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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　有機系分散媒と、光酸発生剤と、顔料とを含有する感光性インクジェットインクであっ
て、
　前記有機系分散媒は、オキセタン化合物、および下記一般式（１）で表わされるビニル
エーテル化合物から選択される少なくとも２種の重合性化合物を含み、
　前記重合性化合物の少なくとも１つは単官能化合物であり、
　前記単官能化合物は前記有機系分散媒総量の２０～７０重量％の割合で含有され、
　前記ビニルエーテル化合物は前記有機系分散媒総量の３０重量％以上の割合で含有され
ることを特徴とする感光性インクジェットインク。
【化１】

（前記一般式（１）中、Ｒ11は、ビニルエーテル基、ビニルエーテル骨格を有する基、ア
ルコキシ基、水酸基置換体および水酸基からなる群から選択され、少なくとも１つはビニ
ルエーテル基またはビニルエーテル骨格を有する。Ｒ12は、環構成原子として酸素原子を
有する置換または非置換の環式骨格を有するｐ＋１価の基であり、ｐは０を含む正の整数
である。）
【請求項２】



(2) JP 4041146 B2 2008.1.30

10

20

30

40

50

　前記有機系分散媒総量の３０重量％以下のオキシラン化合物をさらに含有し、前記オキ
セタン化合物の含有量は、前記有機系分散媒総量のが２０～６０重量％であることを特徴
とする請求項１記載の感光性インクジェットインク。
【請求項３】
　前記ビニルエーテル化合物は、下記化学式で表わされる化合物であることを特徴とする
請求項１または２に記載の感光性インクジェットインク。
【化２】

【請求項４】
　前記単官能化合物は、オキシラン化合物またはオキセタン化合物であることを特徴とす
る請求項１ないし３のいずれか１項に記載の感光性インクジェットインク。
【請求項５】
　前記単官能化合物は、環状骨格を有する基を含有するオキセタン化合物であることを特
徴とする請求項４に記載のインクジェットインク。
【請求項６】
　前記オキセタン化合物は、３－エチル－３－（フェノキシメチル）オキセタンおよび３
－（シクロヘキシロキシ）メチル－３－エチルオキセタンからなる群から選択される請求
項１ないし５のいずれか１項に記載の感光性インクジェットインク。
【請求項７】
　下記化学式で表わされる化合物と３－エチル－３－（フェノキシメチル）オキセタンと
を含有することを特徴とする請求項１または２に記載の感光性インクジェットインク。

【化３】

【請求項８】
　粘度が２５℃で５０ｍＰａ・ｓ以下であることを特徴とする請求項１ないし７のいずれ
か１項に記載の感光性インクジェットインク。
【請求項９】
　請求項１ないし８のいずれか１項に記載の感光性インクジェットインクを硬化させた硬
化物を含むことを特徴とする印刷物。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、感光性インクジェットインクに関する。
【背景技術】
【０００２】
　インクジェット方式のプリンタ用のインクにおいては、耐水性、耐光性などの印字品質
を改善するため、着色剤として顔料が用いられている。高速硬化が可能で有機溶剤の揮発
も少なく、密着性に優れる紫外線硬化型のインク（ＵＶインク）が注目されている。
【０００３】
　ＵＶインクとしては、ラジカル重合性モノマーと光重合開始剤と顔料とを含有したもの
が代表的である（例えば、特許文献１および特許文献２参照）。また、カチオン重合性モ
ノマーと光カチオン発生剤と顔料とを含有した光重合性のＵＶインクも、提案されている
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（例えば、特許文献３、４、５、６、７、８参照）。こうしたＵＶインクは、光照射によ
りインク層を瞬時に非流動化することができるので、安全でかつ高品質の印刷物を得るこ
とができる。
【０００４】
　インクジェット方式の記録においては、紙や樹脂のみでなく、金属への印刷の需要も増
している。これまでのインクジェットインクでは、金属に対する十分な密着性、耐溶剤性
などを兼ね備えたインク層を形成することはできなかった。近年では、回路基板などの電
子部品を印刷により製造する試みがなされており、この場合には、樹脂基板上に導電性物
質を用いて回路が印刷される。金属に対する密着性および十分な強度を有するインク層を
形成可能なインクを用いれば、絶縁材料と導電材料との両方を印刷により積層することが
できるものの、そうしたインクは、未だ得られていないのが現状である。
【０００５】
　近年、インクは、密着性に加えて安全性も求められるようになった。上述したカチオン
重合タイプのインクには、重合性モノマーとしてエポキシ化合物が一般的に用いられてい
る。エポキシ化合物には、ＡＭＥＳ試験（細菌を用いる復帰突然変異試験）で陽性を示す
ものが多い。このため、変異原性などの観点から安全とはいいきれない。エポキシ化合物
の中には、ＡＭＥＳ試験陰性であるエポキシ化合物も存在するが、そのような化合物は限
られている。しかも、これらを含有するインクは、密着性や硬化性能が十分でない。
【０００６】
　ＡＭＥＳ試験陰性のエポキシ化合物を配合したインクも提案されている（例えば、特許
文献９参照）。脂環式エポキシを多く用いた場合には、十分な耐溶剤性が得られないとい
った難点があった。
【特許文献１】特開平８－６２８４１号公報
【特許文献２】特開２００１－２７２５２９号公報
【特許文献３】特公平２－４７５１０号公報（ＥＵＰ－００７１３４５－Ａ２）
【特許文献４】特開平９－１８３９２８号公報
【特許文献５】特開２０００－４４８５７号公報
【特許文献６】特開平１０－２５００５２号公報
【特許文献７】特開２００１－２２０５２６号公報
【特許文献８】特開平２００２－１８８０２５号公報
【特許文献９】特開２００２－３１７１３９号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　本発明は、各種記録媒体、特に金属媒体との密着性に優れ、高い硬度を有する硬化物を
含む印刷物を形成可能な感光性インクジェットインクを提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明の一態様にかかる感光性インクジェットインクは、有機系分散媒と、光酸発生剤
と、顔料とを含有する感光性インクジェットインクであって、
　前記有機系分散媒は、オキセタン化合物、および下記一般式（１）で表わされるビニル
エーテル化合物から選択される少なくとも２種の重合性化合物を含み、
　前記重合性化合物の少なくとも１つは単官能化合物であり、
　前記単官能化合物は前記有機系分散媒総量の２０～７０重量％の割合で含有され、
　前記ビニルエーテル化合物は前記有機系分散媒総量の３０重量％以上の割合で含有され
ることを特徴とする。
【化４】

【０００９】
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（前記一般式（１）中、Ｒ11は、ビニルエーテル基、ビニルエーテル骨格を有する基、ア
ルコキシ基、水酸基置換体および水酸基からなる群から選択され、少なくとも１つはビニ
ルエーテル基またはビニルエーテル骨格を有する。Ｒ12は、置換または非置換の環式骨格
または脂肪族骨格を有するｐ＋１価の基であり、ｐは０を含む正の整数である。）
【発明の効果】
【００１０】
　本発明の態様によれば、各種記録媒体、特に金属媒体との密着性に優れ、高い硬度を有
する硬化物を含む印刷物を形成可能な感光性インクジェットインクが提供される。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１１】
　以下、本発明の実施形態を説明する。
【００１２】
　本発明の実施形態にかかる感光性インクジェットインクは、特定の有機系分散媒と、光
酸発生剤とを含有する。具体的には、有機系分散媒は、オキセタン化合物、および特定の
構造のビニルエーテル化合物から選択される少なくとも２種の重合性化合物を含む。
【００１３】
　オキセタン化合物としては、例えば、オキセタン環を２つ有する化合物、およびオキセ
タン環を１つ有する化合物などを用いることができる。オキセタン環を２つ有する化合物
としては、例えば、ジ［１－エチル（３－オキセタニル）］メチルエーテル、１，４－ビ
ス〔（１－エチル－３－オキセタニル）メトキシ〕ベンゼン、１，３－ビス〔（１－エチ
ル－３－オキセタニル）メトキシ〕ベンゼン、４，４’－ビス〔（３－エチル－３－オキ
セタニル）メトキシ〕ビフェニル、１，４－ビス｛〔（３－エチル－３－オキセタニル）
メトキシ〕メチル｝ベンゼン、ビス［（１－エチル－３－オキセタニル）メトキシ］シク
ロヘキサン、およびビス［（１－エチル－３－オキセタニル）メトキシ］ノルボルナンな
どが挙げられる。オキセタン環を１つ有する化合物としては、例えば、３－エチル－３－
（フェノキシメチル）オキセタン、３－エチル－３－（２－エチルヘキシロキシメチル）
オキセタン、３－エチル－３－ヒドロキシメチルオキセタン、［（１－エチル－３－オキ
セタニル）メトキシ］シクロヘキサン、およびオキセタニルシルセスキオキサンなどが挙
げられる。また、オキセタン基を側鎖に有するアクリル化合物、およびオキセタン基を側
鎖に有するメタクリル化合物なども用いることができる。こうした化合物が含有された場
合には、粘度の上昇を抑えられるのに加えて、オキセタン化合物と同様の硬化加速効果を
得ることができる。
【００１４】
　ＳＵＳ、銅、アルミなどの多様な金属やＰＥＴ（ポリエチレンテレフタレート）、ＰＰ
（ポリプロピレン）、ＰＣ（ポリカーボネート）などのプラスチック部材、およびガラス
など各種記録部材に対する密着性を高めるためには、３－エチル－３－（フェノキシメチ
ル）オキセタンが好適に用いられる。
【００１５】
　また、２官能のオキセタン化合物を用いることによって、印刷物の耐溶剤性がより向上
する感光性インクジェットインクとなる。オキセタン化合物は、単独で２種以上を組み合
わせて用いてもよい。
【００１６】
　一方、ビニルエーテル化合物としては、下記一般式(１)で表わされるビニルエーテル化
合物が用いられる。
【化５】

【００１７】
（前記一般式（１）中、Ｒ11は、ビニルエーテル基、ビニルエーテル骨格を有する基、ア
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ルコキシ基、水酸基置換体および水酸基からなる群から選択され、少なくとも１つはビニ
ルエーテル基またはビニルエーテル骨格を有する。Ｒ12は、置換または非置換の環式骨格
または脂肪族骨格を有するｐ＋１価の基であり、ｐは０を含む正の整数である。）
　ｐが０であって、Ｒ12としてシクロヘキサン環骨格が導入される場合には、揮発性の観
点から、Ｒ12には酸素が含まれることがより好ましい。具体的には、環骨格に含まれる少
なくとも一つの炭素原子はケトン構造を有する構造、酸素原子に置換されている構造、あ
るいは酸素含有置換基を有する構造などであることが望まれる。
【００１８】
　Ｒ11に導入されるビニルエーテル基の数は、硬化性の観点からは多い方が望ましく、特
に制限されない。ただし、インク粘度や光酸発生剤の溶解性を考慮すると、多くとも２乃
至３程度であることが好ましい。
【００１９】
　（ｐ＋１）価の有機基Ｒ12としては、脂肪族骨格から誘導体される（ｐ＋１）価の有機
基や、芳香環を含む（ｐ＋１）価の基が挙げられる。脂肪族骨格としては、例えば、エタ
ン骨格およびブタン骨格に加えて、ジエチレングリコール骨格およびトリエチレングリコ
ール骨格などのアルキレングリコール骨格も含まれる。また、芳香環としては、例えば、
ベンゼン環やナフタレン環、およびビフェニル環などが挙げられる。上述したような脂肪
族骨格や芳香環の少なくとも１つの水素原子は、例えばメトキシ基、メトキシエトキシ基
、アルコキシ基、アセトキシ基やアルキルエステル基などのエーテルあるいはエステル等
の置換基で置換されていてもよい。
【００２０】
　あるいは、脂環式骨格から誘導される（ｐ＋１）価の基を、Ｒ12として導入することも
できる。脂環式骨格としては、例えばシクロアルカン骨格、ノルボルナン骨格、アダマン
タン骨格、トリシクロデンカン骨格、テトラシクロドデカン骨格、テルペノイド骨格、お
よびコレステロール骨格などが挙げられる。脂環式骨格が橋かけ構造を有する場合には、
硬化物の硬度が上昇するためより望ましい。さらに、揮発性の観点からは、脂環式骨格は
酸素を含有することがより望ましい。具体的には、環式骨格の一部の炭素がケトン構造を
有する構造、酸素原子に置換されている構造、あるいは酸素含有置換基を有する構造など
である。
【００２１】
　上記一般式（１）で表わされる化合物の粘度は、通常、１ｍＰａ・ｓｅｃないし３０ｍ
Ｐａ・ｓｅｃ程度である。したがって、これらのビニルエーテル化合物を使用することに
よって、感光性インクジェットインクに求められる低粘度と溶解性とを確保することがで
きる。さらに、これらのビニルエーテル化合物は、安全性が極めて高く、皮膚刺激性や変
異原性に関わる毒性が陰性であるものが多い。
【００２２】
　上記一般式（１）で表わされる化合物として、脂肪族骨格を有する（ｐ＋１）価の基が
Ｒ12に導入されたものの具体例を以下に示す。例えば、トリエチレングリコールジビニル
エーテル(Ｒａｐｉ－ＣｕｒｅＤＶＥ３：ＩＳＰ社)、ジエチレングリコールジビニルエー
テル（Ｒａｐｉ－ＣｕｒｅＤＶＥ２：ＩＳＰ社）、ドデシルビニルエーテル(Ｒａｐｉ－
ＣｕｒｅＤＤＶＥ：ＩＳＰ社)、４－ヒドロキシブチルビニルエーテル(Ｒａｐｉ－Ｃｕｒ
ｅＨＢＶＥ：ＩＳＰ社)、ブタンジオール-1,4-ジビニルエーテル(Ｒａｐｉ－ＣｕｒｅＤ
ＶＢ１Ｄ：ＩＳＰ社)、トリプロピレングリコールジビニルエーテル(Ｒａｐｉ－Ｃｕｒｅ
ＤＰＥ３：ＩＳＰ社)、ジプロピレングリコールジビニルエーテル(Ｒａｐｉ－ＣｕｒｅＤ
ＰＥ２：ＩＳＰ社)、ヘキサンジオールジビニルエーテル(Ｒａｐｉ－ＣｕｒｅＨＤＤＶＥ
：ＩＳＰ社)、２－ヒドロキシエチルビニルエーテル(ＨＥＶＥ：丸善石油化学製)、およ
びジエチレングリコールモノビニルエーテル(ＤＥＧＶ：丸善石油化学製)などである。
【００２３】
　Ｒ12が置換または非置換の環式骨格を有する（ｐ＋１）価の基であるものの具体例を、
以下に示す。かかるビニルエーテル化合物としては、具体的には、次のようなアルコール
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化合物における水酸基を、ビニルエーテルやプロペニルエーテルに置換した化合物等が挙
げられる。アルコール化合物としては、例えば、クメンアルコール、ビニロキシベンゼン
、ハイドロキノン、１－カルボメトキシ－４－ビニロキシベンゼン、２－ヒドロキシナフ
タレン、１－ｔｅｒｔブチル－４－ビニロキシベンゼン、ビスフェノールＡ、１－オクチ
ル－４－ビニロキシベンゼン、１－ヒドロキシ－３，５ジメチルベンゼン、４－ヒドロキ
シクミルフェノール、および３－イソプロピルフェノールなどが挙げられる。
【００２４】
　具体的なビニルエーテル化合物の例を、下記化学式Ａｒｏ１～Ａｒｏ１１に示す。
【化６】

【００２５】
【化７】

【００２６】
　環状化合物が脂環式骨格の場合には、臭気および安全性の観点で、芳香族ビニルエーテ
ルよりも好ましいものとなる。かかる脂環式骨格を有するビニルエーテル化合物としては
、環式骨格が４～６員環によって構成される単環、あるいはそれらが結合し橋かけ構造を
有する脂環式骨格が望ましい。例えば、次のような脂環式アルコール化合物における水酸
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ルコールとしては、例えば、シクロペンタンモノ（ジ）オール、シクロペンタンモノ（ジ
）メタノール、シクロヘキサン（ジ）オール、シクロヘキサンモノ（ジ）メタノール、ノ
ルボルナンモノ（ジ）オール、ノルボルナンモノオールモノメタノール、ノルボルナンモ
ノ（ジ）メタノール、トリシクロデカンモノ（ジ）オール、トリシクロデカンモノ（ジ）
メタノール、およびアダマンタンモノ（ジ）オールなどを用いることができる。
【００２７】
　こうした脂環式骨格は、より具体的には下記一般式（ＶＥ１－ａ）または（ＶＥ１－ｂ
）で表わされる。
【化８】

【００２８】
（上記一般式中、Ｘ1，Ｚ1は原子数１以上５以下のアルキレン基、Ｙ1は原子数１以上２
以下のアルキレン基であり、ｋは０または１である。）
　上述したような脂環式骨格を有するビニルエーテル化合物の具体的としては、次のよう
なアルコール化合物における水酸基を、ビニルエーテルやプロペニルエーテルに置換した
化合物等が挙げられる。アルコール化合物としては、例えば、４－シクロヘキサンジオー
ル、ジシクロペンタジエンメタノール、イソボルネオール、１－ｔｅｒｔブチル－４－ビ
ニロキシシクロヘキサノール、トリメチルシクロヘキサノール、ジヒドロキシオクタヒド
ロフェニル、ヒドロキシトリシクロデカンモノエン、メントール、１，３ジヒドロキシシ
クロヘキサン、デカヒドロ－２－ナフタレノール、ビニロキシシクロドデカノール、およ
びノルボルナンジオールなどが挙げられる。
【００２９】
　より具体的なビニルエーテル化合物の例を、下記化学式Ａｌｉ１～Ａｌｉ１４に示す。
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【化１０】

【００３１】
　こうした化合物のなかでも、脂環式骨格が橋かけ構造を有する場合には、得られる硬化
物の硬度が上昇するためより望ましい。また、アイエスピージャパン社製のＲＡＰＩ－Ｃ
ＵＲＥ　ＣＨＶＥ：シクロヘキサンジメタノールジビニルエーテル、およびＲＡＰＩ－Ｃ
ＵＲＥ　ＣＨＭＶＥ：シクロヘキサンジメタノールモノビニルエーテルなどを用いること
もできる。
【００３２】
　脂環式骨格を有する化合物が含酸素構造の場合には、揮発性や顔料分散性の点で望まし
いものとなる。そうした構造としては、例えば、環の一部の炭素が酸素原子に置換された
構造が挙げられる。あるいは、メトキシ基、メトキシエトキシ基、アルコキシ基、および
アルキルエステルのような酸素含有置換基が含まれる構造も、好ましく用いられる。
【００３３】
　酸素含有置換基を有する環構造をもつビニルエーテル化合物としては、次のような化合
物が挙げられる。例えば、環式骨格が４～６員環によって構成される単環あるいはそれら
が結合し橋かけ構造を有する脂環式骨格を有するアルコール化合物において、特定の置換
基で水酸基を置換した化合物である。例えば、少なくとも１つ以上の水酸基を、メトキシ
基やメトキシエトキシ基、アルコキシ基、アセトキシ基やアルキルエステル基などのエー
テルあるいはエステルで置換し、残りの水酸基は、ビニルエーテルやプロペニルエーテル
に置換した化合物等が挙げられる。具体的には、そのアルコール化合物としてはシクロペ
ンタンジオール、シクロヘキサンジ（トリ）オール、シクロヘキサンジ（トリ）メタノー
ル、ノルボルナンジ（トリ）オール、ノルボルナンモノ（ジ）オールモノ（ジ）メタノー
ル、ノルボルナンジ（トリ）メタノール、トリシクロデカンジ（トリ）オール、トリシク
ロデカンジ（トリ）メタノール、およびアダマンタンジ（トリ）オールなどが例示される
。
【００３４】
　より具体的には、下記化学式で表わされる酸素含有置換基を有するビニルエーテル化合
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物が最も望ましい。
【化１１】

【００３５】
　他方、酸素原子が脂環式骨格内に含まれる場合、粘度安定性がさらに向上するためより
望ましいものとなる。かかる化合物としては、下記一般式（ＶＥ２－ａ）または（ＶＥ２
－ｂ）で表わされる化合物が例示される。
【化１２】

【００３６】
（上記一般式中、Ｘ2，Ｙ2、Ｚ2のいずれかに少なくとも１個の酸素原子を含み、Ｘ2，Ｚ
2は原子数１以上５以下のアルキレン基または酸素原子をエーテル結合として含む２価の
有機基、Ｙ2は、酸素原子、原子数１以上２以下のアルキレン基または酸素原子をエーテ
ル結合として含む２価の有機基を示し、ｋは０または１である。）
　かかる化合物は、脂環式骨格に起因した安全性と優れた硬化性能とを有する。しかも、
環構成原子として酸素原子を有する環状炭化水素骨格は、高表面張力を示す。このため、
上述した条件を備えた化合物は、高い溶解性や分散性を有している。
【００３７】
　こうした構造の脂環式骨格を有するビニルエーテル化合物としては、環式骨格が４～６
員環の環状エーテル骨格を有する化合物が望ましい。例えば、次のようなアルコール化合
物における水酸基を、ビニルエーテルまたはプロペニルエーテルに置換した化合物等が挙
げられる。具体的には、置換または非置換のオキセタンモノオール、置換または非置換の
オキセタンモノメタノール、オキサペンタンモノ（ジ）オールや、オキサシクロヘキサン
モノ（ジ）オール、イソソルビトールやマンニトール、オキサノルボルナンモノ（ジ）オ
ール、オキサノルボルナンモノオールモノメタノール、オキサノルボルナンモノ（ジ）メ
タノール、オキサトリシクロデカンモノ（ジ）オール、オキサアダマンタンモノ（ジ）オ
ール、およびジオキソランメンタノールなどが挙げられる。
【００３８】
　かかる化合物のなかでも、前記一般式（ＶＥ２－ａ）または（ＶＥ２－ｂ）で表わされ
る環状骨格部分の構造において、酸素原子数と炭素原子数の比（酸素原子数／炭素原子数
）は、０．０８を越えることが好ましい。こうしたビニルエーテル化合物が用いられると
、溶解性や印刷媒体との濡れ性などの極性に関係する物性で特徴を発揮するインクが得ら
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れる。（酸素原子数／炭素原子数）は、０．１５以上が好ましく、０．２５以上がより好
ましい。
【００３９】
　具体的なビニルエーテル化合物としては、Ｃａｓ　Ｎｏ．２２２１４－１２－６，およ
びＣａｓ　Ｎｏ．２０１９１－８５－９などが挙げられる。こうした化合物には、オキセ
タン環やヒドロフラン環のような歪んだ環状エーテル構造が含まれる。この構造に起因し
て、かかるビニルエーテル化合物は、高い反応性を備えている。なかでもヒドロフラン環
は、揮発性の観点で望ましい。かかる環式構造は橋かけ構造を有する場合には、硬化物の
硬度がさらに高まるため、さらに望ましいものとなる。より具体的には、以下に示すビニ
ルエーテルが最も望ましい。
【化１３】

【００４０】
　特に、化合物（ＯＮＢ－ＤＶＥ）は、３－エチル－３－（フェノキシメチル）オキセタ
ンと組み合わせて用いることが好ましい。有機系分散媒中にこれらの化合物が含有された
場合には、高い硬化硬度を保ちつつ、各種記録媒体への密着性がよりいっそう高められた
硬化物を得る。とりわけ、金属系記録媒体への密着性がよりいっそう高められる。
【００４１】
　上述した一連のビニルエーテル化合物は、例えば、Ｊ．Ｃｈｅｍ．Ｓｏｃ．，１９６５
（２）１５６０－１５６１やＪ．Ａｍ．Ｃｈｅｍ．Ｓｏｃ．Ｖｏｌ．１２４，Ｎｏ．８，
１５９０－１５９１（２００２）などに記載されている方法によって、好適に合成するこ
とができる。かかる方法を用いた場合、相当する芳香族アルコールや脂環アルコール化合
物を出発原料とし、ハロゲン化イリジウムなどの触媒下、ビニルエーテルやプロペニルエ
ーテルの酢酸エステルを作用させる。これによって、目的とするビニルエーテルやプロペ
ニルエーテル化合物を容易に得ることができる。例えば、メントールと酢酸ビニルとを、
イリジウム化合物を触媒として炭酸ナトリウムのトルエン混合液中で、アルゴン雰囲気の
下、加熱攪拌することによって、メントールビニルエーテル（ＭＴＶＥ）を得ることがで
きる。
【００４２】
　こうした合成方法は、本明細書に例示されるいかなる化合物の合成においても、好適に
用いることができる。
【００４３】
　本発明の実施形態にかかる感光性インクジェットインクにおいては、ビニルエーテル化
合物の含有量は、有機系分散媒総量の３０重量％以上に規定される。３０重量％未満の場
合には、硬化後に十分な硬度を有し、密着性の高い硬化物を形成可能なインクが得られな
い。また、オキシラン化合物でＡｍｅｓ安全性などが比較的低いものを用いたとき、感光
性インクとしての安全性が損なわれるおそれがある。
【００４４】
　ビニルエーテル化合物は、単独でも２種以上を組み合わせて用いてもよい。
【００４５】
　上述したようなオキセタン化合物および特定のビニルエーテル化合物の少なくとも一方
の重合性化合物は、単官能化合物であることが必要である。単官能化合物が含有されるこ
とによって、得られる硬化物の収縮性を制御することができる。すなわち、適切に単官能
化合物を加えることにより、酸重合性化合物の硬化過程において生じる収縮が抑えられる
。その結果、インク硬化物の密着性が高められる。単官能化合物の含有量は、有機系分散
媒総量の２０～７０重量％に規定される。２０重量％未満の場合には、記録媒体に対して
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高い密着性を有する硬化物を形成することが困難となる。一方、７０重量％を越えると、
得られる硬化物の硬度が十分でないといった不都合が生じる。単官能化合物の含有量は、
３０～５０重量％であることが好ましい。
【００４６】
　本発明の実施形態にかかる感光性インクジェットインクには、有機系分散媒の一部とし
てオキシラン化合物が含有されてもよい。オキシラン化合物としては、通常エポキシ樹脂
として用いられているものであれば使用可能である。具体的には芳香族エポキシド、脂環
式エポキシド、脂肪族エポキシドなどのモノマー、オリゴマー、およびポリマーが挙げら
れる。
【００４７】
　具体的には、例えば、ダイセル化学社製のセロキサイド２０２１、セロキサイド２０２
１Ａ、セロキサイド２０２１Ｐ、セロキサイド２０８１、セロキサイド２０００、セロキ
サイド３０００に例示される脂環式エポキシ、エポキシ基を有する（メタ）アクリレート
化合物であるサイクロマーＡ２００、サイクロマーＭ１００、ＭＧＭＡのようなメチルグ
リシジル基を有するメタクリレート、低分子エポキシ化合物であるグリシドール、β－メ
チルエピコロルヒドリン、α－ピネンオキサイド、Ｃ１２～Ｃ１４のα－オレフィンモノ
エポキシド、Ｃ１６～Ｃ１８のα－オレフィンモノエポキシド、ダイマックＳ－３００Ｋ
のようなエポキシ化大豆油、ダイマックＬ－５００のようなエポキシ化亜麻仁油、エポリ
ードＧＴ３０１、エポリードＧＴ４０１のような多官能エポキシなどを挙げることができ
る。さらに、サイラキュアのような米国ダウケミカル社の脂環式エポキシや、水素添加し
且つ脂肪族化した低分子フェノール化合物の水酸基末端をエポキシを有する基で置換した
化合物、エチレングリコールやグリセリン、ネオペンチルアルコールやヘキサンジオール
、トリメチロールプロパンなどの多価脂肪族アルコール／脂環アルコールなどのグリシジ
ルエーテル化合物、ヘキサヒドロフタル酸や、水添芳香族の多価カルボン酸のグリシジル
エステルなどを使用することができる。
【００４８】
　これらのうち特に脂環式骨格を有するエポキシ化合物は反応性に加えて、ある程度の高
沸点と低粘度とを両立することができるため好適に用いられる。
【００４９】
　またＡＭＥＳ試験による変異原性の高くないものとして比較的分子量の小さくないもの
のほうが好ましく、セロキサイド３０００などの脂環式エポキシ化合物が好適に用いられ
る。なお、分子量は１５０以上３００以下であることが好ましく、１５０以下では変異原
性が高くなってしまい、また３００以上ではインクジェットヘッドからの吐出性能が悪く
なってしまう傾向がある。
【００５０】
　これらオキシラン化合物の含有量は、有機系分散媒総量の３０重量％以下であることが
望ましい。オキシラン化合物を含有させることにより、より密着性を上げることが可能と
なるが、３０重量％より多いと塗膜の耐溶剤性が低下するおそれがある。また、揮発性の
高い脂環式エポキシの場合にはインクジェットによる吐出性能も悪化してしまう。
【００５１】
　有機系分散媒総量の３０重量％以下のオキシラン化合物が含有される場合には、オキセ
タン化合物の含有量は、有機系分散媒の総量の２０～６０重量％とすることが好ましい。
こうした割合でオキセタン化合物が含有されることによって、密着性を損なわず、インク
硬化膜の膜強度がよりいっそう向上する。
【００５２】
　また、オキシラン化合物が含有される場合には、オキシラン化合物またはオキセタン化
合物は、単官能化合物であることが好ましい。こうした化合物が単官能であることによっ
て、密着性をさらに高めることができる。
【００５３】
　例えば、単官能オキセタン化合物２０～４０重量％、２官能のオキセタン化合物１０～
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という処方で配合されたインクは、インク硬化膜の強度向上が図られ、特に耐溶剤性の点
でより好ましいものとなる。
【００５４】
　その他、本発明の感光性インクジェットインクに用いられる有機分散媒として、必要に
応じて以下の分散媒を使用することができる。
【００５５】
　酸の存在下で架橋する重合性化合物であり、単独で５０℃以下で１００ｃｐ（＝ｍＰａ
・ｓ）以下程度の流動性を有していることが望ましい。そのような化合物としては、分子
量１０００以下のエポキシ基、オキセタン基、オキソラン基などのような環状エーテル基
を側鎖に有するアクリルまたはビニル化合物、カーボネート系化合物、低分子量のメラミ
ン化合物、ビニルエーテル類やビニルカルバゾール類、スチレン誘導体、アルファ－メチ
ルスチレン誘導体、ビニルアルコールとアクリル、メタクリルなどのエステル化合物をは
じめとするビニルアルコールエステル類など、カチオン重合可能なビニル結合を有するモ
ノマー類を併せて使用することが挙げられる。
【００５６】
　本発明の実施形態におけるインクジェットインクは、上述したような有機系分散媒に加
えて、光酸発生剤を必須成分として含有する。光酸発生剤は、光照射により酸を発生する
化合物であり、光カチオン重合開始剤とも称される。光酸発生剤としては、オニウム塩化
合物が最も好適に用いられる。使用し得るオニウム塩としては、例えば、フルオロホウ酸
アニオン、ヘキサフルオロアンチモン酸アニオン、ヘキサフルオロヒ素酸アニオン、トリ
フルオロメタンスルホネートアニオン、パラトルエンスルホネートアニオン、およびパラ
ニトロトルエンスルホネートアニオン、ハロゲン系アニオン、スルホン酸系アニオン、カ
ルボン酸系アニオン、硫酸アニオンを対イオンとするジアゾニウム塩、ホスホニウム塩、
スルホニウム塩、およびイオドニウム塩などを挙げることができる。なかでも、色材の安
定性と環境配慮の観点から、アニオン種はボロン、アンチモン、ヒ素などを含まないもの
が望ましく、なかでもフルオロホウ酸アニオンが最も望ましい。
【００５７】
　かかるオニウム塩のより詳細な具体例としては、例えば、下記化学式で表わされる化合
物が挙げられる。
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【００５８】
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【００５９】
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【００６０】
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【化１７】

【００６１】
　市販のオニウム塩化合物としては、例えば、みどり化学社製ＭＰＩ－１０３（ＣＡＳ．
ＮＯ．（８７７０９－４１－９））、みどり化学社製ＢＤＳ－１０５（ＣＡＳ．ＮＯ．（
１４５６１２－６６－４））、みどり化学社製ＮＤＳ－１０３（ＣＡＳ．ＮＯ．（１１０
０９８－９７－０））、みどり化学社製ＭＤＳ－２０３（ＣＡＳ．ＮＯ．（１２７８５５
－１５－５））、みどり化学社製ＤＴＳ－１０２（ＣＡＳ．ＮＯ．（７５４８２－１８－
７））、みどり化学社製ＤＴＳ－１０３（ＣＡＳ．ＮＯ．（７１４４９－７８－０））、
みどり化学社製ＭＤＳ－１０３（ＣＡＳ．ＮＯ．（１２７２７９－７４－７））、みどり
化学社製ＭＤＳ－１０５（ＣＡＳ．ＮＯ．（１１６８０８－６７－４））、みどり化学社
製ＭＤＳ－２０５（ＣＡＳ．ＮＯ．（８１４１６－３７－７））、みどり化学社製ＢＭＳ
－１０５（ＣＡＳ．ＮＯ．（１４９９３４－６８－９））、みどり化学社製ＴＭＳ－１０
５（ＣＡＳ．ＮＯ．（１２７８２０－３８－６））、ダイセルＵＣＢ社製ＵＶＡＣＵＲＥ
１５９１、１５９０、ダウケミカル社製ＵＶＩ-６９９２や６９７６、ランバーティ社Ｅ
ＳＡＣＵＲＥ－１０６４、およびチバガイギー社のＩＲＧＡＣＵＲＥ２５０などを挙げる
ことができる。
【００６２】
　上述したオニウム塩のなかでも、スルフォニウム塩やイオドニウム塩は、安定性に優れ
ている。しかしながら、その合成過程に起因して、通常、不可避に１価の塩（１価のカチ
オンと１個のアニオンとの塩）と、７５％程度まで２価以上の塩（例えば２価のカチオン
と２個のアニオンとの塩）との混合物が含まれることが知られている。一般的には、市販
品もこうした混合物の状態であり、特にスルフォニウム塩では、この傾向が顕著である。
多価の塩がインク中に含有されると、感光波長が長波長側にシフトして、一般に高感度と
なることが知られている。こうした利点を確保するために、２価以上の塩が意図的に混入
される場合もある。例えば、ダイセルＵＣＢ社製ＵＶＡＣＵＲＥ１５９１、１５９０、ダ
ウケミカル社製ＵＶＩ－６９９２や６９７６、ランバーティ社ＥＳＡＣＵＲＥ－１０６４
等などの市販品がそれらに該当する。しかしながら多価の塩は、特に微小粒子を必要とす
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るインクジェット顔料分散体の凝集安定性に大きく影響を及ぼす。具体的には、多価の塩
は、顔料粒子と分散剤との間に弱い結合を生じさせて、ゲルまたは凝集体を引き起こすと
いった欠点も有する。このため、通常、これら多価の塩の存在を極力抑えることが、顔料
粒子の分散安定性およびインクジェットの吐出性能の向上に繋がる。
【００６３】
　上述したオニウム塩化合物の中でも、カラー顔料の凝集安定性に格段に優れることから
、アリールスルフォニウムのフルオロフォスフェート塩、あるいはアリールイオドニウム
のフルオロフォスフェート塩が望ましい。また、１価のオニウム塩であっても、分散剤が
不足した場合には、分散剤である末端アミン樹脂を経時的に徐々に置換する作用を有する
。そのため、オニウム塩は、顔料表面と分散剤末端との結合部分に極力近づきにくい構造
をとることが望ましい。比較的大きな置換基を構造内に有するオニウム塩化合物を用いる
ことによって、これが可能となる。さらに、顔料表面へのイオン吸着が立体障害により低
減されるために、オニウム塩中のベンゼン環は、炭素数１以上２０以下の有機基を有する
ことが好ましい。ベンゼン環の５０モル％以上が、炭素数４以上２０以下の有機基を有す
ることがより好ましい。この場合には、分散安定性に加えて、光反応時の空気中への分解
物の飛散が抑制されるために安全性が高められる。かかる化合物は、溶媒に対する溶解性
が高くなるため、インク中での塩の析出といった現象も抑えることができる。ひいては、
吐出不良の原因となりやすい数ミクロンサイズの粒子生成も低減され、大変望ましいもの
となる。
【００６４】
　１価のオニウム塩が用いられると、その感光波長が短波長側にシフトするため、感度が
低下する傾向がある。VI元素である硫黄や酸素を複素環内や連結基として有する芳香族置
換基が構造内に含まれると、こうした不都合を回避することができるため望ましいものと
なる。
【００６５】
　さらに、下記一般式（２）または（３）に示されるように、比較的大きな有機基を構造
内に含むオニウム塩の場合には、溶解安定性が高く、分散安定性も良好であるという利点
を有する。

【化１８】

【００６６】
　ここで、Ａ-はフルオロフォスフェートアニオンであり、Ｒ1、Ｒ2、およびＲ3の少なく
とも１つは炭素数４乃至２０の有機基であり、残りは水素原子を含む炭素数１乃至２０の
有機基であり、Ｒ4は２価の芳香族置換基あるいはVI原子を構造内に含む２価の芳香族置
換基を示す。
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【００６７】
　Ｒ1ないしＲ3として導入されうる有機基としては、例えば、プロピル基、ブチル基、ヘ
キシル基、ヘプチル基、オクチル基、ノニル基、デカニル基などの炭素数４－２０のアル
キル基、プロピルオキシ基、ブチルオキシ基、ヘキシルオキシ基、ヘプチルオキシ基、オ
クチルオキシ基、ノニルオキシ基、デカニルオキシ基などの炭素数４－２０のアルキルオ
キシ基、エチレングリコールが脱水縮合したポリエチレンオキシド骨格を有する炭素数４
－２０の置換基）等が挙げられる。また、Ｒ4として導入され得る２価の芳香族置換基と
しては、例えば、フェニレンやビフェニレンなどフェニレンを有する基、フェニレンサル
ファイド、フェニレンジサルファイドなど、フェニレンサルファイド骨格を有する基、ベ
ンゾチオフェニレン、チオフェニレン、ビチオフェニレン基などチオフェン骨格を有する
基、フラニレン、ベンゾフラニレンなどフラン骨格を有する基等が挙げられる。
【００６８】
　さらに上述したオニウム塩は、光反応の過程で、有害なベンゼンなどの副生成物の生成
が押さえられることも知られており、結果として本発明におけるインクジェットインクと
して用いることで、環境面・安全面の効果が高く望ましいものとなりうる。
【００６９】
　インクジェットインク中における光酸発生剤の含有量は、酸発生効率や添加する色成分
の量などに応じて設定することが望まれる。本発明の実施形態においては、光酸発生剤は
、通常、感度の観点から、インクジェットインク中の酸で重合する分散媒１００重量％に
対して、１重量％乃至１０重量％の割合で含有される。１重量％未満の場合には、インク
ジェットインクの感度が低くなる。一方、１０重量％を越えて過剰に光酸発生剤が含有さ
れると、分散の劣化や分散媒の暗重合が生じて、インクの経時間的増粘が激しくなる。こ
れに起因して、塗膜性や光硬化後の硬化物の硬度が低下する。また、記録装置の配管やヘ
ッド部材の腐食が生じることもある。
【００７０】
　光酸発生剤の含有量は、２重量％乃至８重量％であることが好ましく、２重量％乃至６
重量％であることがより好ましい。しかしながら、特に、顔料の分散安定性や、配管、ヘ
ッド部材の腐食性をよりいっそう低減することが求められる場合には、増感剤を同時に配
合することが望ましい。この場合には、光酸発生剤の添加量を２重量％乃至４重量％程度
にまで低減することができる。
【００７１】
　増感剤としては、例えば、アクリジン化合物、ベンゾフラビン類、ペリレン類、アント
ラセン類、チオキサントン化合物類、およびレーザ色素類などを挙げることができる。な
かでもジヒドロキシアントラセンの水素原子を有機基で置換した化合物やチオキサントン
誘導体などは、その効果が特に高いため望ましいものとなる。増感剤は、光酸発生剤に対
して２０重量％以上１００重量％以下の割合で含有されていれば、効果を発揮することが
できる。酸重合性化合物に対する溶解性および増感効果を考慮すると、増感剤の含有量は
、光酸発生剤に対して３０重量％乃至６０重量％であることが好ましい。
【００７２】
　上述してきたオニウム塩化合物に加えて、比較的強力な他の酸を発生する非極性光酸発
生物を同時に配合してしてもよい。非極性光酸発生物が含有された場合には、オニウム塩
の添加量を減じて、経時的な凝集をさらに押さえることが可能となる。このような化合物
は、スルフォニル化合物、スルフォネート化合物、スルファミド化合物、および有機ハロ
ゲン化合物からなる群の中から選択することができる。なかでも、強力なフルオロメタン
スルフォン酸や、塩酸、または臭素酸を発生するような化合物がかかる光酸発生剤として
望ましい。
【００７３】
　オニウム塩化合物としては、Ｎーヒドロキシナフタルイミドのトリフルオロメタンスル
フォン酸イミドのようなスルファミド化合物、ハロゲン化トリアジン化合物などの有機ハ
ロゲン化化合物などが挙げられる。かかるオニウム塩化合物の含有量は、有機系分散媒１
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００重量％に対して０．３乃至２重量％とすることができる。この場合、非極性光酸発生
剤の含有量は、有機系分散媒１００重量％に対して２乃至１０重量％とすることが望まし
い。
【００７４】
　本発明の実施形態にかかる感光性インクジェットインクに含有される顔料としては、一
般に顔料として知られている色材であって分散可能なものであれば、任意の顔料を用いる
ことができる。所望される光学的な発色・着色機能を有し、平均粒子径が３００ｎｍ以下
であれば特に限定されない。平均粒子径が３００ｎｍ以上であるとインクジェットヘッド
からの吐出において、インクの飛翔形状の乱れ、印字再現性の減少、最悪の場合には吐出
不良、インクつまりなどが多く発生してしまうため、インク中における顔料の粒子径は３
００ｎｍ以下に規定される。
【００７５】
　また、顔料は、発色・着色性に加えて、磁性、蛍光性、導電性、あるいは誘電性等のよ
うな他の性質をさらに示すものであってもよい。この場合には、画像に様々な機能を付与
することができる。さらに、耐熱性や物理的強度を向上させ得る粉体を加えることもでき
る。
【００７６】
　使用可能な顔料の例としては、例えば光吸収性の顔料を挙げることができる。具体的に
は、カーボンブラック、カーボンリファインド、およびカーボンナノチューブのような炭
素系顔料、鉄黒、コバルトブルー、酸化亜鉛、酸化チタン、酸化クロム、および酸化鉄の
ような金属酸化物顔料、硫化亜鉛のような硫化物顔料、フタロシアニン系顔料、金属の硫
酸塩、炭酸塩、ケイ酸塩、およびリン酸塩のような塩からなる顔料、並びにアルミ粉末、
ブロンズ粉末、および亜鉛粉末のような金属粉末からなる顔料が挙げられる。
【００７７】
　また、次のような有機系顔料を用いることもできる。例えば、染料キレート、ニトロ顔
料、アニリンブラック、ナフトールグリーンＢのようなニトロソ顔料、ボルドー１０Ｂ、
レーキレッド４Ｒおよびクロモフタールレッドのようなアゾ顔料（アゾレーキ、不溶性ア
ゾ顔料、縮合アゾ顔料、キレートアゾ顔料などを含む。）、ピーコックブルーレーキおよ
びローダミンレーキのようなレーキ顔料、フタロシアニンブルーのようなフタロシアニン
顔料、多環式顔料（ペリレン顔料、ペリノン顔料、アントラキノン顔料、キナクリドン顔
料、ジオキサン顔料、チオインジゴ顔料、イソインドリノン顔料、キノフラノン顔料など
）、チオインジゴレッドおよびインダトロンブルーのようなスレン顔料、キナクリドン顔
料、キナクリジン顔料、並びにイソインドリノン顔料などが挙げられる。
【００７８】
　黒インクで使用可能な顔料としては、例えば、コロンビア社製のＲａｖｅｎ　５７５０
、Ｒａｖｅｎ　５２５０、Ｒａｖｅｎ　５０００、ｒａｖｅｎ　３５００、Ｒａｖｅｎ　
１２５５、Ｒａｖｅｎ　７００、キャボット社製のＲｅｇａｌ　４００Ｒ、Ｒｅｇａｌ　
３３０Ｒ、Ｒｅｇａｌ　６６０Ｒ、Ｍｏｇｕｌ　Ｌ、Ｍｏｎａｒｃｈ　７００、Ｍｏｎａ
ｒｃｈ　８００、Ｍｏｎａｒｃｈ　８８０、Ｍｏｎａｒｃｈ９００、Ｍｏｎａｒｃｈ１０
００、Ｍｏｎａｒｃｈ　１１００、Ｍｏｎａｒｃｈ１３００、Ｍｏｎａｒｃｈ１４００、
三菱化学社製のＮｏ．２３００、Ｎｏ．９００、ＭＣＦ８８、Ｎｏ．３３、Ｎｏ．４０、
Ｎｏ．４５、Ｎｏ．５２、ＭＡ７、ＭＡ８、ＭＡ１００、Ｎｏ．２２００Ｂ、デグッサ社
製のＣｏｌｏｒ　Ｂｌａｃｋ　ＦＷ１、Ｃｏｌｏｒ　Ｂｌａｃｋ　ＦＷ２、Ｃｏｌｏｒ　
Ｂｌａｃｋ　ＦＷ２Ｖ、Ｃｏｌｏｒ　Ｂｌａｃｋ　ＦＷ１８、Ｃｏｌｏｒ　Ｂｌａｃｋ　
ＦＷ２００、Ｃｏｌｏｒ　Ｂｌａｃｋ　Ｓ１５０、Ｃｏｌｏｒ　Ｂｌａｃｋ　Ｓ１６０、
Ｃｏｌｏｒ　Ｂｌａｃｋ　Ｓ１７０、Ｐｒｉｎｔｅｘ　３５、Ｐｒｉｎｔｅｘ　Ｕ、Ｐｒ
ｉｎｔｅｘ　Ｖ、Ｐｒｉｎｔｅｘ　１４０Ｕ、Ｓｐｅｃｉａｌ　Ｂｌａｃｋ　６、Ｓｐｅ
ｃｉａｌ　Ｂｌａｃｋ　５、Ｓｐｅｃｉａｌ　Ｂｌａｃｋ　４Ａ、Ｓｐｅｃｉａｌ　Ｂｌ
ａｃｋ　４、およびＳｐｅｃｉａｌ　Ｂｌａｃｋ　２５０などのようなカーボンブラック
系顔料を挙げることができる。
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【００７９】
　イエローインクで使用可能な顔料としては、例えば、Ｃ．Ｉ．Ｙｅｌｌｏｗ １２８、
Ｃ．Ｉ．Ｐｉｇｍｅｎｔ Ｙｅｌｌｏｗ １２９、Ｃ．Ｉ．Ｐｉｇｍｅｎｔ Ｙｅｌｌｏｗ 
１５１、Ｃ．Ｉ．Ｐｉｇｍｅｎｔ Ｙｅｌｌｏｗ １５４、Ｃ．Ｉ．Ｐｉｇｍｅｎｔ Ｙｅ
ｌｌｏｗ １、Ｃ．Ｉ．Ｐｉｇｍｅｎｔ Ｙｅｌｌｏｗ ２、Ｃ．Ｉ．Ｐｉｇｍｅｎｔ Ｙｅ
ｌｌｏｗ ３、Ｃ．Ｉ．Ｐｉｇｍｅｎｔ Ｙｅｌｌｏｗ １２、Ｃ．Ｉ．Ｐｉｇｍｅｎｔ Ｙ
ｅｌｌｏｗ １３、Ｃ．Ｉ．Ｐｉｇｍｅｎｔ Ｙｅｌｌｏｗ １４Ｃ、Ｃ．Ｉ．Ｐｉｇｍｅ
ｎｔ Ｙｅｌｌｏｗ １６、Ｃ．Ｉ．Ｐｉｇｍｅｎｔ Ｙｅｌｌｏｗ １７、Ｃ．Ｉ．Ｐｉｇ
ｍｅｎｔ Ｙｅｌｌｏｗ ７３、Ｃ．Ｉ．Ｐｉｇｍｅｎｔ Ｙｅｌｌｏｗ ７４、Ｃ．Ｉ．Ｐ
ｉｇｍｅｎｔ Ｙｅｌｌｏｗ ７５、Ｃ．Ｉ．Ｐｉｇｍｅｎｔ Ｙｅｌｌｏｗ ８３、Ｃ．Ｉ
．Ｐｉｇｍｅｎｔ Ｙｅｌｌｏｗ ９３、Ｃ．Ｉ．Ｐｉｇｍｅｎｔ Ｙｅｌｌｏｗ９５、Ｃ
．Ｉ．Ｐｉｇｍｅｎｔ Ｙｅｌｌｏｗ９７、Ｃ．Ｉ．Ｐｉｇｍｅｎｔ Ｙｅｌｌｏｗ ９８
、Ｃ．Ｉ．Ｐｉｇｍｅｎｔ Ｙｅｌｌｏｗ １１４、Ｃ．Ｉ．Ｐｉｇｍｅｎｔ Ｙｅｌｌｏ
ｗ １３９、Ｃ．Ｉ．Ｐｉｇｍｅｎｔ Ｙｅｌｌｏｗ １８０、およびＣ．Ｉ．Ｐｉｇｍｅ
ｎｔ Ｙｅｌｌｏｗ １５０等が挙げられる。特にこれらの黄色系顔料の中でも、ニッケル
アゾ系顔料あるいはイソインドリン顔料が望ましく、なかでも分散安定性の優れたＰｉｇ
ｍｅｎｔ　Ｙｅｌｌｏｗ　１５０やＰｉｇｍｅｎｔ　Ｙｅｌｌｏｗ　１３９が望ましい。
【００８０】
　また、マゼンタインクで使用可能な顔料としては、例えば、Ｃ．Ｉ．Ｐｉｇｍｅｎｔ 
Ｒｅｄ １２３、Ｃ．Ｉ．Ｐｉｇｍｅｎｔ Ｒｅｄ １６８、Ｃ．Ｉ．Ｐｉｇｍｅｎｔ Ｒｅ
ｄ １８４、Ｃ．Ｉ．Ｐｉｇｍｅｎｔ Ｒｅｄ ２０２、Ｃ．Ｉ．Ｐｉｇｍｅｎｔ Ｒｅｄ 
５、Ｃ．Ｉ．Ｐｉｇｍｅｎｔ Ｒｅｄ ７、Ｃ．Ｉ．Ｐｉｇｍｅｎｔ Ｒｅｄ １２、Ｃ．Ｉ
．Ｐｉｇｍｅｎｔ Ｒｅｄ ４８（Ｃａ）、Ｃ．Ｉ．Ｐｉｇｍｅｎｔ Ｒｅｄ ４８（Ｍｎ）
、Ｃ．Ｉ．Ｐｉｇｍｅｎｔ Ｒｅｄ ５７（Ｃａ）、Ｃ．Ｉ．Ｐｉｇｍｅｎｔ Ｒｅｄ ５７
：１、Ｃ．Ｉ．Ｐｉｇｍｅｎｔ Ｒｅｄ １１２、およびＣ．Ｉ．Ｐｉｇｍｅｎｔ　Ｖｉｏ
ｌｅｔ　１９等が挙げられる。
【００８１】
　さらに、シアンインクで使用可能な顔料としては、例えば、Ｃ．Ｉ．Ｐｉｇｍｅｎｔ 
Ｂｌｕｅ １５、Ｃ．Ｉ．Ｐｉｇｍｅｎｔ Ｂｌｕｅ １５：３、Ｃ．Ｉ．Ｐｉｇｍｅｎｔ 
Ｂｌｕｅ １５－１５：２、Ｃ．Ｉ．Ｐｉｇｍｅｎｔ Ｂｌｕｅ １５：３－１５：４、Ｃ
．Ｉ．Ｐｉｇｍｅｎｔ Ｂｌｕｅ １５：５、Ｃ．Ｉ．Ｐｉｇｍｅｎｔ Ｂｌｕｅ １５：３
４、Ｃ．Ｉ．Ｐｉｇｍｅｎｔ Ｂｌｕｅ １６、Ｃ．Ｉ．Ｐｉｇｍｅｎｔ Ｂｌｕｅ １７、
Ｃ．Ｉ．Ｐｉｇｍｅｎｔ Ｂｌｕｅ ２０、Ｃ．Ｉ．Ｐｉｇｍｅｎｔ Ｂｌｕｅ ２２、Ｃ．
Ｉ．Ｐｉｇｍｅｎｔ Ｂｌｕｅ ２５、Ｃ．Ｉ．Ｐｉｇｍｅｎｔ Ｂｌｕｅ ４５、Ｃ．Ｉ．
Ｐｉｇｍｅｎｔ Ｂｌｕｅ ６０、Ｃ．Ｉ．Ｐｉｇｍｅｎｔ Ｂｌｕｅ １、Ｃ．Ｉ．Ｐｉｇ
ｍｅｎｔ Ｂｌｕｅ ２、Ｃ．Ｉ．Ｐｉｇｍｅｎｔ Ｂｌｕｅ ３、Ｃ．Ｉ．Ａｃｉｄ Ｂｌ
ｕｅ ４５、Ｃ．Ｉ．Ｖａｔ Ｂｌｕｅ ４、およびＣ．Ｉ．Ｖａｔ Ｂｌｕｅ ６０等が挙
げられる。特にこれらのシアン顔料の中でも、酸に対する色劣化が少ないフタロシアニン
系顔料が望ましい。さらに、分散安定性や着色性の観点からは、Ｐｉｇｍｅｎｔ Ｂｌｕ
ｅ　１５：３が最も望ましい。
【００８２】
　天然クレイ、鉛白や亜鉛華や炭酸マグネシウムなどの金属炭酸化物、バリウムやチタン
などの金属酸化物のような白色顔料も有用である。白色顔料を含有したインクジェット用
インクは、白色印刷に使用可能なだけでなく、重ね書きによる印刷訂正や下地補正に使用
することができる。
【００８３】
　蛍光性を示す顔料としては、無機蛍光体および有機蛍光体の何れを使用してもよい。無
機蛍光体の材料としては、例えば、ＭｇＷＯ4、ＣａＷＯ4、（Ｃａ，Ｚｎ）（ＰＯ4）2：
Ｔｉ+、Ｂａ2Ｐ2Ｏ7：Ｔｉ、ＢａＳｉ2Ｏ5：Ｐｂ2+、Ｓｒ2Ｐ2Ｏ7：Ｓｎ2+、ＳｒＦＢ2Ｏ

3.5：Ｅｕ2+、ＭｇＡｌ16Ｏ27：Ｅｕ2+、タングステン酸塩、イオウ酸塩のような無機酸
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塩類を挙げることができる。また、有機蛍光体の材料としては、次のようなものが挙げら
れる。例えば、アクリジンオレンジ、アミノアクリジン、キナクリン、アニリノナフタレ
ンスルホン酸誘導体、アンスロイルオキシステアリン酸、オーラミンＯ、クロロテトラサ
イクリン、メロシアニン、１，１'－ジヘキシル－２，２'－オキサカルボシアニンのよう
なシアニン系色素、ダンシルスルホアミド、ダンシルコリン、ダンシルガラクシド、ダン
シルトリジン、ダンシルクロリドのようなダンシルクロライド誘導体、ジフェニルヘキサ
トリエン、エオシン、ε－アデノシン、エチジウムブロミド、フルオレセイン、フォーマ
イシン、４－ベンゾイルアミド－４'－アミノスチルベン－２，２'－スルホン酸、β－ナ
フチル３リン酸、オキソノール色素、パリナリン酸誘導体、ペリレン、Ｎ－フェニルナフ
チルアミン、ピレン、サフラニンＯ、フルオレスカミン、フルオレセインイソシアネート
、７－クロロニトロベンゾ－２－オキサ－１，３－ジアゾル、ダンシルアジリジン、５－
（ヨードアセトアミドエチル）アミノナフタレン－１－スルホン酸、５－ヨードアセトア
ミドフルオレセイン、Ｎ－（１－アニリノナフチル４）マレイミド、Ｎ－（７－ジメチル
－４－メチルクマニル）マレイミド、Ｎ－（３－ピレン）マレイミド、エオシン－５－ヨ
ードアセトアミド、フルオレセインマーキュリーアセテート、２－（４'－（２''－ヨー
ドアセトアミド））アミノナフタレン－６－スルホン酸、エオシン、ローダミン誘導体、
有機ＥＬ色素、有機ＥＬポリマーや結晶、デンドリマー等である。
【００８４】
　インク層の耐熱性や物理的強度を向上させ得る粉体としては、例えば、アルミニウムや
シリコンの酸化物もしくは窒化物、フィラー、シリコンカーバイドなどを挙げることがで
きる。また、インク層に導電性を付与するために、導電性炭素顔料、カーボン繊維、銅、
銀、アンチモン、あるいは貴金属類などの粉体を添加してもよい。酸化鉄や強磁性粉は磁
性の付与に適しており、高誘電率なタンタル、チタン等の金属酸化粉なども配合すること
ができる。
【００８５】
　また、本実施形態にかかるインクジェットインクにおいては、色彩調整に、顔料の補助
成分として染料を添加することが可能である。例えば、アゾイック染料、硫化（建材）染
料、分散染料、蛍光増白剤、油溶染料のような、酸性、塩基性が低く、溶媒に対して溶解
性の高い染料が通常用いられるが、なかでもアゾ系、トリアリールメタン系、アントラキ
ノン系、アジン系などの油溶染料が好適に用いられる。例えば、Ｃ．Ｉ．Ｓｌｏｖｅｎｔ
　Ｙｅｌｌｏｗ－２、６、１４、１５、１６、１９、２１、３３，５６，６１，８０など
、Ｄｉａｒｅｓｉｎ　Ｙｅｌｌｏｗ－Ａ、Ｆ、ＧＲＮ、ＧＧなど、Ｃ．Ｉ．Ｓｏｌｖｅｎ
ｔ　Ｖｉｏｌｅｔ－８，１３，１４，２１，２７など，Ｃ．Ｉ．Ｄｉｓｐｅｒｓｅ　Ｖｉ
ｏｌｅｔ－１、Ｓｕｍｉｐｌａｓｔ　Ｖｉｏｌｅｔ　ＲＲ、Ｃ．Ｉ．Ｓｏｌｖｅｎｔ　Ｂ
ｌｕｅ－２、１１、１２、２５、３５など、Ｄｉｒｅｓｉｎ　Ｂｌｕｅ－Ｊ、Ａ、Ｋ、Ｎ
など、Ｏｒｉｅｎｔ　Ｏｉｌ　Ｂｌｕｅ－IIＮ、＃６０３など、Ｓｕｍｉｐｌａｓｔ　Ｂ
ｌｕｅ　ＢＧなどを挙げることができる。
【００８６】
　上記の顔料（および染料）は吸光性、彩度、色感などを高めるために、単独で使用して
もよく或いは混合して使用してもよい。
【００８７】
　また、上述した粉体の平均粒径は、インクジェット吐出を行なう場合には吐出可能で、
機能発現可能な限り小さいことが望ましい。こうした粉体の粒径は、通常、液体インクを
吐出するノズルの開口径の１／３以下であり、より好ましくは１／１０程度である。なお
、このサイズは典型的には１０μｍ以下であり、好ましくは５μｍ以下である。印刷用イ
ンクジェットインクとして好適な粒子径は０．３μｍ以下の大きさであり、通常は０．０
５～０．２μｍの間の平均粒子径を有する。
【００８８】
　本発明の実施形態にかかるインクジェットインクは、顔料などの分散性を高めるために
、少量のノニオン系またはイオン系界面活性剤や帯電剤のような分散剤をさらに含有する
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ことができる。同様な性質を有するアクリルやビニルアルコールのような高分子系分散剤
もまた、好適に使用される。ただし、分散剤としてカチオン系分散剤を使用する場合には
、酸性度がカルボン酸より低い化合物を選択することが望ましい。カチオン系分散剤のな
かには、インクの硬化暗反応を促進するものもあるからである。また、強い塩基性を有す
る分散剤や色素なども、インクの感度を低下させるのみならず、同様に硬化暗反応を促進
することがある。したがって、こうした分散剤としては、中性に近いものやノニオン系の
化合物を用いることが望まれる。
【００８９】
　さらに表面張力等を調整するには、上述のようなノニオン系またはイオン系界面活性剤
や帯電剤の低分子添加剤を少量添加することができる。
【００９０】
　具体的には、高分子分散剤としては、例えばＳｏｌｓｐｅｒｓｅ２４０００、Ｓｏｌｓ
ｐｅｒｓｅ３２０００（いずれもアビシア社製等を用いることができる。こうした高分子
分散剤は、顔料の重量の５～３０％程度の割合で配合されれば、その効果を発揮すること
ができる。
【００９１】
　本発明の実施形態にかかるインクジェットインクは、常温で流動性を有することが求め
られる。具体的には、インクジェット用途に用いられるインクは、２５℃における粘度が
５０ｃｐ（＝ｍＰａ・ｓ）以下であることが好ましく、３０ｍＰａ・ｓｅｃ以下であるこ
とが好ましい。また、インクジェットのヘッドが温調可能な場合には、ヘッドの温調温度
におけるインクの粘度が５ｍＰａ・ｓ以上２０ｍＰａ・ｓｅｃ以下の範囲にあるインクが
より望ましい。
【００９２】
　本発明の実施形態にかかるインクジェットインクには、顔料の分散安定性を高めるため
に添加剤を添加することが可能である。例えば、前述した樹脂分散剤を顔料分散時に添加
するのに加えて、第２の分散剤としてアミノ基などの塩基性基を末端に有する樹脂をイン
ク調製時に添加することにより、光酸発生剤などのイオン性化合物の吸着あるいは相互作
用によって、顔料粒子とそれをとりまく第１の樹脂分散剤との全体にわたって、斥力など
の分散安定性を発生できる。
【００９３】
　こうした条件を備えた第２の樹脂分散剤としては、前述の第１の樹脂分散剤との組み合
わせにより一概に規定できないが、通常、アミノ末端を有するポリオレフィン、アミノ末
端を有するポリエステル、およびアミノ末端を有するエポキシ樹脂などが挙げられる。よ
り詳細には、数平均分子量が５００～５０，０００の片末端にカルボキシル基を有する線
状ポリマーと、二級アミノ基を１個有する有機アミノ化合物とを反応させて得られるアミ
ン価が５～２００ｍｇＫＯＨ／ｇで数平均分子量が１，０００～１００，０００の範囲に
あるポリエポキシ化合物が挙げられる。また、遊離のカルボキシル基を有するポリエステ
ルとアミドとの共縮合物、遊離のカルボキシル基を有するポリアミドとアミドとの共縮合
物（ポリエステルアミド）、およびエステルとアミドとの共縮合物（ポリエステルアミド
）の３種の化合物の中から選ばれる１種以上の化合物を、ポリアリルアミンと反応させて
得られるポリアリルアミン誘導体を用いることもできる。
【００９４】
　さらに、次のような化合物も挙げられる。数平均分子量が５００～５００００の片末端
にカルボキシル基を有する化合物と、２級アミノ基を１個有する化合物とを反応させて得
られるアミン価が５～２００ｍｇＫＯＨ／ｇ、数平均分子量が１０００～１０００００の
範囲にあるアミノ基を有するポリエステル系高分子；３級アミノ基および／または塩基性
を示す含窒素複素環を有するアクリルポリマーとポリエステルとを反応させて得られるア
ミン価が１０～２００ｍｇＫＯＨ／ｇ、数平均分子量１０００～１０００００の範囲であ
るアミノ基を有するポリエステル系高分子などである。
【００９５】
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　ポリエポキシ化合物としては、例えば、エチレングリコールジグリシジルエーテル、ポ
リエチレングリコールジグリシジルエーテル、プロピレングリコールジグリシジルエーテ
ル、ポリプロピレングリコールジグリシジルエーテル、ネオペンチルグリコールジグリシ
ジルエーテル、１，６－ヘキサンジオールジグリシジルエーテル、グリセロールポリグリ
シジルエーテル、トリメチロールプロパンポリグリシジルエーテル、ジグリセロールポリ
グリシジルエーテル、ポリグリセロールポリグリシジルエーテル、ソルビトールポリグリ
シジルエーテルなどのポリグリシジルエーテル化合物などが挙げられる。さらに、グリシ
ジル（メタ）アクリレートとそれ以外の重合性ビニル単量体との共重合により得られるグ
リシジルエステル基含有アクリルポリマー等が挙げられる。この場合、重合性ビニル単量
体としては、メチルメタクリレート、およびスチレン等を用いることができる。
【００９６】
　本発明の実施形態にかかるインクジェットインクは、インクジェット吐出の安定性が高
いことが望まれるが、一般に、経時的粘度増加が高い傾向にあり、長期間にわたって性能
を維持できない場合がある。こうした場合には、塩基性化合物および塩基性を発現する化
合物の少なくとも一方を、粘度安定化剤としてさらに配合することが望ましい。塩基性化
合物は、記録装置のインクジェットヘッド内部や、インク配管の金属部分の酸からの腐食
を著しく低減させる効果も同時に有する。このため、塩基性化合物は、本発明の実施形態
にかかるインクジェットインク全般に添加することが好ましい。
【００９７】
　塩基性化合物としては、上述したような酸重合性化合物に溶解可能な任意の無機塩基お
よび有機塩基を使用することができるが、溶解性を考慮すると有機塩基がより望ましい。
有機塩基としては、例えば、アンモニアやアンモニウム化合物、置換または非置換アルキ
ルアミン、置換または非置換の芳香族アミン、ピリジン、ピリミジン、およびイミダゾー
ルなどのヘテロ環骨格を有する有機アミンが挙げられる。より具体的には、ｎ－ヘキシル
アミン、ドデシルアミン、アニリン、ジメチルアニリン、ジフェニルアミン、トリフェニ
ルアミン、ジアザビシクロオクタン、ジアザビシクロウンデカン、３－フェニルピリジン
、４－フェニルピリジン、ルチジン、２，６－ジ－ｔ－ブチルピリジン、４－メチルベン
ゼンスルホニルヒドラジド、４，４’－オキシビス（ベンゼンスルホニルヒドラジド）、
および１，３－ベンゼンジスルホニルヒドラジドのようなスルホニルヒドラジドなどが挙
げられる。
【００９８】
　また、塩基性化合物としてアンモニウム化合物を用いることもできる。好ましいアンモ
ニウム化合物としては、第四級アンモニウム塩が挙げられる。例えば、アンモニウム原子
の置換基として、メチル、エチル、プロピル、イソプロピル、ブチル、ドデシル、フェニ
ル、ベンジルなどであり、対イオンが水酸イオン、-ＯＲであって（Ｒは炭素数１乃至４
のアルキル基）、-ＯＣＯＲ’（Ｒ’はアルキル、アリール、アルキルアリール）、ＯＣ
ＯＯ- 、ＯＳＯＯ- で表わされるアニオンが好ましく用いられる。特に好ましくは、水酸
化テトラメチルアンモニウム、および水酸化テトラブチルアンモニウム塩などが挙げられ
る。これらの塩基性化合物は、単独であるいは２種以上の混合物として用いることができ
る。
【００９９】
　イミダゾールなどの極めて強力な塩基性化合物が配合された場合には、例えば逆に経時
重合を生じたり、あるいは光酸発生剤の分解などの副反応を生じやすくなるおそれがある
。一方、塩基性の低すぎる化合物では、添加による粘度安定化の効果を十分に得ることが
困難になる。例えば、好適な水溶液の状態での温度２５℃における塩基解離定数ｐＫｂが
４以上の塩基性化合物が望ましく、ｐＫｂが１１を越える化合物では殆ど効果がみられな
い。そのような条件を満たす化合物としては、例えば、ピリジン誘導体、アニリン誘導体
、アミノナフタレン誘導体、その他の含窒素ヘテロ環化合物およびその誘導体が好適であ
る。
【０１００】
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　これらの中でも、塩基性化合物がアニリン誘導体である場合には、粘度安定性、揮発性
、塩基性、さらに低副反応性の点で特に望ましいものとなる。　
　ただし、アニリン化合物は、塩基性が低いために、一般に化合物自体が塩基性を有して
いるオキセタン化合物との組み合わせでは望ましくない。オキセタン化合物としては、よ
り塩基性の高い化合物が望ましく、例えば２５℃でのｐＫｂが７以下３以上の化合物であ
る。より具体的には、脂肪族骨格を有するアミンや脂環骨格を有するアミンのような塩基
性化合物を、好適に用いることができる。
【０１０１】
　また、上述したような塩基性化合物がアニオンと塩を形成し、しかもアニオンの酸性度
が低い場合には、化合物自体が弱い塩基としての作用があるので同様に用いることができ
る。
【０１０２】
　用いられる化合物の種類にもよるが、一般的には、酸重合性化合物に対して数１００～
数１０００ｐｐｍ程度の割合で配合されれば、粘度安定化剤としての効果を得ることがで
きる。
【０１０３】
　次に、図面を参照して、本発明のインクジェットインクが用いられる印字方法を説明す
る。
【０１０４】
　図１は、上述したようなインクジェットインクを用いて記録を行なうための典型的な記
録装置の概略的に示す図である。図示するインクジェット記録装置１は、記録媒体２を搬
送する搬送機構３を備えている。搬送機構３の移動方向に沿って上流側から下流側には、
インクジェット式の記録ヘッド４、光源５、および加熱機構６としてのヒーターが順次配
置されている。
【０１０５】
　記録媒体（あるいは、被印刷物）２は、印刷可能な媒体であれば特に限定されるもので
はない。記録媒体２としては、例えば、紙、ＯＨＰシート、樹脂フィルム、不織布、多孔
質膜、プラスチック板、回路基板、および金属基板などを使用することができる。本発明
の実施形態にかかるインクジェットインクは、記録媒体２として金属基板を用いた場合で
も、十分に高い密着性を有する硬化物を形成することが可能である。
【０１０６】
　搬送機構３は、例えば、記録媒体２が記録ヘッド４、光源５、およびヒーター６の正面
を順次通過するように媒体２を搬送する。ここでは、搬送機構３は、記録媒体２を、図中
、右側から左側へ向けて搬送する。搬送機構３は、例えば、記録媒体２を移動させるベル
トおよび／またはローラと、それを駆動する駆動機構とによって構成することができる。
また、搬送機構３には、記録媒体２の移動を補助するガイド部材などをさらに設けてもよ
い。
【０１０７】
　記録ヘッド４は、画像信号に対応して記録媒体２上にインクジェットインクを吐出して
、インク層を形成する。記録ヘッド４としては、例えば、キャリッジに搭載されたシリア
ル走査型ヘッドや、記録媒体２の幅以上の幅を有するライン走査型ヘッドを使用すること
ができる。高速印刷の観点では、通常、後者のほうが前者に比べて有利である。記録ヘッ
ド４からインクジェットインクを吐出する方法には、特に制限はない。例えば、発熱体の
熱により発生する蒸気の圧力を利用してインク滴を飛翔させることができる。あるいは、
圧電素子によって発生する機械的な圧力パルスを利用して、インク滴を飛翔させてもよい
。
【０１０８】
　光源５は、記録媒体２上のインク層に光を照射して、インク層中に酸を発生させる。光
源５としては、例えば、低、中、高圧水銀ランプのような水銀ランプ、タングステンラン
プ、アーク灯、エキシマランプ、エキシマレーザ、半導体レーザ、ＹＡＧレーザ、レーザ
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と非線形光学結晶とを組み合わせたレーザシステム、高周波誘起紫外線発生装置、電子線
照射装置、Ｘ線照射装置などを使用することができる。これらのなかでも、システムを簡
便化できることから、高周波誘起紫外線発生装置、高・低圧水銀ランプや半導体レーザな
どを使用することが望ましい。光源５には、必要に応じて集光用ミラーや走引光学系を設
けてもよい。
【０１０９】
　加熱機構６としてのヒーターは、記録媒体２上のインク層を加熱して、酸を触媒とした
架橋反応を促進する。具体的には、ヒーターとしては、例えば、赤外ランプ、発熱体を内
蔵したローラ（熱ローラ）、温風または熱風を吹き出すブロワなどを使用することができ
る。
【０１１０】
　こうした装置１を用いて、例えば以下のような方法により記録媒体に印刷を行なうこと
ができる。　
　まず、搬送機構３により記録媒体２を、図中、右側から左側へ向けて搬送する。記録媒
体２の搬送速度は、例えば、０．１ｍ／ｍｉｎ乃至数１００ｍ／ｍｉｎの範囲内とするこ
とができる。
【０１１１】
　記録媒体２が記録ヘッド４の正面まで搬送されると、記録ヘッド４は画像信号に対応し
て、上述のインクジェットインクを吐出する。これにより、記録媒体２上に所定のインク
層（図示せず）が形成される。
【０１１２】
　インク層を有する記録媒体２は、光源５の正面へ搬送される。記録媒体２が光源５の正
面を通過する際、光源５は記録媒体２上に形成されたインク層に向けて光を照射して、イ
ンク層中に酸を発生させる。なお、インク層表面の位置における照射光強度は、使用する
光源の波長などに応じて異なるが、通常、数ｍＷ／ｃｍ2乃至数十Ｗ／ｃｍ2の範囲内とす
ることができる。インク層への露光量は、インクジェットインクの感度や被印刷面の移動
速度（記録媒体２の搬送速度）などに応じて、適宜設定することができる。
【０１１３】
　続いて、記録媒体２は、ヒーター６内あるいはその近傍へ搬送される。記録媒体２がヒ
ーター６内あるいはその近傍を通過する際、ヒーター６は記録媒体２上に形成されたイン
ク層を加熱して、インク層中での架橋反応を促進する。なお、図１に示す装置１において
は、通常、ヒーター６による加熱時間は数秒乃至数１０秒程度と比較的短い。したがって
、ヒーター６によりインク層の硬化をほぼ完全に進行させる場合は、最高到達温度が例え
ば２００℃程度以下、望ましくは６０℃乃至２００℃あるいは８０℃乃至１８０℃程度の
比較的高い温度となるように加熱を行なう。
【０１１４】
　その後、記録媒体２は、図示しないストッカー（あるいは容器）内へと搬送される。こ
うして、印刷が完了する。　
　インク層を加熱するための加熱機構は、図１に示したように光源の下流に配置されたヒ
ーター６に限定されるものではない。例えば、インク層への露光の際、被印刷面を損なわ
ない程度に光源５を記録媒体２に近づけることによって、光源５を熱源としても利用する
ことができる。コールドミラーのような除熱機構を光源に設けないことによって、同様に
光源を熱源として利用してもよい。数百ワットの高出力バルブの場合には、冷却機構を同
時に有しているので、その排熱機構の一部を変更して、意図的にその熱を紙面に還元する
機構を設ければよい。これによって、光源から発生する熱によって、インク層を加熱する
ことができる。
【０１１５】
　例えば、光源を冷却した気流を紙面や搬送／保持機構内に再導入して、加熱に用いる機
構を有する百ｗ以上の出力の光源が該当する。光源の熱の還元による記録媒体の到達温度
は、上述したヒーターによる加熱と同程度の効果が得られる温度とすればよい。好ましい
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１００℃である。また、露光速度が数ｍ／秒と高速な場合には、瞬間的に加熱されるため
に１８０℃程度の高温としてもよい。
【０１１６】
　光源５として、例えば可視光に加えて赤外光を発生し得るものを使用した場合には、光
照射と同時に加熱を行なうことができる。この場合には、硬化を促進させることができる
ので好ましい。
【０１１７】
　インク層に光を照射すると、光源５から発生する熱によってインク層が加熱されるため
、加熱機構は、ヒーター６のように必ずしも独立した部材として設ける必要はない。しか
しながら、光源５からの熱のみで常温で放置してインク層を完全に硬化させるには長時間
を要する。したがって、常温放置は、完全硬化までに充分に長い時間を確保できる用途に
適用することが望まれる。例えば、翌日に配布される新聞公告のような印刷物は、硬化ま
でに要する時間を一昼夜程度と長く確保することができるので、常温放置でも完全硬化さ
せることができる。
【０１１８】
　このような記録方法を用いて、本発明の実施形態にかかるインクジェットインクにより
形成された画像（硬化物）は、印字品質のみならず、硬化性能も高い。得られる硬化物は
、硬度、密着性、耐光性、および安全性の全てにおいて優れたものとなり得る。硬化後の
印字物は、有害物の放出がほとんどないことに加えて、露光中の重量減においても、１０
％以内に抑えられる。このため、印刷雰囲気の飛散物も極力低減されて、望ましいものと
なる。本発明の実施形態にかかるインクジェットインクを硬化させることによって、各種
記録媒体との密着性に優れ、高い硬度を有する硬化物を含む印刷物印刷物が得られる。
【０１１９】
　以下、具体例を示して本発明をさらに詳細に説明する。
【０１２０】
　インクの調製に先立って、以下に示す処方で、顔料としてのカーボンブラックを、分散
剤とともに酸重合性化合物に加えて色材分散液を調製した。
【０１２１】
　　顔料（カーボンブラック）　　　　　　　　　　　　　　　　　　２０重量％
　　分散剤（ソルスパース３２０００：アビシア社）　　　　　　　　　６重量％
　　分散剤（ソルスパース５０００：アビシア社）　　　　　　　　０．６重量％
　　酸重合性化合物（ＯＮＢ－ＤＶＥ）　　　　　　　　　　　　７３．４重量％
　上述の成分を混合してなる混合液を、循環式のビーズミルに０．３ｍｍ径のビーズを充
填し、約１時間の分散処理を施すことによって、色材分散液を得た。
【０１２２】
　こうして得られた色材分散液に、有機系分散媒、光酸発生剤、および他の添加剤などを
配合して、インクジェットインクを調製した。下記表１には、有機系分散媒に用いる酸重
合性化合物の組み合わせを示す。ここでは、ビニルエーテル化合物とオキセタン化合物と
を組み合わせて、有機系分散媒を調製する。
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【表１】

【０１２３】
　上記表１に記載した化合物は、以下の通りである。
【０１２４】
　　ＯＮＢ－ＤＶＥ：（ダイセル化学製）
　　ＩＳＢ－ＤＶＥ：（ダイセル化学製）
　　ＨＤＣＰＶＥ：（ダイセル化学製）
（これら化合物のうち、ＯＮＢ－ＤＶＥおよびＩＳＢ－ＤＶＥの構造は、前記化１３に示
されており、ＨＤＣＰＶＥは、前記化９に示した化合物（Ａｌｉ．７）に相当する。）
　　ＣＨＶＥ：シクロヘキサンジメタノールジビニルエーテル（ＩＳＰ社製）
　　ＯＸＴ－２１１：３－エチル－３－（フェノキシメチル）オキセタン
　　ＯＸＴ－２２１：ジ［１－エチル（３－オキセタニル）］メチルエーテル
　　ＯＸＴ－２１２：３－エチル－３－（２－エチルヘキシロキシメチル）オキセタン
　　　※上記オキセタン３点はいずれも東亞合成製
　ここで用いた７種類の酸重合性化合物のうち、ビニルエーテル化合物としてのＨＤＣＰ
ＶＥ、オキセタン化合物としてのＯＸＴ－２１１およびＯＸＴ－２１２は、単官能化合物
である。すなわち、表１におけるＮｏ．１～１０は、単官能化合物の割合が有機系分散媒
総量の２０～７０重量％であり、しかも一般式（１）で表わされるビニルエーテル化合物
が３０重量％以上含有されている。したがって、これらは、実施例のインクジェットイン
クに配合される有機系分散媒である。
【０１２５】
　残りのＮｏ．１１～１５の有機系分散媒は、こうした条件を満たさない。具体的には、
Ｎｏ．１１および１２では、ビニルエーテル化合物の含有量が３０重量％未満であり、Ｎ
ｏ．１３および１５では、単官能化合物の割合が、有機系分散媒総量の２０重量％未満で
ある。Ｎｏ．１４では、有機系分散媒総量の８０重量％の単官能化合物が含有される。し
たがって、Ｎｏ．１１～１５は、比較例のインクに配合される有機系分散媒である。
【０１２６】
　Ｎｏ．１～１５の有機系分散媒のそれぞれを、光酸発生剤および他の添加剤などととも
に、前述の色材分散液に加えて、Ｎｏ．１～１５のインクジェットインクを調製した。顔
料分、光酸発生剤、他の添加剤の含有量は、以下に示すように共通とした。
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【０１２７】
　　　　顔料分（全分散媒量に対して）　　　　　　　　　　　　　　　　４重量％
　　　光酸発生剤ＵＶＡＣＵＲＥ１５９０（全分散媒量に対して）　　　　７重量％
　　　　　(ダイセルサイテック製)
　　　増感剤ＤＢＡ（光酸発生剤量に対して）　　　　　　　　　　　　３０重量％
　　　　　(川崎化成製)
　　　分散剤アジスパーＰＢ７１１（顔料分に対して）　　　　　　　　２０重量％
　　　　　(味の素ファインテクノ製)
　インクジェットインクの調製に当たっては、まず、各成分を混合して混合液を得、これ
をホモジナイザーにより混合攪拌した。最後に、混合液を５μｍのメンブレンフィルタに
よりろ過して、インクジェットインクを得た。
【０１２８】
　各インクジェットインクを、記録媒体としてのＳＵＳ板にバーコータで約５μｍの厚さ
に塗布して塗膜を形成し、ＵＶ照射装置からＵＶ光を照射した。さらに、ホットプレート
上に載置し、１００℃で１０分間の熱処理を施して硬化物を形成した。また、記録媒体を
ＰＥＴフィルムに変更する以外は同様にして、硬化物を形成した。
【０１２９】
　こうして得られた硬化物について、（ＪＩＳ　Ｋ５６００－５－４）に準拠して鉛筆硬
度を測定するとともに、クロスカットテープ剥離試験による密着性を調べた。クロスカッ
トテープ剥離試験は、硬化物の剥がれた面積の割合で密着性を評価し、剥がれた面積に応
じて以下の基準で判断した。
【０１３０】
　　　　全体の５％未満：極めて良好（◎）
　　　全体の１０％未満：良好（○）
　また、各インクジェットインクを、５０℃のもとで２週間保存して、粘度の増加率から
保存性を調べた。具体的には、保存前の粘度と保存後の粘度とを測定して粘度増加率を求
め、以下の基準で判断した。
【０１３１】
　　　　３％未満：良好（◎）
　　　　３％以上：やや良好（○）
　　　１０％以上：やや不良（△）
　得られた結果を、鉛筆硬度および密着性の結果とともに下記表２にまとめる。
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【表２】

【０１３２】
　上記表２に示されるように、Ｎｏ．１～１０のインクジェットインクを用いて形成され
た硬化物は、ＳＵＳ板およびＰＥＴフィルムのいずれに対しても、高い密着性を有し、鉛
筆硬度はＨ以上である。しかも、いずれの場合も、記録媒体に対する硬化物の密着性は良
好である。さらに、これらのインクジェットインクは、保存性も何等問題ないことが確認
された。
【０１３３】
　これに対して、Ｎｏ．１１～１５のいずれにおいても、鉛筆硬度および密着性を備えた
硬化物を得ることができない。実施例に匹敵する鉛筆硬度および密着性は得られない。ま
た、これらで用いたインクジェットインクの保存性もまた、実施例のインクよりも劣って
いる。
【０１３４】
　次に、有機系分散媒の処方を変更して、インクジェットインクを調製した。下記表３に
は、有機系分散媒に用いる酸重合性化合物の組み合わせを示す。ここでは、ビニルエーテ
ル化合物とオキセタン化合物とオキシラン化合物とを組み合わせて、有機系分散媒を調製
する。
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【表３】

【０１３５】
　上記表３に記載した化合物は、以下の通りである。
【０１３６】
　　Ｃ３０００：セロキサイド３０００（ダイセル化学製）
　　ＰＮＯ：α－ピネンオキサイド（ダイセル化学製）
　　ＯＸＴ－２１３：３－（シクロヘキシロキシ）メチル－３－エチルオキセタン（東亞
合成製）
　残りの化合物は、すでに説明したとおりである。上記表３に示した９種類の酸重合性化
合物のうち、オキセタン化合物としてのＯＸＴ－２１１およびＯＸＴ－２１３、オキシラ
ン化合物としてのＰＮＯは、単官能化合物である。すなわち、表３におけるＮｏ．１６～
２６は、単官能化合物の割合が有機系分散媒総量の２０～７０重量％であり、一般式（１
）で表わされるビニルエーテル化合物が３０重量％以上含有されている。しかも、オキシ
ラン化合物の含有量は有機系分散媒総量の０～３０重量％であり、オキセタン化合物の含
有量は有機系分散媒総量の２０～６０重量％である。したがって、これらは、実施例のイ
ンクジェットインクに配合される有機系分散媒である。
【０１３７】
　残りのＮｏ．２７～３２は、こうした条件を満たさない。具体的には、Ｎｏ．２８，３
０～３２では、ビニルエーテル化合物の含有量が３０重量％未満であり、Ｎｏ．２７およ
び２９では、単官能化合物の割合が、有機系分散媒総量の２０重量％未満である。したが
って、Ｎｏ．２７～３２は、比較例のインクに配合される有機系分散媒である。
【０１３８】
　Ｎｏ．２７～３２の有機系分散媒のそれぞれを、光酸発生剤および他の添加剤などとと
もに、前述の色材分散液に加えて、Ｎｏ．２７～３２のインクジェットインクを調製した
。顔料分、光酸発生剤、および他の添加剤の含有量は、上述と同様に共通とし、上述した
手法によってインクジェットインクを得た。
【０１３９】
　各インクジェットインクを用いて、上述と同様の手法により、上述と同様の記録媒体に
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硬化物を形成した。得られた硬化物の硬度および密着性を前述と同様にして評価し、その
結果を、インクの保存性とともに下記表４にまとめる。
【表４】

【０１４０】
　上記表４に示されるように、Ｎｏ．１６～２６のインクジェットインクを用いて形成さ
れた硬化物は、ＳＵＳ板およびＰＥＴフィルムのいずれに対しても、高い密着性を有し、
鉛筆硬度はＨ以上である。しかも、いずれの場合も、記録媒体に対する硬化物の密着性は
良好である。さらに、これらのインクジェットインクは、保存性も何等問題ないことが確
認された。
【０１４１】
　これに対して、Ｎｏ．２７～３２のいずれにおいても、鉛筆硬度および密着性を備えた
硬化物を得ることができない。実施例に匹敵する鉛筆硬度および密着性は得られない。ま
た、これらで用いたインクジェットインクの保存性もまた、実施例のインクよりも劣って
いる。
【０１４２】
　本発明の実施形態にかかるインクジェットインクは、所定の成分を含有する有機系分散
媒を含むことに起因して、各種記録媒体との密着性に優れ、高い硬度を有する硬化物を含
む印刷物を形成することが可能であることが確認された。
【図面の簡単な説明】
【０１４３】
【図１】本発明の一実施形態にかかるインクジェットインクを使用し得る記録装置の概略
図。
【符号の説明】
【０１４４】
　１…インクジェット記録装置；　２…記録媒体；　３…搬送機構，
　４…インクジェット式記録ヘッド；　５…光源；　６…ヒーター。
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