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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　（Ａ）（ａ－１）顔料、（ａ－２）分子内に顔料母核構造とアミノ基とを有する化合物
、および（ａ－３）酸基と重合性基を有する樹脂、を含む顔料分散液と、（Ｂ）オキシム
エステル系開始剤と、（Ｃ）重合性化合物と、を含有し、前記（ａ－２）分子内に顔料母
核構造とアミノ基とを有する化合物が、下記Ｙ－１、Ｙ－３、Ｙ－４、Ｙ－５又はＹ－７
であり、前記（ａ－３）酸基と重合性基を有する樹脂が、不飽和二重結合を有し、該不飽
和二重結合部分として、下記一般式（１）～（３）のいずれかで表される構造単位から選
ばれる少なくとも一つを有する着色硬化性組成物。
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【化２】

 
（一般式（１）～（３）において、Ａ１、Ａ２、及びＡ３は、それぞれ独立に、酸素原子
、硫黄原子、又は－Ｎ（Ｒ２１）－を表し、Ｒ２１は置換基を有してもよいアルキル基を
表す。Ｇ１、Ｇ２、及びＧ３は、それぞれ独立に置換基を有してもよいアルキレン基を表
す。Ｘ及びＺは、それぞれ独立に酸素原子、硫黄原子、又は－Ｎ（Ｒ２２）－を表し、Ｒ
２２は置換基を有してもよいアルキル基を表す。Ｙは、酸素原子、硫黄原子、置換基を有
してもよいフェニレン基、又は－Ｎ（Ｒ２３）－を表し、Ｒ２３は置換基を有してもよい
アルキル基を表す。Ｒ１～Ｒ２０は、それぞれ独立に１価の置換基を表す。）
【請求項２】
　前記（ａ－２）分子内に顔料母核構造とアミノ基とを有する化合物が、Ｙ－１であるこ
とを特徴とする請求項１に記載の着色硬化性組成物。
【請求項３】
　カラーフィルタの着色領域形成に用いられることを特徴とする請求項１又は請求項２に
記載の着色硬化性組成物。
【請求項４】
　請求項３に記載の着色硬化性組成物を用いて形成された着色領域を有することを特徴と
するカラーフィルタ。
【請求項５】
　請求項４に記載のカラーフィルタを備えることを特徴とする固体撮像素子。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、液晶表示素子（ＬＣＤ）や固体撮像素子（ＣＣＤ、ＣＭＯＳなど）等に用い
られるカラーフィルタを作製するのに好適な着色硬化性組成物、該組成物により作製され
た着色領域を有するカラーフィルタ、及び、該カラーフィルタを備える固体撮像素子に関
する。
【背景技術】



(4) JP 5448352 B2 2014.3.19

10

20

30

40

50

【０００２】
　カラーフィルタは液晶ディスプレイや固体撮像素子に不可欠な構成部品である。
　液晶ディスプレイは、表示装置としてＣＲＴと比較すると、コンパクトであり、且つ、
性能面では同等以上であることから、テレビ画面、パソコン画面、その他の表示装置とし
てＣＲＴに置き換わりつつある。また、近年では、液晶ディスプレイの開発の動向は、画
面が比較的小面積であった従来のモニター用途から、画面が大型で高度な画質が求められ
るＴＶ用途に向かいつつある。
【０００３】
　液晶ディスプレイ（ＬＣＤ）用カラーフィルタ用途においては、大型ＴＶ生産のため基
板サイズが拡大しており、大型基板を用いた場合の生産性向上のため、低エネルギーでの
硬化が望まれている。また、ＴＶ用途の液晶ディスプレイでは、従来のモニター用途のも
のに比し、より高度な画質が求められている。すなわち、コントラスト及び色純度の向上
である。コントラスト向上のため、カラーフィルタの作製に用いられる硬化性組成物に関
しては、使用する着色剤（有機顔料等）の粒子サイズとして、より微小なものが求められ
ている。（例えば、特許文献１参照。）これに伴い、顔料分散のための分散剤添加量が増
加する傾向にある。また、色純度向上のため、硬化性組成物の固形分中に占める着色剤（
有機顔料）の含有率としては、より高いものが求められている。したがって、硬化性組成
物中の固形分中に占める光重合開始剤および光重合性モノマーの含有率が減少する傾向に
ある。
【０００４】
　一方、固体撮像素子用カラーフィルタ用途においても、低エネルギーでの硬化が望まれ
ている。また、パターンの薄膜化が進んでおり、これに伴い、組成物中の顔料濃度が向上
している。更に、顔料系カラーフィルタにおいては、顔料微細化に伴って組成物中の顔料
分散剤の割合が増加する傾向にある。また、顔料が比較的粗大な粒子であるために発生す
る色ムラ等の問題に対応するため、着色剤として顔料の代わりに有機溶剤可溶性の染料を
用いる技術が提案されている（例えば、特許文献２参照）。しかし染料系カラーフィルタ
においては染料濃度向上に伴い、染料由来の重合禁止効果の問題も顕著になってきている
。このような要因により、液晶ディスプレイ用、固体撮像素子用いずれの場合においても
、硬化性組成物を硬化させるために必要な成分である光重合開始剤および光重合性モノマ
ーの含有量が制限される上に、着色剤濃度が高くなり、薄層化が困難であり、また、重合
成分比率が低く所望の感度を達成することが難しい、又、現像調整剤等を入れる余裕が無
く、所望とする現像性を確保することが難しい。
【０００５】
　即ち、着色領域、特に、着色パターンの薄層化に伴い、硬化性組成物中の顔料及び顔料
分散剤の比率が増加し、相対的に硬化成分（重合材料）の含有比率が低くなり、高感度を
維持することが困難になるとともに、着色、或いは、硬化に関わらない他の成分、例えば
、現像性を確保する目的で加えられる酸価の高いポリマーや現像促進剤等の添加量も必然
的に抑えられるために、現像不良を引き起こすという問題も生じる。
　着色性を低下させずに感度を確保する目的で、顔料の含有量は維持しつつ、顔料分散剤
の添加量を減らすことも試みられているが、顔料分散液の安定性が低くなり、経時で粘度
上昇を引き起こし、均一な塗膜を形成しがたいという新たな問題が生じる。
　このように、着色硬化性組成物を、カラーフィルタ、特に固体撮像素子用カラーフィル
タにおける着色領域の形成に用いる場合、薄膜化と色価の双方を満足させることが必要で
あり、顔料濃度が高く、且つ、感度、現像性の両立を達成しうる着色硬化性組成物が熱望
されている。
【特許文献１】特開２００６－３０５４１号公報
【特許文献２】特開平２－１２７６０２号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
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　本発明は、カラーフィルタにおける着色領域の薄層化に伴う、上記問題点を考慮してな
されたものであり、本発明の目的は、顔料の含有率が高い場合であっても、高感度で硬化
しうるとともに現像性に優れ、色相の良好な薄層着色領域を高精細で形成しうる着色硬化
性組成物、特には、カラーフィルタの着色領域形成に有用な着色硬化性組成物を提供する
ことにある。
　本発明のさらなる目的は、前記着色硬化性組成物により形成された薄層で色特性に優れ
た高精細の着色領域を備えるカラーフィルタ、及び、色特性に優れたカラーフィルタを備
える固体撮像素子を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明者は、鋭意研究を行った結果、顔料母各構造とアミノ基を有する化合物および酸
基と重合性基を有する樹脂を組み合わせることにより得られる顔料の高い分散安定性が確
保された顔料分散組成物と、オキシムエステル系開始剤と、を組み合わせることで上記問
題点を解決しうることを見出し、本発明を完成した。
　即ち、本発明の構成は以下に示すとおりである。
【０００８】
＜１＞（Ａ）（ａ－１）顔料、（ａ－２）分子内に顔料母核構造とアミノ基とを有する化
合物、および（ａ－３）酸基と重合性基を有する樹脂、を含む顔料分散液と、（Ｂ）オキ
シムエステル系開始剤と、（Ｃ）重合性化合物と、を含有し、前記（ａ－２）分子内に顔
料母核構造とアミノ基とを有する化合物が、後述のＹ－１、Ｙ－３、Ｙ－４、Ｙ－５又は
Ｙ－７であり、前記（ａ－３）酸基と重合性基を有する樹脂が、不飽和二重結合を有し、
該不飽和二重結合部分として、下記一般式（１）～（３）のいずれかで表される構造単位
から選ばれる少なくとも一つを有する着色硬化性組成物。
＜２＞前記（ａ－２）分子内に顔料母核構造とアミノ基とを有する化合物が、Ｙ－１であ
ることを特徴とする前記＜１＞に記載の着色硬化性組成物。
【０００９】
＜３＞カラーフィルタの着色領域形成に用いられることを特徴とする前記＜１＞又は＜２
＞に記載の着色硬化性組成物。
【００１０】
＜４＞前記＜３＞に記載の着色硬化性組成物を用いて形成された着色領域を有することを
特徴とするカラーフィルタ。
＜５＞前記＜４＞に記載のカラーフィルタを備えることを特徴とする固体撮像素子。
【００１１】
　本発明の作用は明確ではないが、以下のように推定される。
　本発明の硬化性組成物を調製するに際し、まず、（ａ－１）顔料、（ａ－２）分子内に
顔料母核構造とアミノ基とを有する化合物、および（ａ－３）酸基と重合性基を有する樹
脂、を含んでなる（Ａ）顔料分散液を得て、その（Ａ）顔料分散液を、（Ｂ）オキシムエ
ステル系開始剤および（Ｃ）重合性化合物と混合して着色硬化性組成物を形成する。
　顔料分散液に含まれる（ａ－２）分子内に顔料母核構造とアミノ基とを有する化合物〔
以下適宜、（ａ－２）特定顔料誘導体と称する〕における顔料母核構造は、類似の母核構
造を有する（ａ－１）顔料との間で相互作用を形成し、（ａ－２）特定顔料誘導体が（ａ
－１）顔料表面に吸着する。また、この（ａ－２）特定顔料誘導体におけるアミノ基は、
共存する（ａ－３）酸基と重合性基を有する樹脂〔以下適宜、（ａ－３）特定分散樹脂と
称する〕との間で相互作用を形成するために、（Ａ）顔料分散液中では、（ａ－１）顔料
表面に（ａ－３）特定分散樹脂が、（ａ－２）特定顔料誘導体を介して強固に結合するた
めに、（ａ－３）特定分散樹脂が顔料の表面から離脱し難くなり、長期間に亘り、微細な
顔料の凝集が抑制される。
【００１２】
　従来、一般に使用される顔料分散液の調製においては、高い分散安定性を発現する為に
、分散樹脂が有する酸基、及び／又は顔料母核との間に相互作用性を発現させるべくアミ
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ノ基を有する分散剤を多く必要とし、且つ、アルカリ現像性を確保すべく酸基含有樹脂を
も所定量必要とするために、顔料分散液中の着色成分である顔料濃度を高くすることが困
難であり、薄層化が実現しがたかったところ、本発明では、分子中にアミノ基を有する顔
料誘導体と、酸基と重合性基を有する樹脂を用いて調整された顔料分散液を用いるため、
アルカリ現像性を確保すべく用いられる酸基と重合性基を有する樹脂との間に、酸塩基相
互作用が形成され、分散安定性を発現しやすい。そのため、従来汎用の酸基を有する顔料
誘導体を用いた場合に比較して、分散に寄与する化合物の含有量が少なくて済む。また、
高酸価の樹脂を用いることが可能であり、高感度で、高精細パターンを作製する場合にお
いても、オキシムエステル系開始剤（オキシムエステル化合物）と組み合わせることで、
顔料分散液中の顔料濃度を高くしても、通常懸念される感度の低下を効果的に抑制しうる
ものと考えている。オキシムエステル化合物は中性である為、感光層の重合性化合物や、
分散剤との相溶性が良い為、特に本系で感度が良好になると思われる。
　また、感光層中の顔料濃度が高くなる場合には、所望の色価、膜厚に制御する為に、組
成物中へ重合性化合物を多く添加できず、感度低下を引き起こすが、本発明では、顔料を
分散する樹脂に重合性基を有する樹脂を用いることで高感度化が可能となる。
　なお、本発明において「顔料母核構造」とは、有機顔料における発色原子団を含んで構
成される構造である、通常、窒素原子、酸素原子、硫黄原子などを含むヘテロ環構造やア
ミド基、ウレア構造などを含んで構成される顔料の主骨格構造を指すものとする。さらに
、本発明における「顔料母核構造」は、このような顔料主骨格と類似の構造、或いは、顔
料主骨格の部分構造を有することで、有機顔料の有する顔料骨格との間で相互作用を形成
しうる「顔料骨格の類似構造」、及び、「顔料骨格の部分構造」をも、包含するものとす
る。
【発明の効果】
【００１３】
　本発明によれば、顔料の含有率が高い場合であっても、高感度で硬化しうるとともに現
像性に優れ、色相の良好な薄層着色領域を高精細で形成しうる着色硬化性組成物、特には
、カラーフィルタの着色領域形成に有用な着色硬化性組成物を提供することができる。
　また、前記着色硬化性組成物により形成された薄層で色特性に優れた高精細の着色領域
を備えるカラーフィルタ、及び、色特性に優れたカラーフィルタを備える固体撮像素子を
提供することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１４】
　以下において本発明を詳しく説明する。
　本発明の着色硬化性組成物は、（Ａ）（ａ－１）顔料、（ａ－２）分子内に顔料母核構
造とアミノ基とを有する化合物、および（ａ－３）酸基と重合性基を有する樹脂、を含む
顔料分散液と、（Ｂ）オキシムエステル系開始剤と、（Ｃ）重合性化合物と、を含有する
ことを特徴とする。即ち、まず、特定の顔料の分散安定性に優れた（Ａ）顔料分散液を調
製し、さらに、（Ｂ）オキシムエステル系開始剤、及び、（Ｃ）重合性化合物を加えるこ
とで、薄層であっても色特性に優れた着色領域を形成しうる。以下、着色硬化性組成物に
含まれる各成分について説明する。
【００１５】
［（Ａ）顔料分散液］
　本発明の着色硬化性組成物には、（ａ－１）顔料、（ａ－２）分子内に顔料母核構造と
アミノ基とを有する化合物、（ａ－３）酸基と重合性基を有する樹脂、さらに（ａ－４）
溶媒、を含有する。
　本発明においては、前記（ａ－２）分子内に顔料母核構造とアミノ基とを有する化合物
が、後述のＹ－１、Ｙ－３、Ｙ－４、Ｙ－５又はＹ－７である。
＜（ａ－２）分子内に顔料母核構造とアミノ基とを有する化合物（（ａ－２）特定顔料誘
導体）＞
　この（ａ－２）特定顔料誘導体を用いることで、顔料母核構造と（ａ－１）顔料の間に
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の相互作用を発現することにより、この顔料分散液中での顔料の分散安定性が確保される
。
　本発明において用いられる（ａ－２）特定顔料誘導体は、下記一般式（Ａ）を部分構造
として有する化合物であることが好ましい。
【００１６】
【化１】

【００１７】
　一般式（Ａ）中、Ｒ１およびＲ２は各々独立に水素原子または１価の有機基を示す。１
価の有機基としては、好ましくは炭素数１～２０の飽和または不飽和アルキル基、炭素数
３～２０の飽和または不飽和シクロアルキル基、またはアリール基である。
　これらの有機基は、さらに置換基を有していてもよく、導入可能な置換基としては、ハ
ロゲン原子、水酸基、アルキル基、アルケニル基、アルキニル基、シクロアルキル基、シ
クロアルケニル基、シクロアルキニル基、アリール基、ヘテロ環基、シアノ基、アルコキ
シ基、アリーロキシ基、チオアルコキシ基、チオアリーロキシ基、カルボキシ基、アルコ
キシカルボニル基、スルホ基、スルホンアミド基、ウレア基、チオウレア基、アミノ基、
アミド基、カルボニル基、ニトロ基またはこれらの基を有する置換基が挙げられる。
　また、Ｒ１およびＲ２は互いに結合し、環を形成してもよい。
【００１８】
　上記一般式（Ａ）で表される化合物は、分子内にアミド構造及びウレア構造の少なくと
も１つを有する化合物であることが好ましい。
　また、一般式（Ａ）で表される化合物は、ヘテロ環構造を有する化合物であることが好
ましい。
【００１９】
　Ｘは顔料母核構造を含むｍ価の基である。
　ここで、顔料母核構造としては、前記の如く有機顔料における発色原子団、その類似構
造、或いは部分構造が挙げられ、具体的には、アゾ基を有する骨格、ウレア構造を有する
骨格、アミド構造を有する骨格、環状アミド構造を有する骨格、ヘテロ原子含有５員環を
有する芳香族環、及び、ヘテロ原子含有６員環を有する芳香族環から選択される１種以上
の部分構造を含む構造が挙げられ、Ｘはこれらの顔料母核構造を含む置換基である。
　本発明におけるＸとしては、好ましくは顔料母核構造、又は顔料母核構造と芳香環、或
いは含窒素芳香環、或いは含酸素芳香環、或いは含硫黄芳香環を有し、アミノ基は顔料母
核構造、芳香環、含窒素芳香環、含酸素芳香環、含硫黄芳香環のいずれかに直接或いは連
結基により結合されている。
最も好ましくは顔料母核構造と芳香環、或いは含窒素芳香環を有し、アミノ基と２価の連
結基で結合されていることが好ましい。
　ｍは、１～８の整数であり、分散性、分散液の保存安定性の観点から１～６が好ましく
、更に好ましくは２～６である。
　以下に、本発明に用いられる（ａ－２）顔料誘導体の好ましい具体例を示すが、これら
に限定されるものではない。
【００２０】
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【００４６】
　これら（ａ－２）特定顔料誘導体は、用いられる顔料の種類を考慮して適宜選択され、
分散を必要とする有機顔料の顔料母核構造と同一或いは類似の構造を持ったものを選択す
ることが好ましい。また、顔料母核構造とともに分子内に存在するアミノ基としては、ポ
リマーとの相互作用性の観点から、ジアルキルアミノ基の如き三級アミノ構造を有するも
のが好ましい。
【００４７】
　本発明において（Ａ）顔料分散液を調製するに際しての、（ａ－２）特定顔料誘導体の
顔料分散液中における含有量としては、固形分として０．５質量％以上４０質量％以下で
あることが好ましく、１質量％以上１５質量％以下であることがより好ましい。
　また、後述する（ａ－１）顔料の１００質量部に対して、０．５質量部以上５０質量部
以下であることが好ましく、１質量部以上２５質量部以下であることがより好ましい。
【００４８】
＜（ａ－１）顔料＞
　本発明に係る（Ａ）顔料分散液に用いることができる顔料としては、従来公知の種々の
無機顔料又は有機顔料を用いることができる。また、顔料は、無機顔料または有機顔料を
問わず、高透過率であることが好ましいことを考慮すると、できるだけ粒子径が小さく微
少な粒子サイズの顔料を使用することが好ましく、ハンドリング性をも考慮すると、好ま
しくは平均一次粒子径０．０１μｍ～０．３μｍ、より好ましくは０．０１μｍ～０．１
５μｍの顔料である。該粒径が前記範囲内であると、透過率が高く、色特性が良好である
と共に、高いコントラストのカラーフィルタを形成するのに有効である。
　平均一次粒子径は、ＳＥＭあるいはＴＥＭで観察し、粒子が凝集していない部分で粒子
サイズを１００個計測し、平均値を算出することによって求める。
【００４９】
　無機顔料としては、金属酸化物、金属錯塩等で示される金属化合物を挙げることができ
、具体的には、鉄、コバルト、アルミニウム、カドミウム、鉛、銅、チタン、マグネシウ
ム、クロム、亜鉛、アンチモン等の金属酸化物、及び前記金属の複合酸化物を挙げること
ができる。
【００５０】
　前記有機顔料としては、例えば、
　Ｃ．Ｉ．Ｐｉｇｍｅｎｔ　Ｒｅｄ　１、２、３、４、５、６、７、９、１０、１４、１
７、２２、２３、３１、３８、４１、４８：１、４８：２、４８：３、４８：４、４９、
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４９：１、４９：２、５２：１、５２：２、５３：１、５７：１、６０：１、６３：１、
６６、６７、８１：１、８１：２、８１：３、８３、８８、９０、１０５、１１２、１１
９、１２２、１２３、１４４、１４６、１４９、１５０、１５５、１６６、１６８、１６
９、１７０、１７１、１７２、１７５、１７６、１７７、１７８、１７９、１８４、１８
５、１８７、１８８、１９０、２００、２０２、２０６、２０７、２０８、２０９、２１
０、２１６、２２０、２２４、２２６、２４２、２４６、２５４、２５５、２６４、２７
０、２７２、２７９、
　Ｃ．Ｉ．Ｐｉｇｍｅｎｔ　Ｙｅｌｌｏｗ　１，２，３，４，５，６，１０，１１，１２
，１３，１４，１５，１６，１７，１８，２０，２４，３１，３２，３４，３５，３５：
１，３６，３６：１，３７，３７：１，４０，４２，４３，５３，５５，６０，６１，６
２，６３，６５，７３，７４，７７，８１，８３，８６，９３，９４，９５，９７，９８
，１００，１０１，１０４，１０６，１０８，１０９，１１０，１１３，１１４，１１５
，１１６，１１７，１１８，１１９，１２０，１２３，１２５，１２６，１２７，１２８
，１２９，１３７，１３８，１３９，１４７，１４８，１５０，１５１，１５２，１５３
，１５４，１５５，１５６，１６１，１６２，１６４，１６６，１６７，１６８，１６９
，１７０，１７１，１７２，１７３，１７４，１７５，１７６，１７７，１７９，１８０
，１８１，１８２，１８５，１８７，１８８，１９３，１９４，１９９，２１３，２１４
　Ｃ．Ｉ．　Ｐｉｇｍｅｎｔ　Ｏｒａｎｇｅ　２，５，１３，１６，１７：１，３１，３
４，３６，３８，４３，４６，４８，４９，５１，５２，５５，５９，６０，６１，６２
，６４，７１，７３
　Ｃ．Ｉ．　Ｐｉｇｍｅｎｔ　Ｇｒｅｅｎ　７，１０，３６，３７
　Ｃ．Ｉ．Ｐｉｇｍｅｎｔ　Ｂｌｕｅ　１，２，１５，１５：１，１５：２，１５：３，
１５：４，１５：６，１６，２２，６０，６４，６６，７９，７９のＣｌ置換基をＯＨに
変更したもの、８０
　Ｃ．Ｉ．Ｐｉｇｍｅｎｔ　Ｖｉｏｌｅｔ　１，１９，２３，２７，３２，３７，４２
　Ｃ．Ｉ．Ｐｉｇｍｅｎｔ　Ｂｒｏｗｎ　２５，２８
　Ｃ．Ｉ．Ｐｉｇｍｅｎｔ　Ｂｌａｃｋ　１，７等を挙げることができる。
【００５１】
　これらの中で好ましく用いることができる顔料として、以下のものを挙げることができ
る。但し、本発明においてはこれらに限定されるものではない。
　Ｃ．Ｉ．Ｐｉｇｍｅｎｔ　Ｙｅｌｌｏｗ　１１，２４，１０８，１０９，１１０，１３
８，１３９，１５０，１５１，１５４，１６７，１８０，１８５，
　Ｃ．Ｉ．Ｐｉｇｍｅｎｔ　Ｏｒａｎｇｅ　３６，７１，
　Ｃ．Ｉ．Ｐｉｇｍｅｎｔ　Ｒｅｄ　１２２，１５０，１７１，１７５，１７７，２０９
，２２４，２４２，２５４，２５５，２６４，
　Ｃ．Ｉ．Ｐｉｇｍｅｎｔ　Ｖｉｏｌｅｔ　１９，２３，３２，
　Ｃ．Ｉ．Ｐｉｇｍｅｎｔ　Ｂｌｕｅ　１５：１，１５：３，１５：６，１６，２２，６
０，６６，
　Ｃ．Ｉ．Ｐｉｇｍｅｎｔ　Ｇｒｅｅｎ　７，３６，３７；
　Ｃ．Ｉ．Ｐｉｇｍｅｎｔ　Ｂｌａｃｋ　１，７
【００５２】
－顔料の微細化－
　本発明においては、必要に応じて、微細でかつ整粒化された有機顔料を用いることがで
きる。顔料の微細化は、顔料と水溶性有機溶剤と水溶性無機塩類と共に高粘度な液状組成
物を調製し、湿式粉砕装置等を使用して、応力を付加して摩砕する工程を経ることで達成
される。
【００５３】
　顔料の微細化工程に使用される水溶性有機溶剤としては、メタノール、エタノール、イ
ソプロパノール、ｎ－プロパノール、イソブタノール、ｎ－ブタノール、エチレングリコ
ール、ジエチレングリコール、ジエチレングリコールモノメチルエーテール、ジエチレン
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グリコールモノエチルエーテール、ジエチレングリコールモノブチルエーテル、プロピレ
ングリコール、プロピレンゴリコールモノメチルエーテルアセテート等を挙げることがで
きる。
　また、少量用いることで顔料に吸着して、廃水中に流失しない限りにおいては、水溶性
は低いか、或いは、水溶性を有しない他の溶剤、例えば、ベンゼン、トルエン、キシレン
、エチルベンゼン、クロロベンゼン、ニトロベンゼン、アニリン、ピリジン、キノリン、
テトラヒドロフラン、ジオキサン、酢酸エチル、酢酸イソプロピル、酢酸ブチル、ヘキサ
ン、ヘプタン、オクタン、ノナン、デカン、ウンデカン、ドデカン、シクロヘキサン、メ
チルシクロヘササン、ハロゲン化炭化水素、アセトン、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、ジメチルホルムアミド、ジメチルスルホキシド、Ｎ－
メチルピロリドン等を用いてもよい。
　顔料の微細化工程に使用する溶剤は、１種のみでもよく、必要に応じて２種類以上を混
合して使用してもよい。
【００５４】
　本発明において顔料の微細化工程に使用される水溶性無機塩としては、塩化ナトリウム
、塩化カリウム、塩化カルシウム、塩化バリウム、硫酸ナトリウム等が挙げられる。
　微細化工程における水溶性無機塩の使用量は顔料の１～５０質量倍であり、多い方が摩
砕効果はあるが、より好ましい量は生産性の点で１～１０質量倍である。また、水分が１
％以下の無機塩類を用いることが好ましい。
　微細化工程における水溶性有機溶剤の使用量は、顔料１００質量部に対して５０質量部
から３００質量部の範囲であり、好ましくは１００質量部から２００質量部の範囲である
。
【００５５】
　顔料の微細化工程における湿式粉砕装置の運転条件については特に制限はないが、粉砕
メディアによる磨砕を効果的に進行させるため、装置がニーダーの場合の運転条件は、装
置内のブレードの回転数は、１０～２００ｒｐｍが好ましく、また２軸の回転比が相対的
に大きいほうが摩砕効果が大きく好ましい。運転時間は乾式粉砕時間と併せて１時間～８
時間が好ましく、装置の内温は５０～１５０℃が好ましい。また粉砕メディアである水溶
性無機塩は粉砕粒度が５～５０μｍで粒子径の分布がシャープで、且つ球形が好ましい。
【００５６】
－顔料の調合－（色合わせ）
　これら有機顔料は、単独もしくは色純度を上げるため種々組合せて用いることができる
。上記組合せの具体例を以下に示す。例えば、赤の顔料として、アントラキノン系顔料、
ペリレン系顔料、ジケトピロロピロール系顔料単独又はそれらの少なくとも１種と、ジス
アゾ系黄色顔料、イソインドリン系黄色顔料、キノフタロン系黄色顔料又はペリレン系赤
色顔料、アントラキノン系赤色顔料、ジケトピロロピロール系赤色顔料と、の混合などを
用いることができる。例えば、アントラキノン系顔料としては、Ｃ．Ｉ．ピグメント・レ
ッド１７７が挙げられ、ペリレン系顔料としては、Ｃ．Ｉ．ピグメント・レッド１５５、
Ｃ．Ｉ．ピグメント・レッド２２４が挙げられ、ジケトピロロピロール系顔料としては、
Ｃ．Ｉ．ピグメント・レッド２５４が挙げられ、色再現性の点でＣ．Ｉ．ピグメント・イ
エロー８３、Ｃ．Ｉ．ピグメント・イエロー１３９またはＣ．Ｉ．ピグメント・レッド１
７７との混合が好ましい。また、赤色顔料と他顔料との質量比は、１００：５～１００：
８０が好ましい。この範囲においては、４００ｎｍから５００ｎｍの光透過率を抑え、色
純度の向上が図れ、且つ、十分な発色力が達成される。特に、上記質量比としては、１０
０：１０～１００：６５の範囲が最適である。なお、赤色顔料同士の組み合わせの場合は
、色度に併せて調整することができる。
【００５７】
　また、緑の顔料としては、ハロゲン化フタロシアニン系顔料を１種単独で又は、これと
ジスアゾ系黄色顔料、キノフタロン系黄色顔料、アゾメチン系黄色顔料若しくはイソイン
ドリン系黄色顔料との混合を用いることができる。例えば、このような例としては、Ｃ．
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Ｉ．ピグメント・グリーン７、３６、３７とＣ．Ｉ．ピグメント・イエロー８３、Ｃ．Ｉ
．ピグメント・イエロー１３８、Ｃ．Ｉ．ピグメント・イエロー１３９、Ｃ．Ｉ．ピグメ
ント・イエロー１５０、Ｃ．Ｉ．ピグメント・イエロー１８０又はＣ．Ｉ．ピグメント・
イエロー１８５との混合が好ましい。緑顔料と黄色顔料との質量比は、１００：５～１０
０：２００が好ましい。質量比上記範囲において、４００～４５０ｎｍの光透過率を抑え
ることができ、色純度の向上が図れ、且つ、主波長が長波長寄りになることがなく、摂家
位置どおりのＮＴＳＣ目標色相近傍の色相を得ることができる。上記質量比としては１０
０：２０～１００：１５０の範囲が特に好ましい。
【００５８】
　青の顔料としては、フタロシアニン系顔料を１種単独で、若しくはこれとジオキサジン
系紫色顔料との混合を用いることができる。特に好適な例として、Ｃ．Ｉ．ピグメント・
ブルー１５：６とＣ．Ｉ．ピグメント・バイオレット２３との混合を挙げることができる
。
　青色顔料と紫色顔料との質量比は、１００：０～１００：１００が好ましく、より好ま
しくは１００：７０以下である。
【００５９】
　また、ブラックマトリックス用途に好適な顔料としては、カーボンブラック、グラファ
イト、チタンブラック、酸化鉄、酸化チタン単独又は混合を用いることができ、カーボン
ブラックとチタンブラックとの組合せが好ましい。
　また、カーボンブラックとチタンブラックとの質量比は、１００：０～１００：６０の
範囲が好ましい。１００：６１以上では、分散安定性が低下する場合がある。
【００６０】
－染料－
　本発明において、色調を合わせるために、着色剤として、顔料とともに染料を使用する
ことが可能である。
　着色剤として使用可能な染料としては、特に制限はなく、従来カラーフィルタ用途とし
て用いられている公知の染料を使用できる。例えば、特開昭６４－９０４０３号公報、特
開昭６４－９１１０２号公報、特開平１－９４３０１号公報、特開平６－１１６１４号公
報、特登２５９２２０７号、米国特許第４，８０８，５０１号明細書、米国特許第５，６
６７，９２０号明細書、米国特許第５，０５９，５００号明細書、特開平５－３３３２０
７号公報、特開平６－３５１８３号公報、特開平６－５１１１５号公報、特開平６－１９
４８２８号公報、特開平８－２１１５９９号公報、特開平４－２４９５４９号公報、特開
平１０－１２３３１６号公報、特開平１１－３０２２８３号公報、特開平７－２８６１０
７号公報、特開２００１－４８２３号公報、特開平８－１５５２２号公報、特開平８－２
９７７１号公報、特開平８－１４６２１５号公報、特開平１１－３４３４３７号公報、特
開平８－６２４１６号公報、特開２００２－１４２２０号公報、特開２００２－１４２２
１号公報、特開２００２－１４２２２号公報、特開２００２－１４２２３号公報、特開平
８－３０２２２４号公報、特開平８－７３７５８号公報、特開平８－１７９１２０号公報
、特開平８－１５１５３１号公報等に記載の色素である。
　化学構造としては、ピラゾールアゾ系、アニリノアゾ系、トリフェニルメタン系、アン
トラキノン系、アンスラピリドン系、ベンジリデン系、オキソノール系、ピラゾロトリア
ゾールアゾ系、ピリドンアゾ系、シアニン系、フェノチアジン系、ピロロピラゾールアゾ
メチン系、キサンテン系、フタロシアニン系、ペンゾピラン系、インジゴ系等の染料が使
用できる。
【００６１】
　本発明における（Ａ）顔料分散液中における（ａ－１）顔料の含有量としては、（Ａ）
顔料分散液中の全固形分（質量）に対して、１０～６０質量％が好ましく、１５～５０質
量％がより好ましい。顔料の含有量が前記範囲内であると、色濃度が充分で優れた色特性
を確保するのに有効である。
【００６２】
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＜（ａ－３）酸基と重合性基を含有する樹脂＞
　本発明における（Ａ）顔料分散液は、（ａ－３）酸基と重合性基を含有する樹脂〔（ａ
－３）特定分散樹脂〕の少なくとも１種を含有し、前記（ａ－３）酸基と重合性基を有す
る樹脂が、不飽和二重結合を有し、該不飽和二重結合部分として、下記一般式（１）～（
３）のいずれかで表される構造単位から選ばれる少なくとも一つを有する。この樹脂の含
有により、高い分散性を示し、又、開始剤、重合性化合物と組み合わせた際に感度を向上
させることができる。
　本願の酸基とは、ｐＫａが１４以下の解離性基を有するものであり、具体的には例えば
、－ＣＯＯＨ、－ＳＯ３Ｈ、－ＰＯ３Ｈ２、－ＯＳＯ３Ｈ、－ＯＰＯ２Ｈ２、－ＰｈＯＨ
、－ＳＯ2Ｈ、－ＳＯ2ＮＨ２、－ＳＯ2ＮＨＣＯ－、－ＳＯ2ＮＨＳＯ2－等が挙げられ、
なかでも－ＣＯＯＨ、－ＳＯ３Ｈ、－ＰＯ３Ｈ２が好ましく、－ＣＯＯＨが最も好ましい
。
【００６３】
　本発明の（ａ－３）特定分散樹脂は、側鎖に二重結合（エチレン性不飽和結合）を有す
るものであり、側鎖二重結合は例えばカルボキシル基を有するアルカリ可溶性樹脂のカル
ボキシル基にエチレン性不飽和基含有エポキシ化合物を付加させることにより得ることが
できる。
【００６４】
　カルボキシル基を有する樹脂としては１）カルボキシル基を有するモノマーをラジカル
重合あるいはイオン重合させた樹脂、２）酸無水物を有するモノマーをラジカルあるいは
イオン重合させ酸無水物ユニットを加水分解もしくはハーフエステル化させた樹脂、３）
エポキシ樹脂を不飽和モノカルボン酸及び酸無水物で変性させたエポキシアクリレート等
が挙げられる。
【００６５】
　具体例としてカルボキシル基を有するビニル系樹脂を挙げるならば、カルボキシル基を
有するモノマーとして（メタ）アクリル酸、メタクリル酸２－サクシノロイルオキシエチ
ル、メタクリル酸２－マレイノロイルオキシエチル、メタクリル酸２－フタロイルオキシ
エチル、メタクリル酸２－ヘキサヒドロフタロイルオキシエチル、マレイン酸、フマル酸
、イタコン酸、クロトン酸等の不飽和カルボン酸を単独重合させた樹脂や、これらの不飽
和カルボン酸をスチレン、α－メチルスチレン、（メタ）アクリル酸メチル、（メタ）ア
クリル酸エチル、（メタ）アクリル酸プロピル、（メタ）アクリル酸イソプロピル、（メ
タ）アクリル酸ブチル、酢酸ビニル、アクリロニトリル、（メタ）アクリルアミド、グリ
シジル（メタ）アクリレート、アリルグリシジルエーテル、エチルアクリル酸グリシジル
、クロトン酸グリシジルエーテル、（メタ）アクリル酸クロライド、ベンジル（メタ）ア
クリレート、ヒドロキシエチル（メタ）アクリレート、Ｎ－メチロールアクリルアミド、
Ｎ，Ｎ－ジメチルアクリルアミド、Ｎ－メタクリロイルモルホリン、Ｎ，Ｎ－ジメチルア
ミノエチル（メタ）アクリレート、Ｎ，Ｎ－ジメチルアミノエチルアクリルアミドなどカ
ルボキシル基を有さないビニルモノマーと共重合させた樹脂が挙げられる。
【００６６】
　また、無水マレイン酸をスチレン、α－メチルスチレン等と共重合させ、無水マレイン
酸ユニット部分をメタノール、エタノール、プロパノール、ブタノール、ヒドロキシエチ
ル（メタ）アクリレート等の一価アルコールでハーフエステル化あるいは水により加水分
解させた樹脂も挙げられる。
【００６７】
　また、エポキシ基を有する樹脂に求核性基と重合性基を有する化合物を反応させること
でも得ることができる。グリシジルメタクリレートを共重合させたポリマーにアクリル酸
、メタクリル酸、ヒドロキシエチルメタクリレートなどを反応させることにより本願の樹
脂を得ることもできる。また、この場合、酸価が低くなることも考えられるが、エポキシ
とカルボン酸の反応により発生する水酸基にコハク酸、無水マレイン酸、シクロヘキサン
ジカルボン酸無水物、イタコン酸無水物、等の酸無水物と反応させることで所望の酸価を
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【００６８】
　また、ノボラックエポキシアクリレート樹脂、ビスフェノールエポキシ樹脂等に（メタ
）アクリル酸、メタクリル酸２－サクシノロイルオキシエチル、メタクリル酸２－マレイ
ノロイルオキシエチル、メタクリル酸２－フタロイルオキシエチル、メタクリル酸２－ヘ
キサヒドロフタロイルオキシエチル、マレイン酸、フマル酸、イタコン酸、クロトン酸、
等の不飽和カルボン酸あるいは酢酸、プロピオン酸、ステアリン酸等の飽和カルボン酸を
付加させた後、無水マレイン酸、無水イタコン酸、無水テトラヒドロフタル酸、無水フタ
ル酸等の酸無水物で変性させた樹脂も挙げられる。
【００６９】
　以上の中では、現像性の点から、カルボキシル基を有する樹脂、特に、（メタ）アクリ
ル酸を含有する（メタ）アクリル酸（共）重合樹脂が好ましく、これらの共重合体として
は、具体的には、例えば、特開昭６０－２０８７４８号公報記載のメタクリル酸メチル／
メタクリル酸共重合体、特開昭６０－２１４３５４号公報記載のメタクリル酸メチル／ア
クリル酸メチル／メタクリル酸共重合体、特開平５－３６５８１号公報記載のメタクリル
酸ベンジル／メタクリル酸メチル／メタクリル酸／アクリル酸２－エチルヘキシル共重合
体、特開平５－３３３５４２号公報記載のメタクリル酸メチル／メタクリル酸ｎ－ブチル
／アクリル酸２－エチルヘキシル／メタクリル酸共重合体、特開平７－２６１４０７号公
報記載のスチレン／メタクリル酸メチル／アクリル酸メチル／メタクリル酸共重合体、特
開平１０－１１０００８号公報記載のメタクリル酸メチル／アクリル酸ｎ－ブチル／アク
リル酸２－エチルヘキシル／メタクリル酸共重合体、特開平１０－１９８０３１号公報記
載のメタクリル酸メチル／アクリル酸ｎ－ブチル／アクリル酸２－エチルヘキシル／スチ
レン／メタクリル酸共重合体等を挙げることができる。
【００７０】
　エポキシ不飽和化合物としてはグリシジル（メタ）アクリレートやアリルグリシジルエ
ーテル等のエポキシ基としてグリシジル基を有するものも使用可能であるが、好ましいも
のは脂環式エポキシ基を有する不飽和化合物である。このようなものとしては例えば以下
の化合物を例示することができる。
【００７１】
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【００７２】
　樹脂側鎖への導入反応は例えばトリエチルアミン、ベンジルメチルアミン等の３級アミ
ン、ドデシルトリメチルアンモニウムクロライド、テトラメチルアンモニウムクロライド
、テトラエチルアンモニウムクロライド、等の４級アンモニウム塩、ピリジン、トリフェ
ニルフォスフィン等を触媒として有機溶剤中、反応温度５０～１５０℃で数～数十時間反
応させることにより行える。脂環式エポキシ不飽和化合物の導入量は得られる樹脂の酸価
が５～２００ＫＯＨ・ｍｇ／ｇを満たす範囲になるように制御するとアルカリ現像性の点
で好ましいものとなる。また、分子量は重量平均で５００～５００００００、更には１０
００～５０００００の範囲が好ましい。
【００７３】
　本発明における（ａ－３）特定分散樹脂は、不飽和二重結合部分として、下記一般式（
１）～（３）のいずれかで表される構造単位から選ばれる少なくとも一つを有する高分子
化合物が好ましい。
【００７４】
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【化２９】

【００７５】
　前記一般式（１）～（３）において、Ａ１、Ａ２、及びＡ３は、それぞれ独立に、酸素
原子、硫黄原子、又は－Ｎ（Ｒ２１）－を表し、Ｒ２１は置換基を有してもよいアルキル
基を表す。Ｇ１、Ｇ２、及びＧ３は、それぞれ独立に置換基を有してもよいアルキレン基
を表す。Ｘ及びＺは、それぞれ独立に酸素原子、硫黄原子、又は－Ｎ（Ｒ２２）－を表し
、Ｒ２２は置換基を有してもよいアルキル基を表す。Ｙは、酸素原子、硫黄原子、置換基
を有してもよいフェニレン基、又は－Ｎ（Ｒ２３）－を表し、Ｒ２３は置換基を有しても
よいアルキル基を表す。Ｒ１～Ｒ２０は、それぞれ独立に１価の置換基を表す。
【００７６】
　前記一般式（１）において、Ｒ１～Ｒ３はそれぞれ独立に、１価の置換基を表すが、水
素原子、置換基を更に有してもよいアルキル基などが挙げられ、中でも、Ｒ１、Ｒ２は水
素原子が好ましく、Ｒ３は水素原子、メチル基が好ましい。
　Ｒ４～Ｒ６はそれぞれ独立に、１価の置換基を表すが、Ｒ４としては、水素原子または
置換基を更に有してもよいアルキル基などが挙げられ、中でも、水素原子、メチル基、エ
チル基が好ましい。また、Ｒ５、Ｒ６は、それぞれ独立に、水素原子、ハロゲン原子、ア
ルコキシカルボニル基、スルホ基、ニトロ基、シアノ基、置換基を更に有してもよいアル
キル基、置換基を更に有してもよいアリール基、置換基を更に有してもよいアルコキシ基
、置換基を更に有してもよいアリールオキシ基、置換基を更に有してもよいアルキルスル
ホニル基、置換基を更に有してもよいアリールスルホニル基などが挙げられ、中でも、水
素原子、アルコキシカルボニル基、置換基を更に有してもよいアルキル基、置換基を更に
有してもよいアリール基が好ましい。
　ここで、導入しうる置換基としては、メトキシカルボニル基、エトキシカルボニル基、
イソプロピオキシカルボニル基、メチル基、エチル基、フェニル基等が挙げられる。
【００７７】
　Ａ１は、酸素原子、硫黄原子、又は、－Ｎ（Ｒ２１）－を表し、Ｘは、酸素原子、硫黄
原子、又は－Ｎ（Ｒ２２）－を表す。ここで、Ｒ２１、Ｒ２２としては、置換基を有して
もよいアルキル基が挙げられる。
　Ｇ１は、より好ましくは、炭素数１～２０の置換基を有してもよいアルキレン基が挙げ



(33) JP 5448352 B2 2014.3.19

10

20

30

40

50

られ、中でも、置換基を有してもよい炭素数１～１０の直鎖状あるいは分岐アルキレン基
が強度、現像性等の性能上、好ましい。
　ここで、Ｇ１における置換基としては、水酸基がこのましい。
【００７８】
　前記一般式（２）において、Ｒ７～Ｒ９はそれぞれ独立に、１価の置換基を表すが、水
素原子、置換基を更に有してもよいアルキル基などが挙げられ、中でも、Ｒ７、Ｒ８は水
素原子が好ましく、Ｒ９は水素原子、メチル基が好ましい。
　Ｒ１０～Ｒ１２は、それぞれ独立に１価の置換基を表すが、この置換基としては、具体
的には例えば、水素原子、ハロゲン原子、ジアルキルアミノ基、アルコキシカルボニル基
、スルホ基、ニトロ基、シアノ基、置換基を更に有してもよいアルキル基、置換基を更に
有してもよいアリール基、置換基を更に有してもよいアルコキシ基、置換基を更に有して
もよいアリールオキシ基、置換基を更に有してもよいアルキルスルホニル基、置換基を更
に有してもよいアリールスルホニル基などが挙げられ、中でも、水素原子、アルコキシカ
ルボニル基、置換基を更に有してもよいアルキル基、置換基を更に有してもよいアリール
基が好ましい。
　ここで、導入可能な置換基としては、一般式（１）において挙げたものが同様に例示さ
れる。
【００７９】
　Ａ２は、それぞれ独立して、酸素原子、硫黄原子、又は、－Ｎ（Ｒ２１）－を表し、こ
こで、Ｒ２１としては、水素原子、置換基を有してもよいアルキル基などが挙げられる。
　Ｇ２は、好ましくは、炭素数１～２０の置換基を有してもよいアルキレン基が挙げられ
、中でも、置換基を有してもよい炭素数１～１０の直鎖状あるいは分岐アルキレン基が強
度、現像性等の性能上、好ましい。
　ここで、Ｇ２における置換基としては、水酸基が好ましい。
【００８０】
　Ｙは、酸素原子、硫黄原子、－Ｎ（Ｒ２３）－または置換基を有してもよいフェニレン
基を表す。ここで、Ｒ２３としては、水素原子、置換基を有してもよいアルキル基などが
挙げられる。
【００８１】
　前記一般式（３）において、Ｒ１３～Ｒ１５はそれぞれ独立に、１価の置換基を表すが
、水素原子、置換基を有してもよいアルキル基などが挙げられ、中でも、Ｒ１３、Ｒ１４

は水素原子が好ましく、Ｒ１５は水素原子、メチル基が好ましい。
　Ｒ１６～Ｒ２０は、それぞれ独立に１価の置換基を表すが、Ｒ１６～Ｒ２０は、例えば
、水素原子、ハロゲン原子、ジアルキルアミノ基、アルコキシカルボニル基、スルホ基、
ニトロ基、シアノ基、置換基を更に有してもよいアルキル基、置換基を更に有してもよい
アリール基、置換基を更に有してもよいアルコキシ基、置換基を更に有してもよいアリー
ルオキシ基、置換基を更に有してもよいアルキルスルホニル基、置換基を更に有してもよ
いアリールスルホニル基などが挙げられ、中でも、水素原子、アルコキシカルボニル基、
置換基を更に有してもよいアルキル基、置換基を更に有してもよいアリール基が好ましい
。導入しうる置換基としては、一般式（１）においてあげたものが例示される。
　Ａ３は、酸素原子、硫黄原子、又は－Ｎ（Ｒ２１）－を表し、Ｚは、酸素原子、硫黄原
子、又は－Ｎ（Ｒ２２）－を表す。Ｒ２１、Ｒ２２としては、一般式（１）におけるのと
同様のものが挙げられる。
【００８２】
　Ｇ３は、好ましくは、炭素数１～２０の置換基を有してもよいアルキレン基が挙げられ
、中でも、置換基を有してもよい炭素数１～１０の直鎖状あるいは分岐アルキレン基が強
度、現像性等の性能上、好ましい。
　ここで、Ｇ３における置換基としては、水酸基が好ましい。
【００８３】
　本発明における（ａ－３）特定分散樹脂としては、前記一般式（１）～（３）で表され
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る構造単位を、硬化性向上及び現像残渣低減の観点から、１分子中に２０モル％以上９５
モル％未満の範囲で含む化合物であることが好ましい。より好ましくは、２５～９０モル
％である。更に好ましくは３０モル％以上８５モル％未満の範囲である。
【００８４】
　前記一般式（１）～（３）で表される構造単位を有する高分子化合物の合成は、特開２
００３－２６２９５８号公報の段落番号［００２７］～［００５７］に記載の合成方法に
基づいて行なうことができる。この中では、同公報中の合成方法１）によるのが好ましく
、これについては下記（１）に示す。
【００８５】
　前記一般式（１）～（３）で表される構造単位を有する高分子化合物の具体的な化合物
例としては、下記の高分子化合物１～１７を挙げることができる。
【００８６】
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【化３３】

【００９０】
　また、下記（１）又は（２）の合成法により得られる樹脂を好適に挙げることができる
。
　（１）下記一般式（４）で表される化合物を共重合成分として用いた重合体に、塩基を
用いてプロトンを引き抜き、Ｌを脱離させ、前記一般式（１）で表される構造を有する所
望の高分子化合物を得る方法。
　尚、一般式（４）中、Ｌはアニオン性脱離基を表し、好ましくはハロゲン原子、スルホ
ン酸エステル等が挙げられる。Ｒ３～Ｒ６、Ａ１、Ｇ１、及びＸについては前記一般式（
１）における場合と同義であり、脱離反応を生起させるために用いる塩基としては、無機
化合物、有機化合物のどちらを使用してもよい。また、この方法の詳細及び好ましい態様
については、特開２００３－２６２９５８号公報の段落番号［００２８］～［００３３］
に記載されている。
【００９１】
　好ましい無機化合物塩基としては、水酸化ナトリウム、水酸化カリウム、炭酸ナトリウ
ム、炭酸水素ナトリウム、炭酸カリウム、炭酸水素カリウム等が挙げられ、有機化合物塩
基としては、ナトリウムメトキシド、ナトリウムエトキシド、カリウムｔ－ブトキシドの
ような金属アルコキシド、トリエチルアミン、ピリジン、ジイソプロピルエチルアミンの
ような有機アミン化合物等が挙げられる。
【００９２】
　（２）下記一般式（５）で表される化合物を共重合成分として用いた重合体に対し、塩
基処理によって特定官能基に脱離反応を生起させ、Ｘ１０を除去し、ラジカル反応性基を
得る方法。
　尚、一般式（５）中、Ａ５は酸素原子、硫黄原子、又は－Ｎ（Ｒ５４）－を表し、Ａ６

は酸素原子、硫黄原子、又は－ＮＲ５８－を表し、Ｒ５１、Ｒ５２、Ｒ５３、Ｒ５４、Ｒ
５５、Ｒ５６、Ｒ５７、及びＲ５８は、それぞれ独立に水素又は１価の有機基を表し、Ｘ
１０は脱離反応により除去される基を表し、Ｇ５は有機連結基を表す。ｎは、１～１０の
整数を表す。また、この方法の詳細及び好ましい態様については、特開２００３－３３５
８１４号公報に詳細に記載されている。
【００９３】
　前記（２）の合成法により得られる樹脂としては、特開２００３－３３５８１４号公報
に記載の高分子化合物、具体的には、例えば（ｉ）ポリビニル系高分子化合物、（ｉｉ）
ポリウレタン系高分子化合物、（ｉｉｉ）ポリウレア系高分子化合物、（ｉｖ）ポリ（ウ
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ミド系高分子化合物、（ｖｉｉ）アセタール変性ポリビニルアルコール系の高分子化合物
、及びこれらの各々の記載から得られる具体的な化合物を好適に挙げることができる。
【００９４】
【化３４】

【００９５】
　前記一般式（４）で表される化合物の例としては、下記化合物（Ｍ－１）～（Ｍ－１２
）を挙げることできるが、これらに限定されるものではない。
【００９６】
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【００９８】
　次に、前記一般式（５）で表される化合物の例（ｉ－１～ｉ－５２）を以下に列挙する
。
【００９９】
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【化４２】

【０１０５】
　本発明における（ａ－３）特定分散樹脂は、光感度を向上させる観点から光重合性の不
飽和結合を有している必要があり、アルカリ現像を可能とする観点から、ＣＯＯＨ，ＳＯ

３Ｈ，ＰＯ３Ｈ２，ＯＳＯ３Ｈ，ＯＰＯ２Ｈ２などの酸基を有している必要がある。また
、本発明における（ａ－３）特定分散樹脂は、分散安定性、現像性と感度のバランスの観
点からは、酸価が２０～３００、好ましくは４０～２００、より好ましくは６０～１５０
の範囲であることが好ましい。
　本発明における（ａ－３）特定分散樹脂を合成する際に、共重合モノマーとして用いる
ことができるモノマーの例としては、下記（１）～（１３）が挙げられる。
【０１０６】
　（１）アクリル酸、メタクリル酸、イタコン酸、クロトン酸、マレイン酸、フマル酸、
４－カルボキシスチレン等のカルボキシ基を有するモノマー、側鎖にカルボキシ基を有す
る酸性セルロース誘導体も用いることができる。
　（２）２－ヒドロキシエチルアクリレート、２－ヒドロキシプロピルアクリレート、３
－ヒドロキシプロピルアクリレート、４－ヒドロキシブチルアクリレート、２－ヒドロキ
シエチルメタクリレート、２－ヒドロキシプロピルメタクリレート、３－ヒドロキシプロ
ピルメタクリレート、４－ヒドロキシブチルメタクリレート等の脂肪族水酸基を有するア
クリル酸エステル類、及びメタクリル酸エステル類、及びこれらのエチレンオキシ変性体
、ヒドロキシスチレンなどの水酸基を有するモノマー。
【０１０７】
　（３）アクリル酸メチル、アクリル酸エチル、アクリル酸プロピル、アクリル酸ブチル
、アクリル酸イソブチル、アクリル酸アミル、アクリル酸ヘキシル、アクリル酸２－エチ
ルヘキシル、アクリル酸オクチル、アクリル酸ベンジル、アクリル酸－２－クロロエチル
、グリシジルアクリレート、３，４－エポキシシクロヘキシルメチルアクリレート、ビニ
ルアクリレート、２－フェニルビニルアクリレート、１－プロペニルアクリレート、アリ
ルアクリレート、２－アリロキシエチルアクリレート、プロパルギルアクリレート等のア
ルキルアクリレート。
　（４）メタクリル酸メチル、メタクリル酸エチル、メタクリル酸プロピル、メタクリル
酸ブチル、メタクリル酸イソブチル、メタクリル酸アミル、メタクリル酸ヘキシル、メタ
クリル酸２－エチルヘキシル、メタクリル酸シクロヘキシル、メタクリル酸ベンジル、メ
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キシルメチルメタクリレート、ビニルメタクリレート、２－フェニルビニルメタクリレー
ト、１－プロペニルメタクリレート、アリルメタクリレート、２－アリロキシエチルメタ
クリレート、プロパルギルメタクリレート等のアルキルメタクリレート。
　（５）アクリルアミド、メタクリルアミド、Ｎ－メチロールアクリルアミド、Ｎ－エチ
ルアクリルアミド、Ｎ－ヘキシルメタクリルアミド、Ｎ－シクロヘキシルアクリルアミド
、Ｎ－ヒドロキシエチルアクリルアミド、Ｎ－フェニルアクリルアミド、Ｎ－ニトロフェ
ニルアクリルアミド、Ｎ－エチル－Ｎ－フェニルアクリルアミド、ビニルアクリルアミド
、ビニルメタクリルアミド、Ｎ，Ｎ－ジアリルアクリルアミド、Ｎ，Ｎ－ジアリルメタク
リルアミド、アリルアクリルアミド、アリルメタクリルアミド等のアクリルアミド若しく
はメタクリルアミド。
【０１０８】
　（６）エチルビニルエーテル、２－クロロエチルビニルエーテル、ヒドロキシエチルビ
ニルエーテル、プロピルビニルエーテル、ブチルビニルエーテル、オクチルビニルエーテ
ル、フェニルビニルエーテル等のビニルエーテル類。
　（７）ビニルアセテート、ビニルクロロアセテート、ビニルブチレート、安息香酸ビニ
ル等のビニルエステル類。
　（８）スチレン、α－メチルスチレン、メチルスチレン、クロロメチルスチレン、ｐ－
アセトキシスチレン等のスチレン類。
　（９）メチルビニルケトン、エチルビニルケトン、プロピルビニルケトン、フェニルビ
ニルケトン等のビニルケトン類。
　（１０）エチレン、プロピレン、イソブチレン、ブタジエン、イソプレン等のオレフィ
ン類。
【０１０９】
　（１１）Ｎ－ビニルピロリドン、アクリロニトリル、メタクリロニトリル等。
　（１２）マレイミド、Ｎ－アクリロイルアクリルアミド、Ｎ－アセチルメタクリルアミ
ド、Ｎ－プロピオニルメタクリルアミド、Ｎ－（ｐ－クロロベンゾイル）メタクリルアミ
ド等の不飽和イミド。
　（１３）α位にヘテロ原子が結合したメタクリル酸系モノマー。例えば、特開２００２
－３０９０５７号公報、特開２００２－３１１５６９号公報等に記載されている化合物。
【０１１０】
　また、本発明では、上記(メタ)アクリル系樹脂の他に、側鎖に重合性基を有する非アク
リル系の樹脂も使用することができる。
【０１１１】
　そのような樹脂の具体例としては、それぞれ側鎖にエチレン性不飽和結合を有する、ウ
レタン樹脂、ノボラック樹脂、アセタール樹脂、スチレン系樹脂、ポリエステル系樹脂、
ポリアミド系樹脂、ポリウレア樹脂、ポリイミド樹脂などが挙げられ、中でも、ウレタン
樹脂（以下、適宜「特定ウレタン樹脂」と称する）、スチレン系樹脂（以下、適宜「特定
スチレン系樹脂」と称する）が効果の観点から特に好ましい。
　まず、本発明の好ましい態様である、特定ウレタン樹脂について詳細に説明する。
【０１１２】
（側鎖にエチレン性不飽和結合を有するウレタン樹脂）
　本発明に用いられる特定ウレタン樹脂は、その側鎖に、下記一般式（１）～（３）で表
される官能基のうち少なくとも１つを有するものが挙げられる。まず、下記一般式（１）
～（３）で表される官能基について説明する。
【０１１３】
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【化４３】

【０１１４】
　上記一般式（１）において、Ｒl～Ｒ3はそれぞれ独立に、水素原子又は１価の有機基を
表すが、Ｒ1としては、好ましくは、水素原子又は置換基を有してもよいアルキル基など
が挙げられ、なかでも、水素原子、メチル基が、ラジカル反応性が高いことから好ましい
。また、Ｒ2、Ｒ3は、それぞれ独立に、水素原子、ハロゲン原子、アミノ基、カルボキシ
ル基、アルコキシカルボニル基、スルホ基、ニトロ基、シアノ基、置換基を有してもよい
アルキル基、置換基を有してもよいアリール基、置換基を有してもよいアルコキシ基、置
換基を有してもよいアリールオキシ基、置換基を有してもよいアルキルアミノ基、置換基
を有してもよいアリールアミノ基、置換基を有してもよいアルキルスルホニル基、置換基
を有してもよいアリールスルホニル基などが挙げられ、なかでも、水素原子、カルボキシ
ル基、アルコキシカルボニル基、置換基を有してもよいアルキル基、置換基を有してもよ
いアリール基がラジカル反応性が高いことから好ましい。
【０１１５】
　Ｘは、酸素原子、硫黄原子、又は－Ｎ（Ｒ12）－を表し、Ｒ12は、水素原子、又は１価
の有機基を表す。ここで、Ｒ12は、置換基を有してもよいアルキル基などが挙げられ、な
かでも、水素原子、メチル基、エチル基、イソプロピル基がラジカル反応性が高いことか
ら好ましい。
【０１１６】
　ここで、導入し得る置換基としては、アルキル基、アルケニル基、アルキニル基、アリ
ール基、アルコキシ基、アリーロキシ基、ハロゲン原子、アミノ基、アルキルアミノ基、
アリールアミノ基、カルボキシル基、アルコキシカルボニル基、スルホ基、ニトロ基、シ
アノ基、アミド基、アルキルスルホニル基、アリールスルホニル基などが挙げられる。
【０１１７】
【化４４】

【０１１８】
　上記一般式（２）において、Ｒ4～Ｒ8は、それぞれ独立に水素原子又は１価の有機基を
表すが、Ｒ4～Ｒ8は、好ましくは、水素原子、ハロゲン原子、アミノ基、ジアルキルアミ
ノ基、カルボキシル基、アルコキシカルボニル基、スルホ基、ニトロ基、シアノ基、置換
基を有してもよいアルキル基、置換基を有してもよいアリール基、置換基を有してもよい
アルコキシ基、置換基を有してもよいアリールオキシ基、置換基を有してもよいアルキル
アミノ基、置換基を有してもよいアリールアミノ基、置換基を有してもよいアルキルスル
ホニル基、置換基を有してもよいアリールスルホニル基などが挙げられ、なかでも、水素
原子、カルボキシル基、アルコキシカルボニル基、置換基を有してもよいアルキル基、置
換基を有してもよいアリール基が好ましい。
【０１１９】
　導入し得る置換基としては、一般式（１）と同様のものが例示される。また、Ｙは、酸
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素原子、硫黄原子、又は－Ｎ（Ｒ12）－を表す。Ｒ12は、一般式（１）のＲ12の場合と同
義であり、好ましい例も同様である。
【０１２０】
【化４５】

【０１２１】
　上記一般式（３）において、Ｒ9としては、好ましくは、水素原子又は置換基を有して
もよいアルキル基などが挙げられ、なかでも、水素原子、メチル基が、ラジカル反応性が
高いことから好ましい。Ｒ10、Ｒ11は、それぞれ独立に、水素原子、ハロゲン原子、アミ
ノ基、ジアルキルアミノ基、カルボキシル基、アルコキシカルボニル基、スルホ基、ニト
ロ基、シアノ基、置換基を有してもよいアルキル基、置換基を有してもよいアリール基、
置換基を有してもよいアルコキシ基、置換基を有してもよいアリールオキシ基、置換基を
有してもよいアルキルアミノ基、置換基を有してもよいアリールアミノ基、置換基を有し
てもよいアルキルスルホニル基、置換基を有してもよいアリールスルホニル基などが挙げ
られ、なかでも、水素原子、カルボキシル基、アルコキシカルボニル基、置換基を有して
もよいアルキル基、置換基を有してもよいアリール基がラジカル反応性が高いことから好
ましい。
【０１２２】
　ここで、導入し得る置換基としては、一般式（１）と同様のものが例示される。また、
Ｚは、酸素原子、硫黄原子、－Ｎ（Ｒ13）－、又は置換基を有してもよいフェニレン基を
表す。Ｒ13としては、置換基を有してもよいアルキル基などが挙げられ、なかでも、メチ
ル基、エチル基、イソプロピル基がラジカル反応性が高いことから好ましい。
【０１２３】
　次に、本発明に係る特定ウレタン樹脂の基本骨格について説明する。
　本発明に係る特定ウレタン樹脂は、下記一般式（４）で表されるジイソシアネート化合
物の少なくとも１種と、一般式（５）で表されるジオール化合物の少なくとも１種と、の
反応生成物で表される構造単位を基本骨格とするポリウレタン樹脂（以下、適宜「特定ポ
リウレタン樹脂と称する）である。
【０１２４】
　　ＯＣＮ－Ｘ0－ＮＣＯ　　一般式（４）
　　ＨＯ－Ｙ0－ＯＨ　　　　一般式（５）
【０１２５】
　一般式（４）及び（５）中、Ｘ0、Ｙ0は、それぞれ独立に２価の有機残基を表す。
【０１２６】
　上記一般式（４）で表されるジイソシアネート化合物、又は、一般式（５）で表される
ジオール化合物の少なくともどちらか一方が、一般式（１）～（３）で表される基のうち
少なくとも１つを有していれば、当該ジイソシアネート化合物と当該ジオール化合物との
反応生成物として、側鎖に上記一般式（１）～（３）で表される基が導入された特定ポリ
ウレタン樹脂が生成される。かかる方法によれば、ポリウレタン樹脂の反応生成後に所望
の側鎖を置換、導入するよりも、容易に本発明に係る特定ポリウレタン樹脂を製造するこ
とができる。
【０１２７】
１）ジイソシアネート化合物
　上記一般式（４）で表されるジイソシアネート化合物としては、例えば、トリイソシア
ネート化合物と、不飽和基を有する単官能のアルコール又は単官能のアミン化合物１当量
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　トリイソシアネート化合物としては、例えば下記に示すものが挙げられるが、これに限
定されるものではない。
【０１２８】
【化４６】

【０１２９】
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【０１３０】
　不飽和基を有する単官能のアルコール又は単官能のアミン化合物しては、例えば下記に
示すものが挙げられるが、これに限定されるものではない。
【０１３１】
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【０１３２】
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【０１３３】
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【０１３４】
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【０１３５】
　ここで、ポリウレタン樹脂の側鎖に不飽和基を導入する方法としては、ポリウレタン樹
脂製造の原料として、側鎖に不飽和基を含有するジイソシアネート化合物を用いる方法が
好適である。トリイソシアネート化合物と不飽和基を有する単官能のアルコール又は単官
能のアミン化合物１当量とを付加反応させることにより得ることできるジイソシアネート
化合物であって、側鎖に不飽和基を有するものとしては、例えば、下記に示すものが挙げ
られるが、これに限定されるものではない。
【０１３６】



(57) JP 5448352 B2 2014.3.19

10

20

30

【化５２】

【０１３７】
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【０１３８】
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【０１３９】
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【０１４０】
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【０１４１】
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【０１４２】
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【０１４３】
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【化５９】

【０１４４】
　本発明で使用される特定ポリウレタン樹脂は、例えば、重合性組成物中の他の成分との
相溶性を向上させ、保存安定性を向上させるといった観点から、上述の不飽和基を含有す
るジイソシアネート化合物以外のジイソシアネート化合物を共重合させることができる。
【０１４５】
　共重合させるジイソシアネート化合物としては下記のものを挙げることできる。好まし
いものは、下記一般式（６）で表されるジイソシアネート化合物である。
【０１４６】
　ＯＣＮ－Ｌ1－ＮＣＯ　　一般式（６）
【０１４７】
　一般式（６）中、Ｌ1は置換基を有していてもよい２価の脂肪族又は芳香族炭化水素基
を表す。必要に応じ、Ｌ1中はイソシアネート基と反応しない他の官能基、例えばエステ
ル、ウレタン、アミド、ウレイド基を有していてもよい。
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　上記一般式（６）で表されるジイソシアネート化合物としては、具体的には以下に示す
ものが含まれる。
　すなわち、２，４－トリレンジイソシアネート、２，４－トリレンジイソシアネートの
二量体、２，６－トリレンジレンジイソシアネート、ｐ－キシリレンジイソシアネート、
ｍ－キシリレンジイソシアネート、４，４’－ジフェニルメタンジイソシアネート、１，
５－ナフチレンジイソシアネート、３，３’－ジメチルビフェニル－４，４’－ジイソシ
アネート等のような芳香族ジイソシアネート化合物；
ヘキサメチレンジイソシアネート、トリメチルヘキサメチレンジイソシアネート、リジン
ジイソシアネート、ダイマー酸ジイソシアネート等のような脂肪族ジイソシアネート化合
物；
イソホロンジイソシアネート、４，４’－メチレンビス（シクロヘキシルイソシアネート
）、メチルシクロヘキサン－２，４（又は２，６）ジイソシアネート、１，３－（イソシ
アネートメチル）シクロヘキサン等のような脂環族ジイソシアネート化合物；
１，３－ブチレングリコール１モルとトリレンジイソシアネート２モルとの付加体等のよ
うなジオールとジイソシアネートとの反応物であるジイソシアネート化合物；等が挙げら
れる。
【０１４９】
２）ジオール化合物
　上記一般式（５）で表されるジオール化合物としては、広くは、ポリエーテルジオール
化合物、ポリエステルジオール化合物、ポリカーボネートジオール化合物等が挙げられる
。
【０１５０】
　ここで、ポリウレタン樹脂の側鎖に不飽和基を導入する方法としては、前述の方法の他
に、ポリウレタン樹脂製造の原料として、側鎖に不飽和基を含有するジオール化合物を用
いる方法も好適である。そのようなジオール化合物は、例えば、トリメチロールプロパン
モノアリルエーテルのように市販されているものでもよいし、ハロゲン化ジオール化合物
、トリオール化合物、アミノジオール化合物と、不飽和基を含有するカルボン酸、酸塩化
物、イソシアネート、アルコール、アミン、チオール、ハロゲン化アルキル化合物との反
応により容易に製造される化合物であってもよい。これら化合物の具体的な例として、下
記に示す化合物が挙げられるが、これに限定されるものではない。
【０１５１】
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【０１５２】
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【０１５３】
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【０１５４】



(69) JP 5448352 B2 2014.3.19

10

20

30

40

【化６３】

【０１５５】
　また、本発明におけるより好ましいバインダー樹脂として、ポリウレタンの合成に際し
て、エチレン性不飽和結合基を有するジオール化合物の少なくとも１つとして、下記一般
式（Ｇ）で表されるジオール化合物を用いて得られたポリウレタン樹を挙げることができ
る。
【０１５６】
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【０１５７】
　前記一般式（Ｇ）中、Ｒ1～Ｒ3はそれぞれ独立に水素原子又は１価の有機基を表し、Ａ
は２価の有機残基を表し、Ｘは、酸素原子、硫黄原子、又は－Ｎ（Ｒ12）－を表し、Ｒ12

は、水素原子、又は１価の有機基を表す。
　なお、この一般式（Ｇ）におけるＲ1～Ｒ3及びＸは、前記一般式（１）におけるＲ1～
Ｒ3及びＸと同義であり、好ましい態様もまた同様である。
　このようなジオール化合物に由来するポリウレタン樹脂を用いることにより、立体障害
の大きい２級アルコールに起因するポリマー主鎖の過剰な分子運動を抑制効果により、層
の被膜強度の向上が達成できるものと考えられる。
　以下、特定ポリウレタン樹脂の合成に好適に用いられる一般式（Ｇ）で表されるジオー
ル化合物の具体例を示す。
【０１５８】
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【０１５９】
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【０１６０】
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【０１６１】
　本発明で使用される特定ポリウレタン樹脂は、例えば、重合性組成物中の他の成分との
相溶性を向上させ、保存安定性を向上させるといった観点から、上述の不飽和基を含有す
るジオール化合物以外のジオール化合物を共重合させることができる。
　そのようなジオール化合物としては、例えば、上述したポリエーテルジオール化合物、
ポリエステルジオール化合物、ポリカーボネートジオール化合物を挙げることできる。
【０１６２】
　ポリエーテルジオール化合物としては、下記式（７）、（８）、（９）、（１０）、（
１１）で表される化合物、及び、末端に水酸基を有するエチレンオキシドとプロピレンオ
キシドとのランダム共重合体が挙げられる。
【０１６３】
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【化６８】

【０１６４】
　式（７）～（１１）中、Ｒ14は水素原子又はメチル基を表し、Ｘ1は、以下の基を表す
。また、ａ、ｂ、ｃ、ｄ、ｅ、ｆ、ｇはそれぞれ２以上の整数を表し、好ましくは２～１
００の整数である。
【０１６５】

【化６９】

【０１６６】
　上記式（７）、（８）で表されるポリエーテルジオール化合物としては具体的には以下
に示すものが挙げられる。
　すなわち、ジエチレングリコール、トリエチレングリコール、テトラエチレングリコー
ル、ペンタエチレングリコール、ヘキサエチレングリコール、ヘプタエチレングリコール
、オクタエチレングリコール、ジ－１，２－プロピレングリコール、トリ－１，２－プロ
ピレングリコール、テトラ－１，２－プロピレングリコール、ヘキサ－１，２－プロピレ
ングリコール、ジ－１，３－プロピレングリコール、トリ－１，３－プロピレングリコー
ル、テトラ－１，３－プロピレングリコール、ジ－１，３－ブチレングリコール、トリ－
１，３－ブチレングリコール、ヘキサ－１，３－ブチレングリコール、重量平均分子量１
０００のポリエチレングリコール、重量平均分子量１５００のポリエチレングリコール、
重量平均分子量２０００のポリエチレングリコール、重量平均分子量３０００のポリエチ
レングリコール、重量平均分子量７５００のポリエチレングリコール、重量平均分子量４
００のポリプロピレングリコール、重量平均分子量７００のポリプロピレングリコール、
重量平均分子量１０００のポリプロピレングリコール、重量平均分子量２０００のポリプ
ロピレングリコール、重量平均分子量３０００のポリプロピレングリコール、重量平均分
子量４０００のポリプロピレングリコール等である。



(75) JP 5448352 B2 2014.3.19

10

20

30

40

50

【０１６７】
　上記式（９）で表されるポリエーテルジオール化合物としては、具体的には以下に示す
ものが挙げられる。
　すなわち、三洋化成工業（株）製、（商品名）ＰＴＭＧ６５０、ＰＴＭＧ１０００、Ｐ
ＴＭＧ２０００、ＰＴＭＧ３０００等である。
【０１６８】
　上記式（１０）で表されるポリエーテルジオール化合物としては、具体的には以下に示
すものが挙げられる。
　すなわち、三洋化成工業（株）製、（商品名）ニューポールＰＥ－６１、ニューポール
ＰＥ－６２、ニューポールＰＥ－６４、ニューポールＰＥ－６８、ニューポールＰＥ－７
１、ニューポールＰＥ－７４、ニューポールＰＥ－７５、ニューポールＰＥ－７８、ニュ
ーポールＰＥ－１０８、ニューポールＰＥ－１２８、ニューポールＰＥ－６１等である。
【０１６９】
　上記式（１１）で表されるポリエーテルジオール化合物としては、具体的には以下に示
すものが挙げられる。
　すなわち、三洋化成工業（株）製、（商品名）ニューポールＢＰＥ－２０、ニューポー
ルＢＰＥ－２０Ｆ、ニューポールＢＰＥ－２０ＮＫ、ニューポールＢＰＥ－２０Ｔ、ニュ
ーポールＢＰＥ－２０Ｇ、ニューポールＢＰＥ－４０、ニューポールＢＰＥ－６０、ニュ
ーポールＢＰＥ－１００、ニューポールＢＰＥ－１８０、ニューポールＢＰＥ－２Ｐ、ニ
ューポールＢＰＥ－２３Ｐ、ニューポールＢＰＥ－３Ｐ、ニューポールＢＰＥ－５Ｐ等で
ある。
【０１７０】
　末端に水酸基を有するエチレンオキシドとプロピレンオキシドとのランダム共重合体と
しては、具体的には以下に示すものが挙げられる。
　すなわち、三洋化成工業（株）製、（商品名）ニューポール５０ＨＢ－１００、ニュー
ポール５０ＨＢ－２６０、ニューポール５０ＨＢ－４００、ニューポール５０ＨＢ－６６
０、ニューポール５０ＨＢ－２０００、ニューポール５０ＨＢ－５１００等である。
【０１７１】
　ポリエステルジオール化合物としては、式（１２）、（１３）で表される化合物が挙げ
られる。
【０１７２】
【化７０】

【０１７３】
　式（１２）、（１３）中、Ｌ2、Ｌ3及びＬ4ではそれぞれ同一でも相違してもよく２価
の脂肪族又は芳香族炭化水素基を表し、Ｌ5は２価の脂肪族炭化水素基を表す。好ましく
は、Ｌ2～Ｌ4は、それぞれアルキレン基、アルケニレン基、アルキニレン基、アリーレン
基を表し、Ｌ5はアルキレン基を表す。またＬ2～Ｌ5中にはイソシアネート基と反応しな
い他の官能基、例えばエーテル、カルボニル、エステル、シアノ、オレフィン、ウレタン
、アミド、ウレイド基又はハロゲン原子等が存在していてもよい。ｎ１、ｎ２はそれぞれ
２以上の整数であり、好ましくは２～１００の整数を表す。
　ポリカーボネートジオール化合物としては、式（１４）で表される化合物がある。
【０１７４】
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【０１７５】
　式（１４）中、Ｌ6はそれぞれ同一でも相違してもよく２価の脂肪族又は芳香族炭化水
素基を表す。好ましくは、Ｌ6はアルキレン基、アルケニレン基、アルキニレン基、アリ
ーレン基を表す。またＬ6中にはイソシアネート基と反応しない他の官能基、例えばエー
テル、カルボニル、エステル、シアノ、オレフィン、ウレタン、アミド、ウレイド基又は
ハロゲン原子等が存在していてもよい。ｎ３は２以上の整数であり、好ましくは２～ｌ０
０の整数を表す。
【０１７６】
　上記式（１２）、（１３）又は（１４）で表されるジオール化合物としては具体的には
以下に示す（例示化合物Ｎｏ．１）～（例示化合物Ｎｏ．１８）が含まれる。具体例中の
ｎは２以上の整数を表す。
【０１７７】

【化７２】

【０１７８】
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【化７４】

【０１８０】
　また、特定ポリウレタン樹脂の合成には、上記ジオール化合物の他に、イソシアネート
基と反応しない置換基を有するジオール化合物を併用することもできる。このようなジオ
ール化合物としては、例えば、以下に示すものが含まれる。
【０１８１】
　ＨＯ－Ｌ7－Ｏ－ＣＯ－Ｌ8－ＣＯ－Ｏ－Ｌ7－ＯＨ　　　（１５）
　ＨＯ－Ｌ8－ＣＯ－Ｏ－Ｌ7－ＯＨ　　　　　　　　　　　（１６）
【０１８２】
　式（１５）、（１６）中、Ｌ7、Ｌ8はそれぞれ同一でも相違していてもよく、置換基（
例えば、アルキル基、アラルキル基、アリール基、アルコキシ基、アリーロキシ基、－Ｆ
、－Ｃｌ、－Ｂｒ、－Ｉ等のハロゲン原子などの各基が含まれる。）を有していてもよい
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２価の脂肪族炭化水素基、芳香族炭化水素基又は複素環基を表す。必要に応じ、Ｌ7、Ｌ8

中にイソシアネート基と反応しない他の官能基、例えば、カルボニル基、エステル基、ウ
レタン基、アミド基、ウレイド基などを有していてもよい。なおＬ7、Ｌ8で環を形成して
もよい。
【０１８３】
　更に、特定ポリウレタン樹脂の合成には、上記ジオール化合物の他に、カルボキシル基
を有するジオール化合物を併用することもできる。
　このようなジオール化合物としては、例えば、以下の式（１７）～（１９）に示すもの
が含まれる。
【０１８４】
【化７５】

【０１８５】
　式（１７）～（１９）中、Ｒ15は水素原子、置換基（例えば、シアノ基、ニトロ基、－
Ｆ、－Ｃｌ、－Ｂｒ、－Ｉ等のハロゲン原子、－ＣＯＮＨ2、－ＣＯＯＲ16、－ＯＲ16、
－ＮＨＣＯＮＨＲ16、－ＮＨＣＯＯＲ16、－ＮＨＣＯＲ16、－ＯＣＯＮＨＲ16（ここで、
Ｒ16は炭素数１～１０のアルキル基、炭素数７～１５のアラルキル基を表す。）などの各
基が含まれる。）を有していてもよいアルキル基、アラルキル基、アリール基、アルコキ
シ基、アリーロキシ基を表し、好ましくは水素原子、炭素数１～８個のアルキル基、炭素
数６～１５個のアリール基を表す。Ｌ9、Ｌ10、Ｌ11はそれぞれ同一でも相違していても
よく、単結合、置換基（例えば、アルキル、アラルキル、アリール、アルコキシ、ハロゲ
ノの各基が好ましい。）を有していてもよい２価の脂肪族又は芳香族炭化水素基を表し、
好ましくは炭素数１～２０個のアルキレン基、炭素数６～１５個のアリーレン基、さらに
好ましくは炭素数１～８個のアルキレン基を表す。また必要に応じ、Ｌ9～Ｌ11中にイソ
シアネート基と反応しない他の官能基、例えばカルボニル、エステル、ウレタン、アミド
、ウレイド、エーテル基を有していてもよい。なおＲ15、Ｌ7、Ｌ8、Ｌ9のうちの２又は
３個で環を形成してもよい。
　Ａｒは置換基を有していてもよい三価の芳香族炭化水素基を表し、好ましくは炭素数６
～１５個の芳香族基を表す。
【０１８６】
　上記式（１７）～（１９）で表されるカルボキシル基を有するジオール化合物としては
具体的には以下に示すものが含まれる。
　すなわち、３，５－ジヒドロキシ安息香酸、２，２－ビス（ヒドロキシメチル）プロピ
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オン酸、２，２－ビス（２－ヒドロキシエチル）プロピオン酸、２，２－ビス（３－ヒド
ロキシプロピル）プロピオン酸、ビス（ヒドロキシメチル）酢酸、ビス（４－ヒドロキシ
フェニル）酢酸、２，２－ビス（ヒドロキシメチル）酪酸、４，４－ビス（４－ヒドロキ
シフェニル）ペンタン酸、酒石酸、Ｎ，Ｎ－ジヒドロキシエチルグリシン、Ｎ，Ｎ―ビス
（２－ヒドロキシエチル）－３－カルボキシ－プロピオンアミド等である。
【０１８７】
　このようなカルボキシル基の存在により、ポリウレタン樹脂に水素結合性とアルカリ可
溶性といった特性を付与できるため好ましい。より具体的には、前記側鎖にエチレン性不
飽和結合基を有するポリウレタン樹脂が、さらに側鎖にカルボキシル基を有する樹脂であ
り、より具体的には、側鎖にエチレン性不飽和結合基を０．３ｍｅｑ／ｇ以上有し、且つ
、側鎖にカルボキシル基を０．４ｍｅｑ／ｇ以上有するポリウレタン樹脂が、本発明のバ
インダーポリマーとして特に好ましく用いられる。
【０１８８】
　また、特定ポリウレタン樹脂の合成には、上記ジオールの他に、下記の式（２０）～（
２２）で表されるテトラカルボン酸二無水物をジオール化合物で開環させた化合物を併用
することもできる。
【０１８９】
【化７６】

【０１９０】
　式（２０）～（２２）中、Ｌ12は、単結合、置換基（例えばアルキル、アラルキル、ア
リール、アルコキシ、ハロゲノ、エステル、アミドの各基が好ましい。）を有していても
よい二価の脂肪族又は芳香族炭化水素基、－ＣＯ－、－ＳＯ－、－ＳＯ2－、－Ｏ－又は
Ｓ－を表し、好ましくは単結合、炭素数１～１５個の二価の脂肪族炭化水素基、－ＣＯ－
、－ＳＯ2－、－Ｏ－又はＳ－を表す。Ｒ17、Ｒ18は同一でも相違していてもよく、水素
原子、アルキル基、アラルキル基、アリール基、アルコキシ基、又はハロゲノ基を表し、
好ましくは、水素原子、炭素数１～８個のアルキル基、炭素数６～１５個のアリール基、
炭素数１～８個のアルコキシ基又はハロゲノ基を表す。またＬ12、Ｒ17、Ｒ18のうちの２
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つが結合して環を形成してもよい。
【０１９１】
　Ｒ19、Ｒ20は同一でも相違していてもよく、水素原子、アルキル基、アラルキル基、ア
リール基又はハロゲノ基を表し、好ましくは水素原子、炭素数１～８個のアルキル、又は
炭素数６～１５個のアリール基を表す。またＬ12、Ｒ19、Ｒ20のうちの２つが結合して環
を形成してもよい。Ｌ13、Ｌ14は同一でも相違していてもよく、単結合、二重結合、又は
二価の脂肪族炭化水素基を表し、好ましくは単結合、二重結合、又はメチレン基を表す。
Ａは単核又は多核の芳香環を表す。好ましくは炭素数６～１８個の芳香環を表す。
【０１９２】
　上記式（２０）、（２１）又は（２２）で表される化合物としては、具体的には以下に
示すものが含まれる。
　すなわち、ピロメリット酸二無水物、３，３’，４，４’－べンゾフェノンテトラカル
ボン酸二無水物、３，３’，４，４’－ジフェニルテトラカルボン酸二無水物、２，３，
６，７－ナフタレンテトラカルボン酸二無水物、１，４，５，８－ナフタレンテトラカル
ボン酸二無水物、４，４’－スルホニルジフタル酸二無水物、２，２－ビス（３，４－ジ
カルボキシフェニル）プロパン二無水物、ビス（３，４－ジカルボキシフェニル）エーテ
ル二無水物、４，４’－［３，３’－（アルキルホスホリルジフェニレン）－ビス（イミ
ノカルボニル）］ジフタル酸二無水物、
【０１９３】
ヒドロキノンジアセテートとトリメット酸無水物の付加体、ジアセチルジアミンとトリメ
ット酸無水物の付加体などの芳香族テトラカルボン酸二無水物；５－（２，５－ジオキソ
テトラヒドロフリル）－３－メチル－３－シクロヘキセシ－１，２－ジカルボン酸無水物
（大日本インキ化学工業（株）製、エピクロンＢ－４４００）、１，２，３，４－シクロ
ペンタンテトラカルボン酸二無水物、１，２，４，５－シクロヘキサンテトラカルボン酸
二無水物、テトラヒドロフランテトラカルボン酸二無水物などの脂環族テトラカルボン酸
二無水物；１，２，３，４－ブタンテトラカルボン酸二無水物、１，２，４，５－ペンタ
ンテトラカルボン酸二無水物などの脂肪族テトラカルボン酸二無水物が挙げられる。
【０１９４】
　これらのテトラカルボン酸二無水物をジオール化合物で開環された化合物をポリウレタ
ン樹脂中に導入する方法としては、例えば以下の方法がある。
ａ）テトラカルボン酸二無水物をジオール化合物で開環させて得られたアルコール末端の
化合物と、ジイソシアネート化合物とを反応させる方法。
ｂ）ジイソシアネート化合物をジオール化合物過剰の条件下で反応させ得られたアルコー
ル末端のウレタン化合物と、テトラカルボン酸二無水物とを反応させる方法。
【０１９５】
　またこのとき開環反応に使用されるジオール化合物としては、具体的には以下に示すも
のが含まれる。
　すなわち、エチレングリコール、ジエチレングリコール、トリエチレングリコール、テ
トラ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、ポリエチレ
ングリコール、ポリプロピレングリコール、ネオペンチルグリコール、１，３－ブチレン
グリコール、１，６－ヘキサンジオール、２－ブテン－１，４－ジオール、２，２，４－
トリメチル－１，３－ペンタンジオール、１，４－ビス－β－ヒドロキシエトキシシクロ
ヘキサン、シクロヘキサンジメタノール、トリシクロデカンジメタノール、水添ビスフェ
ノールＡ、水添ビスフェノールＦ、ビスフェノールＡのエチレンオキサイド付加体、ビス
フェノールＡのプロピレンオキサイド付加体、ビスフェノールＦのエチレンオキサイド付
加体、ビスフェノールＦのプロピレンオキサイド付加体、水添ビスフェノールＡのエチレ
ンオキサイド付加体、水添ビスフェノールＡのプロピレンオキサイド付加体、ヒドロキノ
ンジヒドロキシエチルエーテル、ｐ－キシリレングリコール、ジヒドロキシエチルスルホ
ン、ビス（２－ヒドロキシエチル）－２，４－トリレンジカルバメート、２，４－トリレ
ン－ビス（２－ヒドロキシエチルカルバミド）、ビス（２－ヒドロキシエチル）－ｍ－キ
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シリレンジカルバメート、ビス（２－ヒドロキシエチル）イソフタレート等が挙げられる
。
【０１９６】
　本発明に用い得る特定ポリウレタン樹脂は、上記ジイソシアネート化合物及びジオール
化合物を、非プロトン性溶媒中、それぞれの反応性に応じた活性の公知の触媒を添加し、
加熱することにより合成される。合成に使用されるジイソシアネート及びジオール化合物
のモル比（Ｍa：Ｍb）は、１：１～１．２：１が好ましく、アルコール類又はアミン類等
で処理することにより、分子量あるいは粘度といった所望の物性の生成物が、最終的にイ
ソシアネート基が残存しない形で合成される。
【０１９７】
　本発明に係る特定ポリウレタン樹脂中に含まれるエチレン性不飽和結合の導入量として
は、当量で言えば、側鎖にエチレン性不飽和結合基を０．３ｍｅｑ／ｇ以上、さらには０
．３５～１．５０ｍｅｑ／ｇ含有することが好ましい。さらに、エチレン性不飽和結合基
とともに、側鎖にカルボキシル基を０．４ｍｅｑ／ｇ以上、より好ましくは０．４５～１
．００ｍｅｑ／ｇ含有するポリウレタン樹脂が、本発明のバインダーポリマーとして特に
好ましい。
【０１９８】
　本発明に係る特定ポリウレタン樹脂の分子量としては、好ましくは重量平均分子量で１
０、０００以上であり、より好ましくは、４０、０００～２０万の範囲である。特に、本
発明の重合性組成物を平版印刷版原版の記録層に用いた場合には、重量平均分子量がこの
範囲内において画像部の強度に優れ、アルカリ性現像液による非画像部の現像性に優れる
。
【０１９９】
　また、本発明に係る特定ポリウレタン樹脂は、ポリマー末端、主鎖に不飽和基を有する
ものも好適に使用される。ポリマー末端、主鎖に不飽和基を有することにより、さらに、
重合性化合物と特定ポリウレタン樹脂との間、又は特定ポリウレタン樹脂間で架橋反応性
が向上し、光硬化物強度が増す。その結果、特定ポリウレタン樹脂を平版印刷版に使用し
た際、耐刷力に優れる版材を与えることができる。ここで、不飽和基としては、架橋反応
の起こり易さから、炭素－炭素二重結合を有することが特に好ましい。
【０２００】
　ポリマー末端に不飽和基を導入する方法としては、以下に示す方法がある。すなわち、
前述のポリウレタン樹脂合成の工程での、ポリマー末端の残存イソシアネート基と、アル
コール類又はアミン類等で処理する工程において、不飽和基を有するアルコール類又はア
ミン類等を用いればよい。このような化合物としては、具体的には、先に、不飽和基を有
する単官能のアルコール又は単官能のアミン化合物として挙げられた例示化合物と同様の
ものを挙げることができる。
　なお、不飽和基は、導入量の制御が容易で導入量を増やすことができ、また、架橋反応
効率が向上するといった観点から、ポリマー末端よりもポリマー側鎖に導入されることが
好ましい。
　導入されるエチレン性不飽和結合基としては、架橋硬化膜形成性の観点から、メタクリ
ロイル基、アクリロイル基、スチリル基が好ましく、より好ましくはメタクリロイル基、
アクリロイル基である。架橋硬化膜の形成性と生保存性との両立の観点からは、メタクリ
ロイル基がさらに好ましい。
　また、メタクリロイル基の導入量としては、先に述べたように０．３０ｍｅｑ／ｇ以上
であることが好ましく、０．３５～１．５０ｍｅｑ／ｇの範囲であることがさらに好まし
い。即ち、本発明のバインダーポリマーとしては、側鎖にメタクリロイル基を０．３５～
１．５０ｍｅｑ／ｇの範囲で導入したポリウレタン樹脂が最も好ましい態様である。
【０２０１】
　主鎖に不飽和基を導入する方法としては、主鎖方向に不飽和基を有するジオール化合物
をポリウレタン樹脂の合成に用いる方法がある。主鎖方向に不飽和基を有するジオール化
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　すなわち、ｃｉｓ－２－ブテン－１，４－ジオール、ｔｒａｎｓ－２－ブテン－１，４
－ジオール、ポリブタジエンジオール等である。
【０２０２】
　本発明に係る特定ポリウレタン樹脂は、該特定ポリウレタン樹脂とは異なる構造を有す
るポリウレタン樹脂を含むアルカリ可溶性高分子を併用することも可能である。例えば、
特定ポリウレタン樹脂は、主鎖及び／又は側鎖に芳香族基を含有したポリウレタン樹脂を
併用することが可能である。
【０２０３】
　次に、本発明のもう一方の好ましい態様である、特定スチレン系樹脂について詳細に説
明する。
【０２０４】
（側鎖にエチレン性不飽和結合を有するスチレン系樹脂）
　本発明に用いられる特定スチレン系樹脂とは、その側鎖に、下記一般式（２３）で表さ
れるスチレン性二重結合（スチレンおよびαメチルスチレン系二重結合）、及び、下記一
般式（２４）で表されるビニルピリジニウム基のうち少なくとも一方を有するものが挙げ
られる。
【０２０５】
【化７７】

【０２０６】
　一般式（２３）中、Ｒ21は水素原子またはメチル基を表す。Ｒ22は置換可能な任意の原
子または原子団を表す。ｋは０～４の整数を表す。
　なお、一般式（２３）で表されるスチレン性二重結合は、単結合、或いは、任意の原子
または原子団からなる連結基を介してポリマー主鎖と連結しており、結合の仕方について
特に制限はない。
　以下に、一般式（２３）で表される官能基を有する高分子化合物の繰り返し単位として
好ましい例を示すが、本発明はこれらの例に限定されるものではない。
【０２０７】
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【０２０８】
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【化８０】

【０２１０】
【化８１】

【０２１１】
　一般式（２４）中、Ｒ23は水素原子またはメチル基を表す。Ｒ24は置換可能な任意の原
子または原子団を表す。ｍは０～４の整数を表す。Ａ-はアニオンを表す。また、ピリジ
ニウム環は置換基としてベンゼン環を縮合したベンゾピリジニウムの形をとっても良く、
この場合に於いてはキノリウム基およびイソキノリウム基を含む。
　なお、一般式（２４）で表されるビニルピリジニウム基は、単結合、或いは、任意の原
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子または原子団からなる連結基を介してポリマー主鎖と連結しており、結合の仕方につい
て特に制限はない。
　以下に、一般式（２４）で表される官能基を有する高分子化合物の繰り返し単位として
好ましい例を示すが、本発明はこれらの例に限定されるものではない。
【０２１２】
【化８２】

【０２１３】
　本発明に係る特定スチレン系樹脂を合成する方法の一つとしては、前記一般式（２３）
又は（２４）で表される官能基を有し、且つ、他の共重合成分と共重合可能な官能基を有
するモノマー同士を公知の共重合法を用いて共重合する方法が挙げられる。ここで、特定
スチレン系樹脂は、一般式（２３）および（２４）で表される官能基のうち、いずれか一
方のうち１種類のみを有するホモポリマーであっても良いし、いずれか一方、又は、双方
の官能基のうちそれぞれ２種類以上を有する共重合体であってもよい。
【０２１４】
　さらに、これらの官能基を含まない他の共重合モノマーとの共重合体であっても良い。
この場合の他の共重合モノマーとしては、例えば該ポリマーにアルカリ水溶液に対する可
溶性を付与する目的等で、カルボキシ基含有モノマーを選択することが好ましく、アクリ
ル酸、メタクリル酸、アクリル酸２－カルボキシエチルエステル、メタクリル酸２－カル
ボキシエチルエステル、クロトン酸、マレイン酸、フマル酸、マレイン酸モノアルキルエ
ステル、フマル酸モノアルキルエステル、４－カルボキシスチレン等のような例が挙げら
れる。
【０２１５】
　カルボキシ基を有するモノマー以外にも共重合体中に他のモノマー成分を導入して（多
元）共重合体として合成、使用することも好ましく行うことが出来る。こうした場合に共
重合体中に組み込むことが出来るモノマーとして、スチレン、４－メチルスチレン、４－
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ヒドロキシスチレン、４－アセトキシスチレン、４－カルボキシスチレン、４－アミノス
チレン、クロロメチルスチレン、４－メトキシスチレン等のスチレン誘導体、ビニルホス
ホン酸、ビニルスルホン酸およびその塩、スチレンスルホン酸およびその塩、４－ビニル
ピリジン、２－ビニルピリジン、Ｎ－ビニルイミダゾール、Ｎ－ビニルカルバゾール、４
－ビニルベンジルトリメチルアンモニウムクロライド、Ｎ－ビニルイミダゾールのメチル
クロライドによる４級化物、４－ビニルベンジルピリジニウムクロライド、アクリロニト
リル、メタクリロニトリル、フェニルマレイミド、ヒドロキシフェニルマレイミド、酢酸
ビニル、クロロ酢酸ビニル、プロピオン酸ビニル、酪酸ビニル、ステアリン酸ビニル、安
息香酸ビニル等のビニルエステル類、メチルビニルエーテル、ブチルビニルエーテル等の
ビニルエーテル類、Ｎ－ビニルピロリドン、アクリロイルモルホリン、塩化ビニル、塩化
ビニリデン、アリルアルコール、ビニルトリメトキシシラン等各種モノマーを適宜共重合
モノマーとして使用する。
【０２１６】
　本発明に係る特定スチレン系樹脂として上記のような共重合体を使用する場合、全共重
合体組成中に占める一般式（２３）及び／又は一般式（２４）で表される官能基を有する
繰り返し単位の割合としては、２０質量％以上であることが好ましく、４０質量％以上で
あることがより好ましい。この範囲において、本発明の効果に優れ、高感度な架橋系を与
える。
【０２１７】
　また、本発明に係る特定スチレン系樹脂は、その繰り返し単位中に４級塩構造を含むこ
とで、その性質が水溶性となる場合がある。このような樹脂を含有する本発明の重合性組
成物を平版印刷版原版の記録層として用いた場合には、露光後、水で現像することも可能
となる。
　特に、一般式（２３）で表される官能基を繰り返し単位中に有し、且つ、主鎖と一般式
（２３）で表される官能基とを連結する連結基中に４級塩構造を有する場合（例えば、前
記具体例Ｐ－６、Ｐ－２３、及び、Ｐ－２４等）には、このような構造を有するホモポリ
マーであっても良いが、こうした場合以外では、以下に挙げる他の共重合モノマーとの共
重合体であることが好ましい。例えば、４－ビニルベンジルトリメチルアンモニウムクロ
ライド、アクリロイルオキシエチルトリメチルアンモニウムクロライド、メタクリロイル
オキシエチルトリメチルアンモニウムクロライド、ジメチルアミノプロピルアクリルアミ
ドのメチルクロライドによる４級化物、Ｎ－ビニルイミダゾールのメチルクロライドによ
る４級化物、４－ビニルベンジルピリジニウムクロライド等が好ましく使用される。
　また、一般式（２４）で表される官能基を繰り返し単位中に含む場合に於いては、ホモ
ポリマーであっても良いし、上記他の共重合モノマーとの共重合体であっても良い。
【０２１８】
　或いは、共重合体としてカルボキシル基を導入した場合に於いては、アルカリ水溶液で
現像することも可能となる。何れの場合に於いても一般式（２３）及び／又は一般式（２
４）で表される官能基を有する繰り返し単位の割合は２０質量％以上であることが好まし
く、これら以外の繰り返し単位の導入は目的に応じて自由に選択することが出来る。
【０２１９】
　本発明に係る特定スチレン系樹脂の分子量としては、好ましくは重量平均分子量で１０
０００～３０００００の範囲であり、より好ましくは、１５０００～２０００００の範囲
であり、最も好ましくは、２００００～１５００００の範囲である。特に、本発明の重合
性組成物を平版印刷版原版の記録層に用いた場合には、重量平均分子量がこの範囲内にお
いて画像部の強度に優れ、アルカリ性現像液による非画像部の現像性に優れる。
【０２２０】
　次に、前記特定ポリウレタン樹脂、及び、特定スチレン系樹脂以外の、（Ａ）特定バイ
ンダーポリマーについて説明する。
　側鎖にエチレン性不飽和基を有するノボラック樹脂としては、例えば、特開平９－２６
９５９６号公報に記載のポリマーに、特開２００２－６２６４８公報に記載の方法を用い
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て、側鎖にエチレン性不飽和結合を導入した樹脂等が挙げられる。
　側鎖にエチレン性不飽和結合を有するアセタール樹脂としては、例えば、特開２００２
－１６２７４１公報に記載の樹脂等が挙げられる。
　側鎖にエチレン性不飽和結合を有するポリアミド系樹脂としては、例えば、特願２００
３－３２１０２２公報に記載の樹脂、又はその中で引用されているポリアミド樹脂に、特
開２００２－６２６４８公報に記載の方法で側鎖にエチレン性不飽和結合を導入した樹脂
等が挙げられる。
　側鎖にエチレン性不飽和結合を有するポリイミド樹脂としては、例えば、特願２００３
－３３９７８５公報に記載の樹脂、又はその中で引用されているポリイミド樹脂に、特開
２００２－６２６４８公報に記載の方法で側鎖にエチレン性不飽和結合を導入した樹脂等
が挙げられる。
【０２２１】
　（ａ－３）特定分散樹脂は、バインダーポリマーとしての機能を有するものであり、（
Ａ）特定分散液を調整する際、（ａ－１）顔料と共に添加し分散するが、含有量は、（Ａ
）顔料分散液の固形分中、２～７０質量％であり、より好ましくは４～５０質量％であり
、更に好ましくは、５～４０質量％である。
【０２２２】
　本発明において（Ａ）顔料分散液を調製するに際しては、前記（ａ－１）～（ａ－３）
の必須成分の他、種々の化合物を添加することができる。以下、（Ａ）顔料分散液の調製
に有用な任意成分について説明する。
【０２２３】
＜顔料分散液に加えることのできる他の成分＞
－他の分散剤－
　本願の分散液において、分散安定性向上、及び或いは現像性を調整する目的として、上
述した特定分散樹脂以外の他の分散剤を使用することができる。
　他の分散剤としては、例えば、公知の顔料分散剤や界面活性剤を適宜選択して用いるこ
とができる。
【０２２４】
　具体的には、多くの種類の化合物を使用可能であり、例えば、オルガノシロキサンポリ
マーＫＰ３４１（信越化学工業（株）製）、（メタ）アクリル酸系（共）重合体ポリフロ
ーＮｏ．７５、Ｎｏ．９０、Ｎｏ．９５（共栄社化学工業（株）製）、Ｗ００１（裕商（
株）社製）等のカチオン系界面活性剤；ポリオキシエチレンラウリルエーテル、ポリオキ
シエチレンステアリルエーテル、ポリオキシエチレンオレイルエーテル、ポリオキシエチ
レンオクチルフェニルエーテル、ポリオキシエチレンノニルフェニルエーテル、ポリエチ
レングリコールジラウレート、ポリエチレングリコールジステアレート、ソルビタン脂肪
酸エステル等のノニオン系界面活性剤；Ｗ００４、Ｗ００５、Ｗ０１７（裕商（株）社製
）等のアニオン系界面活性剤；ＥＦＫＡ－４６、ＥＦＫＡ－４７、ＥＦＫＡ－４７ＥＡ、
ＥＦＫＡポリマー１００、ＥＦＫＡポリマー４００、ＥＦＫＡポリマー４０１、ＥＦＫＡ
ポリマー４５０（いずれもチバ・スペシャルテイケミカル社製）、ディスパースエイド６
、ディスパースエイド８、ディスパースエイド１５、ディスパースエイド９１００（いず
れもサンノプコ社製）等の高分子分散剤；ソルスパース３０００、５０００、９０００、
１２０００、１３２４０、１３９４０、１７０００、２４０００、２６０００、２８００
０などの各種ソルスパース分散剤（日本ルーブリゾール（株）社製）；アデカプルロニッ
クＬ３１，Ｆ３８，Ｌ４２，Ｌ４４，Ｌ６１，Ｌ６４，Ｆ６８，Ｌ７２，Ｐ９５，Ｆ７７
，Ｐ８４，Ｆ８７、Ｐ９４，Ｌ１０１，Ｐ１０３，Ｆ１０８、Ｌ１２１、Ｐ－１２３（旭
電化（株）製）及びイソネットＳ－２０（三洋化成（株）製）、Ｄｉｓｐｅｒｂｙｋ　１
０１，１０３，１０６，１０８，１０９，１１１，１１２，１１６，１３０，１４０，１
４２，１６２，１６３，１６４，１６６，１６７，１７０，１７１，１７４，１７６，１
８０，１８２，２０００，２００１，２０５０，２１５０（ビックケミー（株）社製）が
挙げられる。その他、アクリル系共重合体など、分子末端もしくは側鎖に極性基を有する
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オリゴマーもしくはポリマーが挙げられる。
【０２２５】
　他の分散剤の顔料分散液中における含有量としては、既述の（ａ－１）顔料１００質量
部対して、１～１００質量部が好ましく、３～７０質量部がより好ましい。
【０２２６】
－他の顔料誘導体－
　本発明における（Ａ）顔料分散液には、必要に応じて、前記本発明に係る（ａ－２）特
定顔料誘導体以外の、他の顔料誘導体を添加することができる。
　他の顔料誘導体を用いることで、分散剤と親和性のある部分、あるいは極性基を導入し
た顔料誘導体を顔料表面に吸着させて分散剤の吸着点として用いうるため、顔料を微細な
粒子として光硬化性組成物中に分散させ、その再凝集を防止することができ、コントラス
トが高く、透明性に優れたカラーフィルタを構成するのに有効である。
【０２２７】
　他の顔料誘導体は、具体的には有機顔料を母体骨格とし、側鎖に酸性基や塩基性基、芳
香族基を置換基として導入した化合物である。有機顔料は、具体的には、キナクリドン系
顔料、フタロシアニン系顔料、アゾ系顔料、キノフタロン系顔料、イソインドリン系顔料
、イソインドリノン系顔料、キノリン顔料、ジケトピロロピロール顔料、ベンゾイミダゾ
ロン顔料等が挙げられる。一般に、色素と呼ばれていないナフタレン系、アントラキノン
系、トリアジン系、キノリン系等の淡黄色の芳香族多環化合物も含まれる。色素誘導体と
しては、特開平１１－４９９７４号公報、特開平１１－１８９７３２号公報、特開平１０
－２４５５０１号公報、特開２００６－２６５５２８号公報、特開平８－２９５８１０号
公報、特開平１１－１９９７９６号公報、特開２００５－２３４４７８号公報、特開２０
０３－２４０９３８号公報、特開２００１－３５６２１０号公報等に記載されているもの
を使用できる。
【０２２８】
　本発明に係る他の顔料誘導体の顔料分散液中における含有量としては、顔料１００質量
部に対して、０～３０質量部が好ましく、３～２０質量部がより好ましい。該含有量が前
記範囲内であると、粘度を低く抑えながら、分散を良好に行なえると共に分散後の分散安
定性を向上させることができ、透過率が高く優れた色特性が得られ、カラーフィルタを作
製するときには良好な色特性を有する高コントラストに構成することができる。
【０２２９】
＜（Ａ）顔料分散液の調製＞
　前記（ａ－１）～（ａ－３）及び任意成分を含む顔料分散液を調製する方法としては、
例えば、（ａ－１）顔料と（ａ－３）特定分散樹脂を予め混合して、ホモジナイザー等で
分散しておいたものを、ジルコニアビーズ等を用いたビーズ分散機（例えばＧＥＴＺＭＡ
ＮＮ社製のディスパーマット）等を用いて微分散させることによって行なえる。分散時間
としては、３～６時間程度が好適である。（ａ－２）特定顔料誘導体の添加は、顔料分散
液を形成する為のどの工程でも添加可能であるが、微細化工程及び/或いは微分散時に添
加することが好ましい。
【０２３０】
　このようにして調製された（Ａ）顔料分散液を用い、後述する（Ｂ）オキシムエステル
系開始剤、（Ｃ）重合性化合物を、及び、その他の成分を配合することで本発明の着色硬
化性組成物を得る。
　本発明の着色硬化性組成物に含まれる（Ａ）顔料分散液の量としては、５～９０質量％
の範囲であることが好ましく、２５～８５質量％の範囲であることがより好ましい。
　また、（Ａ）顔料分散液を上記配合量で含むことで、本発明の着色硬化性組成物に含ま
れる（ａ－１）顔料の量は、好ましくは固形分中２５～６５質量％の範囲となり、薄層で
も十分な色相を有する着色領域を形成しうる。
【０２３１】
＜（Ｂ）オキシムエステル系開始剤＞
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　本発明の着色硬化性組成物において、特に薄膜を形成する際には、前述の如く顔料濃度
を高くすることを要するため、ラジカルを発生させる開始剤を多く添加できない。また、
顔料濃度が高いために、増感剤と開始剤の濃度を十分にとれず、増感剤を用いての電子移
動、エネルギー移動による開始機構による硬化性向上効果は十分得られない。
　特に固体撮像素子の如き、高精細で微細な着色領域を形成するために本発明の硬化性組
成物を使用する場合には、高感度であっても、露光によりハロゲンを発生するトリアジン
系の開始剤は、ステッパー露光装置等の光源を汚染する懸念があり、使用することができ
ない。このため、該条件下で、３００ｎｍ以上の光源に幅広く対応可能であり、且つ、光
により直接分解するオキシム化合物を開始剤として用いる、即ちオキシムエステル系開始
剤（以下、適宜、オキシム型開始剤と称する場合がある。）を用いることが好ましい。特
に、顔料が硬化性組成物全固形分中３０質量％以上、更に４０質量％以上含み、重合性成
分の比率が低い硬化性組成物において、オキシム型開始剤の使用はより効果的である。
【０２３２】
　本発明において開始剤として使用しうるオキシム化合物は、分子内に〔－Ｃ＝Ｎ－Ｏ－
〕結合を有する化合物であれば制限なく使用することができるが、好ましくは、下記一般
式（Ｉ）、（ＩＩ）で表される化合物が挙げられる。
【０２３３】
【化８３】

【０２３４】
　一般式（Ｉ）、（ＩＩ）中、Ｒ１は１価の有機基であり、好ましくは構造内にカルボニ
ル基またはスルホ基を有する有機基であることが好ましく、感度、安定性の観点から、Ｒ
１は下記一般式（ＩＩＩ）、または一般式（ＩＶ）で表される１価の有機基であることが
好ましい。
【０２３５】

【化８４】

【０２３６】
　一般式（ＩＩＩ）、（ＩＶ）中、Ｒ４は１価の有機基を表し、具体的には、炭素数１～
２０のアルキル基、アルケニル基、アルキニル基、シクロアルキル基、シクロアルケニル
基、シクロアルキニル基、アリール基、ヘテロ環基、アルコキシ基であることが好ましい
。
　これらは、さらに置換基を有するものであってもよく、導入可能な置換基としては、ハ
ロゲン原子、水酸基、アルキル基、アルケニル基、アルキニル基、シクロアルキル基、シ
クロアルケニル基、シクロアルキニル基、アリール基、ヘテロ環基、シアノ基、アルコキ
シ基、アリーロキシ基、チオアルコキシ基、チオアリーロキシ基、カルボキシル基、アル
コキシカルボニル基、スルホ基、スルホンアミド基、ウレア基、チオウレア基、アミノ基
、アミド基、カルボニル基、ニトロ基或いはこれらの基を有する置換基が挙げられる。
　これらのなかでも、経時安定性、感度、生産性の面から最も好ましくは一般式（ＩＩＩ
）で表される置換基であって、Ｒ４がアルキル基、またはアリール基である。
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【０２３７】
　一般式（Ｉ）、（ＩＩ）中、Ｒ２は水素原子または１価の有機基を表し、Ｒ２が１価の
有機基を表す場合の有機基としては、例えば、炭素数１～２０のアルキル基、アルケニル
基、アルキニル基、シクロアルキル基、シクロアルケニル基、シクロアルキニル基、アリ
ール基、ヘテロ環基、アルコキシ基などが挙げられる。
　これらは、さらに置換基を有するものであってもよく、導入可能な置換基としては、ハ
ロゲン原子、水酸基、アルキル基、アルケニル基、アルキニル基、シクロアルキル基、シ
クロアルケニル基、シクロアルキニル基、シアノ基、アリール基、ヘテロ環基、アルコキ
シ基、アリーロキシ基、チオアルコキシ基、チオアリーロキシ基、カルボキシル基、アル
コキシカルボニル基、スルホ基、スルホンアミド基、ウレア基、チオウレア基、アミノ基
、アミド基、カルボニル基、ニトロ基或いはこれらの基を有する置換基が挙げられる。
【０２３８】
　Ｒ３は１価の有機基を表し、例えば、炭素数１～２０のアルキル基、アルケニル基、ア
ルキニル基、シクロアルキル基、シクロアルケニル基、シクロアルキニル基、アリール基
、ヘテロ環基、アルコキシ基が挙げられる。
　これらは、さらに置換基を有するものであってもよく、導入可能な置換基としては、ハ
ロゲン原子、水酸基、アルキル基、アルケニル基、アルキニル基、シクロアルキル基、シ
クロアルケニル基、シクロアルキニル基、アリール基、シアノ基、ヘテロ環基、アルコキ
シ基、アリーロキシ基、チオアルコキシ基、チオアリーロキシ基、カルボキシル基、アル
コキシカルボニル基、スルホ基、スルホンアミド基、ウレア基、チオウレア基、アミノ基
、アミド基、カルボニル基、ニトロ基或いはこれらの基を有する置換基が挙げられる。
【０２３９】
　上記のなかでも感度の観点から、Ｒ３はアリール基又は、ヘテロ環基であることが好ま
しく、アリール基である場合は窒素原子、硫黄原子を有する置換基で置換されていること
が好ましく、又、ヘテロ環である場合、窒素原子、酸素原子、硫黄原子を含むことが好ま
しい。
　本発明に好ましく用いうる（Ｂ）オキシム型開始剤の具体例を以下に示すが、本発明は
これらに限定されるものではない。
【０２４０】
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【０２４１】
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【化８６】

【０２４２】
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【０２４３】
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【０２４４】
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【化８９】

【０２４５】
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【化９０】

【０２４６】
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【化９１】

【０２４７】
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【化９２】

【０２４８】
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【０２４９】
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【０２５０】
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【化９５】

【０２５１】
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【０２５２】



(105) JP 5448352 B2 2014.3.19

10

20

30

【化９７】

【０２５３】
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【化９８】

【０２５４】
　これらの化合物のなかでも、好ましくは、上述の一般式（Ｉ）又は（ＩＩ）におけるＲ
３が硫黄原子を有する置換基で置換されているアリール、または窒素含有芳香族環であり
、かつＲ１はアリール基またはアルキル基である化合物である。最も好ましくは（II）に
おいてＲ３が窒素含有芳香族環であり、Ｒ１が炭素数１～３のアルキル基である化合物で
ある。
【０２５５】
　本発明の着色硬化性組成物における（Ｂ）オキシム型開始剤の含有量は、該組成物全固
形に対して、０．３～３０質量％の範囲であることが好ましく、1～２０質量％の範囲で
あることがより好ましい。
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　（Ｂ）オキシム型開始剤は高感度であるため、顔料を多量に含む本発明の着色硬化性組
成物において、上記配合量においても、優れた硬化膜を形成することが可能である。
【０２５６】
＜（Ｃ）重合性化合物＞
　本発明には、硬化成分として、前記（Ｂ）オキシム型開始剤とともに、（Ｃ）重合性化
合物を用いる。本発明に用いうる重合性化合物としては、一般的なラジカル重合性化合物
が挙げられ、当該産業分野においてエチレン性不飽和二重結合を有する化合物として広く
知られる化合物を特に限定無く用いることができる。これらは、例えばモノマー、プレポ
リマー、すなわち２量体、３量体及びオリゴマー、又はそれらの混合物ならびにそれらの
共重合体などの化学的形態をもつ。
　モノマー及びその共重合体の例としては、不飽和カルボン酸（例えば、アクリル酸、メ
タクリル酸、イタコン酸、クロトン酸、イソクロトン酸、マレイン酸など）や、そのエス
テル類、アミド類が挙げられ、好ましくは、不飽和カルボン酸と脂肪族多価アルコール化
合物とのエステル、不飽和カルボン酸と脂肪族多価アミン化合物とのアミド類が用いられ
る。また、ヒドロキシル基やアミノ基、メルカプト基等の求核性置換基を有する不飽和カ
ルボン酸エステル或いはアミド類と単官能若しくは多官能イソシアネート類或いはエポキ
シ類との付加反応物、及び単官能若しくは、多官能のカルボン酸との脱水縮合反応物等も
好適に使用される。また、イソシアネート基や、エポキシ基等の親電子性置換基を有する
不飽和カルボン酸エステル或いはアミド類と単官能若しくは多官能のアルコール類、アミ
ン類、チオール類との付加反応物、更にハロゲン基や、トシルオキシ基等の脱離性置換基
を有する不飽和カルボン酸エステル或いはアミド類と単官能若しくは多官能のアルコール
類、アミン類、チオール類との置換反応物も好適である。また、別の例として、上記の不
飽和カルボン酸の代わりに、不飽和ホスホン酸、スチレン、ビニルエーテル等に置き換え
た化合物群を使用することも可能である。
【０２５７】
　脂肪族多価アルコール化合物と不飽和カルボン酸とのエステルのモノマーの具体例とし
ては、アクリル酸エステルとして、エチレングリコールジアクリレート、トリエチレング
リコールジアクリレート、１，３－ブタンジオールジアクリレート、テトラメチレングリ
コールジアクリレート、プロピレングリコールジアクリレート、ネオペンチルグリコール
ジアクリレート、トリメチロールプロパントリアクリレート、トリメチロールプロパント
リ（アクリロイルオキシプロピル）エーテル、トリメチロールエタントリアクリレート、
ヘキサンジオールジアクリレート、１，４－シクロヘキサンジオールジアクリレート、テ
トラエチレングリコールジアクリレート、ペンタエリスリトールジアクリレート、ペンタ
エリスリトールトリアクリレート、ペンタエリスリトールテトラアクリレート、ジペンタ
エリスリトールジアクリレート、ジペンタエリスリトールヘキサアクリレート、ソルビト
ールトリアクリレート、ソルビトールテトラアクリレート、ソルビトールペンタアクリレ
ート、ソルビトールヘキサアクリレート、トリ（アクリロイルオキシエチル）イソシアヌ
レート、ポリエステルアクリレートオリゴマー、等がある。また、これらの化合物のＥＯ
変性体、または、ＰＯ変性体も挙げられる。
【０２５８】
　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、およびこれらのＥＯ変性体、ＰＯ
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変性体が挙げられる。
【０２５９】
　イタコン酸エステルとしては、エチレングリコールジイタコネート、プロピレングリコ
ールジイタコネート、１，３－ブタンジオールジイタコネート、１，４－ブタンジオール
ジイタコネート、テトラメチレングリコールジイタコネート、ペンタエリスリトールジイ
タコネート、ソルビトールテトライタコネート等がある。クロトン酸エステルとしては、
エチレングリコールジクロトネート、テトラメチレングリコールジクロトネート、ペンタ
エリスリトールジクロトネート、ソルビトールテトラジクロトネート等がある。イソクロ
トン酸エステルとしては、エチレングリコールジイソクロトネート、ペンタエリスリトー
ルジイソクロトネート、ソルビトールテトライソクロトネート等がある。マレイン酸エス
テルとしては、エチレングリコールジマレート、トリエチレングリコールジマレート、ペ
ンタエリスリトールジマレート、ソルビトールテトラマレート等がある。
【０２６０】
　その他のエステルの例として、例えば、特公昭５１－４７３３４、特開昭５７－１９６
２３１記載の脂肪族アルコール系エステル類や、特開昭５９－５２４０、特開昭５９－５
２４１、特開平２－２２６１４９記載の芳香族系骨格を有するもの、特開平１－１６５６
１３記載のアミノ基を含有するもの等も好適に用いられる。更に、前述のエステルモノマ
ーは混合物としても使用することができる。
【０２６１】
　また、脂肪族多価アミン化合物と不飽和カルボン酸とのアミドのモノマーの具体例とし
ては、メチレンビス－アクリルアミド、メチレンビス－メタクリルアミド、１，６－ヘキ
サメチレンビス－アクリルアミド、１，６－ヘキサメチレンビス－メタクリルアミド、ジ
エチレントリアミントリスアクリルアミド、キシリレンビスアクリルアミド、キシリレン
ビスメタクリルアミド等がある。その他の好ましいアミド系モノマーの例としては、特公
昭５４－２１７２６記載のシクロへキシレン構造を有すものを挙げることができる。
【０２６２】
　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（Ｅ）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。
【０２６３】
　ＣＨ２＝Ｃ（Ｒ４）ＣＯＯＣＨ２ＣＨ（Ｒ５）ＯＨ（Ｅ）
（ただし、Ｒ４及びＲ５は、Ｈ又はＣＨ３を示す。）
【０２６４】
　また、特開昭５１－３７１９３号、特公平２－３２２９３号、特公平２－１６７６５号
に記載されているようなウレタンアクリレート類や、特公昭５８－４９８６０号、特公昭
５６－１７６５４号、特公昭６２－３９４１７号、特公昭６２－３９４１８号記載のエチ
レンオキサイド系骨格を有するウレタン化合物類も好適である。更に、特開昭６３－２７
７６５３号、特開昭６３－２６０９０９号、特開平１－１０５２３８号に記載される、分
子内にアミノ構造やスルフィド構造を有する付加重合性化合物類を用いることによっては
、非常に感光スピードに優れた硬化性組成物を得ることができる。
【０２６５】
　その他の例としては、特開昭４８－６４１８３号、特公昭４９－４３１９１号、特公昭
５２－３０４９０号、各公報に記載されているようなポリエステルアクリレート類、エポ
キシ樹脂と（メタ）アクリル酸を反応させたエポキシアクリレート類等の多官能のアクリ
レートやメタクリレートを挙げることができる。また、特公昭４６－４３９４６号、特公
平１－４０３３７号、特公平１－４０３３６号記載の特定の不飽和化合物や、特開平２－
２５４９３号記載のビニルホスホン酸系化合物等も挙げることができる。また、ある場合
には、特開昭６１－２２０４８号記載のペルフルオロアルキル基を含有する構造が好適に
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使用される。更に日本接着協会誌ｖｏｌ．２０、Ｎｏ．７、３００～３０８ページ（１９
８４年）に光硬化性モノマー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。
【０２６６】
　本発明においては、硬化感度の観点から、２個以上のエチレン性不飽和結合を含有する
ことが好ましく、３個以上の含有することが更に好ましい。中でも（メタ）アクリル酸エ
ステル構造を２個以上含有することが好ましく、３個以上含有することがより好ましく、
４個以上含有することが最も好ましい。更に、硬化感度、および、未露光部の現像性の観
点では、ＥＯ変性体を含有することが好ましい。また、硬化感度、および、露光部強度の
観点ではウレタン結合を含有することが好ましい。
【０２６７】
　以上の観点より、ビスフェノールＡジアクリレート、ビスフェノールＡジアクリレート
ＥＯ変性体、トリメチロールプロパントリアクリレート、トリメチロールプロパントリ（
アクリロイルオキシプロピル）エーテル、トリメチロールエタントリアクリレート、テト
ラエチレングリコールジアクリレート、ペンタエリスリトールジアクリレート、ペンタエ
リスリトールトリアクリレート、ペンタエリスリトールテトラアクリレート、ジペンタエ
リスリトールテトラアクリレート、ジペンタエリスリトールペンタアクリレート、ジペン
タエリスリトールヘキサアクリレート、ソルビトールトリアクリレート、ソルビトールテ
トラアクリレート、ソルビトールペンタアクリレート、ソルビトールヘキサアクリレート
、トリ（アクリロイルオキシエチル）イソシアヌレート、ペンタエリスリトールテトラア
クリレートＥＯ変性体、ジペンタエリスリトールヘキサアクリレートＥＯ変性体などが好
ましいものとして挙げられ、また、市販品としては、ウレタンオリゴマーＵＡＳ－１０、
ＵＡＢ－１４０（山陽国策パルプ社製）、ＤＰＨＡ－４０Ｈ（日本化薬社製）、ＵＡ－３
０６Ｈ、ＵＡ－３０６Ｔ、ＵＡ－３０６Ｉ、ＡＨ－６００、Ｔ－６００、ＡＩ－６００（
共栄社製）が好ましい。
【０２６８】
　なかでも、ビスフェノールＡジアクリレートＥＯ変性体、ペンタエリスリトールトリア
クリレート、ペンタエリスリトールテトラアクリレート、ジペンタエリスリトールペンタ
アクリレート、ジペンタエリスリトールヘキサアクリレート、トリ（アクリロイルオキシ
エチル）イソシアヌレート、ペンタエリスリトールテトラアクリレートＥＯ変性体、ジペ
ンタエリスリトールヘキサアクリレートＥＯ変性体などが、市販品としては、ＤＰＨＡ－
４０Ｈ（日本化薬社製）、ＵＡ－３０６Ｈ、ＵＡ－３０６Ｔ、ＵＡ－３０６Ｉ、ＡＨ－６
００、Ｔ－６００、ＡＩ－６００（共栄社製）がより好ましい。
【０２６９】
　また、酸基を有するエチレン性不飽和化合物類も好適であり、市販品としては、例えば
、東亞合成株式会社製のカルボキシル基含有３官能アクリレートであるＴＯ－７５６、及
びカルボキシル基含有５官能アクリレートであるＴＯ－１３８２などが挙げられる。
【０２７０】
　（Ｃ）重合性化合物は１種のみを用いてもよく、２種以上を併用してもよい。
　本発明の着色硬化性組成物における（Ｃ）重合性化合物の含有量は、固形分換算で、
４～８０質量％の範囲であることが好ましく、７～５０質量％の範囲であることがさらに
好ましい。
　特に膜厚が０．８μm以下の硬化膜を形成しようとする場合には、（Ｃ）重合性化合物
の含有量は、全固形分中７～４０質量％、特に６～２５質量％の範囲で有効である。
【０２７１】
　本発明の着色硬化性組成物においては、前記（Ａ）～（Ｃ）成分に加え、本発明の効果
を損なわない範囲において、種々の添加剤を目的に応じて使用することができる。
　以下、本発明の着色硬化性組成物に含まれうる任意成分について説明する。
【０２７２】
＜バインダーポリマー＞
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　本発明の硬化性組成物においては、皮膜特性向上、現像性の調整などの目的で、必要に
応じて、さらにバインダーポリマーを使用することができる。
　バインダーとしては線状有機ポリマーを用いることが好ましい。このような「線状有機
ポリマー」としては、公知のものを任意に使用できる。好ましくは水現像あるいは弱アル
カリ水現像を可能とするために、水あるいは弱アルカリ水に可溶性又は膨潤性である線状
有機ポリマーが選択される。線状有機ポリマーは、皮膜形成剤としてだけでなく、水、弱
アルカリ水あるいは有機溶剤現像剤としての用途に応じて選択使用される。例えば、水可
溶性有機ポリマーを用いると水現像が可能になる。このような線状有機ポリマーとしては
、側鎖にカルボン酸基を有するラジカル重合体、例えば特開昭５９－４４６１５号、特公
昭５４－３４３２７号、特公昭５８－１２５７７号、特公昭５４－２５９５７号、特開昭
５４－９２７２３号、特開昭５９－５３８３６号、特開昭５９－７１０４８号に記載され
ているもの、すなわち、カルボキシル基を有するモノマーを単独あるいは共重合させた樹
脂、酸無水物を有するモノマーを単独あるいは共重合させ酸無水物ユニットを加水分解も
しくはハーフエステル化もしくはハーフアミド化させた樹脂、エポキシ樹脂を不飽和モノ
カルボン酸および酸無水物で変性させたエポキシアクリレート等が挙げられる。カルボキ
シル基を有するモノマーとしては、アクリル酸、メタクリル酸、イタコン酸、クロトン酸
、マレイン酸、フマル酸、４－カルボキシルスチレン等があげられ、酸無水物を有するモ
ノマーとしては、無水マレイン酸等が挙げられる。
　また同様に側鎖にカルボン酸基を有する酸性セルロース誘導体がある。この他に水酸基
を有する重合体に環状酸無水物を付加させたものなどが有用である。
【０２７３】
　アルカリ可溶性樹脂を共重合体として用いる場合、共重合させる化合物として、先にあ
げたモノマー以外の他のモノマーを用いることもできる。他のモノマーの例としては、下
記（１）～（１２）の化合物が挙げられる。
【０２７４】
（１）２－ヒドロキシエチルアクリレート、２－ヒドロキシプロピルアクリレート、３－
ヒドロキシプロピルアクリレート、４－ヒドロキシブチルアクリレート、２－ヒドロキシ
エチルメタクリレート、２－ヒドロキシプロピルメタクリレート、３－ヒドロキシプロピ
ルメタクリレート、４－ヒドロキシブチルメタクリレート等の脂肪族水酸基を有するアク
リル酸エステル類、及びメタクリル酸エステル類。
（２）アクリル酸メチル、アクリル酸エチル、アクリル酸プロピル、アクリル酸ブチル、
アクリル酸イソブチル、アクリル酸アミル、アクリル酸ヘキシル、アクリル酸２－エチル
ヘキシル、アクリル酸オクチル、アクリル酸ベンジル、アクリル酸－２－クロロエチル、
グリシジルアクリレート、３，４－エポキシシクロヘキシルメチルアクリレート、ビニル
アクリレート、２－フェニルビニルアクリレート、１－プロペニルアクリレート、アリル
アクリレート、２－アリロキシエチルアクリレート、プロパルギルアクリレート等のアル
キルアクリレート。
【０２７５】
（３）メタクリル酸メチル、メタクリル酸エチル、メタクリル酸プロピル、メタクリル酸
ブチル、メタクリル酸イソブチル、メタクリル酸アミル、メタクリル酸ヘキシル、メタク
リル酸２－エチルヘキシル、メタクリル酸シクロヘキシル、メタクリル酸ベンジル、メタ
クリル酸－２－クロロエチル、グリシジルメタクリレート、３，４－エポキシシクロヘキ
シルメチルメタクリレート、ビニルメタクリレート、２－フェニルビニルメタクリレート
、１－プロペニルメタクリレート、アリルメタクリレート、２－アリロキシエチルメタク
リレート、プロパルギルメタクリレート等のアルキルメタクリレート。
（４）アクリルアミド、メタクリルアミド、Ｎ－メチロールアクリルアミド、Ｎ－エチル
アクリルアミド、Ｎ－ヘキシルメタクリルアミド、Ｎ－シクロヘキシルアクリルアミド、
Ｎ－ヒドロキシエチルアクリルアミド、Ｎ－フェニルアクリルアミド、Ｎ－ニトロフェニ
ルアクリルアミド、Ｎ－エチル－Ｎ－フェニルアクリルアミド、ビニルアクリルアミド、
ビニルメタクリルアミド、Ｎ，Ｎ－ジアリルアクリルアミド、Ｎ，Ｎ－ジアリルメタクリ
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ルアミド、アリルアクリルアミド、アリルメタクリルアミド等のアクリルアミド若しくは
メタクリルアミド。
【０２７６】
（５）エチルビニルエーテル、２－クロロエチルビニルエーテル、ヒドロキシエチルビニ
ルエーテル、プロピルビニルエーテル、ブチルビニルエーテル、オクチルビニルエーテル
、フェニルビニルエーテル等のビニルエーテル類。
（６）ビニルアセテート、ビニルクロロアセテート、ビニルブチレート、安息香酸ビニル
等のビニルエステル類。
（７）スチレン、α－メチルスチレン、メチルスチレン、クロロメチルスチレン、ｐ－ア
セトキシスチレン等のスチレン類。
（８）メチルビニルケトン、エチルビニルケトン、プロピルビニルケトン、フェニルビニ
ルケトン等のビニルケトン類。
（９）エチレン、プロピレン、イソブチレン、ブタジエン、イソプレン等のオレフィン類
。
【０２７７】
（１０）Ｎ－ビニルピロリドン、アクリロニトリル、メタクリロニトリル等。
（１１）マレイミド、Ｎ－アクリロイルアクリルアミド、Ｎ－アセチルメタクリルアミド
、Ｎ－プロピオニルメタクリルアミド、Ｎ－（ｐ－クロロベンゾイル）メタクリルアミド
等の不飽和イミド。
（１２）α位にヘテロ原子が結合したメタクリル酸系モノマー。例えば、特願２００１－
１１５５９５号明細書、特願２００１－１１５５９８号明細書等に記載されている化合物
を挙げる事ができる。
【０２７８】
　これらの中で、側鎖にアリル基やビニルエステル基とカルボキシル基を有する（メタ）
アクリル樹脂及び特開２０００－１８７３２２号公報、特開２００２－６２６９８号公報
に記載されている側鎖に二重結合を有するアルカリ可溶性樹脂や、特開２００１－２４２
６１２号公報に記載されている側鎖にアミド基を有するアルカリ可溶性樹脂が膜形成性、
感度、現像性のバランスに優れており、好適である。
【０２７９】
　また、特公平７－１２００４号、特公平７－１２００４１号、特公平７－１２００４２
号、特公平８－１２４２４号、特開昭６３－２８７９４４号、特開昭６３－２８７９４７
号、特開平１－２７１７４１号、特願平１０－１１６２３２号等に記載される酸基を含有
するウレタン系バインダーポリマーや、特開２００２－１０７９１８に記載される酸基と
二重結合を側鎖に有するウレタン系バインダーポリマーは、非常に、強度に優れるので、
耐刷性・低露光適性の点で有利である。
　また、欧州特許９９３９６６、欧州特許１２０４０００、特開２００１－３１８４６３
等に記載の酸基を有するアセタール変性ポリビニルアルコール系バインダーポリマーは、
膜強度、現像性のバランスに優れており、好適である。
　さらにこの他に水溶性線状有機ポリマーとして、ポリビニルピロリドンやポリエチレン
オキサイド等が有用である。また硬化皮膜の強度を上げるためにアルコール可溶性ナイロ
ンや２，２－ビス－（４－ヒドロキシフェニル）－プロパンとエピクロロヒドリンのポリ
エーテル等も有用である。
【０２８０】
　本発明で使用しうるバインダーポリマーの重量平均分子量としては、好ましくは３，０
００以上であり、さらに好ましくは５，０００～３０万の範囲であり、数平均分子量につ
いては好ましくは１，０００以上であり、さらに好ましくは２，０００～２５万の範囲で
ある。多分散度（重量平均分子量／数平均分子量）は１以上が好ましく、さらに好ましく
は１．１～１０の範囲である。
　これらのバインダーポリマーは、ランダムポリマー、ブロックポリマー、グラフトポリ
マー等いずれでもよい。
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【０２８１】
　本発明で用いうるバインダーポリマーは、従来公知の方法により合成できる。合成する
際に用いられる溶媒としては、例えば、テトラヒドロフラン、エチレンジクロリド、シク
ロヘキサノン、メチルエチルケトン、アセトン、メタノール、エタノール、エチレングリ
コールモノメチルエーテル、エチレングリコールモノエチルエーテル、２－メトキシエチ
ルアセテート、ジエチレングリコールジメチルエーテル、１－メトキシ－２－プロパノー
ル、１－メトキシ－２－プロピルアセテート、Ｎ，Ｎ－ジメチルホルムアミド、Ｎ，Ｎ－
ジメチルアセトアミド、トルエン、酢酸エチル、乳酸メチル、乳酸エチル、ジメチルスル
ホキシド、水等が挙げられる。これらの溶媒は単独で又は２種以上混合して用いられる。
　本発明において用いうるバインダーポリマーを合成する際に用いられるラジカル重合開
始剤としては、アゾ系開始剤、過酸化物開始剤等公知の化合物が挙げられる。
【０２８２】
　バインダーポリマーは、顔料分散時に添加することも可能であり、また、分散済みの分
散液を用いて硬化性組成物を調製する際に添加することも可能である。バインダーポリマ
ーの添加量は、硬化性組成物の全固形分中、好ましくは０質量％～５０質量％、より好ま
しくは２質量％～３０質量％である。
　また、本発明において、液晶用或いは固体撮像素子用カラーフィルタでアルカリ現像に
よる画像形成に用いられる場合には、酸基及び／又は親水性基を有するバインダーポリマ
ーを使用することが好ましく、このような目的で使用されるバインダーポリマーが有する
好ましい酸基としては、カルボキシル基、スルホンアミド基、スルホン酸基、ホスホン酸
基、フェノール基であり、現像性と感度の観点から好ましい酸価は０．１ｍｍｏｌ／ｇ～
１０ｍｍｏｌ／ｇであり、より好ましくは０．２ｍｍｏｌ／ｇ～５ｍｍｏｌ／ｇ、最も好
ましくは０．３ｍｍｏｌ／ｇ～３ｍｍｏｌ／ｇである。
【０２８３】
＜光重合開始剤＞
　本発明の着色硬化性組成物は、必要に応じ、前記（Ｂ）オキシム型開始剤以外の、（Ｂ
－２）他の光重合開始剤をさらに含有することができる。
　本発明における（Ｂ－２）他の光重合開始剤は、光により分解し、前記（Ｃ）重合性化
合物の重合を開始、促進する化合物であり、波長３００～５００ｎｍの領域に吸収を有す
るものであることが好ましい。また、光重合開始剤は、単独で、又は２種以上を併用して
用いることができる。
【０２８４】
　光重合開始剤としては、例えば、有機ハロゲン化化合物、オキシジアゾール化合物、カ
ルボニル化合物、ケタール化合物、ベンゾイン化合物、アクリジン化合物、有機過酸化化
合物、アゾ化合物、クマリン化合物、アジド化合物、メタロセン化合物、ヘキサアリール
ビイミダゾール化合物、有機ホウ酸化合物、ジスルホン酸化合物、オニウム塩化合物、ア
シルホスフィン（オキシド）化合物が挙げられる。
【０２８５】
　有機ハロゲン化化合物としては、具体的には、若林等、「Ｂｕｌｌ　Ｃｈｅｍ．Ｓｏｃ
　Ｊａｐａｎ」４２、２９２４（１９６９）、米国特許第３，９０５，８１５号明細書、
特公昭４６－４６０５号、特開昭４８－３６２８１号、特開昭５５－３２０７０号、特開
昭６０－２３９７３６号、特開昭６１－１６９８３５号、特開昭６１－１６９８３７号、
特開昭６２－５８２４１号、特開昭６２－２１２４０１号、特開昭６３－７０２４３号、
特開昭６３－２９８３３９号、Ｍ．Ｐ．Ｈｕｔｔ“Ｊｕｒｎａｌ　ｏｆ　Ｈｅｔｅｒｏｃ
ｙｃｌｉｃ　Ｃｈｅｍｉｓｔｒｙ”１（Ｎｏ３），（１９７０）」筆に記載の化合物が挙
げられ、特に、トリハロメチル基が置換したオキサゾール化合物、ｓ－トリアジン化合物
が挙げられる。
【０２８６】
　ｓ－トリアジン化合物として、より好適には、すくなくとも一つのモノ、ジ、又はトリ
ハロゲン置換メチル基がｓ－トリアジン環に結合したｓ－トリアジン誘導体、具体的には
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、例えば、２，４，６－トリス（モノクロロメチル）－ｓ－トリアジン、２，４，６－ト
リス（ジクロロメチル）－ｓ－トリアジン、２，４，６－トリス（トリクロロメチル）－
ｓ－トリアジン、２－メチル－４，６－ビス（トリクロロメチル）－ｓ－トリアジン、２
―ｎ－プロピル－４，６－ビス（トリクロロメチル）－ｓ－トリアジン、２－（α，α，
β－トリクロロエチル）－４，６－ビス（トリクロロメチル）－ｓ－トリアジン、２－フ
ェニル－４，６－ビス（トリクロロメチル）－ｓ－トリアジン、２－（ｐ－メトキシフェ
ニル）－４，６－ビス（トリクロロメチル）－ｓ－トリアジン、２－（３，４－エポキシ
フェニル）－４、６－ビス（トリクロロメチル）－ｓ－トリアジン、２－（ｐ－クロロフ
ェニル）－４，６－ビス（トリクロロメチル）－ｓ－トリアジン、２－〔１－（ｐ－メト
キシフェニル）－２，４－ブタジエニル〕－４，６－ビス（トリクロロメチル）－ｓ－ト
リアジン、２－スチリル－４，６－ビス（トリクロロメチル）－ｓ－トリアジン、２－（
ｐ－メトキシスチリル）－４，６－ビス（トリクロロメチル）－ｓ－トリアジン、２－（
ｐ－ｉ－プロピルオキシスチリル）－４、６－ビス（トリクロロメチル）－ｓ－トリアジ
ン、２－（ｐ－トリル）－４，６－ビス（トリクロロメチル）－ｓ－トリアジン、２－（
４－ナトキシナフチル）－４，６－ビス（トリクロロメチル）－ｓ－トリアジン、２－フ
ェニルチオ－４，６－ビス（トリクロロメチル）－ｓ－トリアジン、２－ベンジルチオ－
４，６－ビス（トリクロロメチル）－ｓ－トリアジン、２，４，６－トリス（ジブロモメ
チル）－ｓ－トリアジン、２，４，６－トリス（トリブロモメチル）－ｓ－トリアジン、
２－メチル－４，６－ビス（トリブロモメチル）－ｓ－トリアジン、２－メトキシ－４，
６－ビス（トリブロモメチル）－ｓ－トリアジン等が挙げられる。
【０２８７】
　オキシジアゾール化合物としては、２－トリクロロメチル－５－スチリル－１，３，４
－オキソジアゾール、２－トリクロロメチル－５－（シアノスチリル）－１，３，４－オ
キソジアゾール、２－トリクロロメチル－５－（ナフト－１－イル）－１，３，４－オキ
ソジアゾール、２－トリクロロメチル－５－（４－スチリル）スチリル－１，３，４－オ
キソジアゾールなどが挙げられる。
【０２８８】
　カルボニル化合物としては、ベンゾフェノン、ミヒラーケトン、２－メチルベンゾフェ
ノン、３－メチルベンゾフェノン、４－メチルベンゾフェノン、２－クロロベンゾフェノ
ン、４－ブロモベンゾフェノン、２－カルボキシベンゾフェノン等のベンゾフェノン誘導
体、２，２－ジメトキシ－２－フェニルアセトフェノン、２，２－ジエトキシアセトフェ
ノン、１－ヒドロキシシクロヘキシルフェニルケトン、α－ヒドトキシ－２－メチルフェ
ニルプロパノン、１－ヒドロキシ－１－メチルエチル－（ｐ－イソプロピルフェニル）ケ
トン、１－ヒドロキシ－１－（ｐ－ドデシルフェニル）ケトン、２－メチルー（４’－（
メチルチオ）フェニル）－２－モルホリノ－１－プロパノン、１，１，１－トリクロロメ
チル－（ｐ－ブチルフェニル）ケトン、２－ベンジル－２－ジメチルアミノ－４－モルホ
リノブチロフェノン等のアセトフェノン誘導体、チオキサントン、２－エチルチオキサン
トン、２－イソプロピルチオキサントン、２－クロロチオキサントン、２，４－ジメチル
チオキサントン、２，４－ジエチルチオキサントン、２，４－ジイソプロピルチオキサン
トン等のチオキサントン誘導体、ｐ－ジメチルアミノ安息香酸エチル、ｐ－ジエチルアミ
ノ安息香酸エチル等の安息香酸エステル誘導体等を挙げることができる。
【０２８９】
　ケタール化合物としては、ベンジルメチルケタール、ベンジル－β－メトキシエチルエ
チルアセタールなどを挙げることができる。
【０２９０】
　ベンゾイン化合物としてはｍベンゾインイソプロピルエーテル、ベンゾインイソブチル
エーテル、ベンゾインメチルエーテル、メチルｏ－ベンゾイルベンゾエートなどを挙げる
ことができる。
【０２９１】
　アクリジン化合物としては、９－フェニルアクリジン、１，７－ビス（９－アクリジニ
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ル）ヘプタンなどを挙げることができる。
【０２９２】
　有機過酸化化合物としては、例えば、トリメチルシクロヘキサノンパーオキサイド、ア
セチルアセトンパーオキサイド、１，１－ビス（ｔｅｒｔ－ブチルパーオキシ）－３，３
，５－トリメチルシクロヘキサン、１，１－ビス（ｔｅｒｔ－ブチルパーオキシ）シクロ
ヘキサン、２，２－ビス（ｔｅｒｔ－ブチルパーオキシ）ブタン、ｔｅｒｔ－ブチルハイ
ドロパーオキサイド、クメンハイドロパーオキサイド、ジイソプロピルベンゼンハイドロ
パーオキサイド、２，５－ジメチルヘキサン－２，５－ジハイドロパーオキサイド、１，
１，３，３－テトラメチルブチルハイドロパーオキサイド、ｔｅｒｔ－ブチルクミルパー
オキサイド、ジクミルパーオキサイド、２，５－ジメチル－２，５－ジ（ｔｅｒｔ－ブチ
ルパーオキシ）ヘキサン、２，５－オキサノイルパーオキサイド、過酸化こはく酸、過酸
化ベンゾイル、２，４－ジクロロベンゾイルパーオキサイド、ジイソプロピルパーオキシ
ジカーボネート、ジ－２－エチルヘキシルパーオキシジカーボネート、ジ－２－エトキシ
エチルパーオキシジカーボネート、ジメトキシイソプロピルパーオキシカーボネート、ジ
（３－メチル－３－メトキシブチル）パーオキシジカーボネート、ｔｅｒｔ－ブチルパー
オキシアセテート、ｔｅｒｔ－ブチルパーオキシピバレート、ｔｅｒｔ－ブチルパーオキ
シネオデカノエート、ｔｅｒｔ－ブチルパーオキシオクタノエート、ｔｅｒｔ－ブチルパ
ーオキシラウレート、ターシルカーボネート、３，３’，４，４’－テトラ－（ｔ－ブチ
ルパーオキシカルボニル）ベンゾフェノン、３，３’，４，４’－テトラ－（ｔ－ヘキシ
ルパーオキシカルボニル）ベンゾフェノン、３，３’，４，４’－テトラ－（ｐ－イソプ
ロピルクミルパーオキシカルボニル）ベンゾフェノン、カルボニルジ（ｔ－ブチルパーオ
キシ二水素二フタレート）、カルボニルジ（ｔ－ヘキシルパーオキシ二水素二フタレート
）等が挙げられる。
【０２９３】
　アゾ化合物としては、例えば、特開平８－１０８６２１号公報に記載のアゾ化合物等を
挙げることができる。
【０２９４】
　クマリン化合物としては、例えば、３－メチル－５－アミノ－（（ｓ－トリアジン－２
－イル）アミノ）－３－フェニルクマリン、３－クロロ－５－ジエチルアミノ－（（ｓ－
トリアジン－２－イル）アミノ）－３－フェニルクマリン、３－ブチル－５－ジメチルア
ミノ－（（ｓ－トリアジン－２－イル）アミノ）－３－フェニルクマリン等を挙げること
ができる。
【０２９５】
　アジド化合物としては、米国特許第２８４８３２８号明細書、米国特許第２８５２３７
９号明細書ならびに米国特許第２９４０８５３号明細書に記載の有機アジド化合物、２，
６－ビス（４－アジドベンジリデン）－４－エチルシクロヘキサノン（ＢＡＣ－Ｅ）等が
挙げられる。
【０２９６】
　メタロセン化合物としては、特開昭５９－１５２３９６号公報、特開昭６１－１５１１
９７号公報、特開昭６３－４１４８４号公報、特開平２－２４９号公報、特開平２－４７
０５号公報、特開平５－８３５８８号公報記載の種々のチタノセン化合物、例えば、ジ－
シクロペンタジエニル－Ｔｉ－ビス－フェニル、ジ－シクロペンタジエニル－Ｔｉ－ビス
－２，６－ジフルオロフェニ－１－イル、ジ－シクロペンタジエニル－Ｔｉ－ビス－２，
４－ジ－フルオロフェニ－１－イル、ジ－シクロペンタジエニル－Ｔｉ－ビス－２，４，
６－トリフルオロフェニ－１－イル、ジ－シクロペンタジエニル－Ｔｉ－ビス－２，３，
５，６－テトラフルオロフェニ－１－イル、ジ－シクロペンタジエニル－Ｔｉ－ビス－２
，３，４，５，６－ペンタフルオロフェニ－１－イル、ジ－メチルシクロペンタジエニル
－Ｔｉ－ビス－２，６－ジフルオロフェニ－１－イル、ジ－メチルシクロペンタジエニル
－Ｔｉ－ビス－２，４，６－トリフルオロフェニ－１－イル、ジ－メチルシクロペンタジ
エニル－Ｔｉ－ビス－２，３，５，６－テトラフルオロフェニ－１－イル、ジ－メチルシ
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クロペンタジエニル－Ｔｉ－ビス－２，３，４，５，６－ペンタフルオロフェニ－１－イ
ル、特開平１－３０４４５３号公報、特開平１－１５２１０９号公報記載の鉄－アレーン
錯体等が挙げられる。
【０２９７】
　ヘキサアリールビイミダゾール化合物としては、例えば、特公平６－２９２８５号公報
、米国特許第３，４７９，１８５号、同第４，３１１，７８３号、同第４，６２２，２８
６号等の各明細書に記載の種々の化合物、具体的には、２，２’－ビス（ｏ－クロロフェ
ニル）－４，４’，５，５’－テトラフェニルビイミダゾール、２，２’－ビス（ｏ－ブ
ロモフェニル））４，４’，５，５’－テトラフェニルビイミダゾール、２，２’－ビス
（ｏ，ｐ－ジクロロフェニル）－４，４’，５，５’－テトラフェニルビイミダゾール、
２，２’－ビス（ｏ－クロロフェニル）－４，４’，５，５’－テトラ（ｍ－メトキシフ
ェニル）ビイジダゾール、２，２’－ビス（ｏ，ｏ’－ジクロロフェニル）－４，４’，
５，５’－テトラフェニルビイミダゾール、２，２’－ビス（ｏ－ニトロフェニル）－４
，４’，５，５’－テトラフェニルビイミダゾール、２，２’－ビス（ｏ－メチルフェニ
ル）－４，４’，５，５’－テトラフェニルビイミダゾール、２，２’－ビス（ｏ－トリ
フルオロフェニル）－４，４’，５，５’－テトラフェニルビイミダゾール等が挙げられ
る。
【０２９８】
　有機ホウ酸塩化合物としては、例えば、特開昭６２－１４３０４４号、特開昭６２－１
５０２４２号、特開平９－１８８６８５号、特開平９－１８８６８６号、特開平９－１８
８７１０号、特開２０００－１３１８３７、特開２００２－１０７９１６、特許第２７６
４７６９号、特願２０００－３１０８０８号、等の各公報、及び、Ｋｕｎｚ，Ｍａｒｔｉ
ｎ“Ｒａｄ　Ｔｅｃｈ’９８．Ｐｒｏｃｅｅｄｉｎｇ　Ａｐｒｉｌ　１９－２２，１９９
８，Ｃｈｉｃａｇｏ”等に記載される有機ホウ酸塩、特開平６－１５７６２３号公報、特
開平６－１７５５６４号公報、特開平６－１７５５６１号公報に記載の有機ホウ素スルホ
ニウム錯体或いは有機ホウ素オキソスルホニウム錯体、特開平６－１７５５５４号公報、
特開平６－１７５５５３号公報に記載の有機ホウ素ヨードニウム錯体、特開平９－１８８
７１０号公報に記載の有機ホウ素ホスホニウム錯体、特開平６－３４８０１１号公報、特
開平７－１２８７８５号公報、特開平７－１４０５８９号公報、特開平７－３０６５２７
号公報、特開平７－２９２０１４号公報等の有機ホウ素遷移金属配位錯体等が具体例とし
て挙げられる。
【０２９９】
　ジスルホン化合物としては、特開昭６１－１６６５４４号公報、特願２００１－１３２
３１８号明細書等記載される化合物等が挙げられる。
【０３００】
　オニウム塩化合物としては、例えば、Ｓ．Ｉ．Ｓｃｈｌｅｓｉｎｇｅｒ，Ｐｈｏｔｏｇ
ｒ．Ｓｃｉ．Ｅｎｇ．，１８，３８７（１９７４）、Ｔ．Ｓ．Ｂａｌ　ｅｔ　ａｌ，Ｐｏ
ｌｙｍｅｒ，２１，４２３（１９８０）に記載のジアゾニウム塩、米国特許第４，０６９
，０５５号明細書、特開平４－３６５０４９号等に記載のアンモニウム塩、米国特許第４
，０６９，０５５号、同４，０６９，０５６号の各明細書に記載のホスホニウム塩、欧州
特許第１０４，１４３号、米国特許第３３９，０４９号、同第４１０，２０１号の各明細
書、特開平２－１５０８４８号、特開平２－２９６５１４号の各公報に記載のヨードニウ
ム塩などが挙げられる。
【０３０１】
　本発明に好適に用いることのできるヨードニウム塩は、ジアリールヨードニウム塩であ
り、安定性の観点から、アルキル基、アルコキシ基、アリーロキシ基等の電子供与性基で
２つ以上置換されていることが好ましい。また、その他の好ましいスルホニウム塩の形態
として、トリアリールスルホニウム塩の１つの置換基がクマリン、アントアキノン構造を
有し、３００ｎｍ以上に吸収を有するヨードニウム塩などが好ましい。
【０３０２】
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　本発明に好適に用いることのできるスルホニウム塩としては、欧州特許第３７０，６９
３号、同３９０，２１４号、同２３３，５６７号、同２９７，４４３号、同２９７，４４
２号、米国特許第４，９３３，３７７号、同１６１，８１１号、同４１０，２０１号、同
３３９，０４９号、同４，７６０，０１３号、同４，７３４，４４４号、同２，８３３，
８２７号、独国特許第２，９０４，６２６号、同３，６０４，５８０号、同３，６０４，
５８１号の各明細書に記載のスルホニウム塩が挙げられ、安定性の感度点から好ましくは
電子吸引性基で置換されていることが好ましい。電子吸引性基としては、ハメット値が０
より大きいことが好ましい。好ましい電子吸引性基としては、ハロゲン原子、カルボン酸
などが挙げられる。
　また、その他の好ましいスルホニウム塩としては、トリアリールスルホニウム塩の１つ
の置換基がクマリン、アントアキノン構造を有し、３００ｎｍ以上に吸収を有するスルホ
ニウム塩が挙げられる。別の好ましいスルホニウム塩としては、トリアリールスルホニウ
ム塩が、アリロキシ基、アリールチオ基を置換基に有する３００ｎｍ以上に吸収を有する
スルホニウム塩が挙げられる。
【０３０３】
　また、オニウム塩化合物としては、Ｊ．Ｖ．Ｃｒｉｖｅｌｌｏ　ｅｔ　ａｌ，Ｍａｃｒ
ｏｍｏｌｅｃｕｌｅｓ，１０（６），１３０７（１９７７）、Ｊ．Ｖ．Ｃｒｉｖｅｌｌｏ
　ｅｔ　ａｌ，Ｊ．Ｐｏｌｙｍｅｒ　Ｓｃｉ．，Ｐｏｌｙｍｅｒ　Ｃｈｅｍ．Ｅｄ．，１
７，１０４７（１９７９）に記載のセレノニウム塩、Ｃ．Ｓ．Ｗｅｎ　ｅｔ　ａｌ，Ｔｅ
ｈ，Ｐｒｏｃ．Ｃｏｎｆ．Ｒａｄ．Ｃｕｒｉｎｇ　ＡＳＩＡ，ｐ４７８　Ｔｏｋｙｏ，Ｏ
ｃｔ（１９８８）に記載のアルソニウム塩等のオニウム塩等が挙げられる。
【０３０４】
　アシルホスフィン（オキシド）化合物としては、チバ・スペシャルティ・ケミカルズ社
製のイルガキュア８１９、ダロキュア４２６５、ダロキュアＴＰＯなどが挙げられる。
【０３０５】
　本発明に用いられる（Ｂ－２）他の光重合開始剤としては、本発明の着色硬化性組成物
の使用目的、使用される（ａ－１）顔料、（Ｃ）重合性化合物との関係で、適切なものを
１種又は２種以上選択して用いればよいが、露光感度の観点から、トリハロメチルトリア
ジン系化合物、ベンジルジメチルケタール化合物、α－ヒドロキシケトン化合物、α－ア
ミノケトン化合物、アシルホスフィン系化合物、フォスフィンオキサイド系化合物、メタ
ロセン化合物、トリアリルイミダゾールダイマー、オニウム系化合物、ベンゾチアゾール
系化合物、ベンゾフェノン系化合物、アセトフェノン系化合物およびその誘導体、シクロ
ペンタジエン－ベンゼン－鉄錯体およびその塩、ハロメチルオキサジアゾール化合物、３
－アリール置換クマリン化合物からなる群より選択される化合物が好ましい。
【０３０６】
　本発明の着色硬化性組成物に含有することができる（Ｂ－２）他の光重合開始剤の含有
量は、硬化性組成物の全固形分に対し０～２０質量％であることが好ましく、より好まし
くは０～１５質量％、更に好ましくは０～１０質量％である。
【０３０７】
＜密着性基を有する化合物＞
　本発明の着色硬化性組成物には、硬化皮膜の支持体や基板との密着性向上を目的として
、密着性基を有する化合物を用いることができる。特に、本発明の着色硬化性組成物をカ
ラーフィルタの着色領域の形成に用いる場合、着色領域と基板との密着性向上の観点から
、このような化合物を用いることが好ましい。
　このような化合物が有する密着性基とは、カラーフィルタに用いられる基板への密着性
を有する置換基であればよいが、特にガラス基板またはシリコン基板への吸着性を有する
化合物が好ましい。
　好ましい密着性基は、スルホン酸基、ホスホン酸基、カルボキシル基などの酸基；これ
ら酸のエステル基；これら酸の金属塩；これら金属のオニウム塩；アンモニウム基、ピリ
ジニウム基などのオニウム基；アルコキシシリル基などの加水分解によりシラノール基を
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生成する置換基；フェノール性水酸基、Ｎ－オキシド基などの両性イオン性基；イミノ二
酢酸などのキレート性基から選択される基であることが好ましい。
　密着性の観点から好ましくは、アルコキシシリル基、及び／またはその加水分解した基
が好ましい。
【０３０８】
　また、本発明における密着性基を有する化合物は必要に応じ、分子内に更に、現像性を
向上する基、炭素炭素二重結合性基、環状アルコキシ基など感度を向上させる基を有する
化合物を用いることが可能である。
　現像性を向上させる基として、ヘテロ原子を有する官能基が好ましく、アルコキシ基、
アルコキシカルボニル基、カルボキシル基、水酸基、アミノ基、ウレタン基、アミド基、
チオール基、スルホ基、ウレア基などが挙げられ、このような官能基を有する化合物を併
用することが好ましい。
　感度を向上させる基としては、メタクリル基、アクリル基、スチリル基、ビニルエーテ
ル基、アリル基、環状アルケニル基、フリル基、オキセタン基、エポキシ基、テトラヒド
ロフラン基が好ましく挙げられ、感度の観点からメタクリル基、アクリル基、スチリル基
を有する化合物を併用することが好ましい。
【０３０９】
＜増感剤＞
　本発明の硬化性組成物は、ラジカル開始剤のラジカル発生効率の向上、感光波長の長波
長化の目的で、増感剤を含有していてもよい。本発明に用いることができる増感剤として
は、前記した光重合開始剤に対し、電子移動機構又はエネルギー移動機構で増感させるも
のが好ましい。
【０３１０】
　本発明に用いることができる増感剤としては、以下に列挙する化合物類に属しており、
且つ３００ｎｍ～４５０ｎｍの波長領域に吸収波長を有するものが挙げられる。
　好ましい増感剤の例としては、以下の化合物類に属しており、かつ３３０ｎｍから４５
０ｎｍ域に吸収波長を有するものを挙げることができる。
　例えば、多核芳香族類（例えば、フェナントレン、アントラセン、ピレン、ペリレン、
トリフェニレン、９，１０－ジアルコキシアントラセン）、キサンテン類（例えば、フル
オレッセイン、エオシン、エリスロシン、ローダミンＢ、ローズベンガル）、チオキサン
トン類（イソプロピルチオキサントン、ジエチルチオキサントン、クロロチオキサントン
）、シアニン類（例えばチアカルボシアニン、オキサカルボシアニン）、メロシアニン類
（例えば、メロシアニン、カルボメロシアニン）、フタロシアニン類、チアジン類（例え
ば、チオニン、メチレンブルー、トルイジンブルー）、アクリジン類（例えば、アクリジ
ンオレンジ、クロロフラビン、アクリフラビン）、アントラキノン類（例えば、アントラ
キノン）、スクアリウム類（例えば、スクアリウム）、アクリジンオレンジ、クマリン類
（例えば、７－ジエチルアミノ－４－メチルクマリン）、ケトクマリン、フェノチアジン
類、フェナジン類、スチリルベンゼン類、アゾ化合物、ジフェニルメタン、トリフェニル
メタン、ジスチリルベンゼン類、カルバゾール類、ポルフィリン、スピロ化合物、キナク
リドン、インジゴ、スチリル、ピリリウム化合物、ピロメテン化合物、ピラゾロトリアゾ
ール化合物、ベンゾチアゾール化合物、バルビツール酸誘導体、チオバルビツール酸誘導
体、アセトフェノン、ベンゾフェノン、チオキサントン、ミヒラーズケトンなどの芳香族
ケトン化合物、Ｎ－アリールオキサゾリジノンなどのヘテロ環化合物などが挙げられる。
等が挙げられ、更に欧州特許第５６８，９９３号明細書、米国特許第４，５０８，８１１
号明細書、同５，２２７，２２７号明細書、特開２００１－１２５２５５号公報、特開平
１１－２７１９６９号公報等に記載の化合物等などが挙げられる。
【０３１１】
　より好ましい増感剤の例としては、下記一般式（ｉ）～（ｖ）で表される化合物が挙げ
られる。
【０３１２】
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【化９９】

【０３１３】
　（式（ｉ）中、Ａ１は硫黄原子またはＮＲ５０を表し、Ｒ５０はアルキル基またはアリ
ール基を表し、Ｌ２は隣接するＡ１及び隣接炭素原子と共同して色素の塩基性核を形成す
る非金属原子団を表し、Ｒ５１、Ｒ５２はそれぞれ独立に水素原子または一価の非金属原
子団を表し、Ｒ５１、Ｒ５２は互いに結合して、色素の酸性核を形成してもよい。Ｗは酸
素原子または硫黄原子を表す。）
【０３１４】
【化１００】

【０３１５】
　（式（ｉｉ）中、Ａｒ１及びＡｒ２はそれぞれ独立にアリール基を表し、－Ｌ３－によ
る結合を介して連結している。ここでＬ３は－Ｏ－または－Ｓ－を表す。また、Ｗは一般
式（ｉ）に示したものと同義である。）
【０３１６】

【化１０１】

【０３１７】
　（式（ｉｉｉ）中、Ａ２は硫黄原子またはＮＲ５９を表し、Ｌ４は隣接するＡ２及び炭
素原子と共同して色素の塩基性核を形成する非金属原子団を表し、Ｒ５３、Ｒ５４、Ｒ５

５、Ｒ５６、Ｒ５７及びＲ５８はそれぞれ独立に一価の非金属原子団の基を表し、Ｒ５９

はアルキル基またはアリール基を表す。）
【０３１８】

【化１０２】

【０３１９】
　（式（ｉｖ）中、Ａ３、Ａ４はそれぞれ独立に－Ｓ－または－ＮＲ６２－または－ＮＲ
６３－を表し、Ｒ６３、Ｒ６４はそれぞれ独立に置換若しくは非置換のアルキル基、置換
若しくは非置換のアリール基を表し、Ｌ５、Ｌ６はそれぞれ独立に、隣接するＡ３、Ａ４

及び隣接炭素原子と共同して色素の塩基性核を形成する非金属原子団を表し、Ｒ６０、Ｒ
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６１はそれぞれ独立に一価の非金属原子団であるか又は互いに結合して脂肪族性または芳
香族性の環を形成することができる。）
【０３２０】
【化１０３】

【０３２１】
　（式（ｖ）中、Ｒ６６は置換基を有してもよい芳香族環またはヘテロ環を表し、Ａ５は
酸素原子、硫黄原子または－ＮＲ６７－を表す。Ｒ６４、Ｒ６５及びＲ６７はそれぞれ独
立に水素原子または一価の非金属原子団を表し、Ｒ６７とＲ６４、及びＲ６５とＲ６７は
それぞれ互いに脂肪族性または芳香族性の環を形成するため結合することができる。）
【０３２２】
　一般式（ｉ）～（ｖ）で表される化合物の好ましい具体例としては、以下に示すものが
挙げられる。
【０３２３】
【化１０４】
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【０３２４】
　増感剤は、１種単独で用いてもよいし、２種以上を併用してもよい。
　本発明の硬化性組成物中における増感剤の含有量は、深部への光吸収効率と開始分解効
率の観点から、固形分換算で、０．１～２０質量％であることが好ましく、０．５～１５
質量％がより好ましい。
【０３２５】
＜共増感剤＞
　本発明の硬化性組成物は、共増感剤を含有することも好ましい。本発明において共増感
剤は、増感色素や開始剤の活性放射線に対する感度を一層向上させる、あるいは酸素によ
る重合性化合物の重合阻害を抑制する等の作用を有する。
　この様な共増感剤の例としては、アミン類、例えばＭ．　Ｒ．　Ｓａｎｄｅｒら著「Ｊ
ｏｕｒｎａｌ　ｏｆ　Ｐｏｌｙｍｅｒ　Ｓｏｃｉｅｔｙ」第１０巻３１７３頁（１９７２
）、特公昭４４－２０１８９号公報、特開昭５１－８２１０２号公報、特開昭５２－１３
４６９２号公報、特開昭５９－１３８２０５号公報、特開昭６０－８４３０５号公報、特
開昭６２－１８５３７号公報、特開昭６４－３３１０４号公報、Ｒｅｓｅａｒｃｈ　Ｄｉ
ｓｃｌｏｓｕｒｅ　３３８２５号記載の化合物等が挙げられ、具体的には、トリエタノー
ルアミン、ｐ－ジメチルアミノ安息香酸エチルエステル、ｐ－ホルミルジメチルアニリン
、ｐ－メチルチオジメチルアニリン等が挙げられる。
【０３２６】
　共増感剤の別の例としては、チオール及びスルフィド類、例えば、特開昭５３－７０２
号公報、特公昭５５－５００８０６号公報、特開平５－１４２７７２号公報記載のチオー
ル化合物、特開昭５６－７５６４３号公報のジスルフィド化合物等が挙げられ、具体的に
は、２－メルカプトベンゾチアゾール、２－メルカプトベンゾオキサゾール、２－メルカ
プトベンゾイミダゾール、２－メルカプト－４（３Ｈ）－キナゾリン、β－メルカプトナ
フタレン等が挙げられる。
【０３２７】
　また、共増感剤の別の例としては、アミノ酸化合物（例、Ｎ－フェニルグリシン等）、
特公昭４８－４２９６５号公報記載の有機金属化合物（例、トリブチル錫アセテート等）
、特公昭５５－３４４１４号公報記載の水素供与体、特開平６－３０８７２７号公報記載
のイオウ化合物（例、トリチアン等）等が挙げられる。
【０３２８】
　これら共増感剤の含有量は、重合成長速度と連鎖移動のバランスによる硬化速度の向上
の観点から、硬化性組成物の全固形分の質量に対し、０．１～３０質量％の範囲が好まし
く、１～２５質量％の範囲がより好ましく、０．５～２０質量％の範囲が更に好ましい。
【０３２９】
＜重合禁止剤＞
　本発明においては、硬化性組成物の製造中あるいは保存中において重合可能なエチレン
性不飽和二重結合を有する化合物の不要な熱重合を阻止するために少量の熱重合防止剤を
添加することが望ましい。
　本発明に用いうる熱重合防止剤としては、ハイドロキノン、ｐ－メトキシフェノール、
ジ－ｔ－ブチル－ｐ－クレゾール、ピロガロール、ｔ－ブチルカテコール、ベンゾキノン
、４，４’－チオビス（３－メチル－６－ｔ－ブチルフェノール）、２，２’－メチレン
ビス（４－メチル－６－ｔ－ブチルフェノール）、Ｎ－ニトロソフェニルヒドロキシアミ
ン第一セリウム塩等が挙げられる。
【０３３０】
　熱重合防止剤の添加量は、全組成物の質量に対して約０．０１質量％～約５質量％が好
ましい。また必要に応じて、酸素による重合阻害を防止するためにベヘン酸やベヘン酸ア
ミドのような高級脂肪酸誘導体等を添加して、塗布後の乾燥の過程で感光層の表面に偏在
させてもよい。高級脂肪酸誘導体の添加量は、全組成物の約０．５質量％～約１０質量％
が好ましい。
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【０３３１】
＜熱重合成分＞
　本発明の着色硬化性組成物には、熱重合成分を含有させることも有効である。必要によ
っては、塗膜の強度を上げるために、エポキシ化合物を添加することができる。エポキシ
化合物としては、ビスフェノールＡ型、クレゾールノボラック型、ビフェニル型、脂環式
エポキシ化合物などのエポキシ環を分子中に２個以上有する化合物である。例えばビスフ
ェノールＡ型としては、エポトートＹＤ－１１５、ＹＤ－１１８Ｔ、ＹＤ－１２７、ＹＤ
－１２８、ＹＤ－１３４、ＹＤ－８１２５、ＹＤ－７０１１Ｒ、ＺＸ－１０５９、ＹＤＦ
－８１７０、ＹＤＦ－１７０など（以上東都化成製）、デナコールＥＸ－１１０１、ＥＸ
－１１０２、ＥＸ－１１０３など（以上ナガセ化成製）、プラクセルＧＬ－６１、ＧＬ－
６２、Ｇ１０１、Ｇ１０２（以上ダイセル化学製）の他に、これらの類似のビスフェノー
ルＦ型、ビスフェノールＳ型も挙げることができる。またＥｂｅｃｒｙｌ　３７００、３
７０１、６００（以上ダイセルユーシービー製）などのエポキシアクリレートも使用可能
である。クレゾールノボラック型としては、エポトートＹＤＰＮ－６３８、ＹＤＰＮ－７
０１、ＹＤＰＮ－７０２、ＹＤＰＮ－７０３、ＹＤＰＮ－７０４など（以上東都化成製）
、デナコールＥＭ－１２５など（以上ナガセ化成製）、ビフェニル型としては３，５，３
’，５’－テトラメチル－４，４’ジグリシジルビフェニルなど、脂環式エポキシ化合物
としては、セロキサイド２０２１、２０８１、２０８３、２０８５、エポリードＧＴ－３
０１、ＧＴ－３０２、ＧＴ－４０１、ＧＴ－４０３、ＥＨＰＥ－３１５０（以上ダイセル
化学製）、サントートＳＴ－３０００、ＳＴ－４０００、ＳＴ－５０８０、ＳＴ－５１０
０など（以上東都化成製）などを挙げることができる。また１，１，２，２－テトラキス
（ｐ－グリシジルオキシフェニル）エタン、トリス（ｐ－グリシジルオキシフェニル）メ
タン、トリグリシジルトリス（ヒドロキシエチル）イソシアヌレート、ｏ－フタル酸ジグ
リシジルエステル、テレフタル酸ジグリシジルエステル、他にアミン型エポキシ樹脂であ
るエポトートＹＨ－４３４、ＹＨ－４３４Ｌ、ビスフェノールＡ型エポキシ樹脂の骨格中
にダイマー酸を変性したグリシジルエステル等も使用できる。
【０３３２】
＜界面活性剤＞
　本発明の着色硬化性組成物には、塗布性を改良する観点から、各種の界面活性剤を用い
て構成することが好ましく、フッソ系界面活性剤、ノニオン系、カチオン系、アニオン系
の各種界面活性剤を使用できる。中でも、フッ素系界面活性剤、ノニオン系界面活性剤が
好ましい。
【０３３３】
　フッ素界面活性剤としては、末端、主鎖及び側鎖の少なくともいずれかの部位にフルオ
ロアルキル又はフルオロアルキレン基を有する化合物を好適に用いることができる。
　具体的な市販品としては、例えば、メガファックＦ１４２Ｄ、同Ｆ１７２、同Ｆ１７３
、同Ｆ１７６、同Ｆ１７７、同Ｆ１８３、同７８０、同７８１、同Ｒ３０、同Ｒ０８、同
Ｆ－４７２ＳＦ、同ＢＬ２０、同Ｒ－６１、同Ｒ－９０（大日本インキ（株）製）、フロ
ラードＦＣ－１３５、同ＦＣ－１７０Ｃ、同ＦＣ－４３０、同ＦＣ－４３１、Ｎｏｖｅｃ
　ＦＣ－４４３０（住友スリーエム（株）製）、アサヒガードＡＧ７１０５，７０００，
９５０，７６００、サーフロンＳ－１１２、同Ｓ－１１３、同Ｓ－１３１、同Ｓ－１４１
、同Ｓ－１４５、同Ｓ－３８２、同ＳＣ－１０１、同ＳＣ－１０２、同ＳＣ－１０３、同
ＳＣ－１０４、同ＳＣ－１０５、同ＳＣ－１０６（旭ガラス（株）製）、エフトップＥＦ
３５１、同３５２、同８０１、同８０２（ＪＥＭＣＯ（株）製）などが挙げられる。
【０３３４】
　フッ素系界面活性剤は、特に、本発明の着色硬化性組成物を用い、薄い塗膜を形成する
際、塗布ムラや厚みムラの防止に効果的である。また、更には、液切れを起こしやすいス
リット塗布に本発明の着色硬化性組成物を適用する際も効果的である。
【０３３５】
　ノニオン系界面活性剤の例として、例えば、ポリオキシエチレンアルキルエーテル類、
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ポリオキシエチレンアルキルアリールエーテル類、ポリオキシエチレンアルキルエステル
類、ソルビタンアルキルエステル類、モノグリセリドアルキルエステル類などのノニオン
系界面活性剤が特に好ましい。具体的には、ポリオキシエチレンラウリルエーテル、ポリ
オキシエチレンステアリルエーテル、ポリオキシエチレンオレイルエーテルなどのポリオ
キシエチレンアルキルエーテル類；ポリオキシエチレンオクチルフェニルエーテル、ポリ
オキシエチレンポリスチリル化エーテル、ポリオキシエチレントリベンジルフェニルエー
テル、ポリオキシエチレン－プロピレンポリスチリルエーテル、ポリオキシエチレンノニ
ルフェニルエーテルなどのポリオキシエチレンアリールエーテル類；ポリオキシエチレン
ジラウレート、ポリオキシエチレンジステアレートなどのポリオキシエチレンジアルキル
エステル、ソルビタン脂肪酸エステル、ポリオキシエチレンソルビタン脂肪酸エステル類
、エチレンジアミンポリオキシエチレン－ポリオキシプロピレン縮合物などのノニオン系
界面活性剤があり、これらは花王（株）、日本油脂（株）、竹本油脂（株）、（株）ＡＤ
ＥＫＡ、三洋化成（株）などから市販されているものが適宜使用できる。上記の他に前述
の他の分散剤も使用可能である。
【０３３６】
＜その他の添加剤＞
　上記以外に、本発明の着色硬化性組成物には、各種の添加剤を用いることができる。添
加剤の具体例としては、２－（３－ｔ－ブチル－５－メチル－２－ヒドロキシフェニル）
－５－クロロベンゾトリアゾール、アルコキシベンゾフェノン等の紫外線吸収剤、ポリア
クリル酸ナトリウム等の凝集防止剤、ガラス、アルミナ等の充填剤；イタコン酸共重合体
、クロトン酸共重合体、マレイン酸共重合体、部分エステル化マレイン酸共重合体、酸性
セルロース誘導体、水酸基を有するポリマーに酸無水物を付加させたもの、アルコール可
溶性ナイロン、ビスフェノールＡとエピクロルヒドリンとから形成されたフェノキシ樹脂
などのアルカリ可溶の樹脂などがある。
【０３３７】
　また、未硬化部のアルカリ溶解性を促進し、着色硬化性組成物の現像性の更なる向上を
図る目的で、前記（Ａ）顔料分散液の調製に際して、有機カルボン酸、好ましくは分子量
１０００以下の低分子量有機カルボン酸の添加を行なうことができる。具体的には、例え
ば、ギ酸、酢酸、プロピオン酸、酪酸、吉草酸、ピバル酸、カプロン酸、ジエチル酢酸、
エナント酸、カプリル酸等の脂肪族モノカルボン酸；シュウ酸、マロン酸、コハク酸、グ
ルタル酸、アジピン酸、ピメリン酸、スベリン酸、アゼライン酸、セバシン酸、ブラシル
酸、メチルマロン酸、エチルマロン酸、ジメチルマロン酸、メチルコハク酸、テトラメチ
ルコハク酸、シトラコン酸等の脂肪族ジカルボン酸；トリカルバリル酸、アコニット酸、
カンホロン酸等の脂肪族トリカルボン酸；安息香酸、トルイル酸、クミン酸、ヘメリト酸
、メシチレン酸等の芳香族モノカルボン酸；フタル酸、イソフタル酸、テレフタル酸、ト
リメリト酸、トリメシン酸、メロファン酸、ピロメリト酸等の芳香族ポリカルボン酸；フ
ェニル酢酸、ヒドロアトロパ酸、ヒドロケイ皮酸、マンデル酸、フェニルコハク酸、アト
ロパ酸、ケイ皮酸、ケイ皮酸メチル、ケイ皮酸ベンジル、シンナミリデン酢酸、クマル酸
、ウンベル酸等のその他のカルボン酸が挙げられる。
【０３３８】
　さらに、本発明においては、硬化皮膜の物性を改良するために無機充填剤や、可塑剤、
感光層表面のインク着肉性を向上させうる感脂化剤等の公知の添加剤を加えてもよい。
　可塑剤としては例えばジオクチルフタレート、ジドデシルフタレート、トリエチレング
リコールジカプリレート、ジメチルグリコールフタレート、トリクレジルホスフェート、
ジオクチルアジペート、ジブチルセバケート、トリアセチルグリセリン等があり、結合剤
を使用した場合、エチレン性不飽和二重結合を有する化合物と結合剤との合計質量に対し
１０質量％以下添加することができる。
【０３３９】
　前記本発明の着色硬化性組成物は高感度で硬化し、かつ、保存安定性も良好である。ま
た、硬化性組成物を適用する基板などの硬質材料表面への高い密着性を示す。従って、本
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発明の硬化性組成物は、３次元光造形やホログラフィー、カラーフィルタといった画像形
成材料やインク、塗料、接着剤、コーティング剤等の分野において好ましく使用すること
ができる。
【０３４０】
＜着色硬化性組成物を用いたカラーフィルタの製造方法＞
　本発明の着色硬化性組成物は、既述の（Ａ）顔料分散液に（Ｂ）オキシムエステル系開
始剤、（Ｃ）重合性化合物、及び、所望により併用されるアルカリ可溶性樹脂を（好まし
くは溶剤と共に）含有させ、これに必要に応じて界面活性剤等の添加剤を混合し、各種の
混合機、分散機を使用して混合分散する混合分散工程を経ることによって調製することが
できる。
　なお、混合分散工程は、混練分散とそれに続けて行なう微分散処理からなるのが好まし
いが、混練分散を省略することも可能である。
【０３４１】
　本発明の着色硬化性組成物の製造方法の一例を以下に示す。
（１．微細化顔料の調製）
　顔料と水溶性有機溶剤と水溶性無機塩類との混合物を、二本ロール、三本ロール、ボー
ルミル、トロンミル、ディスパー、ニーダー、コニーダー、ホモジナイザー、ブレンダー
、単軸もしくは２軸の押出機等の混練機を用いて、強い剪断力を与えながら顔料を摩砕し
た後、この混合物を水中に投入し、攪拌機等でスラリー状とする。次いで、このスラリー
をろ過、水洗し、水溶性有機溶剤と水溶性無機塩を除去した後、乾燥し、微細化された顔
料が得られる。
【０３４２】
（２．（Ａ）顔料分散液の調製）
　（ａ－１）顔料、（ａ－３）特定分散樹脂、（ａ－２）特定顔料誘導体、及び、溶剤を
配合し、ビーズ分散を行なう。主として縦型もしくは横型のサンドグラインダー、ピンミ
ル、スリットミル、超音波分散機等を使用し、０．０１～１ｍｍの粒径のガラス、ジルコ
ニア等でできたビーズで微分散処理し、（Ａ）顔料分散液を得る。また、顔料を微細化す
る処理を省くことも可能である。
　なお、混練、分散についての詳細は、Ｔ．Ｃ．Ｐａｔｔｏｎ著”Ｐａｉｎｔ　Ｆｌｏｗ
　ａｎｄ　Ｐｉｇｍｅｎｔ　Ｄｉｓｐｅｒｓｉｏｎ”（１９６４年　Ｊｏｈｎ　Ｗｉｌｅ
ｙ　ａｎｄ　Ｓｏｎｓ社刊）等に記載されている。
　そして、上記のようにして得られた（Ａ）顔料分散液に、（Ｃ）重合性化合物、（Ｂ）
オキシムエステル系開始剤、及び、所望により併用される（Ｂ－２）他の重合開始剤、ア
ルカリ可溶性樹脂などを添加して、本発明の着色硬化性組成物を得る。
　以下、本発明のカラーフィルタについて、その製造方法（本発明のカラーフィルタの製
造方法）を通じて詳述する。
【０３４３】
　支持体上に、前記の如くして得られた本発明の着色硬化性組成物を塗布して硬化性組成
物層を形成する工程（以下、適宜「硬化性組成物層形成工程」と略称する。）と、前記硬
化性組成物層を、マスクを介して露光する工程（以下、適宜「露光工程」と略称する。）
と、露光後の前記硬化性組成物層を現像して着色領域を形成する工程（以下、適宜「現像
工程」と略称する。）と、を含むことを特徴とする。
　以下、本発明の製造方法における各工程について説明する。
【０３４４】
＜硬化性組成物層形成工程＞
　本発明のカラーフィルタは、既述の本発明の着色硬化性組成物を用いてガラスなどの基
板上に形成されるものであり、本発明の着色硬化性組成物を直接若しくは他の層を介して
基板上に例えばスリット塗布によって塗膜を形成した後、この塗膜を乾燥させ、パターン
露光し、現像液を用いた現像処理を順次行なうことによって好適に作製することができる
。これにより、液晶表示素子や固体撮像素子に用いられるカラーフィルタをプロセス上の
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困難性が少なく、高品質でかつ低コストに作製することができる。
【０３４５】
　本発明の着色硬化性組成物は、直接又は他の層を介して基板に回転塗布、スリット塗布
、流延塗布、ロール塗布、バー塗布等の塗布方法により塗布することが可能である。
　前記基板としては、例えば、液晶表示素子等に用いられる無アルカリガラス、ソーダガ
ラス、パイレックス（登録商標）ガラス、石英ガラス、及びこれらに透明導電膜を付着さ
せたものや、固体撮像素子等に用いられる光電変換素子基板、例えばシリコン基板等、並
びにプラスチック基板が挙げられる。これらの基板上には、通常、各画素を隔離するブラ
ックマトリクスが形成されていたり、密着促進等のために透明樹脂層を設けたりしている
。
　プラスチック基板には、その表面にガスバリヤー層及び／又は耐溶剤性層を有している
ことが好ましい。このほかに、薄膜トランジスター（ＴＦＴ）方式カラー液晶表示装置の
薄膜トランジスター（ＴＦＴ）が配置された駆動用基板（以下、「ＴＦＴ方式液晶駆動用
基板」という。）上にも本発明の着色硬化性組成物からなるパターン状皮膜を形成し、カ
ラーフィルタを作成することができる。その際に使用されるフォトマスクには、画素を形
成するためのパターンのほか、スルーホールあるいはコの字型の窪みを形成するためのパ
ターンも設けられている。ＴＦＴ方式液晶駆動用基板における基板としては、例えば、ガ
ラス、シリコン、ポリカーボネート、ポリエステル、芳香族ポリアミド、ポリアミドイミ
ド、ポリイミド等を挙げることができる。これらの基板には、所望により、シランカップ
リング剤等による薬品処理、プラズマ処理、イオンプレーティング、スパッタリング、気
相反応法、真空蒸着等の適宜の前処理を施しておくこともできる。例えば、ＴＦＴ方式液
晶駆動用基板の表面上、あるいは該駆動基板の表面に窒化ケイ素膜等のパッシベーション
膜を形成した基板等を挙げることができる。
【０３４６】
　本発明の着色硬化性組成物を基板に塗布する方法としては特に限定されるものではない
が、スリット・アンド・スピン法、スピンレス塗布法等のスリットノズルを用いる方法（
以下スリットノズル塗布法という）が好ましい。スリットノズル塗布法において、スリッ
ト・アンド・スピン塗布法とスピンレス塗布法は、塗布基板の大きさによって条件は異な
るが、例えばスピンレス塗布法により第五世代のガラス基板（１１００ｍｍ×１２５０ｍ
ｍ）を塗布する場合、スリットノズルからの光硬化性組成物の吐出量は、通常、５００～
２０００マイクロリットル／秒、好ましくは８００～１５００マイクロリットル／秒であ
り、また塗工速度は、通常、５０～３００ｍｍ／秒、好ましくは１００～２００ｍｍ／秒
である。光硬化性組成物の固形分としては通常、１０～２０％、好ましくは１３～１８％
である。基板上に本発明の着色硬化性組成物による塗膜を形成する場合、該塗膜の厚み（
プリベーク処理後）としては、一般に０．３～５．０μｍであり、望ましくは０．５～４
．０μｍ、最も望ましくは０．８～３．０μｍである。
　なお、本発明の着色硬化性組成物を高解像度の固体撮像素子用カラーフィルタの形成に
適用する場合には、膜厚は最も好ましくは０．４μｍ～２．０μｍの範囲である。
　本発明では、特に膜厚が０．４μｍ～１．０μｍ、更には０．４５μｍ～０．８μｍの
着色領域を形成するのに、特に有効である。
【０３４７】
　通常は塗布後にプリベーク処理を施す。必要によってプリベーク前に真空処理を施すこ
とができる。真空乾燥の条件は、真空度が、通常、０．１～１．０ｔｏｒｒ、好ましくは
０．２～０．５ｔｏｒｒ程度である。
　プリベーク処理は、ホットプレート、オーブン等を用いて５０～１４０℃の温度範囲で
、好ましくは７０～１１０℃程度であり、１０～３００秒の条件にて行なうことができる
。高周波処理などを併用してもよい。高周波処理は単独でも使用可能である。
【０３４８】
＜露光工程＞
　露光工程では、前記硬化性組成物層形成工程において形成された硬化性組成物層を、所
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定のマスクパターンを有するマスクを介して露光する。
　本工程における塗布膜のパターン露光は、所定のマスクパターンを介して露光し、光照
射された塗布膜部分だけを硬化させ、現像液で現像して、各色（３色あるいは４色）の画
素からなるパターン状皮膜を形成することにより行うことができる。露光に際して用いる
ことができる放射線としては、特に、ｇ線、ｉ線等の紫外線が好ましく用いられる。照射
量は５～１５００ｍＪ／ｃｍ２が好ましく１０～１０００ｍＪ／ｃｍ２がより好ましく、
１０～５００ｍＪ／ｃｍ２が最も好ましい。
【０３４９】
　本発明のカラーフィルタを液晶表示素子用に使用する場合には、上記範囲の中で５～２
００ｍＪ／ｃｍ２が好ましく１０～１５０ｍＪ／ｃｍ２がより好ましく、１０～１００ｍ
Ｊ／ｃｍ２が最も好ましい。また、本発明のカラーフィルタを固体撮像素子用に使用する
場合は、上記範囲の中で３０～１５００ｍＪ／ｃｍ２が好ましく５０～１０００ｍＪ／ｃ
ｍ２がより好ましく、８０～５００ｍＪ／ｃｍ２が最も好ましい。固体撮像素子用のカラ
ーフィルタを作製する場合には、高精細のパターン形成が必要とされるため、ステッパー
露光機で主としてｉ線を使用することが好ましい。
【０３５０】
＜現像工程＞
　現像処理では、露光後の未硬化部を現像液に溶出させ、硬化分のみを残存させる。現像
温度としては、通常２０～３０℃であり、現像時間としては２０～９０秒である。
　現像液としては、未硬化部における光硬化性の光硬化性組成物の塗膜を溶解する一方、
硬化部を溶解しないものであれば、いずれのものも用いることができる。具体的には、種
々の有機溶剤の組合せやアルカリ性の水溶液を用いることができる。
【０３５１】
　前記有機溶剤としては、本発明の顔料分散組成物又は光硬化性組成物を調製する際に使
用できる既述の溶剤が挙げられる。
　前記アルカリ性の水溶液としては、例えば、水酸化ナトリウム、水酸化カリウム、炭酸
ナトリウム、炭酸水素ナトリウム、硅酸ナトリウム、メタ硅酸ナトリウム、アンモニア水
、エチルアミン、ジエチルアミン、ジメチルエタノールアミン、テトラメチルアンモニウ
ムヒドロキシド、テトラエチルアンモニウムヒドロキシド、コリン、ピロール、ピペリジ
ン、１，８－ジアザビシクロ－［５，４，０］－７－ウンデセン等のアルカリ性化合物を
、濃度が０．００１～１０質量％、好ましくは０．０１～１質量％となるように溶解した
アルカリ性水溶液が挙げられる。アルカリ性水溶液には、例えばメタノール、エタノール
等の水溶性有機溶剤や界面活性剤等を適量添加することもできる。
　現像方式は、デイップ方式、シャワー方式、スプレー方式などいずれでもよく、これに
スウィング方式、スピン方式、超音波方式などを組み合わせてもよい。現像液に触れる前
に、被現像面を予め水等で湿しておいて、現像むらを防ぐこともできる。また基板を傾斜
させて現像することもできる。
　固体撮像素子用カラーフィルタを作製する場合にはパドル現像を用いてもよい。
【０３５２】
　現像処理後は、余剰の現像液を洗浄除去するリンス工程を経て、乾燥を施した後、硬化
を完全なものとするために、加熱処理（ポストベーク）が施される。
　リンス工程は通常は純水で行うが、省液のために、最終洗浄で純水を用い、洗浄はじめ
は使用済の純水を使用したり、基板を傾斜させて洗浄したり、超音波照射を併用したりで
きる。
【０３５３】
　リンスの後で水切り、乾燥をした後に、通常約２００℃～２５０℃の加熱処理を行なう
。この加熱処理（ポストベーク）は、現像後の塗布膜を、上記条件になるようにホットプ
レートやコンベクションオーブン（熱風循環式乾燥機）、高周波加熱機等の加熱手段を用
いて、連続式あるいはバッチ式で行なうことができる。
　以上の操作を所望の色相数に合わせて各色毎に順次繰り返し行なうことにより、複数色
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の着色された硬化膜が形成されてなるカラーフィルタを作製することができる。　
【０３５４】
　前記（Ａ）顔料分散液を含む本発明の着色硬化性組成物の用途として、主にカラーフィ
ルタへの用途を中心に説明したが、カラーフィルタを構成する各着色画素を隔離するブラ
ックマトリックスの形成にも適用することができる。
　前記ブラックマトリックスは、顔料としてカーボンブラック、チタンブラックなどの黒
色顔料を用いた本発明の着色硬化性組成物を露光、現像し、その後必要に応じて更にポス
トベークして膜の硬化を促進させることで形成できる。
【０３５５】
　本発明の着色硬化性組成物は、顔料の分散安定性に優れ、且つ、高感度で硬化し、現像
性にも優れることから、顔料を高濃度で含む場合であっても、薄層で且つ色特性に優れた
着色領域を高解像度で形成することができ、特に、カラーフィルタの着色領域の形成に有
用であり、その応用範囲は広い。
【実施例】
【０３５６】
　以下、本発明を実施例により、更に具体的に説明するが、本発明はその趣旨を越えない
限り以下の実施例に限定されるものではない。
　なお、特に断りのない限り、「％」「部」は質量基準である。
【０３５７】
（合成例１：特定分散樹脂溶液１の調製）
　反応容器にシクロヘキサノン８００部を入れ、容器に窒素ガスを注入しながら１００℃
に加熱して、同温度で、スチレン６０．０部、メタクリル酸８０．０部、メチルメタクリ
レート６８．０部、ブチルメタクリレート６２．０部、アゾビスイソブチロニトリル９．
０部の混合物を１時間かけて滴下して重合反応を行った。滴下後さらに１００℃で３時間
反応させた後、アゾビスイソブチロニトリル２．０部をシクロヘキサノン５０部で溶解さ
せたものを添加し、さらに１００℃で１時間反応を続けて、重量平均分子量が約３０，０
００、酸価が３．４４ｍｍｏｌ／ｇの特定分散樹脂１の溶液を得た。重量平均分子量は、
ポリスチレンを標準物質としたゲルパーミエーションクロマトグラフィー法（ＧＰＣ）に
より測定した。酸価は滴定により求めた。
　室温まで冷却した後、樹脂溶液約２ｇをサンプリングして１８０℃、２０分加熱乾燥し
て不揮発分を測定し、先に合成した樹脂溶液に不揮発分が２０質量％になるようにシクロ
ヘキサノンを添加して特定分散樹脂溶液１を調製した。
【０３５８】
（合成例２：特定分散樹脂溶液２の調製）
　前記合成例１で得た特定分散樹脂溶液１にグリシジルメタクリレートを１０質量部、テ
トラエチルアンモニウムブロミド１質量部を加え、９０℃で２時間攪拌し、側鎖に二重結
合性基を導入した重量平均分子量が約３２，０００、酸価が３．１ｍｍｏｌ/ｇの特定分
散樹脂２の溶液を得た。
　特定分散樹脂２の溶液にシクロヘキサノン（溶媒）を添加して、不揮発分が２０質量％
の特定分散樹脂溶液２を調整した。
【０３５９】
（合成例３：特定分散樹脂溶液３の調製）
　重量平均分子量１０，０００、酸価６．９ｍｍｏｌ／ｇのポリアクリル酸/メタクリル
酸メチル（重量比　５０/５０）のプロピレングリコールモノメチルエーテルアセテート
３０質量％にグリシジルメタクリレートを５０質量部、テトラエチルアンモニウムブロミ
ド１質量部を加え、９０℃で３時間攪拌し、側鎖に二重結合性基を導入した、重量平均分
子量１２，０００、酸価１．９５ｍｍｏｌ／ｇの特定分散樹脂３の溶液を得た。
　特定分散樹脂３の溶液にプロピレングリコールモノメチルエーテルアセテート（溶媒）
を添加して、不揮発分が２０質量％の特定分散樹脂溶液３を調整した。
【０３６０】
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（合成例４：特定分散樹脂溶液４の調整）
　１０００ｍｌ三口フラスコに、１－メチル－２－ピロリドン１００ｇを入れ、窒素気流
下、９０℃まで加熱した。これに、下記化合物（ｉ－１）８４ｇ、メタクリル酸ベンジル
３３ｇ、メタクリル酸１４ｇ、及びＶ－６０１（和光純薬製）５．２ｇの１－メチル－２
－ピロリドン溶液１００ｇを、２時間かけて滴下した。滴下終了後、更に２時間撹拌した
。その後、室温まで反応溶液を冷却した後、水７Ｌに投入し、高分子化合物を析出させた
。析出した高分子化合物を濾取し、水で洗浄、乾燥し、高分子化合物１３１ｇを得た。
　得られた高分子化合物を、ポリスチレンを標準物質としたゲルパーミエーションクロマ
トグラフィー法（ＧＰＣ）により、重量平均分子量を測定した結果、１１，８００であっ
た。また、滴定によりこの高分子化合物の酸価を求めたところ、６９．６ｍｇＫＯＨ／ｇ
（計算値６９．７ｍｇＫＯＨ／ｇ）である。
【０３６１】
【化１０５】

【０３６２】
　上記のように、１０００ｍｌ三口フラスコに得られた高分子化合物１３１ｇに、ｐ－メ
トキシフェノール１．０ｇを添加し、さらに１－メチル－２－ピロリドン５８０ｇを加え
て溶解し、氷水を入れた氷浴にて冷却した。この混合液の温度が５℃以下になった後に、
更に１，８－ジアザビシクロ〔５．４．０〕－７－ウンデセン（ＤＢＵ）１５０ｇを滴下
ロート用いて１時間かけて滴下した。滴下終了後、氷浴を外してさらに８時間撹拌した。
得られた反応液を、濃塩酸を加えてｐＨ７とした後、水７Ｌに投入し、特定分散樹脂４を
析出させた。析出した特定分散樹脂４を濾取し、水で洗浄、乾燥し、１０５ｇの目的とす
る特定分散樹脂４を得た。特定分散樹脂４をプロピレングリコールモノメチルエーテルに
溶解させ、特定分散樹脂溶液４（固形分２０％溶液）とした。
【０３６３】
（合成例５：特定分散樹脂５の調整）
　１０００ｍｌ三口フラスコに、プロピレングリコールモノメチルエーテル１２０ｇを入
れ、窒素気流下、９０℃まで加熱した。これに、メタクリル酸ベンジル７５ｇ、メタクリ
ル酸４０ｇ、及びＶ－６０１（和光純薬社製）７．０ｇのＮ－メチルピロリドン溶液１２
０ｇを、２時間かけて滴下した。滴下終了後、更に２時間撹拌した。その後、室温まで反
応溶液を冷却した後、水８Ｌ（リットル；以下同様）に投入し、高分子化合物を析出させ
た。析出した高分子化合物を濾取し、水で洗浄、乾燥し、高分子化合物（ｉｉ－１）１１
４ｇを得た。
　得られた高分子化合物（ｉｉ－１）を、ポリスチレンを標準物質としたゲルパーミエー
ションクロマトグラフィー法（ＧＰＣ）により、重量平均分子量を測定した結果、１２，
０００であった。また、滴定によりこの高分子化合物（ｉｉ－１）の酸価を求めたところ
、２５８ｍｇＫＯＨ／ｇ（計算値２６０ｍｇＫＯＨ／ｇ）であり、正常に重合が行なわれ
たことが確認された。
【０３６４】
　その後、３００ｍｌ三口フラスコに得られた高分子化合物（ｉｉ－１）４０ｇを加え、
そこへｐ－メトキシフェノール１１０ｍｇを入れ、更にＮ－メチルピロリドン６０ｇを加
えて溶解させた。これに更に、テトラブチルアンモニウムブロミド８２０ｍｇを加え、８
０℃まで加熱した後、メタクリル酸グリシジル１０ｇを添加して６時間攪拌した。そして
、ガスクロマトグラフィーにより、メタクリル酸グリシジル由来のピークが消失したこと
を確認した。この反応液を水７Ｌに投入し、高分子化合物を析出させた。析出した高分子
化合物を濾取し、水で洗浄、乾燥し、５４ｇの高分子化合物（ｉｉ－２）を得た。
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　得られた高分子化合物（ｉｉ－２）について、ポリスチレンを標準物質としたゲルパー
ミエーションクロマトグラフィー法（ＧＰＣ）により、重量平均分子量を測定した結果、
１７，８００であった。更に、滴定によりこの高分子化合物（ｉｉ－２）の酸価を求めた
ところ、１２８ｍｇＫＯＨ／ｇ（計算値１２９ｍｇＫＯＨ／ｇ）であった。
【０３６５】
　３００ｍｌ三口フラスコに得られた高分子化合物（ｉｉ－２）５４ｇを加え、そこへｐ
－メトキシフェノール１１０ｍｇを入れ、更にＮ－メチルピロリドン７０ｇを加えて溶解
させた。これに更に、トリエチルアミン５．１ｇを加え、５０℃まで加熱した後、コハク
酸無水物５ｇを添加して５時間攪拌した。ＮＭＲにより未反応のコハク酸無水物が消失し
たことを確認した。この反応液を水７Ｌに投入し、特定分散樹脂５を析出させた。析出し
た特定分散樹脂５を濾取し、水で洗浄、乾燥し、５４ｇの目的とする特定分散樹脂５を得
た。
　特定分散樹脂５について、ポリスチレンを標準物質としたゲルパーミエーションクロマ
トグラフィー法（ＧＰＣ）により、重量平均分子量を測定した結果、２０，１００であっ
た。更に、滴定によりこの高分子化合物の酸価を求めたところ、１１５ｍｇＫＯＨ／ｇ（
計算値１１７ｍｇＫＯＨ／ｇ）であった。特定分散樹脂５をプロピレングリコールモノメ
チルエーテルに溶解させ、特定分散樹脂溶液５（固形分２０％溶液）とした。
【０３６６】
（合成例６：特定分散樹脂６の調整）
　コンデンサー、撹拌機を備えた５００ｍｌの３つ口丸底フラスコに２，２－ビス（ヒド
ロキシメチル）ブタン酸８．２ｇ（０．０５モル）、下記ジオ－ル化合物（１）１３．０
ｇ（０．０５モル）をＮ，Ｎ－ジメチルアセトアミド１００ｍｌに溶解した。これに、４
，４－ジフェニルメタンジイソシアネート２５．５ｇ（０．１０２モル）、ジブチル錫ジ
ラウリレート０．１ｇを添加し、１００℃にて、８時間加熱撹拌した。その後、Ｎ，Ｎ－
ジメチルホルムアミド１００ｍｌ及びメチルアルコール２００ｍｌにて希釈し３０分撹拌
した。反応溶液を水３リットル中に撹拌しながら投入し、白色の特定分散樹脂６を析出さ
せた。この特定分散樹脂６を濾別し、水で洗浄後、真空下乾燥させることにより３７ｇの
特定分散樹脂６を得た。
　ゲルパーミエーションクロマトグラフィー（ＧＰＣ）にて分子量を測定したところ、重
量平均分子量（ポリスチレン標準）で９５，０００、酸価１．０６ｍｍｏｌ／ｇであった
。
【０３６７】
（合成例７：特定分散樹脂７の調整）
　コンデンサー、撹拌機を備えた５００ｍｌの３つ口丸底フラスコに２，２－ビス（ヒド
ロキシメチル）ブタン酸５．９ｇ（０．０４モル）、下記ジオール化合物（２）１５．９
Ｇ（０．０６モル）をＮ，Ｎ－ジメチルアセトアミド１００ｍｌに溶解した。これに、４
，４－ジフェニルメタンジイソシアネート２０．４ｇ（０．０８２モル）、１，６－ヘキ
サメチレンジイソシアネート３．４ｇ（０．０２モル）、ジブチル錫ジラウリレート０．
３ｇを添加し、１００℃にて、８時間加熱撹拌した。その後、Ｎ，Ｎ－ジメチルホルムア
ミド１００ｍｌ及びメチルアルコール２００ｍｌにて希釈し３０分撹拌した。反応溶液を
水３リットル中に撹拌しながら投入し、白色の特定分散樹脂７ポリマーを析出させた。こ
の特定分散樹脂７を濾別し、水で洗浄後、真空下乾燥させることにより３４ｇの特定分散
樹脂７を得た。
　ゲルパーミエーションクロマトグラフィー（ＧＰＣ）にて分子量を測定したところ、重
量平均分子量（ポリスチレン標準）で５０，０００　酸価０．８８ｍｍｏｌ／ｇであった
。
【０３６８】
（合成例８：特定分散樹脂８の調整）
　コンデンサー、撹拌機を備えた５００ｍｌの３つ口丸底フラスコに２，２－ビス（ヒド
ロキシメチル）プロピオン酸５．４ｇ（０．０４モル）、下記ジオ－ル化合物（３）１５
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．６ｇ（０．０６モル）をＮ，Ｎ－ジメチルアセトアミド１００ｍｌに溶解した。これに
、ナフタレンジイソシアネート２１．４ｇ（０．１０２モル）、ジブチル錫ジラウリレー
ト０．1ｇを添加し、１００℃にて、４時間加熱撹拌した。その後、Ｎ，Ｎ－ジメチルホ
ルムアミド１００ｍｌ及びメチルアルコール２００ｍｌにて希釈し３０分撹拌した。反応
溶液を水３リットル中に撹拌しながら投入し、白色の特定分散樹脂８を析出させた。この
特定分散樹脂８を濾別し、水で洗浄後、真空下乾燥させることにより３４ｇの特定分散樹
脂８を得た。
　ゲルパーミエーションクロマトグラフィー（ＧＰＣ）にて分子量を測定したところ、重
量平均分子量（ポリスチレン標準）で２８，０００　酸価０．９３ｍｍｏｌ／ｇであった
。
【０３６９】
【化１０６】

【０３７０】
（比較用樹脂１）
　メチルメタクリレートとメタクリル酸を８０／２０のモル比率で、公知の方法によりラ
ジカル重合で得られた重量平均分子量１２，０００、酸価２．０６ｍｍｏｌ／ｇを比較用
樹脂１とした。
【０３７１】
（比較用樹脂２）
　ベンジルメタクリレートとメタクリル酸を６０／４０のモル比率で、公知の方法により
ラジカル重合で得られた重量平均分子量３０，０００、酸価２．８５ｍｍｏｌ／ｇを比較
用樹脂２とした。
【０３７２】
（実施例１～２、参考例３、実施例４～５および比較例１、２）
＜顔料分散液の調製１＞
　下記組成（１）の成分を混合し、ホモジナイザーを用いて回転数３，０００ｒ．ｐ．ｍ
．で３時間撹拌して混合し、顔料を含む混合溶液（Ａ～Ｄ、Ｈ－１～Ｈ－２）を調製した
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〔組成（１）〕
・Ｃ．Ｉ．ピグメントレッド２５４　　　　　　　　　　　　　　　　８０部
・Ｃ．Ｉ．ピグメントイエロー１３９　　　　　　　　　　　　　　　２０部
・特定分散樹脂または比較用樹脂（下記表１に記載）　　　　　　　２７５部
・１－メトキシ－２－プロピルアセテート　　　　　　　　　　　　６３０部
・特定顔料誘導体または比較化合物（下記表１に記載）　　　　　　　　８部
【０３７３】
　続いて、上記より得られた混合溶液（Ａ～Ｄ、Ｈ－１～Ｈ－２）を、さらに０．３ｍｍ
φジルコニアビーズを用いたビーズ分散機ディスパーマット（ＧＥＴＺＭＡＮＮ社製）に
て６時間分散処理を行い、その後さらに、減圧機構付き高圧分散機ＮＡＮＯ－３０００－
１０（日本ビーイーイー（株）製）を用いて、２０００ｋｇ／ｃｍ３の圧力下で流量５０
０ｇ／ｍｉｎとして分散処理を行った。この分散処理を１０回繰り返し、赤色の顔料分散
液（Ａ～Ｄ、Ｈ－１～Ｈ－２）を得た。
【０３７４】
【表１】

【０３７５】
　上記表１に記載の本発明に係る（ａ－２）特定顔料誘導体（Ｙ－１）～（Ｙ－４）及び
比較化合物（Ｈ－１）の構造を以下に示す。
【０３７６】
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【化１０７】

【０３７７】
＜顔料分散液の評価＞
　得られた本発明に係る顔料分散液（Ａ～Ｄ）及び比較顔料分散液（Ｈ－１～Ｈ－２）に
ついて下記の評価を行った。
（１）粘度の測定、評価
　得られた顔料分散組成物について、Ｅ型粘度計を用いて、分散直後の顔料分散液の粘度
η１および分散後（室温２５℃～２８℃にて）１週間経過した後の顔料分散液の粘度η２

を測定し、差を算出して増粘の程度を評価した。１週間後の粘度η２と分散後の粘度η１

との差が５（ｍＰａ・ｓ）以下であれば、分散安定性が良好であることを示す。結果を上
記表１に併記した。
　表１に明らかなように、（ａ－２）特定顔料誘導体および（ａ－３）特定分散樹脂を含
んで調製された顔料分散液Ａ～Ｄは、いずれも分散安定性に優れたものであった。
　一方、酸型の誘導体と特定樹脂のみを用いた顔料分散液Ｈ-1は粘度変化が大きく安定性
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【０３７８】
　以下、固体撮像素子用途のカラーフィルタ形成用として着色剤を含有する着色硬化性組
成物を調整した例を挙げて説明する。
〔下塗り層付シリコン基板の作製〕
　下記組成（２）の成分を混合して溶解し、下塗り層用にレジスト液を調製した。
　〈組成（２）〉
・プロピレングリコールモノメチルエーテルアセテート　　　１９．２０部
　　（ＰＧＭＥＡ：溶剤）
・乳酸エチル　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　３６．６７部
・バインダーポリマー　　　　　　　　　　　　　　　　　　３０．５１部
　　〔メタクリル酸ベンジル／メタクリル酸／メタクリル酸－２－ヒドロキシ
　　　エチル共重合体（モル比＝６０／２２／１８）の４０％ＰＧＭＥＡ溶液〕
・ジペンタエリスリトールヘキサアクリレート　　　　　　　１２．２０部
　　　（光重合性化合物）
・重合禁止剤（ｐ－メトキシフェノール）　　　　　　　　０．００６１部
・フッ素系界面活性剤　　　　　　　　　　　　　　　　　　　０．８３部
　　　（Ｆ－４７５、大日本インキ化学工業（株）製）
・光重合開始剤　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　０．５８６部
　　　（ＴＡＺ－１０７：トリハロメチルトリアジン系の光重合開始剤、みどり化学社製
）
【０３７９】
　６ｉｎｃｈシリコンウエハーをオーブン中で２００℃のもと３０分加熱処理した。次い
で、このシリコンウエハー上に前記レジスト液を乾燥膜厚が２μｍになるように塗布し、
更に２２０℃のオーブン中で１時間加熱乾燥させて下塗り層を形成し、下塗り層付シリコ
ンウエハ基板を得た。
【０３８０】
１－１．着色硬化性組成物（塗布液）の調製
　前記分散処理して得た顔料分散液に、更に下記成分を添加し、撹拌混合して硬化性組成
物溶液を調製した。
・顔料分散液〔表２に記載の分散液〕　　　　　　　　　　　　　　　　　１００質量部
・ＤＰＨＡ（日本化薬社製）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　３．５質量部
・重合開始剤〔表２記載のオキシムエステル系開始剤又は比較開始剤〕
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　０．６質量部
・アリルメタクリレート／メタクリル酸　〔ｍｏｌ比、７３／２７、
　　　重量平均分子量　５７，０００〕　　　　　　　　　　　　　　　　１．０質量部
・界面活性剤（商品名：テトラニック１５０Ｒ１、ＢＡＳＦ社）　　　　　０．２質量部
・溶剤：ＰＧＭＥＡ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１００質量部
【０３８１】
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【表２】

 
【０３８２】
　上記表２に記載の（Ｂ）オキシム型開始剤（Ｉ－１）、（Ｉ－２）、比較重合開始剤（
ＩＨ－１）の構造を以下に示す。
【０３８３】

【化１０８】

 
【０３８４】
１－２．着色硬化性組成物によるカラーフィルタの作製及び評価
－パターンの形成と感度の評価－
　前述のように調製した実施例１～２、参考例３、実施例４～５および比較例１～２の着
色剤含有硬化性組成物を、前記下塗り層付シリコン基板上に塗布し、硬化性組成物層（塗
布膜）を形成した。そして、この塗布膜の乾燥膜厚が０．９μｍになるように、１００℃
のホットプレートを用いて１２０秒間加熱処理（プリベーク）を行なった。
　次いで、ｉ線ステッパー露光装置ＦＰＡ－３０００ｉ５＋（Ｃａｎｏｎ（株）製）を使
用して３６５ｎｍの波長でパターンが１．４μｍ四方のＩｓｌａｎｄパターンマスクを介
する露光によってマスクパターンと同サイズの１．４μｍ四方のＩｓｌａｎｄパターンが
得られるように５０～１６００ｍＪ／ｃｍ２の種々の露光量で露光した。ここで、光照度
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系により５０ｍＪ／ｃｍ２露光量を測定して、その露光量を基準とし、照射時間を変更さ
せて積算露光量（ｍＪ／ｃｍ２）を求めて感度とした。この数値が小さいほど、低露光量
で、高解像度の微細パターンを形成することができ、高感度であることを示す。結果を上
記表２に併記した。
　その後、照射された塗布膜が形成されているシリコンウエハー基板をスピン・シャワー
現像機（ＤＷ－３０型、（株）ケミトロニクス製）の水平回転テーブル上に載置し、ＣＤ
－２０００（富士フイルムエレクトロニクスマテリアルズ（株）製）を用いて２３℃で６
０秒間パドル現像を行ない、シリコンウエハー基板に着色パターンを形成した。
【０３８５】
　着色パターンが形成されたシリコンウエハー基板を真空チャック方式で前記水平回転テ
ーブルに固定し、回転装置によって該シリコンウエハー基板を回転数５０ｒ．ｐ．ｍ．で
回転させつつ、その回転中心の上方より純水を噴出ノズルからシャワー状に供給してリン
ス処理を行ない、その後スプレー乾燥した。その後、測長ＳＥＭ「Ｓ－９２６０Ａ」（日
立ハイテクノロジーズ（株）製）を用いて、倍率：２０，０００で、形成された１．６μ
ｍ四方の着色パターン及びその周辺部を観察した。露光工程において、光が照射されなか
った領域（未露光部）の残渣の有無を観察し、現像性の評価とした。結果を上記表２に併
記した。
【０３８６】
　表２に明らかなように、本発明の実施例１～２、参考例３、実施例４～５の着色硬化性
組成物によれば、高感度で微細な着色領域を形成することができ、現像後に残渣も存在し
ないことから、未露光部の現像性に優れることがわかる。
　他方、（Ｂ）オキシム型開始剤に代えてα－アミノアセトフェノン系化合物（ＩＨ－１
）を用いた比較例２では十分な感度が得られなかった。
　他方、（ａ－２）特定分散樹脂を用いない比較例１でも、感度が劣ることがわかる。
【０３８７】
（実施例６～７、参考例８、実施例９および比較例３）
＜顔料分散液の調製２＞
　下記組成（３）の成分を混合し、２本ロールで混練分散処理し、顔料を含む混合溶液（
Ｅ～Ｇ、Ｈ－３～Ｈ－４）を調製した。
〔組成（３）〕
　まずはじめに、下記成分からなる顔料混合物を得た。
・Ｃ．Ｉ．ピグメントグリーン３６　　　　　　　　　　　　　　　　　　５０質量部
・Ｃ．Ｉ．ピグメントイエロー１５０　　　　　　　　　　　　　　　　　５０質量部
・特定分散樹脂または比較用樹脂（下記表３に記載）　　　　　　　　　２００質量部
・ソルスパース３２０００ＧＲ（日本ルーブリゾール社製；ポリエステル系分散剤）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２０質量部
・溶剤：プロピレングリコールメチルエーテルアセテート　　　　　　　５２０質量部
・特定顔料誘導体または比較化合物（下記表３に記載）　　　　　　　　　　５質量部
【０３８８】
　更に上記で得られた顔料混合物に、下記成分を加えサンドミルで一昼夜微分散処理し、
顔料分散液（Ｅ～Ｇ）および比較顔料分散液（Ｈ－３～Ｈ－４）を得た。
・溶剤　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　３５０質量部
　　　〔プロピレングリコールメチルエーテルアセテート：ＰＧＭＥＡ〕
【０３８９】
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【表３】

【０３９０】
　上記表３に記載の本発明に係る（ａ－２）特定顔料誘導体（Ｙ－５）～（Ｙ－７）およ
び比較化合物（Ｈ－２）の構造を以下に示す。
【０３９１】
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【化１０９】

【０３９２】
＜顔料分散液の評価＞
　得られた本発明に係る顔料分散液（Ｅ～Ｇ）および比較顔料分散液（Ｈ－３～Ｈ－４）
について、顔料分散液Ａ～Ｄと同様にして粘度の測定および評価をした。結果を上記表３
に併記した。
　表３に明らかなように、（ａ－２）特定顔料誘導体および（ａ－３）特定分散樹脂を含
んで調製された顔料分散液Ｅ～Ｇは、分散安定性に優れたものであった。
【０３９３】
２－１．着色硬化性組成物（塗布液）の調製
　前記分散処理して得た顔料分散液に、更に下記成分を添加し、撹拌混合して硬化性組成
物溶液を調製した。
・顔料分散液（下記表４に記載）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１００質量部
・ペンタエリスリトールテトラアクリレート　　　　　　　　　　　　　　３．８質量部
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・重合開始剤　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　０．５質量部
　　　（下記表４に記載のオキシムエステル系開始剤または比較開始剤）
・上記特定分散樹脂４（紛体）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　０．７質量部
・界面活性剤（商品名：テトラニック１５０Ｒ１、ＢＡＳＦ社）　　　　　０．２質量部
・（３－アクリロキシプロピル）メチルジメトキシシラン　　　　　　　　０．０５質量
部
・溶剤：ＰＧＭＥＡ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１００質量部
【０３９４】
【表４】

 
【０３９５】
　上記表４に記載の（Ｂ）オキシム型開始剤（Ｉ－１）、（Ｉ－２）は前記した化合物で
ある。（Ｂ）オキシム型開始剤（Ｉ－３）および比較重合開始剤（ＩＨ－２）の構造を以
下に示す。
【０３９６】
【化１１０】

【０３９７】
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【化１１１】

【０３９８】
　前述のように調製した実施例６～７、参考例８、実施例９および比較例３の着色剤含有
硬化性組成物を、６インチシリコン基板上に塗布し、硬化性組成物層（塗布膜）を形成し
た。そして、この塗布膜の乾燥膜厚が０．８μｍになるように、１００℃のホットプレー
トを用いて１２０秒間加熱処理（プリベーク）を行なった。
　次いで、ｉ線ステッパー露光装置ＦＰＡ－３０００ｉ５＋（Ｃａｎｏｎ（株）製）を使
用して３６５ｎｍの波長でパターンが１．４μｍ四方のＩｓｌａｎｄパターンマスクを介
する露光によってマスクパターンと同サイズの１．４μｍ四方のＩｓｌａｎｄパターンが
得られるように５０～１６００ｍＪ／ｃｍ２の種々の露光量で露光した。ここで、光照度
系により５０ｍＪ／ｃｍ２露光量を測定して、その露光量を基準とし、照射時間を変更さ
せて積算露光量（ｍＪ／ｃｍ２）を求めて感度とした。この数値が小さいほど、低露光量
で、高解像度の微細パターンを形成することができ、高感度であることを示す。結果を上
記表４に併記した。
　その後、照射された塗布膜が形成されているシリコンウエハー基板をスピン・シャワー
現像機（ＤＷ－３０型、（株）ケミトロニクス製）の水平回転テーブル上に載置し、ＣＤ
－２０００（富士フイルムエレクトロニクスマテリアルズ（株）製）を用いて２３℃で６
０秒間パドル現像を行ない、シリコンウエハー基板に着色パターンを形成した。
【０３９９】
　着色パターンが形成されたシリコンウエハー基板を真空チャック方式で前記水平回転テ
ーブルに固定し、回転装置によって該シリコンウエハー基板を回転数５０ｒ．ｐ．ｍ．で
回転させつつ、その回転中心の上方より純水を噴出ノズルからシャワー状に供給してリン
ス処理を行ない、その後スプレー乾燥した。その後、測長ＳＥＭ「Ｓ－９２６０Ａ」（日
立ハイテクノロジーズ（株）製）を用いて、倍率：２０，０００で、形成された１．６μ
ｍ四方の着色パターン及びその周辺部を観察した。露光工程において、光が照射されなか
った領域（未露光部）の残渣の有無を観察し、現像性の評価とした。結果を上記表４に併
記した。
【０４００】
　表４に明らかなように、本発明の着色硬化性組成物によれば、高感度で微細な着色領域
を形成することができ、現像の後残渣も存在しないことから、未露光部の現像性に優れる
ことがわかる。他方、（Ｂ）オキシム型開始剤に代えてアシルホスフィン化合物（ＩＨ－
２）を用い、且つ、本発明に係る（ａ－３）特定分散樹脂に代えて比較用樹脂２を用いた
顔料分散液Ｈ－４を用いた比較例３では、感度および現像性に劣ることがわかる。
【０４０１】
（参考例１０～１４および比較例４～５）
＜顔料分散組成物の調製＞
　下記組成（５）の成分を混合し、ホモジナイザーを用いて回転数３，０００ｒ．ｐ．ｍ
．で３時間撹拌して混合し、顔料を含む混合溶液（Ｈ～Ｋ、Ｈ－５～Ｈ－６）を調製した
。
〔組成（５）〕



(139) JP 5448352 B2 2014.3.19

10

20

30

・Ｃ．Ｉ．ピグメントレッド２５４　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　５０部
・Ｃ．Ｉ．ピグメントレッド１７７　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　５０部
・特定分散樹脂（下記表５に記載）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２００部
・ＢＹＫ１１１（ビックケミー社製；リン酸エステル系分散剤）　　　　　　　１０部
・特定顔料誘導体または比較化合物（下記表５に記載）　　　　　　　　　　　　４部
・１－メトキシ－２－プロピルアセテート　　　　　　　　　　　　　　　　６６０部
【０４０２】
　続いて、上記より得られた混合溶液を、さらに０．３ｍｍφジルコニアビーズを用いた
ビーズ分散機ディスパーマット（ＧＥＴＺＭＡＮＮ社製）にて６時間分散処理を行ない、
その後さらに、減圧機構付き高圧分散機ＮＡＮＯ－３０００－１０（日本ビーイーイー（
株）製）を用いて、２０００ｋｇ／ｃｍ３の圧力下で流量５００ｇ／ｍｉｎとして分散処
理を行なった。この分散処理を１０回繰り返し、赤色の顔料分散組成物（Ｈ～Ｋ、Ｈ－５
～Ｈ－６）を得た。
【０４０３】

【表５】

【０４０４】
　上記表５に記載の本発明に係る特定顔料誘導体（Ｙ－１）、（Ｙ－２）および（Ｙ－６
）は前記と同様の化合物である。特定顔料誘導体（Ｙ－８）、（Ｙ－９）および比較化合
物（Ｈ－３）の構造を以下に示す。
【０４０５】
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【化１１２】

【０４０６】
＜顔料分散液の評価＞
　得られた顔料分散組成物（Ｈ～Ｋ）及び比較顔料分散液（Ｈ－５～Ｈ－６）について、
顔料分散液Ａ～Ｄと同様にして分散安定性を評価した。結果を前記表５に併記する。
　表５に明らかなように、（ａ－２）特定顔料誘導体および（ａ－３）特定分散樹脂を含
んで調製された顔料分散液Ｈ～Ｋは、分散安定性に優れたものであった。
【０４０７】
　以下、液晶表示素子用途のカラーフィルタ形成用として着色剤を含有する硬化性組成物
を調整した例を挙げて説明する。
＜硬化性組成物（塗布液）の調製＞
　前記分散処理して得た顔料分散液に、更に下記成分を添加し、撹拌混合して硬化性組成
物溶液を調製した。
・顔料分散液（下記表６に記載）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１００質量部
・ＤＰＨＡ（日本化薬社製）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　３．８質量部
・重合開始剤　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１．５質量部
　　　（下記表６に記載のオキシムエステル系開始剤または比較開始剤）
・ベンジルメタクリレート／メタクリル酸
　　　（ｍｏｌ比、７０／３０、重量平均分子量７０，０００）　　　　　０．７質量部
・界面活性剤（商品名：テトラニック１５０Ｒ１、ＢＡＳＦ社）　　　　　０．２質量部
・溶剤：ＰＧＭＥＡ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１００質量部
【０４０８】
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【表６】

【０４０９】
　上記表６に記載の（Ｂ）オキシム型開始剤（Ｉ－１）、（Ｉ－２）、（Ｉ－３）および
（ＩＨ－１）は前記した化合物である。
【０４１０】
＜カラーフィルタの作製＞
３－２．硬化性組成物層の形成
　上記顔料を含有する硬化性組成物をレジスト溶液として、５５０ｍｍ×６５０ｍｍのガ
ラス基板に下記条件でスリット塗布した後、１０分間そのままの状態で待機させ、真空乾
燥とプレベーク（ｐｒｅｂａｋｅ）（１００℃８０秒）を施して硬化性組成物塗膜（硬化
性組成物層）を形成した。
（スリット塗布条件）
　塗布ヘッド先端の開口部の間隙：５０μｍ
　塗布速度：１００ｍｍ／秒
　基板と塗布ヘッドとのクリヤランス：１５０μｍ
　塗布厚（乾燥厚）：２μｍ
　塗布温度：２３℃
【０４１１】
３－３．露光、現像
　その後、２．５ｋｗの超高圧水銀灯を用いて光硬化性塗布膜を、線幅２０μｍのテスト
用フォトマスクを用いてパターン状に露光し、露光後、塗布膜の全面を富士フイルムエレ
クトロニクスマテリアルズ社製　アルカリ現像液　ＣＤＫ－１、の１％水溶液で被い、４
０秒間静止した。
【０４１２】
３－４．加熱処理
　静止後、純水をシャワー状に噴射して現像液を洗い流し、かかる光硬化処理及び現像処
理を施した塗布膜を２２０℃のオーブンにて１時間加熱した（ポストベーク）。これによ
り、ガラス基板上に樹脂皮膜からなる着色領域を形成し、カラーフィルタの着色パターン
とした。
【０４１３】
〔性能評価〕
　上記で調整された着色硬化性組成物を用いてガラス基板上に形成された硬化性組成物塗
布膜（着色層）の硬化に必要な露光量を実施例１と同様に測定し、感度の基準とした。こ
の数値が小さいほど高感度であることを示す。結果を上記表６に併記した。
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　また、別途形成した着色層（２０μｍ四方）を１００ｍＪ／ｃｍ２の露光量で露光した
のち、上記条件で、現像、ポストベイクを行い、形成された着色領域及びその周辺部を実
施例１と同様の条件で観察し、非画像部の残渣の有無を確認した。結果を上記表６に併記
した。
【０４１４】
　表６に明らかなように、本発明の着色硬化性組成物によれば、高感度で微細な着色領域
を形成することができ、現像の後残渣も存在しないことから、未露光部の現像性に優れる
ことがわかる。他方、（Ｂ）オキシムエステル系開始剤に代えて（ＩＨ－１）を用いた比
較例５、本発明に係る（ａ－３）特定分散樹脂を用いない顔料分散液Ｈ－６を用いた比較
例４は、感度および現像性に劣ることがわかる。
【０４１５】
＜液晶表示素子＞
　上記硬化性組成物について、顔料のみを、明細書に記載の青色顔料と緑色顔料とに変更
した他は同様にして緑色、青色の着色硬化性組成物を調整した。
　上記基板にまず、常法によりブラックマトリックスを形成し、赤色硬化性組成物で実施
したのと同様にして２０×２０μｍの緑色、青色パターンを順次形成して液晶表示素子用
のカラーフィルターを作製した。得られたカラーフィルターを液晶表示素子に組み込んだ
ところ、該液晶表示素子は、色特性、コントラストに優れることが確認された。
【０４１６】
＜固体撮像素子＞
　上記硬化性組成物について、顔料のみを青色顔料と緑色顔料とに変更した他は同様にし
て緑色、青色の着色硬化性組成物を調整した。
　上記基板にまず、赤色硬化性組成物で実施したのと同様にして１．６×１．６μｍの緑
色、青色パターンを順次形成して固体撮像素子用のカラーフィルターを作製した。得られ
たカラーフィルターを固体撮像素子に組み込んだところ、該固体撮像素子は、高解像度で
、色分離性に優れることが確認された。
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