグ
リシジルエーテル、１，６－ヘキサンジオールジグリシジルエーテル、グリセリントリグ
リシジルエーテル、トリメチロールプロパントリグリシジルエーテル、ポリエチレングリ
コールジグリシジルエーテル、ポリプロピレングリコールジグリシジルエーテル類、１，
１，３－テトラデカジエンジオキサイド、リモネンジオキサイド、１，２，７，８－ジエ
ポキシオクタン、１，２，５，６－ジエポキシシクロオクタン等が挙げられる。
【００７９】
　また、本発明に用いることができるエポキシ環を２以上有するポリマーとしては、例え
ば、ビフェニル型エポキシ樹脂、ビスフェノールＦ型エポキシ樹脂、ビスフェノールＡ型
エポキシ樹脂、スチルベン型エポキシ樹脂、フェノールノボラック型エポキシ樹脂等の結
晶性エポキシ樹脂；フェノールノボラック型エポキシ樹脂、クレゾールノボラック型エポ
キシ樹脂、ナフトールノボラック型エポキシ樹脂等のノボラック型エポキシ樹脂；トリフ
ェノールメタン型エポキシ樹脂、アルキル変性トリフェノールメタン型エポキシ樹脂、ア
ルキル変性トリフェノールメタン型エポキシ樹脂等の多官能エポキシ樹脂；フェニレン骨
格を有するフェノールアラルキル型エポキシ樹脂、ビフェニレン骨格を有するフェノール
アラルキル型エポキシ樹脂、フェニレン骨格を有するナフトールアラルキル型エポキシ樹
脂、ビフェニレン骨格を有するナフトールアラルキル型エポキシ樹脂、ナフトールアラル
キル型エポキシ樹脂等のアラルキル型エポキシ樹脂；ジヒドロキシナフタレン型エポキシ
樹脂、ヒドロキシナフタレン及び／又はジヒドロキシナフタレンの２量体をグリシジルエ
ーテル化して得られるエポキシ樹脂等のナフトール型エポキシ樹脂；トリグリシジルイソ
シアヌレート、モノアリルジグリシジルイソシアヌレート等のトリアジン核含有エポキシ
樹脂；ジシクロペンタジエン変性フェノール型エポキシ樹脂等の有橋環状炭化水素化合物
変性フェノール型エポキシ樹脂；ビスフェノールＳ型エポキシ樹脂等の硫黄原子含有型エ
ポキシ樹脂等が挙げられる。
【００８０】
　本発明に用いることができるオキセタン環を２以上有する化合物としては、特に制限は
ないが、下記に示す化合物が例示できる。
　本発明に用いることができるオキセタン環を２つ有する化合物としては、下記式（Ｏｘ
－１）又は式（Ｏｘ－２）で表される化合物等が挙げられる。
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【化１２】

【００８２】
　Ｒa1及びＲa2はそれぞれ独立に、水素原子、炭素数１～６のアルキル基、炭素数１～６
のフルオロアルキル基、アリル基、アリール基、フリル基又はチエニル基を表す。
　アルキル基としては、メチル基、エチル基、プロピル基、ブチル基等が挙げられ、フル
オロアルキル基としては、これらアルキル基の水素のいずれかがフッ素原子で置換された
ものが好ましく挙げられる。
　Ｒa3は、線状又は分枝状アルキレン基、線状又は分枝状ポリ（アルキレンオキシ）基、
線状又は分枝状不飽和炭化水素基、カルボニル基又はカルボニル基を含むアルキレン基、
カルボキシル基を含むアルキレン基、カルバモイル基を含むアルキレン基、又は、以下に
示す基を表す。アルキレン基としては、例えば、エチレン基、プロピレン基、ブチレン基
が挙げられ、ポリ（アルキレンオキシ）基としては、ポリ（エチレンオキシ）基、ポリ（
プロピレンオキシ）基等が挙げられる。不飽和炭化水素基としては、プロペニレン基、メ
チルプロペニレン基、ブテニレン基等が挙げられる。
【００８３】

【化１３】

【００８４】
　Ｒa3が上記多価基である場合、Ｒa4は、水素原子、炭素数１～４個のアルキル基、炭素
数１～４個のアルコキシ基、ハロゲン原子、ニトロ基、シアノ基、メルカプト基、低級ア
ルキルカルボキシル基、カルボキシル基、又はカルバモイル基を表す。
　Ｒa5は、酸素原子、硫黄原子、メチレン基、ＮＨ、ＳＯ、ＳＯ2、Ｃ（ＣＦ3）2、又は
、Ｃ（ＣＨ3）2を表す。
　Ｒa6は、炭素数１～４個のアルキル基、又は、アリール基を表し、ｎは０～２，０００
の整数である。Ｒa7は炭素数１～４個のアルキル基、アリール基、又は、下記構造を有す
る１価の基を表す。下記式中、Ｒa8は炭素数１～４個のアルキル基、又はアリール基であ
り、ｍは０～１００の整数である。
【００８５】
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【化１４】

【００８６】
　式（Ｏｘ－１）で表される化合物としては、１，４－ビス［（３－エチル－３－オキセ
タニルメトキシ）メチル］ベンゼン（ＯＸＴ－１２１：東亞合成（株）が好ましく挙げら
れる。また、式（Ｏｘ－２）で表される化合物としては、ビス（３－エチル－３－オキセ
タニルメチル）エーテル（ＯＸＴ－２２１：東亞合成（株））が好ましく挙げられる。
【００８７】
　本発明に用いることができる３～４個のオキセタン環を有する化合物としては、下記式
（Ｏｘ－３）で表される化合物が挙げられる。
【００８８】
【化１５】

【００８９】
　式（Ｏｘ－３）において、Ｒa1は、前記式（Ｏｘ－１）及び式（Ｏｘ－２）におけるも
のと同義である。また、多価連結基であるＲa9としては、例えば、下記Ａ～Ｃで示される
基等の炭素数１～１２の分枝状アルキレン基、下記Ｄで示される基等の分枝状ポリ（アル
キレンオキシ）基又は下記Ｅで示される基等の分枝状ポリシロキシ基等が挙げられる。ｊ
は、３又は４である。
【００９０】
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【化１６】

【００９１】
　上記Ａにおいて、Ｒa10はメチル基、エチル基又はプロピル基を表す。また、上記Ｄに
おいて、ｐは１～１０の整数である。
【００９２】
　本発明に用いることができる五員環カーボネートを２以上有する化合物としては、エポ
キシ環を２以上有する化合物のエポキシ環を五員環カーボネートに変換した化合物が好ま
しく例示できる。
　五員環カーボネートを２以上有する化合物は、例えば、対応するジオールとホスゲンと
の反応、対応するオキシランとβ－ラクトンとの反応、対応するオキシランと二酸化炭素
との反応等の反応を用いて合成することができる。
　五員環カーボネートを２以上有する化合物として具体的には、以下の化合物が好ましく
例示できる。
【００９３】
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【化１７】

【００９４】
　成分Ｂ－３の好ましい具体例としては、下記に示す化合物が挙げられるが、本発明はこ
れらの化合物に制限されるものではない。
【００９５】

【化１８】

【００９６】
　本発明の樹脂組成物における成分Ｂは、１種のみを用いてもよく、２種以上を併用して
もよい。
　本発明のレーザー彫刻用樹脂組成物中における成分Ｂの含有量は、樹脂組成物の全固形
分量に対し、０．１～８０重量％であることが好ましく、１～４０重量％であることがよ
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り好ましく、５～３０重量％であることが特に好ましい。なお、感光性樹脂組成物の固形
分量とは、溶剤などの揮発性成分を除いた量を表す。
【００９７】
（成分Ｃ）架橋触媒
　本発明のレーザー彫刻用樹脂組成物は、（成分Ｃ）架橋触媒を含有することが好ましい
。
　本発明に用いることができる（成分Ｃ）架橋触媒としては、（成分Ｃ－１）アルコール
交換反応触媒、（成分Ｃ－２）重合開始剤、又は、（成分Ｃ－３）成分Ｂ－３と反応して
架橋構造を形成しうる硬化剤を含むことが好ましい。
【００９８】
（成分Ｃ－１）アルコール交換反応触媒
　本発明のレーザー彫刻用樹脂組成物は、架橋構造形成を促進するため、（成分Ｃ－１）
アルコール交換反応触媒を含有することが好ましく、（成分Ｂ－１）加水分解性シリル基
及び／又はシラノール基を有する化合物及び（成分Ｃ－１）アルコール交換反応触媒を含
有することがより好ましい。
　アルコール交換反応触媒は、シランカップリング反応において一般に用いられる反応触
媒であれば、限定なく適用できる。
　以下、代表的なアルコール交換反応触媒である酸性触媒又は塩基性触媒、及び、金属錯
体触媒について順次説明する。
【００９９】
－酸性触媒又は塩基性触媒－
　酸性触媒又は塩基性触媒としては、酸又は塩基性化合物をそのまま用いるか、あるいは
水又は有機溶剤などの溶媒に溶解させた状態のもの（以下、それぞれ酸性触媒、塩基性触
媒と称する）を用いる。溶媒に溶解させる際の濃度については特に限定はなく、用いる酸
、或いは塩基性化合物の特性、触媒の所望の含有量などに応じて適宜選択すればよい。
　酸性触媒あるいは塩基性触媒の種類は特に限定されないが、具体的には、酸性触媒とし
ては、塩酸などのハロゲン化水素、硝酸、硫酸、亜硫酸、硫化水素、過塩素酸、過酸化水
素、炭酸、蟻酸や酢酸などのカルボン酸、そのＲＣＯＯＨで表される構造式のＲを他元素
または置換基によって置換した置換カルボン酸、ベンゼンスルホン酸などのスルホン酸、
リン酸、ヘテロポリ酸、無機固体酸などが挙げられ、塩基性触媒としては、アンモニア水
などのアンモニア性塩基、エチルアミンやアニリンなどのアミン類、アルカリ金属水酸化
物、アルカリ金属アルコキシド、アルカリ土類酸化物、第四級アンモニウム塩化合物、四
級ホスホニウム塩化合物などが挙げられる。
【０１００】
　本発明に用いることができる塩基性触媒として、アミン類の例を以下に示す。
　アミン類としては、以下に示す（ａ）～（ｅ）の化合物が挙げられる。
（ａ）ヒドラジン等の水素化窒素化合物；
（ｂ）脂肪族、芳香族又は脂環式の第一級、第二級又は第三級のモノアミン又はジアミン
、トリアミン等のポリアミン；
（ｃ）縮合環を含む環状アミンであり少なくとも１つの窒素原子が環骨格に含まれるモノ
アミン又はポリアミン；
（ｄ）アミノ酸類、アミド類、アルコールアミン類、エーテルアミン類、イミド類又はラ
クタム類等の含酸素アミン；
（ｅ）Ｏ、Ｓ、Ｓｅ等のヘテロ原子を有する含ヘテロ元素アミン；
【０１０１】
　ここで、第二級又は第三級アミンの場合には、窒素原子（Ｎ）に対する各々の置換基は
、互いに同一であっても、各々異なってもよく、また、これらの置換基のうち、１以上が
異なり、その他が同一であってもよい。
　アミン類としては、具体的には、ヒドラジン、
　第一級アミンとしては；モノメチルアミン、モノエチルアミン、モノプロピルアミン類
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、モノブチルアミン類、モノペンチルアミン類、モノヘキシルアミン類、モノヘプチルア
ミン類、ビニルアミン、アリルアミン、ブテニルアミン類、ペンテニルアミン類、ヘキセ
ニルアミン類、ペンタジエニルアミン類、ヘキサジエニルアミン類、シクロペンチルアミ
ン、シクロヘキシルアミン、シクロオクチルアミン、ｐ－メンチルアミン、シクロペンテ
ニルアミン類、シクロヘキセニルアミン類、シクロヘキサジエニルアミン類、アニリン、
ベンジルアミン、ナフチルアミン、ナフチルメチルアミン、トルイジン、トリレンジアミ
ン類、アニゾール、エチレンジアミン、エチレントリアミン、モノエタノールアミン、ア
ミノチオフェン、グリシン、アラニン、フェニルアラニン、アミノアセトンなどが挙げら
れる。
【０１０２】
　また、第二級アミンとしては；ジメチルアミン、ジエチルアミン、ジプロピルアミン類
、ジブチルアミン類、ジペンチルアミン類、ジヘキシルアミン類、メチルエチルアミン、
メチルプロピルアミン類、メチルブチルアミン類、メチルペンチルアミン類、メチルヘキ
シルアミン類、エチルプロピルアミン類、エチルブチルアミン類、エチルペンチルアミン
類、プロピルブチルアミン類、プロピルペンチルアミン類、プロピルヘキシルアミン類、
ブチルペンチルアミン類、ペンチルヘキシルアミン類、ジビニルアミン、ジアリルアミン
、ジブテニルアミン類、ジペンテニルアミン類、ジヘキセニルアミン類、メチルビニルア
ミン、メチルアリルアミン、メチルブテニルアミン類、メチルペンテニルアミン類、メチ
ルヘキセニルアミン類、エチルビニルアミン、エチルアリルアミン、エチルブテニルアミ
ン、エチルペンテニルアミン類、エチルヘキセニルアミン類、プロピルビニルアミン類、
プロピルアリルアミン類、プロピルブテニルアミン類、プロピルペンテニルアミン類、プ
ロピルヘキセニルアミン類、ブチルビニルアミン類、ブチルアリルアミン類、ブチルブテ
ニルアミン類、ブチルペンテニルアミン類、ブチルヘキセニルアミン類、ビニルアリルア
ミン、ビニルブテニルアミン類、ビニルペンテニルアミン類、ビニルヘキセニルアミン類
、アリルブテニルアミン類、アリルペンテニルアミン類、アリルヘキセニルアミン類、ブ
テニルペンテニルアミン類、ブテニルヘキセニルアミン類、ジシクロペンチルアミン、ジ
シクロヘキシル、メチルシクロペンチルアミン、メチルシクロヘキシルアミン、メチルシ
クロオクチルアミン、エチルシクロペンチルアミン、エチルシクロヘキシルアミン、エチ
ルシクロオクチルアミン、プロピルシクロペンチルアミン類、プロピルシクロヘキシルア
ミン類、ブチルシクロペンチルアミン類、ブチルシクロヘキシルアミン類、ヘキシルシク
ロペンチルアミン類、ヘキシルシクロヘキシルアミン類、ヘキシルシクロオクチルアミン
類、ビニルシクロペンチルアミン、ビニルシクロヘキシルアミン、ビニルシクロオクチル
アミン、アリルシクロペンチルアミン、アリルシクロヘキシルアミン、アリルシクロオク
チルアミン、ブテニルシクロペンチルアミン類、ブテニルシクロヘキシルアミン類、ブテ
ニルシクロオクチルアミン類、ジシクロペンテニルアミン類、ジシクロヘキセニルアミン
類、ジシクロオクテニルアミン類、メチルシクロペンテニルアミン類、メチルシクロヘキ
セニルアミン類、メチルシクロオクテニルアミン類、エチルシクロペンテニルアミン類、
【０１０３】
　エチルシクロヘキセニルアミン類、エチルシクロオクテニルアミン類、プロピルシクロ
ペンテニルアミン類、プロピルシクロヘキセニルアミン類、ブチルシクロペンテニルアミ
ン類、ブチルシクロヘキセニルアミン類、ビニルシクロペンテニルアミン類、ビニルシク
ロヘキセニルアミン類、ビニルシクロオクテニルアミン類、アリルシクロペンテニルアミ
ン類、アリルシクロヘキセニルアミン類、ブテニルシクロペンテニルアミン類、ブテニル
シクロヘキセニルアミン類、ジシクロペンタジエニルアミン、ジシクロヘキサジエニルア
ミン類、ジシクロオクタジエニルアミン類、メチルシクロペンタジエニルアミン、メチル
シクロヘキサジエニルアミン類、エチルシクロペンタジエニルアミン、エチルシクロヘキ
サジエニルアミン類、プロピルシクロペンタジエニルアミン類、プロピルシクロヘキサジ
エニルアミン類、ジシクロオクタトリエニルアミン類、メチルシクロオクタトリエニルア
ミン類、エチルシクロオクタトリエニルアミン類、ビニルシクロペンタジエニルアミン、
ビニルシクロヘキサジエニルアミン類、アリルシクロペンタジエニルアミン、アリルシク
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ロヘキサジエニルアミン類、ジフェニルアミン、ジトリルアミン類、ジベンジルアミン、
ジナフチルアミン類、Ｎ－メチルアニリン、Ｎ－エチルアニリン、Ｎ－プロピルアニリン
類、Ｎ－ブチルアニリン類、Ｎ－メチルトルイジン、Ｎ－エチルトルイジン、Ｎ－プロピ
ルトルイジン類、Ｎ－ブチルトルイジン類、Ｎ－メチルベンジルアミン、Ｎ－エチルベン
ジルアミン類、Ｎ－プロピルベンジルアミン類、Ｎ－ブチルベンジルアミン類、Ｎ－メチ
ルナフチルアミン類、Ｎ－エチルナフチルアミン類、Ｎ－プロピルナフチルアミン類、Ｎ
－ビニルアニリン、Ｎ－アリルアニリン、Ｎ－ビニルベンジルアミン、Ｎ－アリルベンジ
ルアミン、Ｎ－ビニルトルイジン、Ｎ－アリルトルイジン、フェニルシクロペンチルアミ
ン、フェニルシクロヘキシルアミン、フェニルシクロオクチルアミン、フェニルシクロペ
ンテニルアミン、フェニルシクロヘキセニルアミン、フェニルシクロペンタジエニルアミ
ン、Ｎ－メチルアニゾール、Ｎ－エチルアニソール、Ｎ－ビニルアニソール、Ｎ－アリル
アニソール、Ｎ－メチルエチレンジアミン、Ｎ，Ｎ’－ジメチルエチレンジアミン、Ｎ－
エチルエチレンジアミン、Ｎ，Ｎ’－ジエチルエチレンジアミン、Ｎ，Ｎ’－ジメチルト
リレンジアミン類、Ｎ，Ｎ’－ジエチルトリレンジアミン類、Ｎ－メチルエチレントリア
ミン、Ｎ，Ｎ’－ジメチルエチレントリアミン、ピロール、ピロリジン、イミダゾール、
ピペリジン、ピペラジン、メチルピロール類、メチルピロリジン類、メチルイミダゾール
類、メチルピペリジン類、メチルピペラジン類、エチルピロール類、エチルピロリジン類
、エチルイミダゾール類、エチルピペリジン類、エチルピペラジン類、フタルイミド、マ
レインイミド、カプロラクタム、ピロリドン、モルホリン、Ｎ－メチルグリシン、Ｎ－エ
チルグリシン、Ｎ－メチルアラニン、Ｎ－エチルアラニン、Ｎ－メチル－アミノチオフェ
ン、Ｎ－エチルアミノチオフェン、２，５－ピペラジンジオン、Ｎ－メチルエタノールア
ミン、Ｎ－エチルエタノールアミン、プリンなどが挙げられる。
【０１０４】
　また、第三級アミンとしては；トリメチルアミン、トリエチルアミン、トリプロピルア
ミン類、トリブチルアミン類、トリペンチルアミン類、トリヘキシルアミン類、ジメチル
エチルアミン、ジメチルプロピルアミン類、ジメチルブチルアミン類、ジメチルペンチル
アミン類、ジメチルヘキシルアミン類、ジエチルプロピルアミン類、ジエチルブチルアミ
ン類、ジエチルペンチルアミン類、ジエチルヘキシルアミン類、ジプロピルブチルアミン
類、ジプロピルペンチルアミン類、ジプロピルヘキシルアミン類、ジブチルペンチルアミ
ン類、ジブチルヘキシルアミン類、ジペンチルヘキシルアミン類、メチルジエチルアミン
、メチルジプロピルアミン類、メチルジブチルアミン類、メチルジペンチルアミン類、メ
チルジヘキシルアミン類、エチルジプロピルアミン類、エチルジブチルアミン類、エチル
ジペンチルアミン類、エチルジヘキシルアミン類、プロピルジブチルアミン類、プロピル
ジペンチルアミン類、プロピルジヘキシルアミン類、ブチルジペンチルアミン類、ブチル
ジヘキシルアミン類、ペンチルジヘキシルアミン類、メチルエチルプロピルアミン類、メ
チルエチルブチルアミン類、メチルエチルヘキシルアミン類、メチルプロピルブチルアミ
ン類、メチルプロピルヘキシルアミン類、エチルプロピルブチルアミン、エチルブチルペ
ンチルアミン類、エチルブチルヘキシルアミン類、プロピルブチルペンチルアミン類、プ
ロピルブチルヘキシルアミン類、ブチルペンチルヘキシルアミン類、トリビニルアミン、
トリアリルアミン、トリブテニルアミン類、トリペンテニルアミン類、トリヘキセニルア
ミン類、ジメチルビニルアミン、ジメチルアリルアミン、ジメチルブテニルアミン類、ジ
メチルペンテニルアミン類、ジエチルビニルアミン、ジエチルアリルアミン、ジエチルブ
テニルアミン類、ジエチルペンテニルアミン類、ジエチルヘキセニルアミン類、ジプロピ
ルビニルアミン類、ジプロピルアリルアミン類、ジプロピルブテニルアミン類、メチルジ
ビニルアミン、メチルジアリルアミン、メチルジブテニルアミン類、エチルジビニルアミ
ン、エチルジアリルアミン、トリシクロペンチルアミン、トリシクロヘキシルアミン、ト
リシクロオクチルアミン、トリシクロペンテニルアミン、トリシクロヘキセニルアミン、
トリシクロペンタジエニルアミン、トリシクロヘキサジエニルアミン類、ジメチルシクロ
ペンチルアミン、ジエチルシクロペンチルアミン、ジプロピルシクロペンチルアミン類、
【０１０５】
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　ジブチルシクロペンチルアミン類、ジメチルシクロヘキシルアミン、ジエチルシクロヘ
キシルアミン、ジプロピルシクロヘキシルアミン類、ジメチルシクロペンテニルアミン類
、ジエチルシクロペンテニルアミン類、ジプロピルシクロペンテニルアミン類、ジメチル
シクロヘキセニルアミン類、ジエチルシクロヘキセニルアミン類、ジプロピルシクロヘキ
セニルアミン類、メチルジシクロペンチルアミン、エチルジシクロペンチルアミン、プロ
ピルシクロペンチルアミン類、メチルジシクロヘキシルアミン、エチルジシクロヘキシル
アミン、プロピルシクロヘキシルアミン類、メチルジシクロペンテニルアミン類、エチル
ジシクロペンテニルアミン類、プロピルジシクロペンテニルアミン類、Ｎ，Ｎ－ジメチル
アニリン、Ｎ，Ｎ－ジメチルベンジルアミン、Ｎ，Ｎ－ジメチルトルイジン類、Ｎ，Ｎ－
ジメチルナフチルアミン類、Ｎ，Ｎ－ジエチルアニリン、Ｎ，Ｎ－ジエチルベンジルアミ
ン、Ｎ，Ｎ－ジエチルトルイジン類、Ｎ，Ｎ－ジエチルナフチルアミン類、Ｎ，Ｎ－ジプ
ロピルアニリン類、Ｎ，Ｎ－ジプロピルベンジルアミン類、Ｎ，Ｎ－ジプロピルトルイジ
ン類、Ｎ，Ｎ－ジプロピルナフチルアミン類、Ｎ，Ｎ－ジビニルアニリン、Ｎ，Ｎ－ジア
リルアニリン、Ｎ，Ｎ－ジビニルトルイジン類、Ｎ，Ｎ－ジアリルアニリン、ジフェニル
メチルアミン、ジフェニルエチルアミン、ジフェニルプロピルアミン類、ジベンジルメチ
ルアミン、ジベンジルエチルアミン、ジベンジルシクロヘキシルアミン、ジベンジルビニ
ルアミン、ジベンジルアリルアミン、ジトリルメチルアミン類、ジトリルエチルアミン類
、ジトリルシクロヘキシルアミン類、ジトリルビニルアミン類、トリフェニルアミン、ト
リベンジルアミン、トリ（トリル）アミン類、トリナフチルアミン類、Ｎ，Ｎ，Ｎ’，Ｎ
’－テトラメチルエチレンジアミン、Ｎ，Ｎ，Ｎ’，Ｎ’－テトラエチルエチレンジアミ
ン、Ｎ，Ｎ，Ｎ’，Ｎ’－テトラメチルトリレンジアミン類、Ｎ，Ｎ，Ｎ’，Ｎ’－テト
ラエチルトリレンジアミン類、Ｎ－メチルピロール、Ｎ－メチルピロリジン、Ｎ－メチル
イミダゾール、Ｎ，Ｎ’－ジメチルピペラジン、Ｎ－メチルピペリジン、Ｎ－エチルピロ
ール、Ｎ－メチルピロリジン、Ｎ－エチルイミダゾール、Ｎ，Ｎ’－ジエチルピペラジン
、Ｎ－エチルピペリジン、ピリジン、ピリダジン、ピラジン、キノリン、キナゾリン、キ
ヌクリジン、Ｎ－メチルピロリドン、Ｎ－メチルモルホリン、Ｎ－エチルピロリドン、Ｎ
－エチルモルホリン、Ｎ，Ｎ－ジメチルアニソール、Ｎ，Ｎ－ジエチルアニソール、Ｎ，
Ｎ－ジメチルグリシン、Ｎ，Ｎ－ジエチルグリシン、Ｎ，Ｎ－ジメチルアラニン、Ｎ，Ｎ
－ジエチルアラニン、Ｎ，Ｎ－ジメチルエタノールアミン、Ｎ，Ｎ－ジメチルアミノチオ
フェン、１，１，３，３－テトラメチルグアニジン、１，８－ジアザビシクロ［５，４，
０］ウンデカ－７－エン、１，５－ジアザビシクロ［４．３．０］ノナ－５－エン、１，
４－ジアザビシクロ［２．２．２］オクタン、ヘキサメチレンテトラミンなどが挙げられ
る。
　従って、前記塩基性触媒として用いることができるアミン類は、脂肪族又は脂環式、飽
和または不飽和の炭化水素基；芳香族炭化水素基；含酸素及び／又は含イオウ及び／又は
含セレン炭化水素基等が１以上の窒素原子と結合した化合物であることが好ましい。熱架
橋後の膜強度の観点から、アミンとして好ましいｐＫａＨ（共役酸の酸解離定数）の範囲
としては、７以上が好ましく、１０以上がより好ましい。
【０１０６】
　前記酸性触媒又は塩基性触媒の中でも、膜中でのアルコール交換反応を速やかに進行さ
せる観点で、メタンスルホン酸、ｐ－トルエンスルホン酸、ピリジニウム　ｐ－トルエン
スルホネート、ドデシルベンゼンスルホン酸、リン酸、ホスホン酸、酢酸、１，８－ジア
ザビシクロ［５．４．０］ウンデカ－７－エン、１，５－ジアザビシクロ［４．３．０］
ノナ－５－エン、１，１，３，３－テトラメチルグアニジンが好ましく、メタンスルホン
酸、ｐ－トルエンスルホン酸、リン酸、１，８－ジアザビシクロ［５．４．０］ウンデカ
－７－エン、１，５－ジアザビシクロ［４．３．０］ノナ－５－エンが特に好ましい。
【０１０７】
－金属錯体触媒－
　前記アルコール交換反応触媒として用いることができる金属錯体触媒としては、周期律
表の２、４、５及び１３族から選ばれる金属元素と、β－ジケトン、ケトエステル、ヒド
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ロキシカルボン酸又はそのエステル、アミノアルコール及びエノール性活性水素化合物よ
りなる群から選ばれたオキソ又はヒドロキシ酸素化合物とから構成されるものであること
が好ましい。
　更に、構成金属元素の中では、Ｍｇ、Ｃａ、Ｓｒ、Ｂａなどの２族元素、Ｔｉ、Ｚｒな
どの４族元素、Ｖ、Ｎ、Ｔａなどの５族元素、及び、Ａｌ、Ｇａなどの１３族元素が好ま
しく、それぞれ触媒効果の優れた錯体を形成する。その中でもＺｒ、Ａｌ又はＴｉから得
られる錯体が優れており、好ましい。例えば、オルトチタン酸エチルなどが挙げられる。
　上記金属錯体の配位子を構成するオキソ又はヒドロキシ酸素含有化合物は、本発明にお
いては、アセチルアセトン（２，４－ペンタンジオン）、２，４－ヘプタンジオンなどの
β－ジケトン、アセト酢酸メチル、アセト酢酸エチル、アセト酢酸ブチルなどのケトエス
テル類、乳酸、乳酸メチル、サリチル酸、サリチル酸エチル、サリチル酸フェニル、リン
ゴ酸、酒石酸、酒石酸メチルなどのヒドロキシカルボン酸およびそのエステル、４－ヒド
ロキシ－４－メチル－２－ペンタノン、４－ヒドロキシ－２－ペンタノン、４－ヒドロキ
シ－４－メチル－２－ペンタノン、４－ヒドロキシ－２－ヘプタノンなどのケトアルコー
ル類、モノエタノールアミン、Ｎ，Ｎ－ジメチルエタノールアミン、Ｎ－メチル－モノエ
タノールアミン、ジエタノールアミン、トリエタノールアミンなどのアミノアルコール類
、メチロールメラミン、メチロール尿素、メチロールアクリルアミド、マロン酸ジエチル
エステルなどのエノール性活性化合物、アセチルアセトンのメチル基、メチレン基又はカ
ルボニル炭素に置換基を有する化合物が挙げられる。
【０１０８】
　好ましい配位子はアセチルアセトン誘導体であり、アセチルアセトン誘導体は、本発明
においては、アセチルアセトンのメチル基、メチレン基又はカルボニル炭素に置換基を有
する化合物を指す。アセチルアセトンのメチル基に置換する置換基としては、いずれも炭
素数が１～３の直鎖又は分岐のアルキル基、アシル基、ヒドロキシアルキル基、カルボキ
シアルキル基、アルコキシ基、アルコキシアルキル基であり、アセチルアセトンのメチレ
ン基に置換する置換基としてはカルボキシル基、いずれも炭素数が１～３の直鎖又は分岐
のカルボキシアルキル基及びヒドロキシアルキル基であり、アセチルアセトンのカルボニ
ル炭素に置換する置換基としては炭素数が１～３のアルキル基であってこの場合はカルボ
ニル酸素には水素原子が付加して水酸基となる。
【０１０９】
　好ましいアセチルアセトン誘導体の具体例としては、アセチルアセトン、エチルカルボ
ニルアセトン、ｎ－プロピルカルボニルアセトン、ｉ－プロピルカルボニルアセトン、ジ
アセチルアセトン、１―アセチル－１－プロピオニル－アセチルアセトン、ヒドロキシエ
チルカルボニルアセトン、ヒドロキシプロピルカルボニルアセトン、アセト酢酸、アセト
プロピオン酸、ジアセト酢酸、３，３－ジアセトプロピオン酸、４，４－ジアセト酪酸、
カルボキシエチルカルボニルアセトン、カルボキシプロピルカルボニルアセトン、ジアセ
トンアルコールが挙げられる。中でも、アセチルアセトン及びジアセチルアセトンが特に
好ましい。上記のアセチルアセトン誘導体と上記金属元素の錯体は、金属元素１個当たり
にアセチルアセトン誘導体が１～４分子配位する単核錯体であり、金属元素の配位可能の
手がアセチルアセトン誘導体における配位可能結合手の数の総和よりも多い場合には、水
分子、ハロゲン化物イオン、ニトロ基、アンモニオ基など通常の錯体に汎用される配位子
が配位してもよい。
【０１１０】
　好ましい金属錯体の例としては、トリス（アセチルアセトナト）アルミニウム錯塩、ジ
（アセチルアセトナト）アルミニウム・アクア錯塩、モノ（アセチルアセトナト）アルミ
ニウム・クロロ錯塩、ジ（ジアセチルアセトナト）アルミニウム錯塩、エチルアセトアセ
テートアルミニウムジイソプロピレート、アルミニウムトリス（エチルアセトアセテート
）、環状アルミニウムオキサイドイソプロピレート、トリス（アセチルアセトナト）バリ
ウム錯塩、ジ（アセチルアセトナト）チタニウム錯塩、トリス（アセチルアセトナト）チ
タニウム錯塩、ジ－ｉ－プロポキシ・ビス（アセチルアセトナト）チタニウム錯塩、ジル
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コニウムトリス（エチルアセトアセテート）、ジルコニウムトリス（安息香酸）錯塩、等
が挙げられる。これらは水系塗布液での安定性及び加熱乾燥時のゾルゲル反応でのゲル化
促進効果に優れているが、中でも、エチルアセトアセテートアルミニウムジイソプロピレ
ート、アルミニウムトリス（エチルアセトアセテート）、ジ（アセチルアセトナト）チタ
ニウム錯塩、ジルコニウムトリス（エチルアセトアセテート）が特に好ましい。
【０１１１】
（成分Ｃ－２）重合開始剤
　本発明のレーザー彫刻用樹脂組成物は、架橋構造形成を促進するため、（成分Ｃ－２）
重合開始剤を含有することが好ましく、（成分Ｂ－２）多官能エチレン性不飽和化合物及
び（成分Ｃ－２）重合開始剤を含有することがより好ましい。
　重合開始剤は、当業者間で公知のものを制限なく使用することができる。以下、好まし
い重合開始剤であるラジカル重合開始剤について詳述するが、本発明はこれらの記述によ
り制限を受けるものではない。
【０１１２】
　本発明において、好ましいラジカル重合開始剤としては、（ａ）芳香族ケトン類、（ｂ
）オニウム塩化合物、（ｃ）有機過酸化物、（ｄ）チオ化合物、（ｅ）ヘキサアリールビ
イミダゾール化合物、（ｆ）ケトオキシムエステル化合物、（ｇ）ボレート化合物、（ｈ
）アジニウム化合物、（ｉ）メタロセン化合物、（ｊ）活性エステル化合物、（ｋ）炭素
ハロゲン結合を有する化合物、（ｌ）アゾ系化合物等が挙げられる。以下に、上記（ａ）
～（ｌ）の具体例を挙げるが、本発明はこれらに限定されるものではない。
【０１１３】
　本発明においては、彫刻感度と、レリーフ印刷版原版のレリーフ形成層に適用した際に
はレリーフエッジ形状を良好とするといった観点から、（ｃ）有機過酸化物及び（ｌ）ア
ゾ系化合物がより好ましく、（ｃ）有機過酸化物が特に好ましい。
【０１１４】
　前記（ａ）芳香族ケトン類、（ｂ）オニウム塩化合物、（ｄ）チオ化合物、（ｅ）ヘキ
サアリールビイミダゾール化合物、（ｆ）ケトオキシムエステル化合物、（ｇ）ボレート
化合物、（ｈ）アジニウム化合物、（ｉ）メタロセン化合物、（ｊ）活性エステル化合物
、及び（ｋ）炭素ハロゲン結合を有する化合物としては、特開２００８－６３５５４号公
報の段落００７４～０１１８に挙げられている化合物を好ましく用いることができる。
　また、（ｃ）有機過酸化物及び（ｌ）アゾ系化合物としては、以下に示す化合物が好ま
しい。
【０１１５】
（ｃ）有機過酸化物
　本発明に用いることができるラジカル重合開始剤として好ましい（ｃ）有機過酸化物と
しては、３，３’，４，４’－テトラ（ｔ－ブチルパーオキシカルボニル）ベンゾフェノ
ン、３，３’，４，４’－テトラ（ｔ－アミルパーオキシカルボニル）ベンゾフェノン、
３，３’，４，４’－テトラ（ｔ－ヘキシルパーオキシカルボニル）ベンゾフェノン、３
，３’，４，４’－テトラ（ｔ－オクチルパーオキシカルボニル）ベンゾフェノン、３，
３’，４，４’－テトラ（クミルパーオキシカルボニル）ベンゾフェノン、３，３’，４
，４’－テトラ（ｐ－イソプロピルクミルパーオキシカルボニル）ベンゾフェノン、ジ－
ｔ－ブチルジパーオキシイソフタレートなどの過酸化エステル系が好ましい。
【０１１６】
（ｌ）アゾ系化合物
　本発明に用いることができるラジカル重合開始剤として好ましい（ｌ）アゾ系化合物と
しては、２，２’－アゾビスイソブチロニトリル、２，２’－アゾビスプロピオニトリル
、１，１’－アゾビス（シクロヘキサン－１－カルボニトリル）、２，２’－アゾビス（
２－メチルブチロニトリル）、２，２’－アゾビス（２，４－ジメチルバレロニトリル）
、２，２’－アゾビス（４－メトキシ－２，４－ジメチルバレロニトリル）、４，４’－
アゾビス（４－シアノ吉草酸）、２，２’－アゾビスイソ酪酸ジメチル、２，２’－アゾ
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ビス（２－メチルプロピオンアミドオキシム）、２，２’－アゾビス［２－（２－イミダ
ゾリン－２－イル）プロパン］、２，２’－アゾビス｛２－メチル－Ｎ－［１，１－ビス
（ヒドロキシメチル）－２－ヒドロキシエチル］プロピオンアミド｝、２，２’－アゾビ
ス［２－メチル－Ｎ－（２－ヒドロキシエチル）プロピオンアミド］、２，２’－アゾビ
ス（Ｎ－ブチル－２－メチルプロピオンアミド）、２，２’－アゾビス（Ｎ－シクロヘキ
シル－２－メチルプロピオンアミド）、２，２’－アゾビス［Ｎ－（２－プロペニル）－
２－メチルプロピオンアミド］、２，２’－アゾビス（２，４，４－トリメチルペンタン
）等を挙げることができる。
【０１１７】
　なお、本発明においては、前記（ｃ）有機過酸化物が本発明における重合開始剤として
、膜（レリーフ形成層）の架橋性の観点から好ましく、更に、予想外の効果として、彫刻
感度向上の観点で特に好ましいことを見出した。
【０１１８】
　彫刻感度の観点からは、この（ｃ）有機過酸化物と、成分Ａとしてガラス転移温度が常
温（２０℃）以上のポリマーとを組み合わせた態様が特に好ましい。
　これは、有機過酸化物を用いてレリーフ形成層を熱架橋により硬化させる際、ラジカル
発生に関与しない未反応の有機過酸化物が残存するが、残存した有機過酸化物は、自己反
応性の添加剤として働き、レーザー彫刻時に発熱的に分解する。その結果、照射されたレ
ーザーエネルギーに発熱分が加算されるので彫刻感度が高くなったと推定される。
　特に成分Ａのガラス転移温度が室温（２０℃）以上の場合、有機過酸化物の分解に由来
して発生した熱が、成分Ａに効率よく伝達され、かつ成分Ａ自体の熱分解に有効に利用さ
れるためより高感度化されるものと推定している。
　なお、光熱変換剤の説明において詳述するが、この効果は、光熱変換剤としてカーボン
ブラックを用いる場合に著しい。これは、カーボンブラックから発生した熱が（ｃ）有機
過酸化物にも伝達される結果、カーボンブラックだけでなく有機過酸化物からも発熱する
ため、成分Ａ等の分解に使用されるべき熱エネルギーの発生が相乗的に生じるためと考え
ている。
【０１１９】
（成分Ｃ－３）成分Ｂ－３と反応して架橋構造を形成しうる硬化剤
　本発明のレーザー彫刻用樹脂組成物は、架橋構造形成を促進するため、（成分Ｂ－３）
エポキシ環、オキセタン環及び五員環カーボネートよりなる群から選ばれた環状構造を２
以上有する化合物及び（成分Ｃ－３）成分Ｂ－３と反応して架橋構造を形成しうる硬化剤
を含有することが好ましい。
　成分Ｃ－３は、反応の進行が速く、高強度な膜が得られる点から、第一級アミノ基及び
酸無水物基よりなる群から選ばれた官能基を１つ以上有する化合物、又は、第二級アミノ
基、メルカプト基、カルボキシル基、フェノール性ヒドロキシル基及びヒドロキシル基よ
りなる群から選ばれた官能基を２つ以上有する化合物であることが好ましく、第一級アミ
ノ基及び酸無水物基よりなる群から選ばれた官能基を１つ以上有する化合物、又は、第二
級アミノ基及びメルカプト基よりなる群から選ばれた官能基を２つ以上有する化合物であ
ることがより好ましく、第一級アミノ基及び酸無水物基よりなる群から選ばれた官能基を
１つ以上有する化合物であることが更に好ましい。
【０１２０】
　第一級アミノ基を少なくとも１つ有する化合物としては、特に限定されるものではなく
、種々のものを用いることができる。
　例えば、ブチルアミン、オクチルアミン、オレイルアミン、２－エチルヘキシルアミン
等の第一級アルキルアミン類、アニリン、４－アミノアセトフェノン、ｐ－アニシジン、
２－アミノアントラセン、１－ナフチルアミン等の第一級アニリン類、モノエタノールア
ミン、２－エトキシエタノールアミン、２－ヒドロキシプロパノールアミン等の第一級ア
ルカノールアミン類、ヘキサンジアミン、エチレンジアミン、ジエチレントリアミン、ト
リエチレンテトラミン、テトラエチレンペンタミン、ｍ－キシレンジアミン、ｐ－キシレ
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ンジアミンなどの脂肪族ポリアミン類、１，３－ジアミノシクロヘキサン、イソホロンジ
アミン等の脂環式ポリアミン類、１，４－フェニレンジアミン、２，３－ジアミノナフタ
レン、２，６－ジアミノアントラキノン、２，２－ビス（４－アミノフェニル）ヘキサフ
ルオロプロパン、４，４’－ジアミノベンゾフェノン、４，４’－ジアミノジフェニルメ
タン等のポリアニリン類、ポリアミン類とアルデヒド化合物と一価又は多価フェノール類
との重縮合物からなるマンニッヒ塩基、ポリアミン類とポリカルボン酸やダイマー酸との
反応により得られるポリアミドポリアミン類が挙げられる。
　これらの中でも、高度な三次元架橋を形勢するのに適していることから、脂肪族ポリア
ミン類、脂環式ポリアミン類、ポリアニリン類が好ましく、特にヘキサンジアミン、トリ
エチレンテトラミン、ｍ－キシレンジアミン、４，４’－ジアミノジフェニルメタンがよ
り好ましい。
【０１２１】
　第二級アミノ基を少なくとも２つ有する化合物としては、特に限定されるものではなく
、種々のものを用いることができる。
　例えば、Ｎ，Ｎ’－ジメチルエチレンジアミン、Ｎ，Ｎ’－ジエチルエチレンジアミン
、Ｎ，Ｎ’－ジベンジルエチレンジアミン、Ｎ，Ｎ’－ジイソプロピルエチレンジアミン
、２，５－ジメチルピペラジン、Ｎ，Ｎ’－ジメチルシクロヘキサン－１，２－ジアミン
、ピペラジン、ホモピペラジン、２－メチルピペラジン等が挙げられる。
【０１２２】
　酸無水物基を少なくとも１つ有する化合物としては、特に限定されるものではなく、種
々のものを用いることができる。
　例えば、無水コハク酸、無水マレイン酸、無水フタル酸、無水ヘキサヒドロフタル酸、
無水メチルヘキサヒドロフタル酸、無水ナジック酸、水素化無水ナジック酸、無水トリメ
リット酸、無水ピロメリット酸などの酸無水物化合物を使用することができる。これらの
中でも、特に好ましくは無水メチルヘキサヒドロフタル酸を用いることで、硬化収縮が少
なく、透明性を有し、高強度な硬化膜が得られる。
【０１２３】
　メルカプト基を少なくとも２つ有する化合物としては、特に限定されるものではなく、
種々のものを用いることができる。
　例えば、１，２－エタンジチオール、１，３－プロパンジチオール、１，４－ブタンジ
チオール、１，５－ペンタンジチオール、１，６－ヘキサンジチオール、１，７－ヘプタ
ンジチオール、１，８－オクタンジチオール、１，９－ノナンジチオール、１，１０－デ
カンジチオール、１，１２－ドデカンジチオール、２，２－ジメチル－１，３－プロパン
ジチオール、３－メチル－１，５－ペンタンジチオール、２－メチル－１，８－オクタン
ジチオール等のアルカンジチオールや、１，４－シクロヘキサンジチオール等のシクロア
ルカンジチオールや、ビス（２－メルカプトエチル）エーテル、ビス（２－メルカプトエ
チル）スルフィド、ビス（２－メルカプトエチル）ジスルフィド、２，２’－（エチレン
ジチオ）ジエタンチオール等の炭素鎖中にヘテロ原子を含有するアルカンジチオールや、
２，５－ビス（メルカプトメチル）－１，４－ジオキサン、２，５－ビス（メルカプトメ
チル）－１，４－ジチアン等の炭素鎖中にヘテロ原子及び脂環構造を含有するアルカンジ
チオールや、１，１，１－トリス（メルカプトメチル）エタン、２－エーテル－２－メル
カプトメチル－１，３－プロパンジチオール、１，８－メルカプト－４－メルカプトメチ
ル－３，６－チアオクタン等のアルカントリチオールや、テトラキス（メルカプトメチル
）メタン、３，３’－チオビス（プロパン－１，２－ジチオール）、２，２’－チオビス
（プロパン－１，３－ジチオール）等のアルカンテトラチオール等が挙げられる。
【０１２４】
　カルボキシル基を少なくとも２つ有する化合物としては、特に限定されるものではなく
、種々のものを用いることができる。
　例えば、コハク酸、マレイン酸、フタル酸、ヘキサヒドロフタル酸、メチルヘキサヒド
ロフタル酸、ナジック酸、水素化ナジック酸、トリメリット酸、ピロメリット酸、アジピ
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ン酸、セバチン酸、ドデカンジカルボン酸、イソフタル酸、２－メチルテレフタル酸、ナ
フタレンジカルボン酸等が挙げられる。
【０１２５】
　フェノール性ヒドロキシ基を少なくとも２つ有する化合物としては、特に限定されるも
のではなく、種々のものを用いることができる。
　例えば、フェノールノボラック樹脂、クレゾールノボラック樹脂、ナフトールノボラッ
ク樹脂等のノボラック型樹脂；トリフェノールメタン型樹脂等の多官能型フェノール樹脂
；ジシクロペンタジエン変性フェノール樹脂、テルペン変性フェノール樹脂等の変性フェ
ノール樹脂；フェニレン骨格を有するフェノールアラルキル樹脂、ビフェニレン骨格を有
するフェノールアラルキル樹脂、フェニレン骨格を有するナフトールアラルキル樹脂、ビ
フェニレン骨格を有するナフトールアラルキル樹脂等のアラルキル型樹脂；ビスフェノー
ルＡ、ビスフェノールＦ等のビスフェノール化合物；ビスフェノールＳ等の硫黄原子含有
型フェノール樹脂等が挙げられる。
【０１２６】
　ヒドロキシル基を少なくとも２つ有する化合物としては、特に限定されるものではなく
、種々のものを用いることができる。
　例えば、エチレングリコール、ジエチレングリコール、プロピレングリコール、ジプロ
ピレングリコール、トリメチレングリコール、１，４－テトラメチレンジオール、１，３
－テトラメチレンジオール、２－メチル－１，３－トリメチレンジオール、１，５－ペン
タメチレンジオール、ネオペンチルグリコール、１，６－ヘキサメチレンジオール、３－
メチル－１，５－ペンタメチレンジオール、２，４－ジエチル－１，５－ペンタメチレン
ジオール、グリセリン、トリメチロールプロパン、トリメチロールエタン、シクロヘキサ
ンジオール類（１，４－シクロヘキサンジオール等）、ビスフェノール類（ビスフェノー
ルＡなど）、糖アルコール類（キシリトールやソルビトールなど）、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等のポリアルキレング
リコール類などが挙げられる。
【０１２７】
　成分Ｃ－３の好ましい具体例としては、下記に示す化合物が挙げられるが、本発明はこ
れらの化合物に制限されるものではない。
【０１２８】
【化１９】
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【０１２９】
【化２０】

【０１３０】
　また、本発明の効果をより発揮する観点から、成分Ｂ－３と成分Ｃ－３との組み合わせ
としては、成分Ｂ－３がエポキシ環又はオキセタン環を２以上有する化合物、かつ、成分
Ｃ－３が第一級アミノ基及び酸無水物基よりなる群から選ばれた官能基を１つ以上有する
化合物、又は、第二級アミノ基、メルカプト基、カルボキシル基、フェノール性ヒドロキ
シル基及びヒドロキシル基よりなる群から選ばれた官能基を２つ以上有する化合物である
ことが好ましく、成分Ｂ－３がエポキシ環を２以上有する化合物、かつ、成分Ｃ－３が第
一級アミノ基及び酸無水物基よりなる群から選ばれた官能基を１つ以上有する化合物、又
は、第二級アミノ基、メルカプト基、カルボキシル基、フェノール性ヒドロキシル基及び
ヒドロキシル基よりなる群から選ばれた官能基を２つ以上有する化合物であることがより
好ましく、成分Ｂ－３がエポキシ環を２以上有する化合物、かつ、成分Ｃ－３が第一級ア
ミノ基及び酸無水物基よりなる群から選ばれた官能基を１つ以上有する化合物であること
が特に好ましい。
　また、成分Ｂ－３と成分Ｃ－３とを併用する場合、成分Ｂ－３におけるエポキシ環、オ
キセタン環及び五員環カーボネートの総モル量と、成分Ｃ－３における第一級アミノ基な
どの成分Ｂ－３と反応して架橋構造を形成しうる官能基の総モル量との比は、成分Ｂ－３
の官能基／成分Ｃ－３の官能基＝０．５～２．０の範囲であることが好ましく、０．７～
１．５の範囲であることがより好ましく、０．８～１．２であることが最も好ましい。
【０１３１】
　本発明のレーザー彫刻用樹脂組成物は、成分Ｃを１種のみ用いてもよく、２種以上併用
してもよい。
　成分Ｃの含有量としては、樹脂組成物の全固形分量に対し、０．０１～４０重量％であ
ることが好ましく、０．０５～３０重量％であることがより好ましく、０．１～２０重量
％であることが更に好ましい。
　また、成分Ｂ及び成分Ｃの総含有量としては、樹脂組成物の全固形分量に対し、０．１
～８０重量％であることが好ましく、１～６０重量％であることがより好ましく、５～４
０重量％であることが最も好ましい。
【０１３２】
（成分Ｄ）７００～１，３００ｎｍの波長の光を吸収可能な光熱変換剤
　本発明のレーザー彫刻用樹脂組成物は、（成分Ｄ）７００～１，３００ｎｍの波長の光
を吸収可能な光熱変換剤（以下、単に「光熱変換剤」ともいう。）を更に含有することが
好ましい。すなわち、本発明における光熱変換剤は、レーザーの光を吸収し発熱すること
で、レーザー彫刻時の硬化物の熱分解を促進すると考えられる。このため、彫刻に用いる
レーザー波長の光を吸収する光熱変換剤を選択することが好ましい。
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【０１３３】
　本発明のレーザー彫刻用レリーフ印刷版原版における架橋レリーフ形成層を、７００～
１，３００ｎｍの赤外線を発するレーザー（ＹＡＧレーザー、半導体レーザー、ファイバ
ーレーザー、面発光レーザー等）を光源としてレーザー彫刻に用いる場合に、光熱変換剤
としては、７００～１，３００ｎｍに極大吸収波長を有する化合物が用いることが好まし
い。
　本発明に用いることができる光熱変換剤としては、種々の染料又は顔料が用いられる。
【０１３４】
　光熱変換剤のうち、染料としては、市販の染料及び例えば「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、７００～１，３００ｎｍに極大吸収波長を有するものが好ましく挙げられ、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、ジインモニウム化合物、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。
【０１３５】
　本発明において好ましく用いられる染料としては、ヘプタメチンシアニン色素等のシア
ニン系色素、ペンタメチンオキソノール色素等のオキソノール系色素、フタロシアニン系
色素及び特開２００８－６３５５４号公報の段落０１２４～０１３７に記載の染料を挙げ
ることができる。
【０１３６】
　本発明において使用される光熱変換剤のうち、顔料としては、市販の顔料及びカラーイ
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、１９８６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。
【０１３７】
　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、ペリレン及びペリノン系顔料、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。
【０１３８】
　カーボンブラックは、組成物中における分散性などが安定である限り、ＡＳＴＭによる
分類のほか、用途（例えば、カラー用、ゴム用、乾電池用など）の如何に拘らずいずれも
使用可能である。カーボンブラックには、例えば、ファーネスブラック、サーマルブラッ
ク、チャンネルブラック、ランプブラック、アセチレンブラックなどが含まれる。なお、
カーボンブラックなどの黒色着色剤は、分散を容易にするため、必要に応じて分散剤を用
い、予めニトロセルロースやバインダーなどに分散させたカラーチップやカラーペースト
として使用することができ、このようなチップやペーストは市販品として容易に入手でき
る。
【０１３９】
　本発明においては、比較的低い比表面積及び比較的低いＤＢＰ（ジブチルフタレート）
吸収を有するカーボンブラックや比表面積の大きい微細化されたカーボンブラックまでを
使用することも可能である。好適なカーボンブラックの例は、Ｐｒｉｎｔｅｘ（登録商標
）Ｕ、Ｐｒｉｎｔｅｘ（登録商標）Ａ、又はＳｐｅｚｉａｌｓｃｈｗａｒｚ（登録商標）
４（Ｄｅｇｕｓｓａ社製）を含む。
【０１４０】
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　本発明に用いることができるカーボンブラックとしては、光熱変換により発生した熱を
周囲のポリマー等に効率よく伝えることで彫刻感度が向上するという観点で、比表面積が
１５０ｍ2／ｇ以上及びＤＢＰ数が１５０ｍｌ／１００ｇ以上である、伝導性カーボンブ
ラックが好ましい。
【０１４１】
　この比表面積は、好ましくは２５０ｍ2／ｇ以上、特に好ましくは５００ｍ2／ｇ以上で
ある。ＤＢＰ数は、好ましくは２００ｍ2／ｇ以上、特に好ましくは２５０ｍｌ／１００
ｇ以上である。上述したカーボンブラックは酸性の又は塩基性のカーボンブラックであっ
てもよい。カーボンブラックは、塩基性のカーボンブラックであることが好ましい。異な
るバインダーの混合物も当然に、使用することができる。
【０１４２】
　比表面積が１５０～約１，５００ｍ2／ｇであり、かつ、ＤＢＰ数が１５０～約５５０
ｍｌ／１００ｇである伝導性カーボンブラックが、例えば、Ｋｅｔｊｅｎｂｌａｃｋ（登
録商標）ＥＣ３００Ｊ、Ｋｅｔｊｅｎｂｌａｃｋ（登録商標）ＥＣ６００Ｊ（Ａｋｚｏ社
製）、Ｐｒｉｎｒｅｘ（登録商標）ＸＥ（Ｄｅｇｕｓｓａ社製）、Ｂｌａｃｋ　Ｐｅａｒ
ｌｓ（登録商標）２０００（Ｃａｂｏｔ社製）、又は、ケッチェンブラック（ライオン（
株）製）の名称で、商業的に入手可能である。
【０１４３】
　光熱変換剤としてカーボンブラックを用いる場合には、ＵＶ光などを利用した光架橋で
はなく、熱架橋の方が膜の硬化性の点で好ましく、前述の好ましい併用成分である（成分
Ｃ－２）重合開始剤である有機過酸化物と組み合わせて用いることで、彫刻感度が極めて
高くなるのでより好ましい。
　本発明のレーザー彫刻溶樹脂組成物においては、（成分Ｃ－２）重合開始剤と（成分Ｄ
）７００～１，３００ｎｍの波長の光を吸収可能な光熱変換剤とを併用することが好まし
く、（成分Ｃ－２）重合開始剤とカーボンブラックとを併用することが特に好ましい。上
記態様であると、レーザー彫刻時において、架橋レリーフ形成層中に残留している重合開
始剤が光熱変換剤から発生する熱により分解し、成分Ａ等の分解をより促進することがで
き、彫刻感度を向上させることができる。
【０１４４】
　本発明のレーザー彫刻用樹脂組成物は、成分Ｄを１種のみ用いてもよく、２種以上併用
してもよい。
　本発明のレーザー彫刻用樹脂組成物中における（成分Ｄ）７００～１，３００ｎｍの波
長の光を吸収可能な光熱変換剤の含有量は、その分子固有の分子吸光係数の大きさにより
大きく異なるが、樹脂組成物の全固形分に対し、０．０１～２０重量％が好ましく、０．
０５～１０重量％がより好ましく、０．１～５重量％が特に好ましい。
【０１４５】
（成分Ｅ）可塑剤
　本発明の樹脂組成物は、フレキソ版として必要な柔軟性を付与するという観点から、（
成分Ｅ）可塑剤を含有することが好ましい。
　可塑剤としては、高分子の可塑剤として公知のものを用いることができ、限定されない
が、例えば、高分子大辞典（初版、１９９４年、丸善（株）発行）の第２１１～２２０頁
に記載のアジピン酸誘導体、アゼライン酸誘導体、ベンゾイル酸誘導体、クエン酸誘導体
、エポキシ誘導体、グリコール誘導体、炭化水素及び誘導体、オレイン酸誘導体、リン酸
誘導体、フタル酸誘導体、ポリエステル系、リシノール酸誘導体、セバシン酸誘導体、ス
テアリン酸誘導体、スルホン酸誘導体、テルペン及び誘導体、トリメリット酸誘導体が挙
げられる。これらの中でも、ガラス転移温度を低下させる効果の大きさという観点から、
アジピン酸誘導体、クエン酸誘導体及びリン酸誘導体が好ましい。
　アジピン酸誘導体としては、アジピン酸ジブチル、アジピン酸２－ブトキシエチルが好
ましい。
　クエン酸誘導体としては、クエン酸トリブチルが好ましい。
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　リン酸誘導体としては、リン酸トリブチル、リン酸トリ２－エチルヘキシル、リン酸ト
リブトキシエチル、リン酸トリフェニル、リン酸クレジルジフェニル、リン酸トリクレジ
ル、リン酸ｔ－ブチルフェニル、リン酸２－エチルヘキシルジフェニル等が挙げられる。
【０１４６】
　本発明のレーザー彫刻用樹脂組成物は、成分Ｅを１種のみ用いてもよく、２種以上併用
してもよい。
　本発明のレーザー彫刻用樹脂組成物における成分Ｅの含有量は、ガラス転移温度を室温
以下に低下させるという観点から、固形分換算で、樹脂組成物の総重量を１００重量％と
して、１～５０重量％が好ましく、１０～４０重量％がより好ましく、２０～３０重量％
が更に好ましい。
【０１４７】
（成分Ｆ）香料
　本発明のレーザー彫刻用樹脂組成物は、（成分Ｆ）香料を含有することが好ましい。香
料は、レリーフ印刷版原版の製造時やレーザー彫刻時の臭気を低減させるのに有効である
。
　本発明のレーザー彫刻用樹脂組成物は、（成分Ｆ）香料を含有することにより、製造中
に塗布した液状樹脂組成物を乾燥する際、揮発する溶剤臭をマスクすることができる。ま
た、レーザー彫刻する際に発生するアミン臭やケトン臭、アルデヒド臭、樹脂の鼻につく
焦げ臭さなどの不快臭をマスクすることができる。
　また、香料としては、香気を有するだけでなく、アミノ基やカルボニル基、アルデヒド
基を有する化合物に対し良好に溶解するものであることが好ましい。効果的に臭気を低減
し、さらに効果的に作用するには、香料成分がアミノ基やカルボニル基、アルデヒド基を
有する化合物に対し良好に溶解する化学構造を有することが好ましい。溶解性においては
、直鎖状骨格よりも分岐状骨格がよく、中でも、香料が、炭化水素化合物、アルデヒド化
合物、ケトン化合物、エステル化合物、又は、アルコール化合物の場合、良好な溶解性を
示す。さらには、環状ケトン化合物、環状エステル化合物の場合は、当該化合物の炭素数
が４～２０であるときに良好な溶解性を示す。また、これらの構造を有する化合物は、硫
黄の臭気を低減することにも効果的であるため、硫黄原子を有する化合物を含む樹脂組成
物においても有用である。
【０１４８】
　香料としては、公知の香料を適宜選択して用いることができ、香料を１種単独で用いる
こともできるし、複数の香料を組み合わせて使用することもできる。
　香料は、樹脂組成物に使用する前記架橋剤、前記ポリマー、及び、溶剤等によって、適
宜選択することが好ましく、公知の香料を組み合わせて最適化することが好ましい。香料
としては、合成香料－化学と商品知識－（印藤元一著、（株）化学工業日報社発行）、香
料化学入門（渡辺昭次著、（株）培風館出版）、香りの百科（日本香料協会編、（株）朝
倉書店出版）、香料化学総覧ＩＩ　単離香料・合成香料・香料の応用（（株）廣川書店発
行）に記載されている香料が挙げられる。
　また、香料としては、天然香料、合成香料の何れも使用することができる。
【０１４９】
　香料の分子構造に着目すれば、香料としては、脂肪族炭化水素、テルペン炭化水素、芳
香族炭化水素等の炭化水素類、脂肪族アルコール、テルペンアルコール、芳香族アルコー
ル等のアルコール類、脂肪族エーテル、芳香族エーテル等のエーテル類、脂肪族オキサイ
ド、テルペン類のオキサイド等のオキサイド類、脂肪族アルデヒド、テルペン系アルデヒ
ド、脂環式アルデヒド等、チオアルデヒド、芳香族アルデヒド等のアルデヒド類、脂肪族
ケトン、テルペンケトン、脂環式ケトン、脂肪族環状ケトン、非ベンゼン系芳香族ケトン
、芳香族ケトン等のケトン類、アセタール類、ケタール類、フェノール類、フエノールエ
ーテル類、脂肪酸、テルペン系カルボン酸、脂環式カルボン酸、芳香族カルボン酸等の酸
類、酸アマイド類、脂肪族ラクトン、大環状ラクトン、テルペン系ラクトン、脂環式ラク
トン、芳香族ラクトン等のラクトン類、脂肪族エステル、フラン系カルボン酸族エステル
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、脂肪族環状カルボン酸エステル、シクロヘキシルカルボン酸族エステル、テルペン系カ
ルボン酸エステル、芳香族カルボン酸エステル等のエステル類、ニトロムスク類、ニトリ
ル、アミン、ピリジン類、キノリン類、ピロール、インドール等の含窒素化合物等が例示
できる。
【０１５０】
　これらのうち、代表的なものとしては、アセチルセドレン、イソイースーパー（商標名
）、イソ吉草酸エチル、イソ吉草酸ベンジル、エチルバニリン、エチレンブラシレート、
１－オクテン－３－オール、ガラクソライド（商標名）、カンファー、ケイヒ酸メチル、
ゲラニオール、酢酸イソボルニル、酢酸ゲラニル、酢酸ベンジル、酢酸リナリル、サンダ
ロール（商標名）、シクラメンアルデヒド、シクロペンタデカノリッド、シトラール、シ
トロネラール、シトロネロール、ジヒドロジャスモン酸メチル、シスジャスミン、ダマス
コン、ターピオール、トナリッド（商標名）、バクダノール、バニリン、ヒドロキシシト
ロネラール、フェニルアセトアルデヒド、２－フェニルエタノール、ヘキシルシンナミッ
クアルデヒド、シス－３－ヘキセノール、ヘリオトロピン、メチルアトラトレート、メチ
ルイオノン、メントール、イオノン、リナロール、リラール（商標名）、コバノール（商
標名）、リリアール（商標名）、ローズオキサイドが例示できる。
【０１５１】
　これらの中でも、香料として、テルペン炭化水素、テルペンアルコール、テルペン類の
オキサイド、テルペン系アルデヒド、テルペンケトン、テルペン系カルボン酸、テルペン
系ラクトン、テルペン系カルボン酸エステル等のテルペン化合物及び／又は脂肪族エステ
ル、フラン系カルボン酸族エステル、脂肪族環状カルボン酸エステル、シクロヘキシルカ
ルボン酸族エステル、テルペン系カルボン酸エステル、芳香族カルボン酸エステル等のエ
ステル化合物を使用することが好ましい。
【０１５２】
　本発明のレーザー彫刻用樹脂組成物は、成分Ｆを１種のみ用いてもよく、２種以上併用
してもよい。
　本発明のレーザー彫刻用樹脂組成物における（成分Ｆ）香料の含有量は、樹脂組成物の
全固形分量に対し、０．００３～１．５重量％が好ましく、０．００５～１．０重量％が
より好ましい。上記範囲であると、マスキング効果を充分に発揮でき、香料の香りが適度
であり、作業環境の改善され、また、彫刻感度に優れる。
【０１５３】
（成分Ｇ）充填剤
　本発明のレーザー彫刻用樹脂組成物は、レーザー彫刻用樹脂組成物の硬化皮膜の物性を
改良するため、（成分Ｇ）充填剤を含有することが好ましい。
　充填剤としては、公知の充填剤を用いることができ、例えば、無機粒子、有機樹脂粒子
が挙げられる。
　無機粒子としては、公知のものを用いることができ、カーボンナノチューブ、フラーレ
ン、黒鉛、シリカ、アルミナ、アルミニウム、炭酸カルシウムなど例示できる。
　有機樹脂粒子としては、公知のものを用いることができ、熱膨張性マイクロカプセルが
好ましく例示できる。
　熱膨張性マイクロカプセルとしては、ＥＸＰＡＮＣＥＬ（Ａｋｚｏ　Ｎｏｂｌｅ社製）
が例示できる。
　本発明のレーザー彫刻用樹脂組成物は、成分Ｇを１種のみ用いてもよく、２種以上併用
してもよい。
　本発明のレーザー彫刻用樹脂組成物中における（成分Ｇ）充填剤の含有量は、樹脂組成
物の全固形分に対し、０．０１～２０重量％が好ましく、０．０５～１０重量％がより好
ましく、０．１～５重量％が特に好ましい。
【０１５４】
（成分Ｈ）単官能エチレン性不飽和化合物
　本発明のレーザー彫刻用樹脂組成物は、（成分Ｈ）単官能エチレン性不飽和化合物を含
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有していてもよいが、（成分Ｈ）単官能エチレン性不飽和化合物を含有する場合、（成分
Ｂ－２）多官能エチレン性不飽和化合物と併用することが好ましい。
　エチレン性不飽和結合を分子内に１つ有する単官能エチレン性不飽和化合物としては、
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、マレイン酸等）と一価アルコール化合物とのエステル、不飽和カルボン酸と
１価アミン化合物とのアミド等が挙げられる。
　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
ボン酸エステル又はアミド類とイソシアネート類又はエポキシ類との付加反応物、及び、
単官能又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。
【０１５５】
　更に、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
ロゲノ基や、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又はア
ミド類とアルコール類、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。
　重合性化合物としては、特に制限はなく、前記例示した化合物の他、公知の種々の化合
物を用いることができ、例えば、特開２００９－２０４９６２号公報に記載の化合物など
を使用してもよい。
【０１５６】
　本発明のレーザー彫刻用樹脂組成物は、成分Ｈを１種のみ用いてもよく、２種以上併用
してもよい。
　本発明のレーザー彫刻用樹脂組成物中における（成分Ｈ）単官能エチレン性不飽和化合
物の総含有量は、架橋膜の柔軟性や脆性の観点から、樹脂組成物の全固形分量に対し、０
．１～４０重量％が好ましく、１～２０重量％の範囲がより好ましい。
【０１５７】
（成分Ｉ）成分Ａ以外のバインダーポリマー
　本発明のレーザー彫刻用樹脂組成物は、（成分Ｉ）成分Ａ以外のバインダーポリマー（
以下、単に「バインダーポリマー」ともいう。）を含有してもよいが、その含有量は、成
分Ａの含有量より少ないことが好ましく、成分Ａの含有量の５０重量％以下であることが
より好ましく、１０重量％以下であることが更に好ましく、（成分Ｉ）成分Ａ以外のバイ
ンダーポリマーを含有しないことが特に好ましい。
　バインダーポリマーは、レーザー彫刻用樹脂組成物に含有される高分子成分であり、一
般的な高分子化合物を適宜選択し、１種を単独使用するか、又は、２種以上を併用するこ
とができる。特に、レーザー彫刻用樹脂組成物を印刷版原版に用いる際は、レーザー彫刻
性、インキ受与性、彫刻カス分散性などの種々の性能を考慮して選択することが好ましい
。
　バインダーポリマーとしては、ポリスチレン樹脂、ポリエステル樹脂、ポリアミド樹脂
、ポリスルホン樹脂、ポリエーテルスルホン樹脂、ポリイミド樹脂、ヒドロキシエチレン
単位を含む親水性ポリマー、アクリル樹脂、アセタール樹脂、エポキシ樹脂、ポリカーボ
ネート樹脂、ゴム、熱可塑性エラストマーなどから選択して用いることができる。
　例えば、レーザー彫刻感度の観点からは、露光あるいは加熱により熱分解する部分構造
を含むポリマーが好ましい。このようなポリマーは、特開２００８－１６３０８１号公報
の段落００３８に記載されているものが好ましく挙げられる。また、例えば、柔軟で可撓
性を有する膜形成が目的とされる場合には、軟質樹脂や熱可塑性エラストマーが選択され
る。特開２００８－１６３０８１号公報の段落００３９～００４０に詳述されている。更
に、レーザー彫刻用樹脂組成物を、レーザー彫刻用レリーフ印刷版原版におけるレリーフ
形成層に適用する場合であれば、レリーフ形成層用組成物の調製の容易性、得られたレリ
ーフ印刷版における油性インクに対する耐性向上の観点から、親水性又は親アルコール性
ポリマーを使用することが好ましい。親水性ポリマーとしては、特開２００８－１６３０
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８１号公報の段落００４１に詳述されているものを使用することができる。
【０１５８】
　加えて、加熱や露光により硬化させ、強度を向上させる目的に使用する場合には、分子
内にエチレン性不飽和結合をもつポリマーが好ましく用いられる。
　このようなポリマーとして、主鎖にエチレン性不飽和結合を含むポリマーとしては、例
えば、ＳＢ（ポリスチレン－ポリブタジエン）、ＳＢＳ（ポリスチレン－ポリブタジエン
－ポリスチレン）、ＳＩＳ（ポリスチレン－ポリイソプレン－ポリスチレン）、ＳＥＢＳ
（ポリスチレン－ポリエチレン／ポリブチレン－ポリスチレン）等が挙げられる。
　側鎖にエチレン性不飽和結合をもつポリマーとしては、後記のバインダーポリマーの骨
格に、アリル基、アクリロイル基、メタクリロイル基、スチリル基、ビニルエーテル基の
ようなエチレン性不飽和基を側鎖に導入することにより得られる。バインダーポリマー側
鎖にエチレン性不飽和基を導入する方法は、（１）重合性基に保護基を結合させてなる重
合性基前駆体を有する構成単位をポリマーに共重合させ、保護基を脱離させて重合性基と
する方法、（２）水酸基、アミノ基、エポキシ基、カルボキシル基などの反応性基を複数
有する高分子化合物を作製し、これらの反応性基と反応する基及びエチレン性不飽和基を
有する化合物を高分子反応により導入する方法など、公知方法をとることができる。これ
らの方法によれば、高分子化合物中へのエチレン性不飽和基の導入量を制御することがで
きる。
【０１５９】
　バインダーポリマーは、ヒドロキシル基、シラノール基及び加水分解性シリル基等の反
応性官能基を有するバインダーポリマーであることが好ましい。
　また、本発明の樹脂組成物が成分Ｂ－１を含有する場合、本発明の樹脂組成物は、バイ
ンダーポリマーとして、前記反応性官能基を有するバインダーポリマーを含有することが
より好ましく、ヒドロキシル基を有するバインダーポリマーを含有することが更に好まし
い。
【０１６０】
　前記反応性官能基は、ポリマー分子中のいずれかに存在すればよいが、鎖状ポリマーの
側鎖に存在することが好ましい。このようなポリマーとしては、ビニル共重合体（ポリビ
ニルアルコールやポリビニルアセタールなどのビニルモノマーの共重合体及びその誘導体
）やアクリル樹脂（ヒドロキシエチル（メタ）アクリレートなどのアクリル系モノマーの
共重合体及びその誘導体）が好ましく例示できる。
【０１６１】
　バインダーポリマーに反応性官能基を導入する方法は特に限定されず、反応性官能基を
有する単量体を付加（共）重合又は重縮合する方法、反応性官能基に誘導可能な基を有す
るポリマーを合成した後、このポリマーを高分子反応により反応性官能基に誘導する方法
が含まれる。
　成分Ｉのポリマーとしては、特に、（成分Ｉ－１）ヒドロキシル基を有するバインダー
ポリマーが好ましく用いられる。以下に説明する。
【０１６２】
（成分Ｉ－１）ヒドロキシル基を有するバインダーポリマー
　以下、本発明の樹脂組成物におけるバンインダーポリマーとしては、（成分Ｉ－１）ヒ
ドロキシル基を有するバインダーポリマー（以下、「特定ポリマー」ともいう。）が好ま
しい。この特定ポリマーは、水不溶であって、かつ、炭素数１～４のアルコールに可溶で
あることが好ましい。
　成分Ｉ－１として、水性インキ適性とＵＶインキ適性を両立しつつ、かつ彫刻感度が高
く皮膜性も良好であるレリーフ形成層を与えるレーザー彫刻用樹脂組成物には、ポリビニ
ルアセタール及びその誘導体、側鎖にヒドロキシル基を有するアクリル樹脂、及び、側鎖
にヒドロキシル基を有するエポキシ樹脂等が好ましく挙げられる。
【０１６３】
　成分Ｉ－１は、ガラス転移温度（Ｔｇ）が２０℃以上であることが好ましい。任意成分
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である（成分Ｄ）７００ｎｍ～１，３００ｎｍの波長の光を吸収可能な光熱変換剤と組み
合わせた場合に、バインダーポリマーのガラス転移温度（Ｔｇ）を２０℃以上とすること
により、彫刻感度が向上する。このようなガラス転移温度を有するバインダーポリマーを
以下、「非エラストマー」ともいう。バインダーポリマーのガラス転移温度の上限には制
限はないが、２００℃以下であることが取り扱い性の観点から好ましく、２５℃以上１２
０℃以下であることがより好ましい。
【０１６４】
　ガラス転移温度が室温（２０℃）以上のポリマーを用いる場合、特定ポリマーは常温で
はガラス状態をとるが、このためゴム状態をとる場合に比較して、熱的な分子運動はかな
り抑制された状態にある。レーザー彫刻においては、レーザー照射時に、赤外線レーザー
が付与する熱に加え、所望により併用される（成分Ｄ）７００～１，３００ｎｍの波長の
光を吸収可能な光熱変換剤の機能により発生した熱が、周囲に存在する特定ポリマーに伝
達され、これが熱分解、消散して、結果的に彫刻されて凹部が形成されると推定される。
　特定ポリマーを用いた場合、特定ポリマーの熱的な分子運動が抑制された状態の中に光
熱変換剤が存在すると特定ポリマーへの熱伝達と熱分解が効果的に起こるものと考えられ
、このような効果によって彫刻感度が更に増大したものと推定される。
【０１６５】
　本発明において好ましく用いられる非エラストマーであるポリマーの具体例を以下に挙
げる。
【０１６６】
（１）ポリビニルアセタール及びその誘導体
　ポリビニルアセタールは、ポリビニルアルコール（ポリ酢酸ビニルを鹸化して得られる
。）を環状アセタール化することにより得られる化合物である。また、ポリビニルアセタ
ール誘導体は、前記ポリビニルアセタールを変性したり、他の共重合成分を加えたもので
ある。
　ポリビニルアセタール誘導体中のアセタール含量（原料の酢酸ビニルモノマーの総モル
数を１００％とし、アセタール化されるビニルアルコール単位のモル％）は、３０～９０
％が好ましく、５０～８５％がより好ましく、５５～７８％が特に好ましい。
　ポリビニルアセタール誘導体中のビニルアルコール単位としては、原料の酢酸ビニルモ
ノマーの総モル数に対して、１０～７０モル％が好ましく、１５～５０モル％がより好ま
しく、２２～４５モル％が特に好ましい。
　また、ポリビニルアセタールは、その他の成分として、酢酸ビニル単位を有していても
よく、その含量としては０．０１～２０モル％が好ましく、０．１～１０モル％が更に好
ましい。ポリビニルアセタール誘導体は、更に、その他の共重合単位を有していてもよい
。
　ポリビニルアセタールとしては、ポリビニルブチラール、ポリビニルプロピラール、ポ
リビニルエチラール、ポリビニルメチラールなどが挙げられる。中でも、ポリビニルブチ
ラール誘導体（ＰＶＢ）が好ましい。
　ポリビニルブチラールは、通常、ポリビニルアルコールをブチラール化して得られるポ
リマーである。また、ポリビニルブチラール誘導体を用いてもよい。
　ポリビニルブチラール誘導体の例として、水酸基の少なくとも一部をカルボキシル基等
の酸基に変性した酸変性ＰＶＢ、水酸基の一部を（メタ）アクリロイル基に変性した変性
ＰＶＢ、水酸基の少なくとも一部をアミノ基に変性した変性ＰＶＢ、水酸基の少なくとも
一部にエチレングリコールやプロピレングリコール及びこれらの複量体を導入した変性Ｐ
ＶＢ等が挙げられる。
　ポリビニルアセタールの分子量としては、彫刻感度と皮膜性のバランスを保つ観点で、
重量平均分子量として５，０００～８００，０００であることが好ましく、８，０００～
５００，０００であることがより好ましい。更に、彫刻カスのリンス性向上の観点からは
、５０，０００～３００，０００であることが特に好ましい。
【０１６７】
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　以下、ポリビニルアセタールの特に好ましい例として、ポリビニルブチラール（ＰＶＢ
）及びその誘導体を挙げて説明するが、これに限定されない。
　ポリビニルブチラールの構造は、以下に示す通りであり、これらの構成単位を含んで構
成される。
【０１６８】
【化２１】

【０１６９】
　上記式中、ｌ、ｍ及びｎは上記式中のそれぞれの繰返し単位のポリビニルブチラール中
における含有量（モル％）を表し、ｌ＋ｍ＋ｎ＝１００の関係を満たす。ポリビニルブチ
ラール及びその誘導体中のブチラール含量（上記式中におけるｌの値）は、３０～９０モ
ル％が好ましく、４０～８５モル％がより好ましく、４５～７８モル％が特に好ましい。
　彫刻感度と皮膜性とのバランスの観点から、ポリビニルブチラール及びその誘導体の重
量平均分子量は、５，０００～８００，０００が好ましく、８，０００～５００，０００
がより好ましく、彫刻カスのリンス性向上の観点からは、５０，０００～３００，０００
が特に好ましい。
【０１７０】
　ＰＶＢの誘導体としては、市販品としても入手可能であり、その好ましい具体例として
は、アルコール溶解性（特にエタノール）の観点で、積水化学工業（株）製の「エスレッ
クＢ」シリーズ、「エスレックＫ（ＫＳ）」シリーズ、電気化学工業（株）製の「デンカ
ブチラール」が好ましい。更に好ましくは、アルコール溶解性（特にエタノール）の観点
で積水化学工業（株）製の「エスレックＢ」シリーズと電気化学工業（株）製の「デンカ
ブチラール」である。これらのうち、特に好ましい市販品を、上記式中の、ｌ、ｍ、及び
ｎの値と、分子量とともに以下に示す。積水化学工業（株）製の「エスレックＢ」シリー
ズでは、「ＢＬ－１」（ｌ＝６１、ｍ＝３、ｎ＝３６、重量平均分子量：１．９万）、「
ＢＬ－１Ｈ」（ｌ＝６７、ｍ＝３、ｎ＝３０、重量平均分子量：２．０万）、「ＢＬ－２
」（ｌ＝６１、ｍ＝３、ｎ＝３６、重量平均分子量：約２．７万）、「ＢＬ－５」（ｌ＝
７５、ｍ＝４、ｎ＝２１、重量平均分子量：３．２万）、「ＢＬ－Ｓ」（ｌ＝７４、ｍ＝
４、ｎ＝２２、重量平均分子量：２．３万）、「ＢＭ－Ｓ」（ｌ＝７３、ｍ＝５、ｎ＝２
２、重量平均分子量：５．３万）、「ＢＨ－Ｓ」（ｌ＝７３、ｍ＝５、ｎ＝２２、重量平
均分子量：６．６万）が、また、電気化学工業（株）製の「デンカブチラール」シリーズ
では「＃３０００－１」（ｌ＝７１、ｍ＝１、ｎ＝２８、重量平均分子量：７．４万）、
「＃３０００－２」（ｌ＝７１、ｍ＝１、ｎ＝２８、重量平均分子量：９．０万）、「＃
３０００－４」（ｌ＝７１、ｍ＝１、ｎ＝２８、重量平均分子量：１１．７万）、「＃４
０００－２」（ｌ＝７１、ｍ＝１、ｎ＝２８、重量平均分子量：１５．２万）、「＃６０
００－Ｃ」（ｌ＝６４、ｍ＝１、ｎ＝３５、重量平均分子量：３０．８万）、「＃６００
０－ＥＰ」（ｌ＝５６、ｍ＝１５、ｎ＝２９、重量平均分子量：３８．１万）、「＃６０
００－ＣＳ」（ｌ＝７４、ｍ＝１、ｎ＝２５、重量平均分子量：３２．２万）、「＃６０
００－ＡＳ」（ｌ＝７３、ｍ＝１、ｎ＝２６、重量平均分子量：２４．２万）が、それぞ
れ挙げられる。
　ＰＶＢ誘導体を特定ポリマーとして用いてレリーフ形成層を製膜する際には、溶剤に溶
かした溶液をキャストし乾燥させる方法が、膜表面の平滑性の観点で好ましい。
【０１７１】
（２）アクリル樹脂（ただし、ブロック共重合体を除く。）
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　特定ポリマーとして用いることができるアクリル樹脂（ただし、ブロック共重合体を除
く。）としては、公知のアクリル単量体を用いて得るアクリル樹脂であって、分子内にヒ
ドロキシル基を有するものであればよい。
　ヒドロキシル基を有するアクリル樹脂の合成に用いられるアクリル単量体としては、例
えば（メタ）アクリル酸エステル類、クロトン酸エステル類（メタ）アクリルアミド類で
あって分子内にヒドロキシル基を有するものが好ましい。この様な単量体の具体例として
は例えば、２－ヒドロキシエチル（メタ）アクリレート、２－ヒドロキシプロピル（メタ
）アクリレート、４－ヒドロキシブチル（メタ）アクリレート等が挙げられる。
　なお、本発明において、「（メタ）アクリル」とは、「アクリル」及び「メタアクリル
」のいずれか一方、又は、その両方を含む語であり、「（メタ）アクリレート」とは、「
アクリル」及び「メタアクリル」のいずれか一方、又は、その両方を含む語である。
【０１７２】
　また、アクリル樹脂としては、上記ヒドロキシル基を有するアクリル単量体以外のアク
リル単量体を共重合成分として含むこともできる。このようなアクリル単量体としては、
メチル（メタ）アクリレート、エチル（メタ）アクリレート、ｎ－プロピル（メタ）アク
リレート、イソプロピル（メタ）アクリレート、ｎ－ブチル（メタ）アクリレート、イソ
ブチル（メタ）アクリレート、ｔｅｒｔ－ブチル（メタ）アクリレート、ｎ－ヘキシル（
メタ）アクリレート、２－エチルヘキシル（メタ）アクリレート、アセトキシエチル（メ
タ）アクリレート、フェニル（メタ）アクリレート、２－メトキシエチル（メタ）アクリ
レート、２－エトキシエチル（メタ）アクリレート、２－（２－メトキシエトキシ）エチ
ル（メタ）アクリレート、シクロヘキシル（メタ）アクリレート、ベンジル（メタ）アク
リレート、ジエチレングリコールモノメチルエーテル（メタ）アクリレート、ジエチレン
グリコールモノエチルエーテル（メタ）アクリレート、ジエチレングリコールモノフェニ
ルエーテル（メタ）アクリレート、トリエチレングリコールモノメチルエーテル（メタ）
アクリレート、トリエチレングリコールモノエチルエーテル（メタ）アクリレート、ジプ
ロピレングリコールモノメチルエーテル（メタ）アクリレート、ポリエチレングリコール
モノメチルエーテル（メタ）アクリレート、ポリプロピレングリコールモノメチルエーテ
ル（メタ）アクリレート、エチレングリコールとプロピレングリコールとの共重合体のモ
ノメチルエーテル（メタ）アクリレート、Ｎ，Ｎ－ジメチルアミノエチル（メタ）アクリ
レート、Ｎ，Ｎ－ジエチルアミノエチル（メタ）アクリレート、Ｎ，Ｎ－ジメチルアミノ
プロピル（メタ）アクリレート等が挙げられる。
　更に、ウレタン基やウレア基を有するアクリル単量体を含んで構成される変性アクリル
樹脂も好ましく使用することができる。
　これらの中でも、水性インキ耐性の観点で、ラウリル（メタ）アクリレートなどのアル
キル（メタ）アクリレート類、ｔ－ブチルシクロヘキシルメタクリレートなど脂肪族環状
構造を有する（メタ）アクリレート類が特に好ましい。
【０１７３】
（３）ノボラック樹脂
　また、特定ポリマーとして、フェノール類とアルデヒド類を酸性条件下で縮合させた樹
脂であるノボラック樹脂を用いることができる。
　好ましいノボラック樹脂としては、例えばフェノールとホルムアルデヒドから得られる
ノボラック樹脂、ｍ－クレゾールとホルムアルデヒドから得られるノボラック樹脂、ｐ－
クレゾールとホルムアルデヒドから得られるノボラック樹脂、ｏ－クレゾールとホルムア
ルデヒドから得られるノボラック樹脂、オクチルフェノールとホルムアルデヒドから得ら
れるノボラック樹脂、ｍ－／ｐ－混合クレゾールとホルムアルデヒドから得られるノボラ
ック樹脂、フェノール／クレゾール（ｍ－，ｐ－，ｏ－又はｍ－／ｐ－，ｍ－／ｏ－，ｏ
－／ｐ－混合のいずれでもよい）の混合物とホルムアルデヒドから得られるノボラック樹
脂などが挙げられる。
　これらのノボラック樹脂は、重量平均分子量が８００～２００，０００で、数平均分子
量が４００～６０，０００のものが好ましい。
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　特定ポリマーとして、ヒドロキシル基を側鎖に有するエポキシ樹脂を用いることも可能
である。好ましい具体例としては、ビスフェノールＡとエピクロヒドリンの付加物を原料
モノマーとして重合して得られるエポキシ樹脂が好ましい。
　これらのエポキシ樹脂は、重量平均分子量が８００～２００，０００であり、かつ、数
平均分子量が４００～６０，０００のものが好ましい。
【０１７４】
　特定ポリマーの中でも、レリーフ形成層としたときのリンス性及び耐刷性の観点でポリ
ビニルブチラール誘導体が特に好ましい。
　本発明における特定ポリマーに含まれるヒドロキシル基の含有量は、前記いずれの態様
のポリマーにおいても、０．１～１５ｍｍｏｌ／ｇであることが好ましく、０．５～７ｍ
ｍｏｌ／ｇであることがより好ましい。
【０１７５】
　本発明のレーザー彫刻用樹脂組成物は、ヒドロキシル基を有しないポリマーなど特定ポ
リマーに包含されない公知のポリマーを含有してもよい。以下、このようなポリマーを一
般ポリマーともいう。
　一般ポリマーとしては、ポリスチレン樹脂、ポリエステル樹脂、ポリアミド樹脂、ポリ
ウレアポリアミドイミド樹脂、ポリウレタン樹脂、ポリスルホン樹脂、ポリエーテルスル
ホン樹脂、ポリイミド樹脂、ポリカーボネート樹脂、ヒドロキシエチレン単位を含む親水
性ポリマー、アクリル樹脂（ただし、ブロック共重合体を除く。）、アセタール樹脂、ポ
リカーボネート樹脂、ゴム、熱可塑性エラストマーなどから選択して用いることができる
。
【０１７６】
　例えば、レーザー彫刻感度の観点からは、露光あるいは加熱により熱分解する部分構造
を含むポリマーが好ましい。このようなポリマーは、特開２００８－１６３０８１号公報
の段落００３８に記載されているものが好ましく挙げられる。また、例えば、柔軟で可撓
性を有する膜形成が目的とされる場合には、軟質樹脂や熱可塑性エラストマーが選択され
る。特開２００８－１６３０８１号公報の段落００３９～００４０に詳述されている。更
に、レリーフ形成層用組成物の調製の容易性、得られたレリーフ印刷版における油性イン
クに対する耐性向上の観点から、親水性又は親アルコール性ポリマーを使用することが好
ましい。親水性ポリマーとしては、特開２００８－１６３０８１号公報の段落００４１に
詳述されているものを使用することができる。
【０１７７】
　特定ポリマーの中でも、レリーフ形成層としたときのリンス性及び耐刷性の観点から、
ポリビニルブチラール誘導体が特に好ましい。
　特定ポリマーに含まれるヒドロキシル基の含有量は、前記いずれの態様のポリマーにお
いても、０．１～１５ｍｍｏｌ／ｇであることが好ましく、０．５～７ｍｍｏｌ／ｇであ
ることがより好ましい。
　本発明のレーザー彫刻用樹脂組成物には、成分Ｉを１種のみ用いてもよく、２種以上を
併用してもよい。
【０１７８】
（成分Ｊ）溶剤
　本発明のレーザー彫刻用樹脂組成物は、溶剤を含有していてもよい。
　本発明のレーザー彫刻用樹脂組成物を調製する際に用いる溶剤は、各成分の溶解性の観
点から、主として非プロトン性の有機溶剤を用いることが好ましい。より具体的には、非
プロトン性の有機溶剤／プロトン性有機溶剤＝１００／０～５０／５０（重量比）で用い
ることが好ましく、１００／０～７０／３０（重量比）で用いることがより好ましく、１
００／０～９０／１０（重量比）で用いることが特に好ましい。
　非プロトン性の有機溶剤の好ましい具体例としては、アセトニトリル、テトラヒドロフ
ラン、ジオキサン、トルエン、プロピレングリコールモノメチルエーテルアセテート、メ
チルエチルケトン、アセトン、メチルイソブチルケトン、酢酸エチル、酢酸ブチル、乳酸
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エチル、Ｎ，Ｎ－ジメチルアセトアミド、Ｎ－メチルピロリドン、ジメチルスルホキシド
が挙げられる。
　プロトン性有機溶剤の好ましい具体例としては、メタノール、エタノール、１－プロパ
ノール、２－プロパノール、１－ブタノール、１－メトキシ－２－プロパノール、エチレ
ングリコール、ジエチレングリコール、１，３－プロパンジオールが挙げられる。
　これらの中でも、プロピレングリコールモノメチルエーテルアセテートが好ましい。
【０１７９】
＜その他の添加剤＞
　本発明のレーザー彫刻用樹脂組成物には、前記成分Ａ～成分Ｊ以外の添加剤を、本発明
の効果を阻害しない範囲で適宜配合することができる。例えば、ワックス、プロセス油、
金属酸化物、オゾン分解防止剤、老化防止剤、熱重合防止剤、着色剤等が挙げられ、これ
らは１種を単独で使用してもよいし、２種以上を併用してもよい。
【０１８０】
　本発明のレーザー彫刻用樹脂組成物は、彫刻感度向上のための添加剤として、ニトロセ
ルロースや高熱伝導性物質を加えることがより好ましい。
　ニトロセルロースは自己反応性化合物であるため、レーザー彫刻時、自身が発熱し、共
存する親水性ポリマー等のバインダーポリマーの熱分解をアシストする。その結果、彫刻
感度が向上すると推定される。
　高熱伝導性物質は、熱伝達を補助する目的で添加され、熱伝導性物質としては、金属粒
子等の無機化合物、導電性ポリマー等の有機化合物が挙げられる。金属粒子としては、粒
径がマイクロメートルオーダーから数ナノメートルオーダーの、金微粒子、銀微粒子、銅
微粒子が好ましい導電性ポリマーとしては、特に共役ポリマーが好ましく、具体的には、
ポリアニリン、ポリチオフェンが挙げられる。
　また、共増感剤を用いることで、レーザー彫刻用樹脂組成物を光硬化させる際の感度を
更に向上させることができる。
　更に、組成物の製造中あるいは保存中において重合性化合物の不要な熱重合を阻止する
ために少量の熱重合禁止剤を添加することが好ましい。
　レーザー彫刻用樹脂組成物の着色を目的として染料又は顔料等の着色剤を添加してもよ
い。これにより、画像部の視認性や、画像濃度測定機適性といった性質を向上させること
ができる。
【０１８１】
（レーザー彫刻用レリーフ印刷版原版）
　本発明のレーザー彫刻用レリーフ印刷版原版の第１の実施態様は、本発明のレーザー彫
刻用樹脂組成物からなるレリーフ形成層を有する。
　また、本発明のレーザー彫刻用レリーフ印刷版原版の第２の実施態様は、本発明のレー
ザー彫刻用樹脂組成物からなるレリーフ形成層を架橋した架橋レリーフ形成層を有する。
　本発明において「レーザー彫刻用レリーフ印刷版原版」とは、レーザー彫刻用樹脂組成
物からなる架橋性を有するレリーフ形成層が、架橋される前の状態、及び、光又は熱によ
り硬化された状態の両方又はいずれか一方のものをいう。
　本発明において「レリーフ形成層」とは、架橋される前の状態の層をいい、すなわち、
本発明のレーザー彫刻用樹脂組成物からなる層であり、必要に応じ、乾燥が行われていて
もよい。
　架橋レリーフ形成層を有する印刷版原版をレーザー彫刻することにより「レリーフ印刷
版」が作製される。
　本発明において「架橋レリーフ形成層」とは、前記レリーフ形成層を架橋した層をいう
。前記の架橋は、熱及び／又は光により行うことができる。また、前記架橋は樹脂組成物
が硬化される反応であれば特に限定されず、成分Ｂ同士の反応、成分Ｂと他の成分との反
応などによる架橋構造が例示できる。
　また、本発明において「レリーフ層」とは、レリーフ印刷版におけるレーザーにより彫
刻された層、すなわち、レーザー彫刻後の前記架橋レリーフ形成層をいう。
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【０１８２】
　本発明のレーザー彫刻用レリーフ印刷版原版は、前記のような成分を含有するレーザー
彫刻用樹脂組成物からなるレリーフ形成層を有する。（架橋）レリーフ形成層は、支持体
上に設けられることが好ましい。
　レーザー彫刻用レリーフ印刷版原版は、必要により更に、支持体と（架橋）レリーフ形
成層との間に接着層を、また、（架橋）レリーフ形成層上にスリップコート層、保護フィ
ルムを有していてもよい。
【０１８３】
＜レリーフ形成層＞
　レリーフ形成層は、前記本発明のレーザー彫刻用樹脂組成物からなる層であり、熱架橋
性の層であることが好ましい。
【０１８４】
　レーザー彫刻用レリーフ印刷版原版によるレリーフ印刷版の作製態様としては、レリー
フ形成層を架橋させて架橋レリーフ形成層を有するレリーフ印刷版原版とした後、架橋レ
リーフ形成層（硬質のレリーフ形成層）をレーザー彫刻することによりレリーフ層を形成
してレリーフ印刷版を作製する態様であることが好ましい。レリーフ形成層を架橋するこ
とにより、印刷時におけるレリーフ層の摩耗を防ぐことができ、また、レーザー彫刻後に
シャープな形状のレリーフ層を有するレリーフ印刷版を得ることができる。
【０１８５】
　レリーフ形成層は、レリーフ形成層用の前記の如き成分を有するレーザー彫刻用樹脂組
成物を、シート状又はスリーブ状に成形することで形成することができる。レリーフ形成
層は、通常、後述する支持体上に設けられるが、製版、印刷用の装置に備えられたシリン
ダーなどの部材表面に直接形成したり、そこに配置して固定化したりすることもでき、必
ずしも支持体を必要としない。
　以下、主としてレリーフ形成層をシート状にした場合を例に挙げて説明する。
【０１８６】
＜支持体＞
　レーザー彫刻用レリーフ印刷版原版の支持体に使用する素材は特に限定されないが、寸
法安定性の高いものが好ましく使用され、例えば、スチール、ステンレス、アルミニウム
などの金属、ポリエステル（例えばＰＥＴ（ポリエチレンテレフタレート）、ＰＢＴ（ポ
リブチレンテレフタレート）、ＰＡＮ（ポリアクリロニトリル））やポリ塩化ビニルなど
のプラスチック樹脂、スチレン－ブタジエンゴムなどの合成ゴム、ガラスファイバーで補
強されたプラスチック樹脂（エポキシ樹脂やフェノール樹脂など）が挙げられる。支持体
としては、ＰＥＴフィルムやスチール基板が好ましく用いられる。支持体の形態は、レリ
ーフ形成層がシート状であるかスリーブ状であるかによって決定される。
【０１８７】
＜接着層＞
　レリーフ形成層を支持体上に形成する場合、両者の間には、層間の接着力を強化する目
的で接着層を設けてもよい。
　接着層に使用し得る材料（接着剤）としては、例えば、Ｉ．Ｓｋｅｉｓｔ編、「Ｈａｎ
ｄｂｏｏｋ　ｏｆ　Ａｄｈｅｓｉｖｅｓ」、第２版（１９７７）に記載のものを用いるこ
とができる。
【０１８８】
＜保護フィルム、スリップコート層＞
　レリーフ形成層表面又は架橋レリーフ形成層表面への傷や凹み防止の目的で、レリーフ
形成層表面又は架橋レリーフ形成層表面に保護フィルムを設けてもよい。保護フィルムの
厚さは、２５～５００μｍが好ましく、５０～２００μｍがより好ましい。保護フィルム
は、例えば、ＰＥＴのようなポリエステル系フィルム、ＰＥ（ポリエチレン）やＰＰ（ポ
リプロピレン）のようなポリオレフィン系フィルムを用いることができる。またフィルム
の表面はマット化されていてもよい。保護フィルムは、剥離可能であることが好ましい。
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【０１８９】
　保護フィルムが剥離不可能な場合や、逆にレリーフ形成層に接着しにくい場合には、両
層間にスリップコート層を設けてもよい。スリップコート層に使用される材料は、ポリビ
ニルアルコール、ポリ酢酸ビニル、部分鹸化ポリビニルアルコール、ヒドロキシアルキル
セルロース、アルキルセルロース、ポリアミド樹脂など、水に溶解又は分散可能で、粘着
性の少ない樹脂を主成分とすることが好ましい。
【０１９０】
（レーザー彫刻用レリーフ印刷版原版の製造方法）
　レーザー彫刻用レリーフ印刷版原版の製造方法は、特に限定されるものではないが、例
えば、レーザー彫刻用樹脂組成物を調製し、必要に応じて、このレーザー彫刻用塗布液組
成物から溶剤を除去した後に、支持体上に溶融押し出しする方法が挙げられる。あるいは
、レーザー彫刻用樹脂組成物を、支持体上に流延し、これをオーブン中で乾燥して樹脂組
成物から溶剤を除去する方法でもよい。
　中でも、本発明のレーザー彫刻用レリーフ印刷版原版の製造方法は、本発明のレーザー
彫刻用樹脂組成物からなるレリーフ形成層を形成する層形成工程、並びに、前記レリーフ
形成層を熱及び／又は光により架橋した架橋レリーフ形成層を有するレリーフ印刷版原版
を得る架橋工程、を含む製造方法であることが好ましい。
【０１９１】
　その後、必要に応じてレリーフ形成層の上に保護フィルムをラミネートしてもよい。ラ
ミネートは、加熱したカレンダーロールなどで保護フィルムとレリーフ形成層を圧着する
ことや、表面に少量の溶剤を含浸させたレリーフ形成層に保護フィルムを密着させること
によって行うことができる。
　保護フィルムを用いる場合には、先ず保護フィルム上にレリーフ形成層を積層し、次い
で支持体をラミネートする方法を採ってもよい。
　接着層を設ける場合は、接着層を塗布した支持体を用いることで対応できる。スリップ
コート層を設ける場合は、スリップコート層を塗布した保護フィルムを用いることで対応
できる。
【０１９２】
＜層形成工程＞
　本発明のレーザー彫刻用レリーフ印刷版原版の製造方法は、本発明のレーザー彫刻用樹
脂組成物からなるレリーフ形成層を形成する層形成工程を含むことが好ましい。
　レリーフ形成層の形成方法としては、本発明のレーザー彫刻用樹脂組成物を調製し、必
要に応じて、このレーザー彫刻用樹脂組成物から溶剤を除去した後に、支持体上に溶融押
し出しする方法や、本発明のレーザー彫刻用樹脂組成物を調製し、本発明のレーザー彫刻
用樹脂組成物を支持体上に流延し、これをオーブン中で乾燥して溶剤を除去する方法が好
ましく例示できる。
　レーザー彫刻用樹脂組成物は、例えば、成分、並びに、任意成分として、成分Ｂ～成分
Ｆを適当な溶剤に溶解又は分散させ、次いで、これらの液を混合することによって製造で
きる。溶剤成分のほとんどは、レリーフ印刷版原版を製造する段階で除去することが好ま
しいので、溶剤としては、揮発しやすい低分子アルコール（例えば、メタノール、エタノ
ール、ｎ－プロパノール、イソプロパノール、プロピレングリコールモノメチルエーテル
）等を用い、かつ温度を調整するなどして溶剤の全添加量をできるだけ少なく抑えること
が好ましい。
【０１９３】
　レーザー彫刻用レリーフ印刷版原版における（架橋）レリーフ形成層の厚さは、架橋の
前後において、０．０５ｍｍ以上１０ｍｍ以下が好ましく、０．０５ｍｍ以上７ｍｍ以下
がより好ましく、０．０５ｍｍ以上３ｍｍ以下が更に好ましい。
【０１９４】
＜架橋工程＞
　本発明のレーザー彫刻用レリーフ印刷版原版の製造方法は、前記レリーフ形成層を熱及
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び／又は光により架橋した架橋レリーフ形成層を有するレリーフ印刷版原版を得る架橋工
程を含む製造方法であることが好ましく、前記レリーフ形成層を熱により架橋した架橋レ
リーフ形成層を有するレリーフ印刷版原版を得る架橋工程を含む製造方法であることがよ
り好ましい。
　レーザー彫刻用レリーフ印刷版原版を加熱することで、レリーフ形成層を架橋すること
ができる（熱架橋工程）。熱により架橋を行うための加熱手段としては、印刷版原版を熱
風オーブンや遠赤外オーブン内で所定時間加熱する方法や、加熱したロールに所定時間接
する方法が挙げられる。
　レリーフ形成層を熱架橋することで、第１にレーザー彫刻後形成されるレリーフがシャ
ープになり、第２にレーザー彫刻の際に発生する彫刻カスの粘着性が抑制されるという利
点がある。
【０１９５】
　また、光重合開始剤等を使用し、重合性化合物を重合し架橋を形成するため、光による
架橋を更に行ってもよい。
　レリーフ形成層が光重合開始剤を含有する場合には、光重合開始剤のトリガーとなる活
性光線をレリーフ形成層に照射することで、レリーフ形成層を架橋することができる。
　光は、レリーフ形成層全面に行うのが一般的である。光（「活性光線」ともいう。）と
しては可視光、紫外光、及び電子線が挙げられるが、紫外光が最も一般的である。レリー
フ形成層の支持体等、レリーフ形成層を固定化するための基材側を裏面とすれば、表面に
光を照射するだけでもよいが、支持体が活性光線を透過する透明なフィルムであれば、更
に裏面からも光を照射することが好ましい。表面からの照射は、保護フィルムが存在する
場合、これを設けたまま行ってもよいし、保護フィルムを剥離した後に行ってもよい。酸
素の存在下では重合阻害が生じる恐れがあるので、レリーフ形成層に塩化ビニルシートを
被せて真空引きした上で、活性光線の照射を行ってもよい。
【０１９６】
（レリーフ印刷版及びその製版方法）
　本発明のレリーフ印刷版の製版方法は、本発明のレーザー彫刻用樹脂組成物からなるレ
リーフ形成層を形成する層形成工程、前記レリーフ形成層を熱及び／又は光で架橋し架橋
レリーフ形成層を有するレリーフ印刷版原版を得る架橋工程、及び、前記架橋レリーフ形
成層を有するレリーフ印刷版原版をレーザー彫刻する彫刻工程、を含むことが好ましい。
　本発明のレリーフ印刷版は、本発明のレーザー彫刻用樹脂組成物からなる層を架橋及び
レーザー彫刻して得られたレリーフ層を有するレリーフ印刷版であり、本発明のレリーフ
印刷版の製版方法により製版されたレリーフ印刷版であることが好ましい。
　本発明のレリーフ印刷版は、水性インキを印刷時に好適に使用することができる。
　本発明のレリーフ印刷版の製版方法における層形成工程及び架橋工程は、前記レーザー
彫刻用レリーフ印刷版原版の製造方法における層形成工程及び架橋工程と同義であり、好
ましい範囲も同様である。
【０１９７】
＜彫刻工程＞
　本発明のレリーフ印刷版の製版方法は、前記架橋レリーフ形成層を有するレリーフ印刷
版原版をレーザー彫刻する彫刻工程を含むことが好ましい。
　彫刻工程は、前記架橋工程で架橋された架橋レリーフ形成層をレーザー彫刻してレリー
フ層を形成する工程である。具体的には、架橋された架橋レリーフ形成層に対して、所望
の画像に対応したレーザー光を照射して彫刻を行うことによりレリーフ層を形成すること
が好ましい。また、所望の画像のデジタルデータを元にコンピューターでレーザーヘッド
を制御し、架橋レリーフ形成層に対して走査照射する工程が好ましく挙げられる。
　この彫刻工程には、赤外線レーザーが好ましく用いられる。赤外線レーザーが照射され
ると、架橋レリーフ形成層中の分子が分子振動し、熱が発生する。赤外線レーザーとして
炭酸ガスレーザーやＹＡＧレーザーのような高出力のレーザーを用いると、レーザー照射
部分に大量の熱が発生し、架橋レリーフ形成層中の分子は分子切断又はイオン化されて選
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択的な除去、すなわち、彫刻がなされる。レーザー彫刻の利点は、彫刻深さを任意に設定
できるため、構造を３次元的に制御することができる点である。例えば、微細な網点を印
刷する部分は、浅く又はショルダーをつけて彫刻することで、印圧でレリーフが転倒しな
いようにすることができ、細かい抜き文字を印刷する溝の部分は深く彫刻することで、溝
にインキが埋まりにくくなり、抜き文字つぶれを抑制することが可能となる。
　中でも、光熱変換剤の吸収波長に対応した赤外線レーザーで彫刻する場合には、より高
感度で架橋レリーフ形成層の選択的な除去が可能となり、シャープな画像を有するレリー
フ層が得られる。
【０１９８】
　彫刻工程に用いられる赤外線レーザーとしては、生産性、コスト等の面から、炭酸ガス
レーザー（ＣＯ2レーザー）又は半導体レーザーが好ましい。特に、ファイバー付き半導
体赤外線レーザー（ＦＣ－ＬＤ）が好ましく用いられる。一般に、半導体レーザーは、Ｃ
Ｏ2レーザーに比べレーザー発振が高効率且つ安価で小型化が可能である。また、小型で
あるためアレイ化が容易である。更に、ファイバーの処理によりビーム形状を制御できる
。
　半導体レーザーとしては、波長が７００～１，３００ｎｍのものが好ましく、８００～
１，２００ｎｍのものがより好ましく、８６０～１，２００ｎｍのものが更に好ましく、
９００～１，１００ｎｍのものが特に好ましい。
【０１９９】
　また、ファイバー付き半導体レーザーは、更に光ファイバーを取り付けることで効率よ
くレーザー光を出力できるため、本発明における彫刻工程には有効である。更に、ファイ
バーの処理によりビーム形状を制御できる。例えば、ビームプロファイルはトップハット
形状とすることができ、安定に版面にエネルギーを与えることができる。半導体レーザー
の詳細は、「レーザーハンドブック第２版」レーザー学会編、「実用レーザー技術」電子
通信学会編等に記載されている。
　また、本発明のレリーフ印刷版原版を用いたレリーフ印刷版の製版方法に好適に使用し
得るファイバー付き半導体レーザーを備えた製版装置は、特開２００９－１７２６５８号
公報及び特開２００９－２１４３３４号公報に詳細に記載され、これを本発明に係るレリ
ーフ印刷版の製版に使用することができる。
【０２００】
　本発明のレリーフ印刷版の製版方法では、彫刻工程に次いで、更に、必要に応じて下記
リンス工程、乾燥工程、及び／又は、後架橋工程を含んでもよい。
　リンス工程：彫刻後のレリーフ層表面を、水又は水を主成分とする液体で彫刻表面をリ
ンスする工程。
　乾燥工程：彫刻されたレリーフ層を乾燥する工程。
　後架橋工程：彫刻後のレリーフ層にエネルギーを付与し、レリーフ層を更に架橋する工
程。
　前記工程を経た後、彫刻表面に彫刻カスが付着しているため、水又は水を主成分とする
液体で彫刻表面をリンスして、彫刻カスを洗い流すリンス工程を追加してもよい。リンス
の手段として、水道水で水洗する方法、高圧水をスプレー噴射する方法、感光性樹脂凸版
の現像機として公知のバッチ式又は搬送式のブラシ式洗い出し機で、彫刻表面を主に水の
存在下でブラシ擦りする方法などが挙げられ、彫刻カスのヌメリがとれない場合は、石鹸
や界面活性剤を添加したリンス液を用いてもよい。
　彫刻表面をリンスするリンス工程を行った場合、彫刻されたレリーフ形成層を乾燥して
リンス液を揮発させる乾燥工程を追加することが好ましい。
　更に、必要に応じてレリーフ形成層を更に架橋させる後架橋工程を追加してもよい。追
加の架橋工程である後架橋工程を行うことにより、彫刻によって形成されたレリーフをよ
り強固にすることができる。
【０２０１】
　本発明に用いることができるリンス液のｐＨは、９以上であることが好ましく、１０以



(52) JP 5174134 B2 2013.4.3

10

20

30

40

50

上であることがより好ましく、１１以上であることが更に好ましい。また、リンス液のｐ
Ｈは、１４以下であることが好ましく、１３．５以下であることがより好ましく、１３．
２以下であることが更に好ましく、１２．５以下であることが特に好ましい。上記範囲で
あると、取り扱いが容易である。
　リンス液を上記のｐＨ範囲とするために、適宜、酸及び／又は塩基を用いてｐＨを調整
すればよく、使用する酸及び塩基は特に限定されない。
　本発明に用いることができるリンス液は、主成分として水を含有することが好ましい。
　また、リンス液は、水以外の溶剤として、アルコール類、アセトン、テトラヒドロフラ
ン等などの水混和性溶剤を含有していてもよい。
【０２０２】
　リンス液は、界面活性剤を含有することが好ましい。
　本発明に用いることができる界面活性剤としては、彫刻カスの除去性、及び、レリーフ
印刷版への影響を少なくする観点から、カルボキシベタイン化合物、スルホベタイン化合
物、ホスホベタイン化合物、アミンオキシド化合物、又は、ホスフィンオキシド化合物等
のベタイン化合物（両性界面活性剤）が好ましく挙げられる。
【０２０３】
　また、界面活性剤としては、公知のアニオン界面活性剤、カチオン界面活性剤、ノニオ
ン界面活性剤等も挙げられる。更に、フッ素系、シリコーン系のノニオン界面活性剤も同
様に使用することができる。
　界面活性剤は、１種単独で使用しても、２種以上を併用してもよい。
　界面活性剤の使用量は特に限定する必要はないが、リンス液の全重量に対し、０．０１
～２０重量％であることが好ましく、０．０５～１０重量％であることがより好ましい。
【０２０４】
　以上のようにして、支持体等の任意の基材表面にレリーフ層を有するレリーフ印刷版が
得られる。
　レリーフ印刷版が有するレリーフ層の厚さは、耐磨耗性やインキ転移性のような種々の
印刷適性を満たす観点からは、０．０５ｍｍ以上１０ｍｍ以下が好ましく、より好ましく
は０．０５ｍｍ以上７ｍｍ以下、特に好ましくは０．０５ｍｍ以上３ｍｍ以下である。
【０２０５】
　また、レリーフ印刷版が有するレリーフ層のショアＡ硬度は、５０°以上９０°以下で
あることが好ましい。レリーフ層のショアＡ硬度が５０°以上であると、彫刻により形成
された微細な網点が凸版印刷機の強い印圧を受けても倒れてつぶれることがなく、正常な
印刷ができる。また、レリーフ層のショアＡ硬度が９０°以下であると、印圧がキスタッ
チのフレキソ印刷でもベタ部での印刷かすれを防止することができる。
　なお、本明細書におけるショアＡ硬度は、２５℃において、測定対象の表面に圧子（押
針又はインデンタと呼ばれる）を押し込み変形させ、その変形量（押込み深さ）を測定し
て、数値化するデュロメータ（スプリング式ゴム硬度計）により測定した値である。
【０２０６】
　本発明のレリーフ印刷版は、凸版用印刷機による水性インキ、油性インキ、及び、ＵＶ
インキ、いずれのインキを用いた場合でも、印刷が可能であり、また、フレキソ印刷機に
よるＵＶインキでの印刷も可能である。本発明のレリーフ印刷版は、リンス性に優れてお
り彫刻カスの残存がなく、かつ、得られたレリーフ層が耐刷性に優れ、長期間にわたりレ
リーフ層の塑性変形や耐刷性低下の懸念がなく、印刷が実施できる。
【実施例】
【０２０７】
　以下、実施例により本発明を更に詳細に説明するが、本発明はこれら実施例に限定され
るものではない。
　なお、実施例におけるポリマーの重量平均分子量（Ｍｗ）は、特に断らない限りにおい
て、ゲルパーミエーションクロマトグラフィ（ＧＰＣ）法（溶離液：テトラヒドロフラン
）で測定した値を表示している。
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【０２０８】
　なお、各実施例及び比較例で使用した成分Ａ～成分Ｃの詳細は以下の通りである。なお
、下記「ｂ」はブロック共重合体における各ブロックの結合部分を示す。
　Ａ－１：ＬＡポリマー（（株）クラレ製）、銘柄：ＬＡ２１４０ｅ、ポリメタクリル酸
メチル－ｂ－ポリアクリル酸ｎ－ブチル－ｂ－ポリメタクリル酸メチルのブロック共重合
体（ポリメタクリル酸メチル：ポリアクリル酸ｎ－ブチル＝２２：７８（重量比）、Ｍｗ
＝７．９万（ＧＰＣ、溶離液：テトラヒドロフラン）
　Ａ－２：ＬＡポリマー（（株）クラレ製）、銘柄：ＬＡ２２５０、ポリメタクリル酸メ
チル－ｂ－ポリアクリル酸ｎ－ブチル－ｂ－ポリメタクリル酸メチルのブロック共重合体
（ポリメタクリル酸メチル：ポリアクリル酸ｎ－ブチル＝３２：６８（重量比）、Ｍｗ＝
６．８万（ＧＰＣ、溶離液：テトラヒドロフラン）
　Ａ－３：ＬＡポリマー（（株）クラレ製）、銘柄：ＬＡ４２８５、ポリメタクリル酸メ
チル－ｂ－ポリアクリル酸ｎ－ブチル－ｂ－ポリメタクリル酸メチルのブロック共重合体
（ポリメタクリル酸メチル：ポリアクリル酸ｎ－ブチル＝５０：５０（重量比）、Ｍｗ＝
６．７万（ＧＰＣ、溶離液：テトラヒドロフラン）
　Ａ－４：ポリメタクリル酸メチル－ｂ－ポリメタクリル酸ｎ－ブチル－ｂ－ポリメタク
リル酸メチルの３０：４０：３０（重量％）のブロック共重合体、Ｍｗ＝１２万（ＧＰＣ
、溶離液：テトラヒドロフラン）
　Ａ－５：ポリメタクリル酸メチル－ｂ－ポリアクリル酸－ｂ－ポリメタクリル酸メチル
の３０：４０：３０（重量％）のブロック共重合体、Ｍｗ＝１０万（ＧＰＣ、溶離液：テ
トラヒドロフラン）
　Ａ－６：ポリメタクリル酸エチル－ｂ－ポリメタクリル酸２－ヒドロキシエチル－ｂ－
ポリメタクリル酸エチルの４０：４０：２０（重量％）のブロック共重合体、Ｍｗ＝１０
万（ＧＰＣ、溶離液：テトラヒドロフラン）
　Ａ－７：ポリメタクリル酸ベンジル－ｂ－ポリメタクリル酸イソブチルの３０：４０：
３０（重量％）のブロック共重合体、Ｍｗ＝８万（ＧＰＣ、溶離液：テトラヒドロフラン
）
　Ａ－８：ポリメタクリル酸シクロヘキシル－ｂ－ポリエチレングリコールモノメチルエ
ーテル（メタ）アクリレート－ｂ－ポリメタクリル酸シクロヘキシルの５０：２５：２５
（重量％）のブロック共重合体、Ｍｗ＝１５万（ＧＰＣ、溶離液：テトラヒドロフラン）
　Ａ－９：ポリメタクリル酸ｔ－ブチル－ｂ－ポリプロピレングリコールモノメチルエー
テル（メタ）アクリレート－ｂ－ポリメタクリル酸ｔ－ブチルの３０：４０：３０（重量
％）のブロック共重合体、Ｍｗ＝１４万（ＧＰＣ、溶離液：テトラヒドロフラン）
　Ａ－１０：ポリメタクリル酸メチル－ｂ－ポリメタクリル酸ｎ－ヘキシル－ポリメタク
リル酸メチルの３０：３０：４０（重量％）のブロック共重合体、Ｍｗ＝５万（ＧＰＣ、
溶離液：テトラヒドロフラン）
　Ａ－１１：ポリメタクリル酸メチル（６０重量％）とポリメタクリル酸ｎ－ブチル（４
０重量％）とのランダム共重合体、Ｍｗ＝１２万（ＧＰＣ、溶離液：テトラヒドロフラン
）
　ＴＲ２０００：ＪＳＲ（株）製、スチレン－ブタジエンブロック共重合体
　ＫＲＡＴＯＮ　Ｇ１７８０：Ｋｒａｔｏｎ社製、スチレン－イソプレン－スチレンブロ
ック共重合体
【０２０９】
　架橋系（加水分解性シリル基及び／又はシラノール基を有する化合物を使用した系）は
下記のものを用いる。
　Ｓ－１：架橋剤：ＫＢＥ－８４６（ビス（トリエトキシシリルプロピル）テトラスルフ
ィド、信越化学工業（株）製）、及び、架橋触媒：リン酸（和光純薬工業（株）製）
　Ｓ－２：架橋剤：下記化合物Ｂ－１、及び、架橋触媒：ヘキサメチレンテトラミン（和
光純薬工業（株）製）
　Ｓ－３：架橋剤：Ｘ－１２－９６５（トリス（３－トリメトキシシリルプロピル）イソ
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シアヌレート、信越化学工業（株）製）、及び、架橋触媒：１，８－ジアザビシクロ［５
．４．０］ウンデカ－７－エン（東京化成工業（株）製）
　Ｓ－４：架橋剤：ＫＢＥ－６６０Ｐ（下記化合物、信越化学工業（株）製）、及び、架
橋触媒：１，８－ジアザビシクロ［５．４．０］ウンデカ－７－エン（東京化成工業（株
）製）
　Ｓ－５：架橋剤：ＫＢＭ－５０３（３－メタクリロキシプロピルトリエトキシシラン、
信越化学工業（株）製）、並びに、架橋触媒：１，８－ジアザビシクロ［５．４．０］ウ
ンデカ－７－エン（東京化成工業（株）製）及びパーブチルＺ（日油（株）製、ｔ－ブチ
ルパーオキシベンゾエート）
　Ｓ－６：架橋剤：下記化合物Ｂ－２、及び、架橋触媒：１，８－ジアザビシクロ［５．
４．０］ウンデカ－７－エン（東京化成工業（株）製）
　Ｓ－７：架橋剤：下記化合物Ｂ－３、及び、架橋触媒：１，８－ジアザビシクロ［５．
４．０］ウンデカ－７－エン（東京化成工業（株）製）
【０２１０】

【化２２】

【０２１１】
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【化２３】

【０２１２】
　なお、上記式中、Ｅｔはエチル基を表し、Ｍｅはメチル基を表す。
【０２１３】
　架橋系（多官能エチレン性不飽和化合物）は下記のものを用いる。
　Ｓ－８：架橋剤：ジエチレングリコールジメタクリレート、及び、重合開始剤：Ｖ－６
０１（和光純薬工業（株）製、ジメチル２，２’－アゾビス（２－メチルプロピオネート
））
　Ｓ－９：架橋剤：ＤＰＨＡ（ジベンタエリスリトールヘキサアクリレート（日本合成化
学工業（株）製）、及び、重合開始剤：パーブチルＺ（日油（株）製、ｔ－ブチルパーオ
キシベンゾエート）
　Ｓ－１０：架橋剤：ＤＣＰ（トリシクロデカンジメタノールジメタクリレート）、及び
、重合開始剤：パーブチルＺ（日油（株）製、ｔ－ブチルパーオキシベンゾエート）
　Ｓ－１１：架橋剤：Ｖ＃２９５（トリメチロールプロパントリアクリレート）（大阪有
機化学工業製）、及び、重合開始剤：パーブチルＺ（日油（株）製、ｔ－ブチルパーオキ
シベンゾエート）
　Ｓ－１２：架橋剤：Ｖ＃４００（ペンタエリスリトールテトラアクリレート）、及び、
重合開始剤：パークミルＤ（日油（株）製、ジクミルパーオキサイド）
　Ｓ－１３：架橋剤：１，６－ヘキサンジオールジアクリレートとラウリルメタクリレー
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トとを重量比率３：１で使用、及び、重合開始剤：パーブチルＺ（日油（株）製、ｔ－ブ
チルパーオキシベンゾエート）
【０２１４】
　架橋系（エポキシ環、オキセタン環及び五員環カーボネートよりなる群から選ばれた環
状構造を２以上有する化合物）は下記のものを用いる。
　Ｓ－１４：架橋剤：下記化合物Ｂ－４／下記化合物Ｂ－６（重量比４６／２１で使用し
た。）、及び、架橋触媒：１，８－ジアザビシクロ［５．４．０］ウンデカ－７－エン（
東京化成工業（株）製）
　Ｓ－１５：架橋剤：下記化合物Ｂ－４／下記化合物Ｂ－７（重量比４６／２１で使用し
た。）、及び、架橋触媒：１，８－ジアザビシクロ［５．４．０］ウンデカ－７－エン（
東京化成工業（株）製）
　Ｓ－１６：架橋剤：下記化合物Ｂ－５／下記化合物Ｂ－６（重量比４６／２１で使用し
た。）、及び、架橋触媒：２－エチル－４－メチルイミダゾール（東京化成工業（株）製
）
　Ｓ－１７：架橋剤：下記化合物Ｂ－４／下記化合物Ｂ－８（重量比４６／２１で使用し
た。）、及び、架橋触媒：トリフェニルホスフィン
【０２１５】
【化２４】

【０２１６】
【化２５】

【０２１７】
　イルガキュア１８４：ＩＲＧＡＣＵＲＥ１８４（光重合開始剤、１－ヒドロキシシクロ
ヘキシルベンゾフェノン、チバガイギー社製）
　Ｖ－６０１：ジメチル２，２’－アゾビス（２－メチルプロピオネート）（光重合開始
剤、和光純薬工業（株）製）
　カーボンブラック：ケッチェンブラックＥＣ６００ＪＤ（光熱変換剤、ライオン（株）
製）
　クエン酸トリブチル（可塑剤、黒金化成（株）製）
　アジピン酸２－ブトキシエチル（可塑剤、（株）ＡＤＥＫＡ製）
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　液状ポリブタジエン：Ｐｏｌｙ　ｂｄ（可塑剤、出光興産（株）製）
　リン酸クレジルジフェニル（可塑剤、東京化成工業（株）製）
　酢酸イソボルニル（香料、和光純薬工業（株）製）
　ＡＥＲＯＳＩＬ　２００ＣＦ：シリカ粒子（充填剤、日本アエロジル（株）製）
　サイロスフェアＣ－１５０４：多孔質球状シリカ（充填剤、富士シリシア化学（株）製
）
　ＥＸＰＡＮＣＥＬ：熱膨張性マイクロカプセル（充填剤、Ａｋｚｏ　Ｎｏｂｌｅ社製）
【０２１８】
（実施例１～３６、及び、比較例１～４）
１．レーザー彫刻用樹脂組成物の調製
　撹拌羽及び冷却管をつけた３つ口フラスコ中に、表１に記載の成分Ａ　５０重量部及び
表１に記載の可塑剤１０重量部、並びに、溶媒としてプロピレングリコールモノメチルエ
ーテルアセテート４７重量部を入れ、撹拌しながら７０℃で１８０分間加熱し、成分Ａを
溶解させた。
　その後、溶液を４０℃にし、表１に記載の光熱変換剤１重量部及び表１に記載の充填剤
５重量部を添加して３０分間撹拌した。
　その後、表１に記載の成分Ｂを２３重量部及び表１に記載の成分Ｃを０．４重量部、表
１に記載の香料を０．１重量％（樹脂組成物の全固形分量に対し）添加し、４０℃で１０
分間撹拌した。
　この操作により、流動性のある架橋性レリーフ形成層用塗布液（レーザー彫刻用樹脂組
成物）をそれぞれ得た。なお、表１に「なし」と記載されている場合、当該成分は上記に
おいて添加しなかった。
【０２１９】
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【表１】

【０２２０】
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２．レーザー彫刻用レリーフ印刷版原版の作製
　ＰＥＴ基板上に所定厚のスペーサー（枠）を設置し、上記より得られた実施例１～３６
、及び、比較例１～４の各レーザー彫刻用樹脂組成物をそれぞれ、スペーサー（枠）から
流出しない程度に静かに流延し、７０℃のオーブン中で３時間乾燥させて、厚さがおよそ
１ｍｍのレリーフ形成層を設け、レーザー彫刻用レリーフ印刷版原版をそれぞれ作製した
。
【０２２１】
３．レリーフ印刷版の作製
　得られた各原版のレリーフ形成層を８０℃で３時間、さらに１００℃で３時間加熱して
レリーフ形成層を熱架橋した。
　架橋後のレリーフ形成層に対し、以下の２種のレーザーにより彫刻した。
炭酸ガスレーザー彫刻機として、レーザー照射による彫刻を、高品位ＣＯ2レーザーマー
カＭＬ－９１００シリーズ（（株）キーエンス製）を用いた。レーザー彫刻用印刷版原版
１から保護フィルムを剥離後、炭酸ガスレーザー彫刻機で、出力：１２Ｗ、ヘッド速度：
２００ｍｍ／秒、ピッチ設定：２４００ＤＰＩの条件で、１ｃｍ四方のベタ部分をラスタ
ー彫刻した。
　半導体レーザー彫刻機として、最大出力８．０Ｗのファイバー付き半導体レーザー（Ｆ
Ｃ－ＬＤ）ＳＤＬ－６３９０（ＪＤＳＵ社製、波長　９１５ｎｍ）を装備したレーザー記
録装置を用いた。半導体レーザー彫刻機でレーザー出力：７．５Ｗ、ヘッド速度：４０９
ｍｍ／秒、ピッチ設定：２４００ＤＰＩの条件で、１ｃｍ四方のベタ部分をラスター彫刻
した。
【０２２２】
　得られた実施例１～３６、及び、比較例１～４の各レリーフ印刷版が有するレリーフ層
の厚さはそれぞれ、およそ１ｍｍであった。
　また、レリーフ層のショアＡ硬度をそれぞれ、前述の測定方法により測定したところ、
７５°であった。
【０２２３】
４．レリーフ印刷版の評価
　以下の項目でレリーフ印刷版の性能評価を行い、結果を表２に示す。
【０２２４】
（４－１）彫刻深さ
　レリーフ印刷版原版１～５０、Ｃ１～Ｃ５が有するレリーフ形成層をレーザー彫刻して
得られたレリーフ層の「彫刻深さ」を、以下のように測定した。ここで、「彫刻深さ」と
は、レリーフ層の断面を観察した場合の、彫刻された位置（高さ）と彫刻されていない位
置（高さ）との差をいう。本実施例における「彫刻深さ」は、レリーフ層の断面を、超深
度カラー３Ｄ形状測定顕微鏡ＶＫ９５１０（（株）キーエンス製）にて観察することによ
り測定した。彫刻深さが大きいことは、彫刻感度が高いことを意味する。結果は、彫刻に
用いたレーサーの種類毎に表２に示す。
【０２２５】
（４－２）リンス性
　レーザー彫刻した版を水に浸漬し、彫刻部を歯ブラシ（ライオン（株）製、クリニカハ
ブラシ　フラット）で１０回こすった。その後、光学顕微鏡でレリーフ層の表面における
カスの有無を確認した。カスがないものを◎、ほとんどないものを○、少し残存している
ものを○△、カスが残存しているが、実用上問題のないレベルであるものを△、カスが除
去できていないものを×とした。
【０２２６】
（４－３）耐刷性
　得られたレリーフ印刷版を印刷機（ＩＴＭ－４型、（株）伊予機械製作所製）にセット
し、インクとして、水性インキ　アクアＳＰＺ１６紅（東洋インキ製造（株））を希釈せ
ずに用いて、印刷紙として、フルカラーフォームＭ　７０（日本製紙（株）製、厚さ１０
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０μｍ）を用いて印刷を継続し、ハイライト１～１０％を印刷物で確認した。印刷されな
い網点が生じたところを刷了とし、刷了時までに印刷した紙の長さ（メートル）を指標と
した。数値が大きいほど耐刷性に優れると評価する。
【０２２７】
（４－４）インキ転移性
　上記耐刷性の評価において、印刷開始から１，０００ｍにおける印刷物上のベタ部にお
けるインキの付着度合いを目視で比較した。
　評価基準は、濃度ムラがなく、均一かつ僅かに光沢（光沢があるということは、インキ
がそれなりの厚み（量）だけしっかり転移されていることの指標になる。）があるものを
◎、濃度ムラなく均一なものを○、ムラがあるものを×、○と×との中間の程度を△とし
た。
【０２２８】
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【表２】

【０２２９】
　なお、実施例２９のレーザー彫刻用樹脂組成物は、光熱変換剤を含有していないため、
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