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(57)【要約】
【課題】硬化部分の強度、伸びが良好で、微細な画像部分を形成させる際にもシャープな
画像版面が得られるフレキソ印刷版材を提供し得る硬化性樹脂組成物、および該硬化性樹
脂組成物を構成成分とするフレキソ印刷版材を提供すること。
【解決手段】重合性単量体１００部に対して、アクリル系ブロック共重合体１～１０００
部及び、重合開始剤０．１～３０部を含有する硬化性樹脂組成物であって、前記アクリル
系ブロック共重合体が、メタクリル酸アルキルエステル由来の構造単位からなる重合体ブ
ロックＡを１個以上及びアクリル酸アルキルエステル由来の構造単位からなる重合体ブロ
ックＢを１個以上有し、重量平均分子量（Ｍｗ）が３０，０００～３００，０００で、分
子量分布（Ｍｗ／Ｍｎ）が１．５以下で且つ重合体ブロックＡの含有割合が３～６０質量
％である、硬化性樹脂組成物並びにそれからなるフレキソ印刷版材。
【選択図】なし
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　（ｉ）アクリル系ブロック共重合体（ａ）、重合性単量体（ｂ）および重合開始剤（ｃ
）を含有し、
（ｉｉ）上記アクリル系ブロック共重合体（ａ）が、下記要件（α）～（δ）；
（α）メタクリル酸アルキルエステルに由来する構造単位を主体とする１個以上の重合体
ブロックＡおよびアクリル酸アルキルエステルに由来する構造単位を主体とする１個以上
の重合体ブロックＢを有する；
（β）重量平均分子量（Ｍｗ）が３０，０００～３００，０００である；
（γ）分子量分布［重量平均分子量（Ｍｗ）／数平均分子量（Ｍｎ）］が１．５以下であ
る；および、
（δ）重合体ブロックＡの含有割合が３～６０質量％である；
を満足し、
（ｉｉｉ）上記重合性単量体（ｂ）１００質量部に対して、アクリル系ブロック共重合体
（ａ）を１～１０００質量部および重合開始剤（ｃ）を０．１～３０質量部の割合で含有
する硬化性樹脂組成物。
【請求項２】
　さらに軟化剤（ｄ）を、重合性単量体（ｂ）１００質量部に対して、１～１０００質量
部含有する請求項１に記載の硬化性樹脂組成物。
【請求項３】
　さらにスチレン系ブロック共重合体を、重合性単量体（ｂ）１００質量部に対して、１
～１０００質量部含有する請求項１または２に記載の硬化性樹脂組成物。
【請求項４】
　アクリル系ブロック共重合体（ａ）が、重合体ブロックＡ－重合体ブロックＢ－重合体
ブロックＡからなるトリブロック共重合体および重合体ブロックＡ－重合体ブロックＢか
らなるジブロック共重合体から選ばれる少なくとも１つを含む請求項１～３のいずれか１
項に記載の硬化性樹脂組成物。
【請求項５】
　アクリル系ブロック共重合体（ａ）における重合体ブロックＡが、ポリメタクリル酸メ
チルよりなる重合体ブロックである請求項１～４のいずれか１項に記載の硬化性樹脂組成
物。
【請求項６】
　アクリル系ブロック共重合体（ａ）における重合体ブロックＢが、アクリル酸エチル、
アクリル酸ブチル、アクリル酸オクチルおよびアクリル酸２－エチルヘキシルから選ばれ
る少なくとも１つのアクリル酸アルキルエステルの重合体からなる重合体ブロックである
請求項１～５のいずれか１項に記載の硬化性樹脂組成物。
【請求項７】
　アクリル系ブロック共重合体（ａ）における重合体ブロックＡの含有割合が５～５５質
量％である請求項１～６のいずれか１項に記載の硬化性樹脂組成物。
【請求項８】
　請求項１～７のいずれか１項に記載の硬化性樹脂組成物を構成成分とするフレキソ印刷
版材。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、硬化性樹脂組成物および該硬化性樹脂組成物を構成成分とするフレキソ印刷
版材に関する。
【背景技術】
【０００２】
　フレキソ印刷版は、一般に弾性のあるゴムや感光性樹脂製の凸版を貼り付け、液状イン
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キを用いて印刷する凸版印刷版の一種で、粗面あるいは曲面に印刷できることを特徴とし
、包装印刷、雑誌、段ボール、ラベル、ビンなど広範囲の印刷に用いられている。このよ
うなフレキソ印刷版の作製方法として、以前は、ゴムを流し込んで固化させる方法や、ゴ
ム版を手彫刻する方法があったが、この方法では精度のよいフレキソ印刷版をつくること
が困難であった。近年、硬化性樹脂を用いてフレキソ印刷版材を製造する方法が開発され
たことにより、フレキソ印刷版の製版工程がかなり合理化されてきた。
【０００３】
　近年開発されているフレキソ印刷版材は、表面に保護フィルムを有し、その下に各種の
ウレタンゴム、ブチルゴム、シリコンゴム、エチレンプロピレンゴムなどの弾性体、重合
性単量体および重合開始剤、必要に応じて軟化剤などを混合した、活性エネルギー線によ
って硬化可能な硬化性樹脂組成物層、次いで接着層、さらにその下に支持体が設けられた
構成体からなっているのが一般的である（例えば非特許文献１参照）。
【０００４】
　このようなフレキソ印刷版材からフレキソ印刷版を製造する方法としては、例えば、ま
ず支持体と反対側の保護フィルム面上に、印刷したい文字・図・絵・模様などの画像が描
かれたネガフィルムを密着させ、次いで該ネガフィルムを密着させた側から活性エネルギ
ー線を照射することにより、ネガフィルムの画像が描かれた部分を透過した活性エネルギ
ー線の作用で硬化性樹脂組成物層の特定部分を選択的に硬化させて溶剤に不溶化させた後
、ネガフィルムおよび保護フィルムを取り除いて、硬化性樹脂組成物層のうち、活性エネ
ルギー線が照射されず硬化していない部分を溶剤を用いて除去すること（現像工程）によ
って画像となる部分（画像版面）を形成し、フレキソ印刷版を得る（例えば非特許文献１
、および特許文献１～特許文献４参照）。さらに、フレキソ印刷版において細密な小点や
線を確実に形成し、現像時の画像版面の欠けを防止する目的で、硬化性樹脂組成物に配合
する樹脂の種類、割合についての改良が検討されており、例えば共役ジエン単位部分のビ
ニル結合量が多いスチレン系ブロック共重合体を配合した例（特許文献５参照）、モノビ
ニル置換芳香族炭化水素と共役ジエンからなる特定の熱可塑性エラストマーと、ビニル結
合単位の平均比率の高いジエン系液状ゴムを併用した例（特許文献６参照）が提案されて
いる。
【０００５】
　特許文献１では樹脂成分として結晶性１，２－ポリブタジエンおよびポリイソプレンゴ
ムなどのエチレン、ブタジエンおよびイソプレンの少なくとも一つを構成成分とする高分
子化合物を併用しているが、この場合、ハードセグメントを有さないゴムを樹脂成分とし
て使用しているため、未硬化版の貯蔵、輸送段階で版の変形（コールドフロー）が起こり
やすいという問題点がある。特許文献２および特許文献３では、ハードセグメントが２５
℃以上のガラス転移温度を有する、熱可塑性エラストマーである特定のブロック共重合体
（好適には特定組成のポリスチレン－ポリイソプレン－ポリスチレントリブロック共重合
体またはポリスチレン－ポリブタジエン－ポリスチレントリブロック共重合体）を使用し
ており、ポリスチレン部分の凝集力により未硬化版の変形は低減されている。しかしなが
ら、該エラストマーと重合性単量体として汎用である（メタ）アクリレート系モノマーの
極性が異なるため、これらの相溶性が十分とは言えず、硬化時のフレキソ印刷版の伸びや
弾性率など物性が不十分であったりムラが生じたりする。また、相溶性が不十分であるた
め、UV光などの活性エネルギー線が散乱されるなどして、硬化ムラが生じ、シャープな画
像版面、画像再現性に優れるフレキソ印刷版材を得られない場合があった。
【０００６】
　また、未硬化部分の樹脂の除去は一般的には、有機溶剤を用い必要に応じてブラシを併
用して洗い流す手法や、加熱溶融させて不織布で拭き取る手法がとられる。しかし、未硬
化部分の樹脂は有機溶剤への溶解性が低く溶融粘度も高いため、その除去に時間がかかり
煩雑であるほか、画像版面のエッジ部分の欠けが生じたりするため、シャープな画像版面
が得られない場合があった。
【０００７】
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　特許文献４では、樹脂成分として熱可塑性及びエラストマー領域を有する結合剤（好適
にはポリスチレン－ポリブタジエン－ポリスチレントリブロック共重合体）を用い、さら
に特定の付加重合性エチレン系不飽和単量体を併用することによってフレキソ印刷版の柔
軟性を改良している。しかしながら、柔軟性は改良されるものの、上記と同様に重合性単
量体との相溶性、および未硬化部の除去性が十分ではない。また、特許文献５および特許
文献６では、いずれもスチレン系熱可塑性エラストマーの共役ジエン単位部分の硬化性が
改良され、得られるフレキソ印刷版の靭性が向上するが、上記と同様に重合性単量体との
相溶性、および未硬化部の除去性については何ら改良されておらず、また細密な画像部分
を形成させる際には必ずしも充分な性能は得られていない。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００８】
【特許文献１】特公昭５５－　３４４１５号公報
【特許文献２】米国特許第４３２３６３６号明細書
【特許文献３】特公昭５１－　４３３７４号公報
【特許文献４】特開平　２－１０８６３２号公報
【特許文献５】特開平　５－１３４４１０号公報
【特許文献６】特開２０００－１５５４１８号公報
【特許文献７】特開平　６－９３０６０号公報
【特許文献８】特公平　７－２５８５９号公報
【特許文献９】特開平１１－３３５４３２号公報
【非特許文献】
【０００９】
【非特許文献１】「感光性樹脂の基礎と実用」、赤松 清監修、株式会社シーエムシー、
２００１年発行、１５２～１６０頁
【非特許文献２】Ｇ．Ｍｏｉｎｅａｕ　ｅｔ ａｌ．「Ｍａｃｒｏｍｏｌ．Ｃｈｅｍ．Ｐ
ｈｙｓ．」，２０１，２０００，ｐ．１１０８－１１１４
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１０】
　本発明の目的は、微細な画像部分を形成させる際にもシャープな画像版面が再現性よく
得られ、かつ熱や溶剤現像性に優れ、また硬化部分の強度、伸びが良好なフレキソ印刷版
材を提供し得る硬化性樹脂組成物、および該硬化性樹脂組成物を構成成分とするフレキソ
印刷版材を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　本発明者らは、上記課題を解決するために鋭意検討を重ねてきた。その結果、メタクリ
ル酸アルキルエステル重合体ブロックとアクリル酸アルキルエステル重合体ブロックとを
特定の割合で有し、かつ特定の重量平均分子量および特定の分子量分布（Ｍｗ／Ｍｎ）を
有するアクリル系ブロック共重合体を、重合性単量体および重合開始剤と特定の割合で配
合した本発明の硬化性樹脂組成物は、該アクリル系ブロック共重合体が重合性単量体との
相溶性に優れ、しかも該アクリル系ブロック共重合体が透明性に優れることから、得られ
る硬化性樹脂組成物が透明性に優れ、硬化に使用される活性エネルギー線の組成物表面あ
るいは内部での吸収、散乱が少ないため、ムラなく硬化できるだけでなく、微細な画像部
分を形成させる際にもシャープな画像版面が再現性よく得られることを見出した。
【００１２】
　また、本発明者らは、上記アクリル系ブロック共重合体を含む本発明の硬化性樹脂組成
物が高温流動性、溶剤溶解性に優れることから、未硬化部を短時間で簡便に容易に除去す
ることができ、作業性に優れ、現像作業時に生じる画像版面のエッジ部分の欠けが生じに
くく、シャープな画像版面が得られることを見出した。
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【００１３】
　さらに、本発明者らは、本発明の硬化性樹脂組成物から得られた硬化樹脂は、冬場や寒
冷地など低温雰囲気下においても、安定した機械的特性、再現性が得られることを見出し
た。
　加えて、本発明の硬化性樹脂組成物はフレキソ印刷版の簡便な製造に適した粘性を有し
ており、適切な硬度、引張強さ、伸び率、および弾性を有するフレキソ印刷版を与えるこ
とを見出し、これら種々の知見に基づいて本発明を完成した。
【００１４】
　すなわち、本発明は、
（１）（ｉ）アクリル系ブロック共重合体（ａ）、重合性単量体（ｂ）および重合開始剤
（ｃ）を含有し、
（ｉｉ）上記アクリル系ブロック共重合体（ａ）が、下記要件（α）～（δ）；
（α）メタクリル酸アルキルエステルに由来する構造単位を主体とする１個以上の重合体
ブロックＡおよびアクリル酸アルキルエステルに由来する構造単位を主体とする１個以上
の重合体ブロックＢを有する；
（β）重量平均分子量（Ｍｗ）が３０，０００～３００，０００である；
（γ）分子量分布［重量平均分子量（Ｍｗ）／数平均分子量（Ｍｎ）］が１．５以下であ
る；および、
（δ）重合体ブロックＡの含有割合が３～６０質量％である；
を満足し、
（ｉｉｉ）上記重合性単量体（ｂ）１００質量部に対して、アクリル系ブロック共重合体
（ａ）を１～１０００質量部および重合開始剤（ｃ）を０．１～３０質量部の割合で含有
する硬化性樹脂組成物。
【００１５】
　そして、本発明は、
（２）さらに軟化剤（ｄ）を、重合性単量体（ｂ）１００質量部に対して、１～１０００
質量部含有する（１）の硬化性樹脂組成物；
（３）さらにスチレン系ブロック共重合体を、重合性単量体（ｂ）１００質量部に対して
、１～１０００質量部含有する前記（１）または（２）の硬化性樹脂組成物；
（４）アクリル系ブロック共重合体（ａ）が、重合体ブロックＡ－重合体ブロックＢ－重
合体ブロックＡからなるトリブロック共重合体および重合体ブロックＡ－重合体ブロック
Ｂからなるジブロック共重合体から選ばれる少なくとも１つを含む前記（１）～（３）の
いずれかに記載の硬化性樹脂組成物；
（５）アクリル系ブロック共重合体（ａ）における重合体ブロックＡが、ポリメタクリル
酸メチルよりなる重合体ブロックである前記（１）～（４）のいずれかに記載の硬化性樹
脂組成物；
（６）アクリル系ブロック共重合体（ａ）における重合体ブロックＢが、アクリル酸エチ
ル、アクリル酸ブチル、アクリル酸オクチルおよびアクリル酸２－エチルヘキシルから選
ばれる少なくとも１種のアクリル酸アルキルエステルの重合体からなる重合体ブロックで
ある前記（１）～（５）のいずれかに記載の硬化性樹脂組成物；
（７）アクリル系ブロック共重合体（ａ）における重合体ブロックＡの含有割合が５～５
５質量％である前記（１）～（６）のいずれかの硬化性樹脂組成物；
である。
【００１６】
　さらに、本発明は、
（８）　前記（１）～（７）のいずれかに記載の硬化性樹脂組成物を構成成分とするフレ
キソ印刷版材；
である。
【発明の効果】
【００１７】
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　本発明の硬化性樹脂組成物は、フレキソ印刷版の簡便な製造に適した粘性を有し、適切
な硬度、引張強さ、伸び率、および弾性を有し、シャープな画像版面、画像再現性に優れ
るフレキソ印刷版を与え、しかも、未硬化部の高温流動性、溶剤溶解性に優れることから
、熱や溶剤現像性に優れるフレキソ印刷版材を与える。
【発明を実施するための形態】
【００１８】
　以下に本発明について詳細に説明する。
【００１９】
　本発明の硬化性樹脂組成物には必須成分として、下記要件（α）～（δ）を満足するア
クリル系ブロック共重合体（ａ）が含まれている。
（α）メタクリル酸アルキルエステルに由来する構造単位を主体とする１個以上の重合体
ブロックＡおよびアクリル酸アルキルエステルに由来する構造単位を主体とする１個以上
の重合体ブロックＢを有する；
（β）重量平均分子量（Ｍｗ）が３０，０００～３００，０００である；
（γ）分子量分布［重量平均分子量（Ｍｗ）／数平均分子量（Ｍｎ）］が１．５以下であ
る；および、
（δ）重合体ブロックＡの含有割合が３～６０質量％である；
という要件（α）～（δ）を満足するアクリル系ブロック共重合体を用いることが必要で
ある。
【００２０】
　上記要件（α）において、「メタクリル酸アルキルエステルに由来する構造単位を主体
とする重合体ブロックＡ」とは、「メタクリル酸アルキルエステルに由来する構造単位を
重合体ブロックＡの質量に基づいて８０質量％以上の割合で有する重合体ブロック」をい
う。また、「アクリル酸アルキルエステルに由来する構造単位を主体とする重合体ブロッ
クＢ」とは、「アクリル酸アルキルエステルに由来する構造単位を重合体ブロックＢの質
量に基づいて８０質量％以上の割合で有する重合体ブロック」をいう。
【００２１】
　上記重合体ブロックＡでは、メタクリル酸アルキルエステルに由来する構造単位の割合
が、９０質量％以上であることが好ましく、９５～１００質量％であることが特に好まし
い。上記重合体ブロックＢでは、アクリル酸アルキルエステルに由来する構造単位の割合
が、９０質量％以上であることが好ましく、９５～１００質量％であることが特に好まし
い。
【００２２】
　上記重合体ブロックＡのメタクリル酸アルキルエステルに由来する構造単位は、メタク
リル酸アルキルエステルを重合することによって得られる。このようなメタクリル酸アル
キルエステルとしては、例えば、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ｎ－ブチル、メタクリル酸ｔ－ブチル、メタクリル酸ｎ－ヘキ
シル、メタクリル酸シクロヘキシル、メタクリル酸２－エチルヘキシル、メタクリル酸ｎ
－オクチル、メタクリル酸ラウリル、メタクリル酸トリデシル、およびメタクリル酸ステ
アリル等の好ましくは炭素数１～１８のアルキル基を有するメタクリル酸アルキルエステ
ルが挙げられる。これらの中でも、本発明の硬化性樹脂組成物から得られる硬化樹脂の強
度、耐久性、および耐候性が良好になる点、容易かつ安価に入手できる点から、メタクリ
ル酸メチルが好ましい。
【００２３】
　上記重合体ブロックＡは、上記したメタクリル酸アルキルエステル１種単独からなる重
合体ブロックであってもよいし、２種以上からなる重合体ブロックであってもよい。
【００２４】
　また、耐熱性の観点からは、上記重合体ブロックＡのシンジオタクティシティが６０％
以上であることが好ましく、６０～９０％であることがより好ましく、７０～８０％であ
ることがさらに好ましい。
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【００２５】
　さらに、得られる硬化樹脂の耐久性、耐熱性の点から、重合体ブロックＡのガラス転移
温度は、１００～２００℃であることが好ましく、１００～１５０℃であることがより好
ましい。
【００２６】
　上記重合体ブロックＢのアクリル酸アルキルエステルに由来する構造単位は、アクリル
酸アルキルエステルを重合することによって得られる。このようなアクリル酸アルキルエ
ステルとしては、例えば、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ｎ－ブチル、アクリル酸ｔ－ブチル、アクリル酸ｎ－ヘキシル、アクリル酸シ
クロヘキシル、アクリル酸２－エチルヘキシル、アクリル酸ｎ－オクチル、アクリル酸ラ
ウリル、アクリル酸トリデシル、およびアクリル酸ステアリル等の好ましくは炭素数１～
１８のアルキル基を有するアクリル酸アルキルエステルが挙げられる。これらの中でも、
本発明の硬化性樹脂組成物の硬化樹脂が優れた柔軟性を発現するため、アクリル酸エチル
、アクリル酸プロピル、アクリル酸ｎ－ブチル、アクリル酸オクチルおよびアクリル酸２
－エチルヘキシルが好ましい。
【００２７】
　また、重合体ブロックＢと重合体ブロックＡとが明確に相分離して、フレキソ印刷版の
簡便な製造に適した粘性を有し、適切な硬度、引張強さ、伸び率、および弾性を有するフ
レキソ印刷版を与える硬化性樹脂組成物が得られる点、汎用化合物として容易かつ安価に
入手できる点から、アクリル酸ｎ－ブチルおよびアクリル酸２－エチルヘキシルが特に好
ましい。
【００２８】
　上記重合体ブロックＢは、上記したアクリル酸アルキルエステル１種単独からなる重合
体ブロックであってもよいし、２種以上からなる重合体ブロックであってもよい。
【００２９】
　上記重合体ブロックＢのガラス転移温度は、－２０℃以下であることが好ましく、－３
０℃～－６０℃であることがより好ましい。
【００３０】
　上記重合体ブロックＡは、本発明の効果を損なわない範囲（一般的には重合体ブロック
Ａの質量に基づいて２０質量％以下、好ましくは１０質量％以下、より好ましくは５質量
％以下）で、必要に応じて、メタクリル酸アルキルエステル以外の単量体に由来する構造
単位を有していてもよい。また、上記重合体ブロックＢは、本発明の効果を損なわない範
囲（一般的には重合体ブロックＢの質量に基づいて２０質量％以下、好ましくは１０質量
％以下、より好ましくは５質量％以下）で、必要に応じて、アクリル酸アルキルエステル
以外の単量体に由来する構造単位を有していてもよい。例えば、上記単量体としては、重
合体ブロックＡの場合には、アクリル酸アルキルエステル、重合体ブロックＢの場合には
メタクリル酸アルキルエステルが挙げられる。
【００３１】
　また、重合体ブロックＡおよび重合体ブロックＢにおいて、必要に応じて有することの
できる構造単位となる単量体としては、その分子鎖に、－ＯＨ基、－ＣＯＯＨ基、－ＣＮ
基、－ＮＨ２基、－ＳＯ３Ｈ基、－ＳＯ２Ｈ基、－ＰＯ（ＯＨ）２基、－ＰＯ（ＯＨ）－
基などの親水基を有する不飽和単量体；１，３－ブタジエン、イソプレン、２，３－ジメ
チル－１，３－ブタジエン、２－メチル－１，３－ペンタジエン、１，３－ヘキサジエン
、４，５－ジエチル－１，３－オクタジエン、３－ブチル－１，３－オクタジエン、クロ
ロプレンなどの共役ジエン系単量体；（メタ）アクリル酸メトキシエチル、（メタ）アク
リル酸エトキシエチル、（メタ）アクリル酸グリシジル、（メタ）アクリル酸テトラヒド
ロフルフリルなどの官能基を有する（メタ）アクリル酸エステル；スチレン、α－メチル
スチレン、ｐ－メチルスチレンなどの芳香族ビニル系単量体；エチレン、プロピレンなど
のオレフィン系単量体；ε－カプロラクトン、バレロラクトンなどのラクトン単量体など
が挙げられる。
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【００３２】
　重合体ブロックＡおよび重合体ブロックＢに上記親水基を有する不飽和単量体に由来す
る構造単位が比較的多く含まれていると、本発明の硬化性樹脂組成物にネガフィルムを密
着させて活性エネルギー線を照射した際の、未露光部分（未硬化の硬化性樹脂組成物部分
）を水により洗浄しやすくなる傾向にある。
【００３３】
　上記親水基を有する不飽和単量体の具体例としては、（メタ）アクリル酸等のエチレン
性不飽和モノカルボン酸；クロトン酸、マレイン酸、無水マレイン酸、フマル酸、シトラ
コン酸、イタコン酸等のカルボキシル基を有する不飽和単量体あるいははそれらのアミド
類；マレイン酸モノエチル、イタコン酸モノメチルなどのエチレン性不飽和多価カルボン
酸の部分エステル化物；（メタ）アクリル酸ヒドロキシエチル、（メタ）アクリル酸ヒド
ロキシプロピル等のエチレン性不飽和カルボン酸ヒドロキシアルキルエステル；（メタ）
アクリロニトリル等のエチレン性不飽和ニトリル単量体；燐酸エチレンアクリレート、燐
酸トリメチレンアクリレート、燐酸プロピレンアクリレート、燐酸テトラメチレンアクリ
レート、燐酸（ビス）エチレンアクリレート、燐酸（ビス）トリメチレンアクリレート、
燐酸（ビス）テトラメチレンアクリレート、燐酸ジエチレングリコールアクリレート、燐
酸トリエチレングリコールアクリレート、燐酸ポリエチレングリコールアクリレート、燐
酸（ビス）ジエチレングリコールアクリレート、燐酸（ビス）トリエチレングリコールア
クリレート、燐酸（ビス）ポリエチレングリコールアクリレート及びこれらに対応するメ
タクリレート等の燐酸エステル基含有エチレン性不飽和単量体；スチレンスルホン酸ナト
リウム、２－スルホナート脂肪酸アリルナトリウム；２－アミノエチルアクリレート、ｔ
－ブチルアミノエチルアクリレート、Ｎ，Ｎ－ジエチルアミノエチルアクリレート、Ｎ，
Ｎ－ジメチルアミノエチルアクリレート及びこれらに対応するメタクリレート等のエチレ
ン性不飽和アミノアルキルエステルなどが挙げられる。
【００３４】
　また、重合体ブロックＡおよび重合体ブロックＢに上記共役ジエン系単量体に由来する
構造単位など側鎖にビニル基など不飽和基を有する構造が比較的多く含まれていると、本
発明の硬化性樹脂組成物に活性エネルギー線を照射した際に、共役ジエン単量体に由来す
る構造単位に含まれるビニル結合と重合性単量体（ｂ）とが架橋反応し、得られる硬化樹
脂の強度、耐久性などが優れる傾向になる。
【００３５】
　重合体ブロックＡおよび重合体ブロックＢに、上記必要に応じて含まれる構造単位は１
種単独でもよいし、２種以上でもよい。
【００３６】
　アクリル系ブロック共重合体（ａ）は、１個以上の重合体ブロックＡおよび１個以上の
重合体ブロックＢを有していれば、どのようなブロック共重合体でもよく、例えば、重合
体ブロックＡおよび重合体ブロックＢと異なるその他の重合体ブロックＣを有していても
よい。重合体ブロックＣとしては、芳香族ビニル重合体ブロック、共役ジエン重合体ブロ
ック、水添共役ジエン重合体ブロックなどが挙げられる。
【００３７】
　重合体ブロックＡをＡ、重合体ブロックＢをＢ、その他の重合体ブロックをＣで表すと
、本発明で用いるアクリル系ブロック共重合体（ａ）の例としては、Ａ－Ｂ型のジブロッ
ク共重合体；Ａ－Ｂ－Ａ型、Ｂ－Ａ－Ｂ型、Ａ－Ｂ－Ｃ型、Ｂ－Ａ－Ｃ型、Ｂ－Ｃ－Ａ型
のトリブロック共重合体；（Ａ－Ｂ）ｎ型、（Ａ－Ｂ－）ｎＡ型および（Ｂ－Ａ－）ｎＢ
型などの直鎖状ポリブロック共重合体；（Ａ－Ｂ－）ｎＸ型（Ｘはカップリング残基を表
す）、（Ｂ－Ａ－）ｎＸ型、（Ａ－Ｂ－Ａ）ｎＸ型、（Ａ－Ｃ－Ｂ）ｎＸ型、（Ｂ－Ｃ－
Ａ）ｎＸ型、（Ａ－Ｂ－Ｃ）ｎＸ型、（Ｃ－Ｂ－Ａ－）ｎＸ型、（Ｃ－Ａ－Ｂ－）ｎＸ型
などの星型ブロック共重合体（前記式中、ｎは２以上の整数を表す）；櫛型ブロック共重
合体などが挙げられる。
【００３８】
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　アクリル系ブロック共重合体（ａ）は、これらのうち１種を単独で使用してもよいし、
２種以上混合して使用してもよい。
　上記したアクリル系ブロック共重合体（ａ）の中でも、本発明の硬化性樹脂組成物から
得られる硬化樹脂の柔軟性に優れ、製造が容易であることから、Ａ－Ｂ－Ａ型のトリブロ
ック共重合体およびＡ－Ｂ型のジブロック共重合体が好ましく、Ａ－Ｂ－Ａ型のトリブロ
ック共重合体が特に好ましい。
【００３９】
　アクリル系ブロック共重合体（ａ）が、２個以上の重合体ブロックＡを有する場合は、
これら重合体ブロックＡでは、分子量（重量平均分子量および数平均分子量）が同一であ
っても異なっていてもよく、また、単量体単位の組成割合、配列状態、立体配置、結晶構
造などの分子構造が同一であっても異なっていてもよい。
【００４０】
　また、アクリル系ブロック共重合体（ａ）が、２個以上の重合体ブロックＢを有する場
合は、これら重合体ブロックＢでは、分子量（重量平均分子量および数平均分子量）が同
一であっても異なっていてもよく、また、単量体単位の組成割合、配列状態、立体配置、
結晶構造などの分子構造が同一であっても異なっていてもよい。
【００４１】
　これらアクリル系ブロック共重合体（ａ）の中でも、ポリ（メタクリル酸メチル）－ポ
リ（アクリル酸ｎ－ブチル）－ポリ（メタクリル酸メチル）トリブロック共重合体、およ
びポリ（メタクリル酸メチル）－ポリ（アクリル酸ｎ－ブチル）ジブロック共重合体が好
ましく、ポリ（メタクリル酸メチル）－ポリ（アクリル酸ｎ－ブチル）－ポリ（メタクリ
ル酸メチル）トリブロック共重合体がより好ましい。
【００４２】
　なお、上記トリブロック共重合体およびジブロック共重合体のポリメタクリル酸メチル
ブロックでは、当該重合体ブロックの質量に基づいて、メタクリル酸メチルに由来する構
造単位の割合が好ましくは８０質量％以上、より好ましくは９０質量％以上、特に好まし
くは９５～１００質量％であり、また、そのポリ（アクリル酸ｎ－ブチル）ブロックでは
、当該重合体ブロックの質量に基づいて、アクリル酸ｎ－ブチルに由来する構造単位の割
合が好ましくは８０質量％以上、より好ましくは９０質量％以上、特に好ましくは９５～
１００質量％である。
【００４３】
　本発明で用いるアクリル系ブロック共重合体（ａ）の重量平均分子量（Ｍｗ）は、３０
，０００～３００，０００である。重量平均分子量がこの範囲にあると、重合性単量体（
ｂ）との相溶性に優れ、フレキソ印刷版の簡便な製造に適した粘度となる。
【００４４】
　上記重量平均分子量（Ｍｗ）は、５０，０００～２００，０００であることが好ましく
、６０，０００～１８０，０００であることがより好ましく、７０，０００～１７０，０
００であることが更に好ましい。重量平均分子量が上記下限値未満の場合には、硬化性樹
脂組成物の粘度が低く、フレキソ印刷版の製造に適さなくなる。また、硬化性樹脂組成物
から得られる硬化樹脂の引張強さ、伸び率、および弾性や柔軟性が劣る傾向にある。重量
平均分子量が上記上限値を超えた場合には、重合性単量体（ｂ）との相溶性の低下、硬化
性樹脂組成物の粘度上昇による取り扱い性および工程性の低下、硬化後の樹脂組成物の相
分離による物性の低下などが生じ易くなる。
【００４５】
　なお、本明細書におけるアクリル系ブロック共重合体（ａ）、アクリル系ブロック共重
合体（ａ）を構成する各重合体ブロックの重量平均分子量（Ｍｗ）および数平均分子量（
Ｍｎ）は、後述する実施例に記載されたゲルパーミエーションクロマトグラフィー（ＧＰ
Ｃ）で測定した重量平均分子量（Ｍｗ）および数平均分子量（Ｍｎ）である。
【００４６】
　本発明で用いるアクリル系ブロック共重合体（ａ）の分子量分布［重量平均分子量（Ｍ
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ｗ）と数平均分子量（Ｍｎ）との比（Ｍｗ／Ｍｎ）］は１．５以下である。分子量分布が
この範囲にあることにより、硬化性樹脂組成物から得られる硬化樹脂の引張強さ、伸び率
、弾性、および柔軟性が優れたものになる。
【００４７】
　上記分子量分布（Ｍｗ／Ｍｎ）としては、１．４以下であることが好ましく、１．３以
下であることがより好ましく、１．２以下であることが更に好ましい。分子量分布（Ｍｗ
／Ｍｎ）が上記値を超えた場合には、低分子量成分および高分子量成分がより多く含まれ
るので、硬化時に高分子量成分が相分離したり、低分子量成分がブリードアウトしたりす
ることがある。前記相分離は力学強度を低下させ、前記ブリードアウトは硬化樹脂表面で
表面粘着性を増大させ工程通過性を悪化させる。一方、分子量分布（Ｍｗ／Ｍｎ）が上記
値以下の場合には、低分子量成分および高分子量成分がより少なく、硬化性樹脂組成物か
ら得られる樹脂硬化樹脂では、アクリル系ブロック共重合体（ａ）の高分子量成分が相分
離したり、低分子量成分がブリードアウトしたりする問題が発生しにくい。
【００４８】
　アクリル系ブロック共重合体（ａ）の重合体ブロックＡの含有割合は、アクリル系ブロ
ック共重合体（ａ）の質量に基づいて３～６０質量％である。重合体ブロックＡの含有割
合がこの範囲にあると、本発明の硬化性樹脂組成物から適切な硬度、引張強さ、伸び率、
および弾性を有するフレキソ印刷版が製造でき、さらにアクリル系ブロック共重合体（ａ
）のペレットを容易に製造できるので、硬化性樹脂組成物にアクリル系ブロック共重合体
（ａ）を配合する際のハンドリング性に優れる。
【００４９】
　上記重合体ブロックＡの含有割合は、５～５５質量％であることが好ましく、１０～４
５質量％であることがより好ましく、１５～３５質量％であることが更に好ましい。重合
体ブロックＡの含有割合が上記範囲を超えると、硬化性樹脂組成物のゴム弾性が発現しに
くくなり、得られる硬化樹脂の引張強さ、伸び率、および柔軟性が乏しくなる。また、フ
レキソ印刷版を作製した後、印刷ロールへの装着時に割れたり、フレキソ印刷版が欠けた
りする場合がある。また、硬化性樹脂組成物の硬度が高くなり、段ボールや再生紙などの
紙質の粗い被印刷体へ印刷する場合に、充分なインキの転写性を確保しにくい。重合体ブ
ロックＡの含有割合が上記範囲未満である場合には、重合体ブロックの物理的凝集力効果
が充分に発揮されず、本発明の硬化性樹脂組成物から作製される未硬化版（活性エネルギ
ー線を照射する前のフレキソ印刷版材）がコールドフローしやすくなり、貯蔵・輸送時の
変形が大きくなって印刷版として使用しにくい。
【００５０】
　本発明で使用する、上記した要件（α）～（δ）を満足するアクリル系ブロック共重合
体（ａ）の製造方法は特に制限されず、公知の製法に準じた方法で製造することができる
。
　分子量分布の狭いブロック共重合体を得る方法としては、重合体の構造単位を形成する
単量体をリビング重合する方法が一般的に採用される。当該リビング重合方法としては、
例えば、有機希土類金属錯体を重合開始剤として重合する方法（特許文献７参照）、有機
アルカリ金属化合物を重合開始剤としアルカリ金属またはアルカリ土類金属の塩などの鉱
酸塩の存在下でアニオン重合する方法（特許文献８参照）、有機アルカリ金属化合物を重
合開始剤とし有機アルミニウム化合物の存在下でアニオン重合する方法（特許文献９参照
）、原子移動ラジカル重合方法（ＡＴＲＰ）（非特許文献２参照）などを挙げることがで
きる。
【００５１】
　上記した製造方法のうち、有機アルミニウム化合物を助触媒とするアニオン重合方法に
よる場合は、重合途中の失活が少ないことによって失活成分であるホモポリマーの混入が
少ない。そのため、その方法によって当該方法で得られたアクリル系ブロック共重合体（
ａ）を重合性単量体（ｂ）および重合開始剤（ｃ）と混合して得られた硬化性樹脂組成物
から製造されるフレキソ印刷版は、再現性よく、機械物性やシャープな画像版面が得られ
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る。当該方法で得られるアクリル系ブロック共重合体（ａ）は、重合体ブロックＡの分子
構造が高シンジオタクチックとなって、重合体ブロックＡのガラス転移温度がアイソタク
チックのものよりも高いため、耐熱性に優れる。また、当該方法による場合は、比較的緩
和な温度条件下でのリビング重合が可能であることから、アクリル系ブロック共重合体（
ａ）を工業的に生産する場合に、環境への負荷（主に重合温度を制御するための冷凍機に
かかる電力）が少なくて済むという利点がある。そのため、これらの点から、本発明で用
いるアクリル系ブロック共重合体（ａ）は、有機アルミニウム化合物を助触媒とするアニ
オン重合方法によって製造されることが好ましい。
【００５２】
　本発明で用いるアクリル系ブロック共重合体（ａ）を製造するための重合方法として好
ましく採用される、有機アルミニウム化合物の存在下での前記したアニオン重合は、例え
ば、有機リチウム化合物と、下記の一般式：
ＡｌＲ１Ｒ２Ｒ３

（式中、Ｒ１、Ｒ２およびＲ３はそれぞれ独立して置換基を有してもよいアルキル基、置
換基を有していてもよいシクロアルキル基、置換基を有してもよいアリール基、置換基を
有していてもよいアラルキル基、置換基を有してもよいアルコキシル基、置換基を有して
もよいアリールオキシ基またはＮ，Ｎ－二置換アミノ基を表すか、またはＲ１が前記した
いずれかの基を表し、Ｒ２およびＲ３は一緒になって置換基を有していてもよいアリーレ
ンジオキシ基を表す。）で表される有機アルミニウム化合物の存在下に、必要に応じて、
反応系内に、ジメチルエーテル、ジメトキシエタン、ジエトキシエタン、１２－クラウン
－４などのエーテル；トリエチルアミン、Ｎ，Ｎ，Ｎ’，Ｎ’－テトラメチルエチレンジ
アミン、Ｎ，Ｎ，Ｎ’，Ｎ’’，Ｎ’’－ペンタメチルジエチレントリアミン、１，１，
４，７，１０，１０－ヘキサメチルトリエチレンテトラミン、ピリジン、２，２’－ジピ
リジルなどの含窒素化合物を更に存在させて、メタクリル酸アルキルエステルおよびアク
リル酸アルキルエステルを重合させる方法等を採用することができる。
【００５３】
　上記した有機リチウム化合物としては、例えば、メチルリチウム、エチルリチウム、ｎ
－プロピルリチウム、イソプロピルリチウム、ｎ－ブチルリチウム、ｓｅｃ－ブチルリチ
ウム、イソブチルリチウム、ｔｅｒｔ－ブチルリチウム、ｎ－ペンチルリチウム、ｎ－ヘ
キシルリチウム、テトラメチレンジリチウム、ペンタメチレンジリチウム、ヘキサメチレ
ンジリチウムなどのアルキルリチウムおよびアルキルジリチウム；フェニルリチウム、ｍ
－トリルリチウム、ｐ－トリルリチウム、キシリルリチウム、リチウムナフタレンなどの
アリールリチウムおよびアリールジリチウム；ベンジルリチウム、ジフェニルメチルリチ
ウム、トリチルリチウム、１，１－ジフェニル－３－メチルペンチルリチウム、α－メチ
ルスチリルリチウム、ジイソプロペニルベンゼンとブチルリチウムの反応により生成する
ジリチウムなどのアラルキルリチウムおよびアラルキルジリチウム；リチウムジメチルア
ミド、リチウムジエチルアミド、リチウムジイソプロピルアミドなどのリチウムアミド；
メトキシリチウム、エトキシリチウム、ｎ－プロポキシリチウム、イソプロポキシリチウ
ム、ｎ－ブトキシリチウム、ｓｅｃ－ブトキシリチウム、ｔｅｒｔ－ブトキシリチウム、
ペンチルオキシリチウム、ヘキシルオキシリチウム、ヘプチルオキシリチウム、オクチル
オキシリチウム、フェノキシリチウム、４－メチルフェノキシリチウム、ベンジルオキシ
リチウム、４－メチルベンジルオキシリチウムなどのリチウムアルコキシド等が挙げられ
る。これら有機リチウム化合物は１種を単独で、あるいは２種以上を混合して用いること
ができる。
【００５４】
　また、上記の一般式で表される有機アルミニウム化合物としては、例えばトリメチルア
ルミニウム、トリエチルアルミニウム、トリイソブチルアルミニウム、トリｎ－オクチル
アルミニウムなどのトリアルキルアルミニウム；ジメチル（２，６－ジ－ｔｅｒｔ－ブチ
ル－４－メチルフェノキシ）アルミニウム、ジメチル（２，６－ジ－ｔｅｒｔ－ブチルフ
ェノキシ）アルミニウム、ジエチル（２，６－ジ－ｔｅｒｔ－ブチル－４－メチルフェノ
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キシ）アルミニウム、ジエチル（２，６－ジ－ｔｅｒｔ－ブチルフェノキシ）アルミニウ
ム、ジイソブチル（２，６－ジ－ｔｅｒｔ－ブチル－４－メチルフェノキシ）アルミニウ
ム、ジイソブチル（２，６－ジ－ｔｅｒｔ－ブチルフェノキシ）アルミニウムなどのジア
ルキルフェノキシアルミニウム；メチルビス（２，６－ジ－ｔｅｒｔ－ブチル－４－メチ
ルフェノキシ）アルミニウム、メチルビス（２，６－ジ－ｔｅｒｔ－ブチルフェノキシ）
アルミニウム、エチル〔２，２’－メチレンビス（４－メチル－６－ｔｅｒｔ－ブチルフ
ェノキシ）〕アルミニウム、エチルビス（２，６－ジ－ｔｅｒｔ－ブチル－４－メチルフ
ェノキシ）アルミニウム、エチルビス（２，６－ジ－ｔｅｒｔ－ブチルフェノキシ）アル
ミニウム、エチル〔２，２’－メチレンビス（４－メチル－６－ｔｅｒｔ－ブチルフェノ
キシ）〕アルミニウム、イソブチルビス（２，６－ジ－ｔｅｒｔ－ブチル－４－メチルフ
ェノキシ）アルミニウム、イソブチルビス（２，６－ジ－ｔｅｒｔ－ブチルフェノキシ）
アルミニウム、イソブチル〔２，２’－メチレンビス（４－メチル－６－ｔｅｒｔ－ブチ
ルフェノキシ）〕アルミニウムなどのアルキルジフェノキシアルミニウム；メトキシビス
（２，６－ジ－ｔｅｒｔ－ブチル－４－メチルフェノキシ）アルミニウム、メトキシビス
（２，６－ジ－ｔｅｒｔ－ブチルフェノキシ）アルミニウム、メトキシ〔２，２’－メチ
レンビス（４－メチル－６－ｔｅｒｔ－ブチルフェノキシ）〕アルミニウム、エトキシビ
ス（２，６－ジ－ｔｅｒｔ－ブチル－４－メチルフェノキシ）アルミニウム、エトキシビ
ス（２，６－ジ－ｔｅｒｔ－ブチルフェノキシ）アルミニウム、エトキシ〔２，２’－メ
チレンビス（４－メチル－６－ｔｅｒｔ－ブチルフェノキシ）〕アルミニウム、イソプロ
ポキシビス（２，６－ジ－ｔｅｒｔ－ブチル－４－メチルフェノキシ）アルミニウム、イ
ソプロポキシビス（２，６－ジ－ｔｅｒｔ－ブチルフェノキシ）アルミニウム、イソプロ
ポキシ〔２，２’－メチレンビス（４－メチル－６－ｔｅｒｔ－ブチルフェノキシ）〕ア
ルミニウムなどのアルコキシジフェノキシアルミニウム；トリス（２，６－ジ－ｔｅｒｔ
－ブチル－４－メチルフェノキシ）アルミニウム、トリス（２，６－ジフェニルフェノキ
シ）アルミニウムなどのトリフェノキシアルミニウム等が挙げられる。これら有機アルミ
ニウム化合物は１種を単独で、あるいは２種以上を組み合わせて使用してもよい。
【００５５】
　これら有機アルミニウム化合物の中でも、イソブチルビス（２，６－ジ－ｔｅｒｔ－ブ
チル－４－メチルフェノキシ）アルミニウム、イソブチルビス（２，６－ジ－ｔｅｒｔ－
ブチルフェノキシ）アルミニウム、イソブチル〔２，２’－メチレンビス（４－メチル－
６－ｔｅｒｔ－ブチルフェノキシ）〕アルミニウムなどが、取り扱いが容易であり、しか
も比較的緩和な温度条件下で失活なくメタクリル酸アルキルエステル及びアクリル酸アル
キルエステルの重合を進行させることができる点から好ましい。
【００５６】
　本発明の硬化性樹脂組成物は、必須成分として、重合性単量体（ｂ）を含有する。重合
性単量体（ｂ）としては重合開始剤（ｃ）によって重合可能であれば特に制限なく用いる
ことができるが、ラジカル重合性単量体が好ましい。
【００５７】
　ラジカル重合性単量体としては、例えば、アクリル酸、メタクリル酸、α－シアノアク
リル酸、α－ハロゲン化アクリル酸、クロトン酸、桂皮酸、ソルビン酸、マレイン酸およ
びイタコン酸ならびにアクリル酸エステル（アクリレート）、メタクリル酸エステル（メ
タクリレート）、クロトン酸エステルおよびマレイン酸エステルなどのそれらのエステル
類；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－ヒドロキ
シエチルアクリルアミド、Ｎ、Ｎ－（ジヒドロキシエチル）アクリルアミドなどのアクリ
ルアミド誘導体；Ｎ－メチロールメタクリルアミド、Ｎ－ヒドロキシエチルメタクリルア
ミド、Ｎ、Ｎ－（ジヒドロキシエチル）メタクリルアミドなどのメタクリルアミド誘導体
；ビニルエステル、ビニルエーテル、モノ－Ｎ－ビニル誘導体、スチレン誘導体などが挙
げられる。
【００５８】
　また、上記重合性単量体（ｂ）は、重合性基を１個有する単官能性単量体であってもよ



(13) JP 2010-222591 A 2010.10.7

10

20

30

40

50

いし、重合性基を複数有する多官能性単量体であってもよい。
【００５９】
　上記ラジカル重合性単量体の中でも、アクリル系ブロック共重合体（ａ）との相溶性が
特に優れる観点からアクリレートおよびメタクリレートが好ましい。なお、以下、アクリ
レートおよびメタクリレートを総称して（メタ）アクリレートを示す場合がある。
【００６０】
　単官能性の（メタ）アクリレートとしては、例えば、メチル（メタ）アクリレート、エ
チル（メタ）アクリレート、プロピル（メタ）アクリレート、イソプロピル（メタ）アク
リレート、ｎ－ブチル（メタ）アクリレート、ｓｅｃ－ブチル（メタ）アクリレート、ｔ
－ブチル（メタ）アクリレート、イソブチル（メタ）アクリレート、ｎ－ヘキシル（メタ
）アクリレート、ラウリル（メタ）アクリレート、セチル（メタ）アクリレート、ステア
リル（メタ）アクリレート等のアルキルモノ（メタ）アクリレート；
シクロヘキシル（メタ）アクリレート、イソボルニル（メタ）アクリレート等の脂環式モ
ノ（メタ）アクリレート；ベンジル（メタ）アクリレート、フェニル（メタ）アクリレー
ト等の芳香族モノ（メタ）アクリレート；
プロピレングリコールモノ（メタ）アクリレート、グリセロールモノ（メタ）アクリレー
ト、エリスリトールモノ（メタ）アクリレート、２－ヒドロキシエチル（メタ）アクリレ
ート、２－ヒドロキシプロピル（メタ）アクリレート、３－ヒドロキシプロピル（メタ）
アクリレート、４－ヒドロキシブチル（メタ）アクリレート、６－ヒドロキシヘキシル（
メタ）アクリレート、１０－ヒドロキシデシル（メタ）アクリレート等の水酸基含有モノ
（メタ）アクリレート；
２－（メタ）アクリロイルオキシエチルジハイドロジェンホスフェート、３－（メタ）ア
クリロイルオキシプロピルジハイドロジェンホスフェート、４－（メタ）アクリロイルオ
キシブチルジハイドロジェンホスフェート、５－（メタ）アクリロイルオキシペンチルジ
ハイドロジェンホスフェート、６－（メタ）アクリロイルオキシヘキシルジハイドロジェ
ンホスフェート、７－（メタ）アクリロイルオキシヘプチルジハイドロジェンホスフェー
ト、８－（メタ）アクリロイルオキシオクチルジハイドロジェンホスフェート、９－（メ
タ）アクリロイルオキシノニルジハイドロジェンホスフェート、１０－（メタ）アクリロ
イルオキシデシルジハイドロジェンホスフェート、１１－（メタ）アクリロイルオキシウ
ンデシルジハイドロジェンホスフェート、１２－（メタ）アクリロイルオキシドデシルジ
ハイドロジェンホスフェート、１６－（メタ）アクリロイルオキシヘキサデシルジハイド
ロジェンホスフェート、２０－（メタ）アクリロイルオキシイコシルジハイドロジェンホ
スフェート、２－（メタ）アクリロイルオキシエチルフェニルハイドロジェンホスフェー
ト、２－（メタ）アクリロイルオキシエチル－２－ブロモエチルハイドロジェンホスフェ
ート等のリン酸基含有モノ（メタ）アクリレート、およびこれらリン酸基含有モノ（メタ
）アクリレートの酸塩化物、アルカリ金属塩、またはアンモニウム塩；
２，３－ジブロモプロピル（メタ）アクリレート等のハロゲン基含有モノ（メタ）アクリ
レート；
３－（メタ）アクリロイルオキシプロピルトリメトキシシラン、１１－（メタ）アクリロ
イルオキシウンデシルトリメトキシシラン等の（メタ）アクリレート変性シラン化合物な
どが挙げられる。
【００６１】
　２官能性の（メタ）アクリレートとしては、例えば、２，２－ビス（（メタ）アクリロ
イルオキシフェニル）プロパン、２，２－ビス（４－（メタ）アクリロイルオキシエトキ
シフェニル）プロパン、２，２－ビス（４－（メタ）アクリロイルオキシジエトキシフェ
ニル）プロパン、２，２－ビス（４－（メタ）アクリロイルオキシトリエトキシフェニル
）プロパン、２，２－ビス（４－（メタ）アクリロイルオキシテトラエトキシフェニル）
プロパン、２，２－ビス（４－（メタ）アクリロイルオキシペンタエトキシフェニル）プ
ロパン、２，２－ビス（４－（メタ）アクリロイルオキシジプロポキシフェニル）プロパ
ン、２－（４－（メタ）アクリロイルオキシジエトキシフェニル）－２－（４－（メタ）
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アクリロイルオキシトリエトキシフェニル）プロパン、２－（４－（メタ）アクリロイル
オキシジプロポキシフェニル）－２－（４－（メタ）アクリロイルオキシトリエトキシフ
ェニル）プロパン、２，２－ビス（４－（メタ）アクリロイルオキシプロポキシフェニル
）プロパン、２，２－ビス（４－（メタ）アクリロイルオキシイソプロポキシフェニル）
プロパン等の官能基を含有しない芳香族系ジメタクリレート；
２，２－ビス〔４－（３－（メタ）アクリロイルオキシ）－２－ヒドロキシプロポキシフ
ェニル〕プロパン（通称「Ｂｉｓ－ＧＭＡ」）等の水酸基含有芳香族系ジメタクリレート
；
１，４－ビス（２－（メタ）アクリロイルオキシエチル）ピロメリテート等のカルボキシ
ル基含有芳香族系ジ（メタ）アクリレート；
エチレングリコールジ（メタ）アクリレート、プロピレングリコールジ（メタ）アクリレ
ート、１，３－ブタンジオールジ（メタ）アクリレート、１，４－ブタンジオールジ（メ
タ）アクリレート、ネオペンチルグリコールジ（メタ）アクリレート、１，６－ヘキサン
ジオールジ（メタ）アクリレート、２－エチル－１，６－ヘキサンジオールジ（メタ）ア
クリレート、１，９－ノナンジオールジ（メタ）アクリレート、１，１０－デカンジオー
ルジ（メタ）アクリレート等のアルキレンジ（メタ）アクリレート；
ジエチレングリコールジ（メタ）アクリレート、トリエチレングリコールジ（メタ）アク
リレート、ポリエチレングリコールジ（メタ）アクリレート等のアルキレングリコール型
ジ（メタ）アクリレート；
グリセロールジ（メタ）アクリレート、１，２－ビス（３－メタクリロイルオキシ－２－
ヒドロキシプロポキシ）エタン等の水酸基含有非芳香族系ジ（メタ）アクリレート；
ビス〔２－（メタ）アクリロイルオキシエチル〕ハイドロジェンホスフェート、ビス〔４
－（メタ）アクリロイルオキシブチル〕ハイドロジェンホスフェート、ビス〔６－（メタ
）アクリロイルオキシヘキシル〕ハイドロジェンホスフェート、ビス〔８－（メタ）アク
リロイルオキシオクチル〕ハイドロジェンホスフェート、ビス〔９－（メタ）アクリロイ
ルオキシノニル〕ハイドロジェンホスフェート、ビス〔１０－（メタ）アクリロイルオキ
シデシル〕ハイドロジェンホスフェート、１，３－ジ（メタ）アクリロイルオキシプロピ
ルジハイドロジェンホスフェート、
ビス〔２－（メタ）アクリロイルオキシ－（１－ヒドロキシメチル）エチル〕ハイドロジ
ェンホスフェート等のリン酸基含有ジ（メタ）アクリレート、およびこれらリン酸基含有
ジ（メタ）アクリレートの酸塩化物、アルカリ金属塩、またはアンモニウム塩；
２，２，４－トリメチルヘキサメチレンビス（２－カルバモイルオキシエチル）ジメタク
リレート等のウレタンジ（メタ）アクリレートなどが挙げられる。
【００６２】
　これら２官能性の（メタ）アクリレートの中でも、アクリル系ブロック共重合体（ａ）
との相溶性、得られる硬化性樹脂組成物の取り扱い性が優れる点で、１，４－ブタンジオ
ールジ（メタ）アクリレート、ネオペンチルグリコールジ（メタ）アクリレート、１，６
－ヘキサンジオールジ（メタ）アクリレート、２－エチル－１，６－ヘキサンジオールジ
（メタ）アクリレート、１，９－ノナンジオールジ（メタ）アクリレート、１，１０－デ
カンオールジ（メタ）アクリレート、トリエチレングリコールジ（メタ）アクリレート、
およびグリセロールジ（メタ）アクリレートが好ましい。
【００６３】
　３官能性以上の（メタ）アクリレートとしては、例えば、トリメチロールプロパントリ
（メタ）アクリレート、トリメチロールエタントリ（メタ）アクリレート、トリメチロー
ルメタントリ（メタ）アクリレート等の３官能以上のトリメチロール型（メタ）アクリレ
ート；
ペンタエリスリトールテトラ（メタ）アクリレート等の３官能以上のペンタエリスルトー
ル型（メタ）アクリレート；
　ペンタエリスリトールトリ（メタ）アクリレート、ジペンタエリスリトールヒドロキシ
ペンタ（メタ）アクリレート等の３官能以上の水酸基含有（メタ）アクリレート；Ｎ，Ｎ
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－（２，２，４－トリメチルヘキサメチレン）ビス〔２－（アミノカルボキシ）プロパン
－１，３－ジオール〕テトラメタクリレート、１，７－ジアクリロイルオキシ－２，２，
６，６－テトラアクリロイルオキシメチル－４－オキシヘプタンなどが挙げられる。
【００６４】
　現像時に水現像をする場合には、上記重合性単量体（ｂ）としては、親水性基を含有す
るものが好ましい。このような親水性基としては、例えば、カルボキシル基、リン酸基、
ピロリン酸基、チオリン酸基、ホスホン酸基、スルホン酸基等の酸性基；ならびにこれら
酸の塩化物基、アルカリ金属塩基、およびアンモニウム塩基等のこれら酸から誘導される
基；水酸基；アミノ基およびアミノ基から誘導される基；ポリエチレングリコール骨格な
どのグリコールの繰り返し構造単位を含む基などが挙げられる。
【００６５】
　親水基を含む重合性単量体（ｂ）としては、例えば、上述した、水酸基含有モノ（メタ
）アクリレート；水酸基含有ジ（メタ）アクリレート；３官能以上の水酸基含有（メタ）
アクリレート；リン酸基含有モノ（メタ）アクリレートおよびこれらリン酸基含有モノ（
メタ）アクリレートの酸塩化物、アルカリ金属塩、またはアンモニウム塩；リン酸基含有
ジ（メタ）アクリレートおよびこれらリン酸基含有ジ（メタ）アクリレートの酸塩化物、
アルカリ金属塩、またはアンモニウム塩；アクリル酸、メタクリル酸などのその他の酸基
と重合性基とを有する化合物などが挙げられる。
　これら重合性単量体（ｂ）は、１種を単独で用いてもよく、２種以上を併用してよい。
【００６６】
　本発明の硬化性樹脂組成物には必須成分として、重合開始剤（ｃ）が含まれている。重
合開始剤（ｃ）としては、活性エネルギー線の照射によって重合が開始し、重合性単量体
（ｂ）の重合開始能を有するものであれば特に制限なく用いることができる。
【００６７】
　重合開始剤（ｃ）としては、例えばベンゾインアルキルエーテル類、ベンゾフェノン類
、アントラキノン類、ベンジル類、アセトフェノン類、ジアセチル類などが挙げられる。
具体例としては、ベンゾインやベンゾインメチルエーテル、ベンゾインエチルエーテル、
ベンゾイン－ｎ－プロピルエーテル、ベンゾインイソプロピルエーテル、およびベンゾイ
ンイソブチルエーテルなどのベンゾインアルキルエーテル類；２，２－ジメトキシ－１，
２－ジフェニルエタン-１－オン（２，２－ジメトキシ－２－フェニルアセトフェノン）
、ベンゾフェノン、ベンジル、ジアセチル、９，１０－アントラキノン、２－エチル－９
，１０－アントラキノン、α－メチロールベンゾイン、α－メチロールベンゾインメチル
エーテル、α－メトキシベンゾインメチルエーテル、ベンゾインフェニルエーテル、α－
ｔ－ブチルベンゾインなどが挙げられる。重合開始剤（ｃ）は、１種を単独で使用しても
よいし、２種以上を組み合わせて使用してもよい。
【００６８】
　本発明の硬化性樹脂組成物中のアクリル系ブロック共重合体（ａ）の含有量は、重合性
単量体（ｂ）１００質量部に対し、１～１０００質量部の範囲であり、１０～９００質量
部の範囲であることが好ましい。アクリル系ブロック共重合体（ａ）の含有量が上記下限
値よりも少ない場合には、硬化性樹脂組成物から得られた樹脂硬化樹脂の硬度が高くなり
、段ボールや再生紙などの紙質の粗い被印刷体への印刷において、充分なインキの転写性
を確保しにくい。また、アクリル系ブロック共重合体（ａ）の含有量が上記上限値よりも
多い場合には、硬化性樹脂組成物から作製される未硬化版（活性エネルギー線を照射する
前のフレキソ印刷版材）の活性エネルギー線による硬化性が低下し、シャープな画像版面
が得られにくい。
【００６９】
　本発明の硬化性樹脂組成物中の重合開始剤（ｃ）の含有量は、重合性単量体（ｂ）を１
００質量部とした場合、０．１～３０質量部の範囲であるが、０．２～８質量部の範囲で
あることが好ましい。重合開始剤（ｃ）の含有量が上記下限値よりも少ない場合には、硬
化性樹脂組成物が充分に架橋できず、充分な硬化性が得られにくい。重合開始剤（ｃ）の
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含有量が上記上限値よりも多い場合には、活性エネルギー線の透過率を低下させ、露光感
度を低下させることになるため、却って充分な架橋が形成されにくい傾向となる。
【００７０】
　本発明の硬化性樹脂組成物に必要に応じてさらに含有させることができる軟化剤（ｄ）
としては、例えば、液状ポリイソプレン、液状１，２－ポリブタジエン、液状１，４－ポ
リブタジエン、液状ポリ１，２－ペンタジエン、液状エチレン－ブタジエンコポリマー、
液状アクリロニトリル－ブタジエンコポリマー、およびこれらの変性物、水素添加物など
のジエン系液状ゴム； パラフィン系、ナフテン系、芳香族系のプロセスオイルなどの石
油系軟化剤； 流動パラフィン； 落花生油、ロジンなどの植物油系軟化剤などが挙げられ
る。これらの中でもジエン系液状ゴムが好ましい。軟化剤（ｄ）は、１種を単独で使用し
てもよいし、２種以上を組み合わせて使用してもよい。軟化剤（ｄ）を含有させる場合、
その量は、重合性単量体（ｂ）を１００質量部とした場合、１～１０００質量部の範囲で
あることが好ましく、１０～９００質量部の範囲であることがより好ましい。
【００７１】
　本発明の硬化性樹脂組成物に必要に応じてさらに含有させることができるスチレン系ブ
ロック共重合体としては、例えば、ポリスチレン－ポリイソプレン－ポリスチレントリブ
ロック共重合体、ポリスチレン－ポリブタジエン－ポリスチレンブロック共重合体、ポリ
スチレン－ポリブタジエンブロック共重合体、ポリスチレン－ポリイソプレンジブロック
共重合体、前記ブロック共重合体のジエン部分がイソプレンとブタジエンの混合物からな
るスチレン系ブロック共重合体、および、これらブロック共重合体の水添物等などが挙げ
られる。上記スチレン系ブロック共重合体の含有量は、本発明の趣旨を損なわない限り特
に制限はないが、通常、重合性単量体（ｂ）を１００質量部とした場合、１～１０００質
量部の範囲内であることが好ましい。
【００７２】
　本発明の硬化性樹脂組成物には、本発明の目的を損なわない限り、下記の他の重合体を
さらに配合することができる。ここで配合してもよい他の重合体としては、例えば天然ゴ
ム、合成ポリイソプレンゴム、ポリブタジエンゴム、スチレン－ブタジエンゴム、クロロ
プレンゴム、エチレン－プロピレンゴム、アクリルゴム、ブチルゴム、アクリロニトリル
－ブタジエンゴムなどのゴム；などが挙げられる。これらは１種類を単独で用いてもよい
し、２種類以上を組み合わせて用いてもよい。
【００７３】
　本発明の硬化性樹脂組成物には、必要に応じて、通常の感光性樹脂組成物に慣用されて
いる種々の添加剤、例えば、２，６－ジ－ｔ－ブチル－ｐ－ヒドロキシトルエン（２，６
－ジｔ－ブチル－ｐ－クレゾール）、ｐ－メトキシフェノール、ペンタエリスリトールテ
トラキス〔３－（ ３’，５’－ジｔ－ブチル－４’－ヒドロキシ）フェニルプロピオネ
ート〕、ヒドロキノン、ｔ－ブチルカテコール、ｔ－ブチルヒドロキシアニソール、４，
４’－ブチリデンビス（３－メチル－６－ｔ－ブチル）フェノールなどの熱重合防止剤；
紫外線吸収剤、ハレーション防止剤、光安定剤などが添加されていてもよい。これら添加
剤は１種類を単独で使用してもよいし、２種類以上を組み合わせて使用してもよい。
【００７４】
　本発明の硬化性樹脂組成物は、アクリル系ブロック共重合体（ａ）、重合性単量体（ｂ
）、および重合開始剤（ｃ）の他に、本発明の効果を損なわない範囲内で、必要に応じて
、その他の添加剤を含有してもよい。その他の添加剤としては、例えば、オゾン劣化防止
剤、シリカ、相溶化剤、消泡剤、レオロジー調整剤、硬化促進剤、充填材、顔料、染料、
カップリング剤、およびイオン捕捉剤などが挙げられる。
【００７５】
　本発明の硬化性樹脂組成物の調製方法は特に限定されず、上記したアクリル系ブロック
共重合体（ａ）、重合性単量体（ｂ）、重合開始剤（ｃ）、必要に応じて添加されるその
他の成分を、均一に混合できる調製法のいずれもが採用でき、何ら限定されない。例えば
、（１）重合性単量体（ｂ）を反応器に導入し、重合性単量体（ｂ）が固体の場合は適当
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な温度で加熱して液体にし、液体の重合性単量体（ｂ）にアクリル系ブロック共重合体（
ａ）を加えて完全に溶解させ、そこに重合開始剤（ｃ）および必要に応じてその他添加剤
を加えて、必要に応じて加熱し液体状で均一に混合し、更に必要に応じて脱泡処理して硬
化性樹脂組成物を調製する方法、（２）熱ロール、二軸押出機、ニーダーなどを使用して
、アクリル系ブロック共重合体（ａ）、重合性単量体（ｂ）、重合開始剤（ｃ）および必
要に応じて添加されるその他の成分を均一に溶融混練して、硬化性樹脂組成物を調製する
方法、（３）アクリル系ブロック共重合体（ａ）、重合性単量体（ｂ）、重合開始剤（ｃ
）および必要に応じて添加されるその他の成分を、例えばメチルエチルケトン、アセトン
、トルエン、クロロホルム、テトラクロルエチレンなどの溶剤に溶解して混合し、型枠の
中に流し入れる、もしくは、支持体の上に塗工した後に溶剤を蒸発させ硬化性樹脂組成物
を調製する方法などが挙げられる。
【００７６】
　本発明の硬化性樹脂組成物を硬化させるのに用いる活性エネルギー線としては、粒子線
、電磁波およびこれらの組み合わせが挙げられる。粒子線としては電子線（ＥＢ）、α線
が挙げられ、電磁波としては紫外線（ＵＶ）、可視光線、赤外線、γ線、Ｘ線などが挙げ
られる。これらの中でも、電子線（ＥＢ）および紫外線（ＵＶ）が好ましい。これらの活
性エネルギー線は、公知の装置を用いて照射することができる。電子線（ＥＢ）の場合の
加速電圧としては０．１～１０ＭｅＶ、照射線量としては１～５００ｋＧｙの範囲が適当
である。紫外線（ＵＶ）の場合、その線源として放射波長が２００ｎｍ～４５０ｎｍのラ
ンプを好適に用いることができる。線源としては、電子線（ＥＢ）の場合は、例えばタン
グステンフィラメントが挙げられ、紫外線（ＵＶ）の場合は、例えば低圧水銀灯、高圧水
銀灯、紫外線用水銀灯、カーボンアーク灯、キセノンランプ、ジルコニウムランプなどが
挙げられる。
【００７７】
　本発明の硬化性樹脂組成物は、特にフレキソ印刷版材の構成成分として有効に用いるこ
とができる。すなわち、本発明の硬化性樹脂組成物から作製される、未硬化版（活性エネ
ルギー線を照射する前のフレキソ印刷版材）は透明性に優れ、硬化に使用される活性エネ
ルギー線を、組成物表面あるいは内部で吸収、散乱させることが少ないため、ムラなく硬
化できるだけでなく、微細な画像部分を形成させる際にもシャープな画像版面が再現性よ
く得られる。
【００７８】
　本発明の硬化性樹脂組成物を構成成分とするフレキソ印刷版材を作製する方法としては
、例えば本発明の硬化性樹脂組成物を溶融状態で適当な形に、例えばプレス成形、押出成
形またはカレンダー成形により支持体上に厚さ２００μｍ～２０ｍｍ程度に成形する方法
が好適に用いられる。支持体としては、プラスチックシート、ゴムシート、発泡オレフィ
ンシート、発泡ゴムシート、発泡ウレタンシート、金属シートなどが挙げられる。溶媒を
含む場合は、型枠などに流しこむ、もしくは支持体に塗工した後、溶媒を蒸発させたもの
をそのまま印刷版として用いることもできる。また、必要に応じて、これらの支持体と本
発明の硬化性樹脂組成物とを接着させるために、接着剤を用いることも可能である。また
、必要に応じて、本発明の硬化性樹脂組成物が空気中の酸素の影響を受けるのを防止する
ために、該硬化性樹脂組成物層の表面にポリエチレンテレフタレートフィルムなどの保護
フィルムをさらに適宜設けることもできる。
【００７９】
　本発明の硬化性樹脂組成物を構成成分とするフレキソ印刷版材からフレキソ印刷版を得
る方法としては、例えば次のような手順が挙げられる。すなわち、適宜設けられている表
面の保護フィルムがある場合にはそれを取り除いた後、本発明の硬化性樹脂組成物からな
る層に印刷したい文字・図・絵・模様などの画像が描かれたネガフィルムを密着させ、次
いで該ネガフィルムを密着させた側から活性エネルギー線を照射することにより、ネガフ
ィルムの画像が描かれた部分を透過した活性エネルギー線の作用で硬化性樹脂組成物層の
特定部分を選択的に硬化させて溶剤に不溶化させる。その後、ネガフィルムを取り除いて



(18) JP 2010-222591 A 2010.10.7

10

20

30

40

50

、硬化性樹脂組成物層のうち、活性エネルギー線が照射されず硬化していない部分を溶剤
で除去、もしくは、加熱溶融させて拭き取るなどによって画像となる部分を形成し、フレ
キソ印刷版を得ることができる。
【００８０】
　硬化していない部分を除去するために用いることのできる溶剤としては、例えばテトラ
クロロエチレン、トルエン、キシレンなどの芳香族炭化水素、酢酸エステル、リモネン、
デカヒドロナフタレンなどや、これらに必要に応じてアルコール、例えばｎ－ブタノール
、１－ペンタノール、ベンジルアルコールなどを混合させたものなどが挙げられる。
【００８１】
　重合体ブロックＡおよび重合体ブロックＢに親水基を有する不飽和単量体を用いたアク
リル系ブロック共重合体（ａ）を用いた場合、水系の溶剤で未硬化部分を除去することが
できる。水系溶剤としては、水、アルコール、アルカリ金属塩、アルカリ土類金属塩など
を含むアルカリ性水溶液、界面活性剤などを溶解した水溶液などが挙げられる。また、未
露光部分（未硬化の硬化性樹脂組成物部分）を溶出させる方法としては、例えばノズルか
ら溶剤を噴霧させて洗い流す方法、溶剤とブラシを併用して洗い流して除去する方法など
が挙げられる。
【００８２】
　加熱溶融させて拭き取る手法としては、未硬化部の流動温度を上回る温度に加熱し、そ
の温度領域で良好な引裂強さを有する吸収性物質で拭き取る手法などがあげられる。吸収
性物質は、不織布材料、紙原料、繊維織物、連続気泡発泡体、および多孔質材料などが挙
げられる。より具体的には、ナイロン、ポリエステル、ポリプロピレン、ポリエチレンか
らなる不織布材料、およびこれらの不織布材料の組み合わせなどが挙げられる。特に好ま
しい吸収性物質としては、ナイロンまたはポリエステルの不織布連続ウェブが挙げられる
。後処理として、表面に光を照射する方法が一般的である。
【００８３】
　本発明の硬化性樹脂組成物を構成成分とする未硬化のフレキソ印刷版材（活性エネルギ
ー線を照射する前のフレキソ印刷版材）は透明性に優れる。また、活性エネルギー線の照
射により、シャープな画像版面が得られ、良好な印刷品質を有する。
【実施例】
【００８４】
　以下、本発明を実施例などによって具体的に説明するが、本発明はこれらの実施例に限
定されるものではない。なお、以下の実施例および比較例では、次の方法により、得られ
た硬化性樹脂組成物の物性評価を行った。
【００８５】
　（１）硬化後の硬度測定
　実施例および比較例で得られた硬化性樹脂組成物から作成した厚さ１ｍｍのシートの全
面に３０ｍＷ／ｃｍ２の紫外線（放射波長２００～４５０ｎｍ）を１０分間照射した後、
ＩＳＯ４８に準じて、デュロメータ硬さ試験を行いショアＡ硬度を測定した。測定には高
分子計器株式会社製Ａ型硬度計を用いた。硬化後の硬度については、比較例１のショア硬
度Ａの測定値を１００％として実施例、比較例の結果を示す。
【００８６】
　（２）硬化後の引張強さ、切断時伸び
　実施例および比較例で得られた硬化性樹脂組成物から作成した厚さ１ｍｍのシートの全
面に３０ｍＷ／ｃｍ２の紫外線（放射波長２００～４５０ｎｍ）を１０分間照射した後、
ＪＩＳ　Ｋ　６２５１に準拠したダンベル状の試験片を作製し、インストロン万能試験機
を使用して、２３℃で、引張速度１００ｍｍ／ｍｉｎで引張試験を行い、引張強さ（ＭＰ
ａ）、切断時伸び（％）を測定した。引張強さ、切断時伸びについては、比較例１の引張
強さ（ＭＰａ）、切断時伸び（％）の値を１００％とし、実施例、比較例の結果を示す。
【００８７】
　（３）未硬化部の除去性評価
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　実施例および比較例で得られた硬化性樹脂組成物から作成した厚さ１ｍｍのプレスシー
トより長さ１５ｃｍ×幅１５ｃｍの試験片を切り出し、この試験片に画像を有するネガフ
ィルムを密着させ、このフィルムの上から３０ｍＷ／ｃｍ２の紫外線（放射波長２００～
４５０ｎｍ）を１０分間照射し、次いでネガフィルムを取り除き、硬化しなかった部分（
未露光部分）を、トルエンによる溶解およびブラッシングにより、洗い流して除去した。
未硬化部の除去性は、速やかに除去できた場合を○、除去に時間を要した場合を×として
評価した。
【００８８】
　（４）感光性樹脂組成物の透明性
　感光性樹脂組成物を１００μｍのポリエステル製フィルムで挟み、スペーサーを用いて
プレス機により１２０℃の条件で８ＭＰａの圧力を３分間かけて、厚み３ｍｍの構成体を
作成し、濁度（ヘイズ）を、直読ヘイズメーター（日本電色製）により、ＪＩＳ　Ｋ　７
１３６に準拠してヘイズ値を測定した。
（Ｉ）ブロック共重合体の合成：
　以下の合成例１～４では、下記の実施例で用いたアクリル系ブロック共重合体（ａ－１
）、（ａ－２）、（ａ－３）およびポリスチレン－ポリイソプレン－ポリスチレンブロッ
ク共重合体（ＳＩＳ）を常法により乾燥精製した薬品を使用して合成した。
【００８９】
　その際に、合成したアクリル系ブロック共重合体（ａ－１）、（ａ－２）、および（ａ
－３）の重量平均分子量（Ｍｗ）、数平均分子量（Ｍｎ）、分子量分布（Ｍｗ／Ｍｎ）、
重合体ブロックＡ（ポリ（メタクリル酸メチル）ブロック）および重合体ブロックＢ（ポ
リ（アクリル酸ｎ－ブチル）ブロック）の含有割合、重合体ブロックＡのシンジオタクテ
ィシティ（立体規則性（ｒｒ））、重合体ブロックＡと重合体ブロックＢ（ポリ（アクリ
ル酸ｎ－ブチル）ブロック）のガラス転移温度、各単量体の重合転化率、およびポリスチ
レン－ポリイソプレン－ポリスチレンブロック共重合体（ＳＩＳ）の重量平均分子量（Ｍ
ｗ）、数平均分子量（Ｍｎ）、分子量分布（Ｍｗ／Ｍｎ）、スチレン含有量は以下の方法
で求めた。
【００９０】
　（Ｉ－１）アクリル系ブロック共重合体およびポリスチレン－ポリイソプレン－ポリス
チレンブロック共重合体の重量平均分子量（Ｍｗ）、数平均分子量（Ｍｎ）、および分子
量分布（分子量分布（Ｍｗ／Ｍｎ）の測定：
以下に記載する装置を使用して、以下の方法および条件を採用して、ゲルパーミエーショ
ンクロマトグラフ（ＧＰＣ）によりアクリル系ブロック共重合体の重量平均分子量（Ｍｗ
）および数平均分子量（Ｍｎ）を測定すると共に、それにより得られた値から分子量分布
（Ｍｗ／Ｍｎ）を求めた。
【００９１】
［装置および測定条件］
・装置：東ソー（株）製ゲルパーミエーションクロマトグラフ（ＨＬＣ－８０２０）
・カラム：東ソー（株）製ＴＳＫｇｅｌ　ＧＭＨＸＬ、Ｇ４０００ＨＸＬおよびＧ５００
０ＨＸＬを直列に連結
・溶離剤：テトラヒドロフラン
・溶離剤流量：１．０ｍｌ／分
・カラム温度：４０℃
・検出方法：示差屈折率（ＲＩ）
・検量線：標準ポリスチレンを用いて作成
【００９２】
　（Ｉ－２）アクリル系ブロック共重合体における重合体ブロックＡの含有割合、および
ポリスチレン－ポリイソプレン－ポリスチレンブロック共重合体のスチレン含有量および
ビニル化度：
　以下の装置および方法を採用して、プロトン核磁気共鳴（１Ｈ－ＮＭＲ）分光法によっ



(20) JP 2010-222591 A 2010.10.7

10

20

30

40

50

てアクリル系ブロック共重合体における各共重合成分の含有量および、ポリスチレン－ポ
リイソプレン－ポリスチレンブロック共重合体のスチレン含有量およびビニル化度を測定
した。
【００９３】
［装置および方法］
・装置：日本電子（株）製核磁気共鳴装置（ＪＮＭ－ＬＡ４００）
・溶媒：重クロロホルム
・アクリル系ブロック共重合体では１Ｈ－ＮＭＲスペクトルにおいて、３．６ｐｐｍおよ
び４.０ｐｐｍ付近のシグナルは、それぞれメタクリル酸メチル単位のエステル基（－Ｏ
－ＣＨ３）およびアクリル酸ｎ－ブチル単位のエステル基－Ｏ－ＣＨ２－ＣＨ２－ＣＨ２

－ＣＨ３）に帰属され、その積分値の比によって共重合成分の含有量を求めた。
【００９４】
　（Ｉ－３）アクリル系ブロック共重合体における重合体ブロックＡのシンジオタクティ
シティ（立体規則性（ｒｒ））：
　下記の装置および方法を採用して、カーボン核磁気共鳴（１３Ｃ－ＮＭＲ）分光法によ
って、アクリル系ブロック共重合体における重合体ブロックＡ（ポリメタクリル酸メチル
ブロック）の立体規則性（ｒｒ）を分析した。
【００９５】
［装置および方法］
・装置：日本電子（株）製核磁気共鳴装置（ＪＮＭ－ＬＡ４００）
・溶媒：重クロロホルム
・１３Ｃ－ＮＭＲスペクトルにおいて、４４．５ｐｐｍ、４４．８ｐｐｍおよび４５．５
ｐｐｍ付近のシグナルは、メタクリル酸メチル重合体ブロックの四級炭素に帰属され、そ
れぞれ立体規則性ｒｒ、ｍｒ、およびｍｍに対応し、その積分値の比によってシンジオタ
クティシティｒｒを求めた。
【００９６】
　（Ｉ－４）アクリル系ブロック共重合体の各重合体ブロックおよび、ポリスチレン－ポ
リイソプレン－ポリスチレンブロック共重合体のガラス転移温度（Ｔｇ）：
　以下の装置および条件を採用して、ＤＳＣ測定で得られた曲線において、外挿開始温度
（Ｔｇｉ）をガラス転移温度（Ｔｇ）とした。
【００９７】
［装置および条件］
・ＤＳＣ測定装置：メトラー社製「ＤＳＣ－８２２」
・条件：昇温速度１０℃／分
　（Ｉ－５）仕込んだ単量体の重合転化率：
　以下の装置および条件を採用して、ガスクロマトグラフィー（ＧＣ）によって仕込んだ
単量体の重合転化率を測定した。
【００９８】
［装置および条件］
・ＧＣ装置：島津製作所製ガスクロマトグラフ「ＧＣ－１４Ａ」
・カラム：ＧＬ　Ｓｃｉｅｎｃｅｓ　Ｉｎｃ．製「ＩＮＥＲＴ ＣＡＰ １」（ｄｆ＝０．
４μｍ、０．２５ｍｍＩ．Ｄ．×６０ｍ）
・分析条件：ｉｎｊｅｃｔｉｏｎ ３００℃、ｄｅｔｅｃｔｅｒ ３００℃、６０℃（０分
保持）→５℃／分→１００℃（０分保持）→１５℃／分→３００℃（２分保持）
【００９９】
《合成例１》［アクリル系ブロック共重合体（ａ－１）の合成］
（１）　２Ｌの三口フラスコに三方コックを付け内部を窒素で置換した後、室温にてトル
エン８６８ｇ、１，２－ジメトキシエタン４３．４ｇ、イソブチルビス（２，６－ジ－ｔ
－ブチル－４－メチルフェノキシ）アルミニウム４０．２ｍｍｏｌを含有するトルエン溶
液６０．０ｇを加え、さらにｓｅｃ－ブチルリチウム６．３７ｍｍｏｌを含有するシクロ
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ヘキサンとｎ－ヘキサンの混合溶液３．６８ｇを加えた。続いて、これにメタクリル酸メ
チル４９．９ｇを加えた。反応液は当初、黄色に呈色していたが、室温にて６０分間攪拌
後には無色となった。このときのメタクリル酸メチルの重合転化率は９９．９％以上であ
った。引き続き、重合液の内部温度を－３０℃に冷却し、アクリル酸ｎ－ブチル２１２ｇ
を２時間かけて滴下し、滴下終了後、－３０℃にて５分間攪拌した。このときのアクリル
酸ｎ－ブチルの重合転化率は９９．９％以上であった。さらに、これにメタクリル酸メチ
ル４９．９ｇを加え、一晩室温にて攪拌後、メタノ－ル３．５０ｇを添加して重合反応を
停止した。このときのメタクリル酸メチルの重合転化率は９９．９％以上であった。得ら
れた反応液を１５ｋｇのメタノール中に注ぎ、白色沈澱物を析出させた。その後、濾過に
より白色沈殿物を回収し、乾燥させることにより、トリブロック共重合体［アクリル系ブ
ロック共重合体（ａ－１）］３１０ｇを得た。
（２）　上記（１）で得られたアクリル系ブロック共重合体（ａ－１）について、１Ｈ－
ＮＭＲ測定とＧＰＣ測定を行った結果、当該アクリル系ブロック共重合体（ａ－１）は、
ポリ（メタクリル酸メチル）－ポリ（アクリル酸ｎ－ブチル）－ポリ（メタクリル酸メチ
ル）からなるトリブロック共重合体であり、重量平均分子量（Ｍｗ）は６３，０００、数
平均分子量（Ｍｎ）５０，０００であり、分子量分布（Ｍｗ／Ｍｎ）は１．２６であった
。また、アクリル系ブロック共重合体（ａ－１）における各重合体ブロックの含有割合は
、メタクリル酸メチル重合体ブロック（重合体ブロックＡ）が３２．０質量％で、アクリ
ル酸ｎ－ブチル重合体ブロック（重合体ブロックＢ）が６８．０質量％であった。
（３）　また、上記（１）で得られたアクリル系ブロック共重合体（ａ－１）の各重合体
ブロックのガラス転移温度およびポリ（メタクリル酸メチル）ブロック（重合体ブロック
Ａ）のシンジオタクティシティ（ｒｒ）を上記した方法で求めたところ、下記の表１に示
すとおりであった。
【０１００】
　《合成例２》［アクリル系ブロック共重合体（ａ－２）の合成］
（１）　２Ｌの三口フラスコに三方コックを付け内部を窒素で置換した後、室温にてトル
エン８６８ｇ、１，２－ジメトキシエタン４３．４ｇ、イソブチルビス（２，６－ジ－ｔ
－ブチル－４－メチルフェノキシ）アルミニウム４０．２ｍｍｏｌを含有するトルエン溶
液６０．０ｇを加え、さらにｓｅｃ－ブチルリチウム５．００ｍｍｏｌを含有するシクロ
ヘキサンとｎ－ヘキサンの混合溶液２．８９ｇを加えた。続いて、これにメタクリル酸メ
チル３５．９ｇを加えた。反応液は当初、黄色に呈色していたが、室温にて６０分間攪拌
後には無色となった。このときのメタクリル酸メチルの重合転化率は９９．９％以上であ
った。引き続き、重合液の内部温度を－３０℃に冷却し、アクリル酸ｎ－ブチル２４０ｇ
を２時間かけて滴下し、滴下終了後、－３０℃にて５分間攪拌した。このときのアクリル
酸ｎ－ブチルの重合転化率は９９．９％以上であった。さらに、これにメタクリル酸メチ
ル３５．９ｇを加え、一晩室温にて攪拌後、メタノ－ル３．５０ｇを添加して重合反応を
停止した。このときのメタクリル酸メチルの重合転化率は９９．９％以上であった。得ら
れた反応液を１５ｋｇのメタノール中に注ぎ、白色沈澱物を析出させた。その後、濾過に
より白色沈殿物を回収し、乾燥させることにより、トリブロック共重合体［アクリル系ブ
ロック共重合体（ａ－２）］３０８ｇを得た。
（２）　上記（１）で得られたアクリル系ブロック共重合体（ａ－２）について、１Ｈ－
ＮＭＲ測定とＧＰＣ測定を行った結果、当該アクリル系ブロック共重合体（ａ－２）は、
ポリ（メタクリル酸メチル）－ポリ（アクリル酸ｎ－ブチル）－ポリ（メタクリル酸メチ
ル）からなるトリブロック共重合体であり、重量平均分子量（Ｍｗ）は７３，０００、数
平均分子量（Ｍｎ）６５，０００であり、分子量分布（Ｍｗ／Ｍｎ）は１．１２であった
。また、アクリル系ブロック共重合体（ａ－２）における各重合体ブロックの含有割合は
、メタクリル酸メチル重合体ブロック（重合体ブロックＡ）が２３．０質量％で、アクリ
ル酸ｎ－ブチル重合体ブロック（重合体ブロックＢ）が７７．０質量％であった。
（３）　また、上記（１）で得られたアクリル系ブロック共重合体（ａ－２）の各重合体
ブロックのガラス転移温度およびポリメタクリル酸メチルブロック（重合体ブロックＡ）
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のシンジオタクティシティ（ｒｒ）を上記した方法で求めたところ、下記の表１に示すと
おりであった。
【０１０１】
　《合成例３》［アクリル系トリブロック共重合体（ａ－３）の合成］
（１）　２Ｌの三口フラスコに三方コックを付け内部を窒素で置換した後、室温にてトル
エン８６８ｇ、１，２－ジメトキシエタン４３．４ｇ、およびイソブチルビス（２，６－
ジ－ｔ－ブチル－４－メチルフェノキシ）アルミニウム４０．２ｍｍｏｌを含有するトル
エン溶液６０．０ｇを加え、さらにｓｅｃ－ブチルリチウム５．１７ｍｍｏｌを含有する
シクロヘキサンとｎ－ヘキサンの混合溶液３．０３ｇを加えた。続いて、これにメタクリ
ル酸メチル７９．９ｇを加えた。反応液は当初、黄色に呈色していたが、室温にて６０分
間攪拌後には無色となった。このときのメタクリル酸メチルの重合転化率は９９．９％以
上であった。引き続き、重合液の内部温度を－３０℃に冷却し、アクリル酸ｎ－ブチル１
５５．３ｇを２時間かけて滴下し、滴下終了後、－３０℃にて５分間攪拌した。このとき
のアクリル酸ｎ－ブチルの重合転化率は９９．９％以上であった。さらに、これにメタク
リル酸メチル７９．９ｇを加え、一晩室温にて攪拌後、メタノ－ル３．５０ｇを添加して
重合反応を停止した。このときのメタクリル酸メチルの重合転化率は９９．９％以上であ
った。得られた反応液を１５ｋｇのメタノール中に注ぎ、白色沈澱物を析出させた。その
後、濾過により白色沈殿物を回収し、乾燥させることにより、ブロック共重合体［以下、
これを「アクリル系トリブロック共重合体（ａ－３）」と称する］３１０ｇを得た。
（２）　上記（１）で得られたアクリル系トリブロック共重合体（ａ－３）について、１

Ｈ－ＮＭＲ測定とＧＰＣ測定を行った結果、ポリ（メタクリル酸メチル）－ポリ（アクリ
ル酸ｎ－ブチル）－ポリ（メタクリル酸メチル）からなるトリブロック共重合体であり、
重量平均分子量（Ｍｗ）は６７，０００、数平均分子量（Ｍｎ）は６１，０００であり、
分子量分布（Ｍｗ／Ｍｎ）は１．１０であった。また、アクリル系トリブロック共重合体
（ａ－３）における各重合体ブロックの含有量は、メタクリル酸メチル重合体ブロック（
２つの重合体ブロックＡの合計）が５０．７質量％で、アクリル酸ｎ－ブチル重合体ブロ
ック（重合体ブロックＢ）が４９．３質量％であった。また、上記で得られたアクリル系
トリブロック共重合体（ａ－３）の各重合体ブロックのガラス転移温度およびポリメタク
リル酸メチルブロック（重合体ブロックＡ）のシンジオタクティシティ（ｒｒ）を上記し
た方法で求めたところ、下記の表１に示すとおりであった。
　上記の合成例１～３で得られたアクリル系ブロック共重合体（ａ－１）、（ａ－２）、
および（ａ－３）の物性を、以下の表１に記載する。
【０１０２】
　《合成例４》［ポリスチレン－ポリイソプレン－ポリスチレンブロック共重合体（ＳＩ
Ｓ）の合成］
（１）　窒素置換し、乾燥させた耐圧容器に、溶媒としてシクロヘキサン６Ｌ、開始剤と
してｓｅｃ－ブチルリチウム（１０％、シクロヘキサン溶液）１５ｍＬ、ルイス塩基とし
てテトラヒドロフラン４０ｍＬを仕込み、５０℃に昇温した後、スチレン１４０ｍＬを加
えて３時間重合させ、引き続いてイソプレン１５３０ｍＬを加えて４時間重合を行い、さ
らにスチレンを１４０ｍＬ加えて３時間重合させ、合計で１０時間重合させた。得られた
重合反応液をメタノール８Ｌ中に注ぎ、析出した固体を濾別して５０℃で２０時間乾燥す
ることにより、ポリスチレン－ポリイソプレン－ポリスチレントリブロック共重合体（Ｓ
ＩＳ）を得た。
（２）上記（１）で得られたポリスチレン－ポリイソプレン－ポリスチレンブロック共重
合体（ＳＩＳ）について、１Ｈ－ＮＭＲ測定とＧＰＣ測定、ＤSＣ測定を行った結果、重
量平均分子量（Ｍｗ）は１２５，０００であった。また、ＳＩＳおけるスチレン含有量は
、スチレン重合体ブロック（２つの重合体ブロックの合計）が２０質量％で、イソプレン
重合体ブロックが８０質量％であった。１，２－結合および３，４－結合の含有量は６０
％であった。得られたＳＩＳのガラス転移温度は－１５℃であった。
【０１０３】
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　［実施例１～５］
（１）アクリル系ブロック共重合体（ａ）として、ブロック共重合体（ａ－１）～（ａ－
３）、重合性単量体（ｂ）として、１，６－ヘキサンジオールジアクリレート（ＨＤＤＡ
）、重合開始剤（ｃ）として２，２－ジメトキシ－１，２－ジフェニルエタン-１－オン
（Ｉｒｇａｃｕｒｅ　６５１；　ＢＡＳＦ社製）、および熱重合防止剤として２，６－ジ
－ｔ－ブチル－ｐ－ヒドロキシトルエン（ＢＨＴ）を表２に示した配合割合（すべて質量
部）でトルエン中に固形分濃度４５％で溶解して混合し、型枠の中に流し入れ溶剤を蒸発
させ硬化性樹脂組成物を調製した。得られた硬化性樹脂組成物を１２０℃ に加熱したプ
レス機によりプレス圧力８ＭＰａで３分間プレスすることにより厚さ１ｍｍのシートとし
た。
（２）上記（１）で得られたシートの一部に３０ｍＷ／ｃｍ２の紫外線を１０分間照射し
た後、上記した方法でショアＡ硬度を測定した。結果を表２に示す。
（３）上記（１）で得られたシートの一部に３０ｍＷ／ｃｍ２の紫外線を１０分間照射し
た後、上記した方法で引張強さおよび切断時伸びを測定した。結果を表２に示す。
（４）上記（１）で得られたシートから長さ１５ｃｍ×幅１５ｃｍの試験片を作製し、そ
の片方の面に画像を有するネガフィルムを密着させ、次いで該ネガフィルムを密着させた
側からこのフィルムを通して３０ｍＷ／ｃｍ２の紫外線を試験片全体に１０分間照射した
。次いで上記した方法で未硬化部の除去性を評価した。結果を表２に示す。
（５）上記（１）で得られた硬化性樹脂組成物を、上記した方法で濁度（ヘイズ）を測定
した。結果を表２に示す。
【０１０４】
　［実施例６～８］
　実施例１において、１，６－ヘキサンジオールジアクリレート（ＨＤＤＡ）の代わりに
、重合性単量体（ｂ）として、それぞれ、１，９－ノナンジオールジアクリレート（ＮＤ
ＤＡ）、トリメチロールプロパントリアクリレート　（Ｍ３０９；東亜合成社製）、ジペ
ンタエリスリトールヒドロキシペンタアクリレート（ＳＲ－３９９Ｅ；　ＳＡＲＴＯＭＥ
Ｒ社製）を使用した以外は、実施例１と同様にしてシートを作製し、ショアＡ硬度、引張
強さ、切断時伸び、未硬化部の除去性、濁度（ヘイズ）を評価した。各成分の配合割合（
質量部）および結果を表２に示す。
【０１０５】
　［比較例１］
　実施例１において、アクリル系ブロック共重合体（ａ－１）の代わりに、合成例４で得
たポリスチレン－ポリイソプレン－ポリスチレントリブロック共重合体（ＳＩＳ）を使用
した以外は、実施例１と同様にしてシートを作製し、ショアＡ硬度、引張強さ、切断時伸
び、未硬化部の除去性、濁度（ヘイズ）を評価した。各成分の配合割合（質量部）および
結果を表２に示す。
【０１０６】
　実施例１～８と比較例１の比較から、本発明の硬化性樹脂組成物からなるシートに紫外
線を照射して得られるシートは、引張強さ、切断時伸びに優れ、フレキソ印刷版材として
使用した際にも、硬化部分の引張強さ、切断時伸びに優れることが示唆される。また、実
施例１～８の硬化性樹脂組成物からなるシートは、比較例１に比べて透明性に優れるだけ
でなく、未硬化部の除去性に優れることがわかる。実際にネガフィルムを密着させネガフ
ィルムの上から紫外線を照射した後、未硬化部を除去して印刷版を作製した場合、透明性
に優れ、未硬化部の除去性に優れる。
【０１０７】
　［実施例９、１０］
　実施例１において、軟化剤（ｄ）として、液状ポリイソプレン（ＬＩＲ－３０；　クラ
レ社製）、液状ポリブタジエン（ＬＢＲ－３０５；　クラレ社製）を添加した以外は、実
施例１と同様にしてシートを作製し、ショアＡ硬度、引張強さ、切断時伸び、未硬化部の
除去性、濁度（ヘイズ）を評価した。各成分の配合割合（質量部）および結果を表３に示
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【０１０８】
　［実施例１１］
　実施例１において、ポリスチレン－ポリイソプレン－ポリスチレンブロック共重合体（
ＳＩＳ）をさらに添加した以外は、実施例１と同様にしてシートを作製し、ショアＡ硬度
、引張強さ、切断時伸び、未硬化部の除去性、濁度（ヘイズ）を評価した。各成分の配合
割合（質量部）および結果を表３に示す
【０１０９】
　［比較例２］
　実施例９において、アクリル系ブロック共重合体（ａ－１）の代わりに、合成例４で得
られたポリスチレン－ポリイソプレン－ポリスチレンブロック共重合体（ＳＩＳ）を使用
した以外は、実施例９と同様にしてシートを作製し、ショアＡ硬度、引張強さ、切断時伸
び、未硬化部の除去性、濁度（ヘイズ）を評価した。各成分の配合割合（質量部）および
結果を表３に示す。
【０１１０】
　実施例９、１０、１１と比較例２の比較から、本発明の硬化性樹脂組成物からなるシー
トに紫外線を照射して得られるシートは、引張強さ、切断時伸びに優れ、フレキソ印刷版
材として使用した際にも、硬化部分の引張強さ、切断時伸びに優れることが示唆される。
また実施例９、１０、１１の硬化性樹脂組成物からなるシートは、比較例２に比べて透明
性に優れるだけでなく、未硬化部の除去性に優れることがわかる。実際にネガフィルムを
密着させネガフィルムの上から紫外線を照射した後、未硬化部を除去して印刷版を作製し
た場合、透明性に優れ、未硬化部の除去性に優れる。
【産業上の利用可能性】
【０１１１】
　本発明で得られる硬化性樹脂組成物は、高温流動性、溶剤溶解性に優れることから、未
硬化部を容易に除去することができる。また該組成物を構成成分とするフレキソ印刷版材
は、硬化部分の強度、伸びが良好であり、例えば、ダンボールや再生紙などの表面の粗い
被印刷体に対する印刷においても、有効に使用することができ、特に微細な画像版面を形
成させる場合でもシャープな画像版面が得られるフレキソ印刷版を形成させることができ
る。
【０１１２】
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