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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】揮発性溶媒を本質的に除去することにより、ＥＰＡにより要求されるＶＯＣ制御
装置を一切必要としなくなるグラビアインキ、及び該インキを使用した電子線放射による
硬化ステップを含むグラビア印刷の方法の提供。
【解決手段】ａ）水分散性顔料と、ｂ）十分な電子線放射を当てることにより重合可能ま
たは架橋可能な、水分散性のエチレン系不飽和モノマー、エチレン系不飽和オリゴマーま
たはエチレン系不飽和ポリマーのいずれか１種、又は２種以上と、ｃ）消泡剤と、ｄ）成
分ａ）、ｂ）およびｃ）と分散液を形成するのに十分で、その分散液の粘度が約２５ｃｐ
ｓ（センチポアズ）から約２００ｃｐｓ（センチポアズ）となる水と、の混合物を含むグ
ラビア印刷インキ、及び該インクを使用したグラビア印刷の方法。
【選択図】なし
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
ａ）水分散性顔料と、
ｂ）十分な電子線放射を当てることにより重合可能または架橋可能な、水分散性のエチレ
ン系不飽和モノマー、エチレン系不飽和オリゴマーまたはエチレン系不飽和ポリマーのい
ずれか１種、又は２種以上と、
ｃ）消泡剤と、
ｄ）成分ａ）、ｂ）およびｃ）と分散液を形成するのに十分で、その分散液の粘度が約２
５ｃｐｓ（センチポアズ）から約２００ｃｐｓ（センチポアズ）となる水と、
の混合物を含むグラビア印刷インキ。
【請求項２】
　有機溶媒、無機溶媒、アミンおよび光開始剤の全含有量が１重量％未満である、請求項
１に記載のグラビア印刷インキ。
【請求項３】
　以下のステップを含む印刷方法。
　Ｉ．グラビア印刷インキの画像層を基材の表面に塗布するステップであって、前記グラ
ビア印刷インキが、
ａ）水分散性顔料と、
ｂ）十分な電子線放射を当てることにより重合可能または架橋可能な、水分散性のエチレ
ン系不飽和モノマー、エチレン系不飽和オリゴマーまたはエチレン系不飽和ポリマーのい
ずれか１種、又は２種以上と、
ｃ）消泡剤と、
ｄ）成分ａ）、ｂ）およびｃ）と分散液を形成するのに十分で、その分散液の粘度が約２
５ｃｐｓ（センチポアズ）から約２００ｃｐｓ（センチポアズ）となる水と、
の混合物を含むステップ。
ＩＩ．続いて、基材上のグラビア印刷インキの画像層を乾燥するステップ。
ＩＩＩ．その後、グラビア印刷インキの前記画像層を、十分な電子線放射に露光すること
により、前記画像層中のエチレン系不飽和モノマー、エチレン系不飽和オリゴマーまたは
エチレン系不飽和ポリマーのいずれか１種、又は２種以上の重合または架橋を起こすステ
ップ。
【請求項４】
　ステップＩＩＩを実施する前に、ステップＩおよびＩＩをさらに１回または複数回順次
に実施するステップをさらに含む請求項３に記載の方法であって、
　前記さらに実施するステップが、乾燥したグラビア印刷インキの先刷り画像層および基
材の同一表面上に、別のグラビア印刷インキの画像層を塗布するステップであり、
　前記別のグラビア印刷インキが、
ａ）水分散性顔料と、
ｂ）十分な電子線放射を当てることにより重合可能または架橋可能な、水分散性のエチレ
ン系不飽和モノマー、エチレン系不飽和オリゴマーまたはエチレン系不飽和ポリマーのい
ずれか１種、又は２種以上と、
ｃ）消泡剤と、
ｄ）成分ａ）、ｂ）およびｃ）と分散液を形成するのに十分で、その分散液の粘度が約２
５ｃｐｓ（センチポアズ）から約２００ｃｐｓ（センチポアズ）となる水と、
の混合物を含む方法。
【請求項５】
　ステップＩおよびＩＩが、グラビア印刷インキの先刷り画像層の上に、グラビア印刷イ
ンキの追加の画像層１～約１０層を塗布することにより実施される、請求項３に記載の方
法。
【請求項６】
　ステップＩおよびＩＩの後であって、ステップＩＩＩの前に、コーティング組成物を乾
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燥したグラビア印刷インキの画像層の全面に塗布するステップをさらに含む請求項３に記
載の方法であって、
　前記コーティング組成物が、十分な電子線放射を当てることにより重合可能または架橋
可能な、水分散性のエチレン系不飽和モノマー、エチレン系不飽和オリゴマーまたはエチ
レン系不飽和ポリマーのいずれか１種、又は２種以上を含む方法。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、グラビア印刷インキに関し、さらに凹版グラビア印刷用シリンダーと基材と
が直接接触することにより、個々の色が転写される、柔軟な基材上への放射線硬化型液状
インキによる、多色グラビア印刷の方法に関する。順次に印刷されるインキ層が、回転バ
ーの回りをウェブが複数回回転する間、印刷画像を一切歪ませることなく、プレス機を通
過して転写されるように、一色ごとに高温で乾燥し、最終的に、印刷された基材を電子線
（ＥＢ）ユニットに露光することで、硬化させる。
【背景技術】
【０００２】
　今日、商業用の大量印刷で利用されている主要な印刷法には、オフセット印刷法、 グ
ラビア印刷法およびフレキソ印刷法の３種がある。質の点からは、オフセット印刷法およ
びグラビア印刷法はどちらも同等に優れており、その次がフレキソ印刷法である。印刷メ
カニズムの点では、オフセット印刷法およびフレキソ印刷法のどちらの場合も、インキ付
けした画像が、印刷する画像を含む印刷版から、中間のラバーブランケットを介して、基
材に転写される。しかし、グラビア印刷法では、画像は、印刷する画像を含むアニロック
スシリンダーから基材に直接転写される。
【０００３】
　３種の印刷法に用いられるインキは、主に粘度および顔料濃度が極めて異なる。室温に
おいて、オフセットインキは、ペーストの粘稠度を有し（～１０，０００ポアズ）、フレ
キソインキは、蜂蜜の粘稠度を有し（～５００センチポアズ）、グラビアインキは極めて
低い粘度を有する（～５０センチポアズ）。
【０００４】
　印刷インキの配合に関する問題の１つは、インキ中に揮発性有機化合物（ＶＯＣ）が含
有されていることである。このため、インキはアメリカ合衆国環境保護庁（ＥＰＡ）によ
る規制を受けることになり、印刷業者にとって余分な支出源となる。
【０００５】
　過去２０年に渡り、オフセット印刷およびフレキソ印刷市場において使われている一定
比率のインキには、ＶＯＣ（揮発性有機化合物）フリーのエネルギー（紫外線（ＵＶ）お
よび電子線（ＥＢ））硬化性の材料が配合されてきた。これらのインキは、乾燥のために
放射熱源を必要とするのとは対照的に、即時硬化のためにＵＶ光またはＥＢユニットにの
み露光することを必要とする。硬化工程に伴う架橋によって、エネルギー硬化性材料によ
く知られている利点、例えば、耐摩耗性、高い光沢、即時加工性等といった利点を有する
生成物がもたらされる。
【０００６】
　対照的に、グラビアインキは、非常に低い粘度を維持するために、溶媒（酢酸エステル
、アルコール等）または水を使って作られる。しかし、水は表面張力が極めて高い（７８
ダイン）ため、基材の濡れ性および印刷適性に関連する問題が生じてしまう。そのため、
水性グラビアインキは、一般に、インキの表面張力低下のために、溶媒を最大３０％含有
している。現在まで、グラビアインキはＶＯＣ放出源のままであり、この印刷法を使用す
る全てのプリンターに対して、適切な環境管理が必要とされる。本発明は、ＶＯＣ放出規
制を受けないグラビア印刷法を提供する。
【０００７】
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　通常、グラビア印刷工程では、異なる複数の色は、１つの印刷ステーションから次の印
刷ステーションへと印刷される。各印刷ステーションにおいて、印刷される画像を含むグ
ラビア印刷用シリンダーが、基材に直接接触することで、画像が基材に転写される。印刷
されたウェブは、乾燥機（通常は、強制温風機）を通過するが、そこでインキのＶＯＣ成
分は気化されて乾燥機に取り込まれる。次いで、印刷されたウェブは、 次の印刷ステー
ションに送られ、所望の色シーケンスに従って、同じ工程が繰り返される。全色が印刷さ
れ終わると、ウェブは、完全にインキを乾燥させるために、長い乾燥機を通過する。基材
が、例えば紙のような吸収性基材である場合、残留溶媒の存在を最小限に抑えるのに十分
な条件で乾燥しなければならない。一方、基材が、例えばフィルムのような非吸収性基材
である場合、印刷した画像の汚れおよび／または逆転写を防ぐのに十分な条件で乾燥しな
ければならない。食品包装の応用には、このような調整は不可欠である。乾燥工程中に蒸
発した溶媒は、適切なＥＰＡガイドラインに従って、冷却装置を通じて捕捉されて、リサ
イクルされるか、または適正な熱酸化装置を通じて燃焼させた後、排出される。
【０００８】
　グラビア印刷自体は１世紀前から存在する技術であり、世界中の印刷業者によって広く
使われている。しかし、グラビア印刷に適した粘度を有するＶＯＣフリーのエネルギー硬
化型インキを使用し、印刷ラインの最後で、ＥＢユニットに露光後、印刷した画像を即時
に硬化させることは新しい技術である。
【０００９】
　エネルギー硬化型液状インキを用いた印刷は、周知である。米国特許第６７７２６８３
号には、セントラルインプレッション（ＣＩ）型フレキソ印刷プレス機上でのエネルギー
硬化型液状インキのウェットトラッピング（ｗｅｔ　ｔｒａｐｐｉｎｇ）が記載されてい
る。グラビア印刷の場合、アニロックスローラーから基材に直接転写されるのとは対照的
に、フレキソ印刷では、各印刷ステーションにおいて、液状インキが、アニロックスロー
ラーから、印刷する画像を含む印刷版に転写され、続いて、この画像が柔軟な基材に転写
される。後続の２つの印刷ステーションの間で、インキ配合物に含まれている水は、先に
印刷した画像層が、次に印刷するインキ層よりもその粘度をわずかに高くするのに十分な
だけ、自然に蒸発するので、次のインキ層は、直前の層の上でウェットトラッピングする
ことができる。水を含有するインキ配合物は、特に、水が多相分散ではなく、単一相また
は均一溶液を形成するように作られる。したがって、インキ組成物には、不均一系または
多相系ではなく、均一な単一相系を形成すると思われる水溶性成分だけを使用することが
できる。
【００１０】
　このような組成物および工程が、米国特許出願第２００８／０２３３３０６Ａ１号なら
びに米国特許第６８０３１１２号および第６０１１０７８号に記載されている。ウェット
トラッピングされたインキ層は、印刷工程の最後で、ＥＢ源に露光され、印刷された物質
が完全に硬化される。しかし、ウェットトラッピングが可能となるのは、複数のインキ層
が、ＥＢによって完全に硬化されるまで、プレス機の回転バーのような硬い表面とぶつか
らない場合に限られることが、この工程の限界である。ＥＢによる硬化の前に、硬い面と
接触すると、画像が剥離したり、ハードローラーに画像の染みを残したりすることになる
。これは、インキ層はウェットトラッピングが可能ではあるが、表面が研磨性に耐えるの
に十分なだけ乾燥していないためである。結果として、この印刷工程は、ＥＢユニットを
通過するまで、プレス機に回転バーのないＣＩフレキソ印刷工程にのみ限定される。
【００１１】
　米国特許公開第２００６／０１６５９９７号には、多重層の全面コーティングを相互に
重ね合わせ、各コーティング層を、各コーティングステーションの間で、熱風または赤外
線（ＩＲ）により乾燥し、最終的に、プレス機の最後でＥＢユニットに露光することで、
コーティング層全てを完全に硬化させる、表面防護およびセキュリティ機能が改善された
宝くじを作製するための方法が記載されている。画像を重ねて印刷する技術は開示されて
いない。
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【先行技術文献】
【特許文献】
【００１２】
【特許文献１】米国特許第６７７２６８３号
【特許文献２】米国特許出願第２００８／０２３３３０６Ａ１号
【特許文献３】米国特許第６８０３１１２号
【特許文献４】米国特許第６０１１０７８号
【特許文献５】米国特許公開第２００６／０１６５９９７号
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１３】
　本発明は、グラビアインキに存在する揮発性溶媒を本質的に除去することにより、ＥＰ
Ａにより要求されるＶＯＣ制御装置を一切必要としなくなるグラビア印刷法に関するもの
である。また、本発明は、グラビア印刷に要求される粘度を有し、例えば、各ステーショ
ンおよび最後に、強制熱風乾燥機により乾燥される、ＥＢ硬化型液状インキを使用するグ
ラビア印刷法であって、完全に印刷されたウェブをＥＢユニットに露光することで、印刷
された画像を完全に硬化させる方法を開示する。更に、ＥＢユニットへの露光により一緒
に硬化された、乾燥した印刷画像および合成構造体の上に、ＥＢ硬化性の光沢塗装膜を重
ねて印刷したり、接着剤を塗布することもできる。
【課題を解決するための手段】
【００１４】
　本発明は、次の混合物を含むグラビア印刷インキを提供する。
ａ）水分散性顔料、ｂ）十分な電子線放射を当てることにより重合可能または架橋可能な
、水分散性のエチレン系不飽和モノマー、エチレン系不飽和オリゴマーまたはエチレン系
不飽和ポリマーのいずれか１種、又は２種以上、ｃ）消泡剤、ｄ）成分ａ）、ｂ）および
ｃ）と分散液を形成するのに十分で、その分散液の粘度が約２５ｃｐｓ（センチポアズ）
から約２００ｃｐｓ（センチポアズ）となる水。
【００１５】
　本発明は、以下のステップを含む印刷法も提供する。
Ｉ．グラビア印刷インキの画像層を基材の表面に塗布するステップであって、前記グラビ
ア印刷インキが、ａ）水分散性顔料と、ｂ）十分な電子線放射を当てることにより重合可
能または架橋可能な、水分散性のエチレン系不飽和モノマー、エチレン系不飽和オリゴマ
ーまたはエチレン系不飽和ポリマーのいずれか１種、又は２種以上と、ｃ）消泡剤と、ｄ
）成分ａ）、ｂ）およびｃ）と分散液を形成するのに十分で、その分散液の粘度が約２５
ｃｐｓ（センチポアズ）から約２００ｃｐｓ（センチポアズ）となる水と、の混合物を含
むステップ。
ＩＩ．続いて、基材上のグラビア印刷インキの画像層を乾燥するステップ。
ＩＩＩ．その後、グラビア印刷インキの前記画像層を、十分な電子線放射に露光すること
により、前記画像層中のエチレン系不飽和モノマー、エチレン系不飽和オリゴマーまたは
エチレン系不飽和ポリマーのいずれか１種、又は２種以上の重合または架橋を起こすステ
ップ。
【００１６】
　本発明は、さらに、場合によって、ステップＩＩＩを実施する前に、ステップＩおよび
ＩＩをさらに１回または複数回順次に実施するステップを含み、前記さらに実施するステ
ップが、乾燥したグラビア印刷インキの先刷り画像層および基材の同一表面上に、別のグ
ラビア印刷インキの画像層を塗布するステップであり、前記別のグラビア印刷インキが、
ａ）水分散性顔料と、ｂ）十分な電子線放射を当てることにより重合可能または架橋可能
な、水分散性のエチレン系不飽和モノマー、エチレン系不飽和オリゴマーまたはエチレン
系不飽和ポリマーのいずれか１種、又は２種以上と、ｃ）消泡剤と、ｄ）成分ａ）、ｂ）
およびｃ）と分散液を形成するのに十分で、その分散液の粘度が約２５ｃｐｓ（センチポ
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アズ）から約２００ｃｐｓ（センチポアズ）となる水と、の混合物を含む方法の印刷法も
、提供する。
【発明の効果】
【００１７】
　本発明に係る方法により、その本来の質を備え、ＶＯＣまたは残留溶媒の問題がなく、
エネルギー硬化型インキによりもたらされる、関連する改善を全て有するグラビア印刷が
可能になる。
【図面の簡単な説明】
【００１８】
【図１】４色ＥＢグラビア印刷プレス機を示す図。
【図２】インラインＥＢコーティング装置を有する、４色ＥＢグラビア印刷プレス機を示
す図。
【図３】インラインＥＢコーティング装置およびラミネーターを有する、４色ＥＢグラビ
ア印刷プレス機を示す図。
【発明を実施するための形態】
【００１９】
　グラビア印刷インキの第一の成分は、水分散性顔料である。着色剤が、他の配合成分と
一緒に分散されることが可能である限り、適切な任意の水分散性顔料を、制限なく、使用
することができる。顔料は、有機顔料、無機顔料、金属顔料、導電性顔料、磁性顔料、ナ
ノ顔料、誘電顔料、吸光顔料またはそれらの組合せとすることができる。
【００２０】
　適切な顔料の例としては、以下に限られないが、モノアゾイエロー、モノアリライドイ
エロー、ジアリライドイエロー、ナフトールレッド、ルビンレッド、リソールルビン、フ
タロシアニンブルーおよびカーボンブラックが挙げられる。適切な顔料には、以下に限ら
れないが、ピグメントイエロー１、ピグメントイエロー３、ピグメントイエロー１１、ピ
グメントイエロー１２、ピグメントイエロー１３、ピグメントイエロー１４、ピグメント
イエロー１７、ピグメントイエロー６３、ピグメントイエロー６５、ピグメントイエロー
７３、ピグメントイエロー７４、ピグメントイエロー７５、ピグメントイエロー８３、ピ
グメントイエロー９７、ピグメントイエロー９８、ピグメントイエロー１０６、ピグメン
トイエロー１１４、ピグメントイエロー１２１、ピグメントイエロー１２６、ピグメント
イエロー１２７、ピグメントイエロー１３６、ピグメントイエロー１７４、ピグメントイ
エロー１７６、ピグメントイエロー１８８、ピグメントオレンジ５、ピグメントオレンジ
１３、ピグメントオレンジ１６、ピグメントオレンジ３４、ピグメントレッド２、ピグメ
ントレッド９、ピグメントレッド１４、ピグメントレッド１７、ピグメントレッド２２、
ピグメントレッド２３、ピグメントレッド３７、ピグメントレッド３８、ピグメントレッ
ド４１、ピグメントレッド４２、ピグメントレッド５７：１、ピグメントレッド１１２、
ピグメントレッド１７０、ピグメントレッド２１０、ピグメントレッド２３８、ピグメン
トレッド２６９、ピグメントブルー１５、ピグメントブルー１５：１、ピグメントブルー
１５：２、ピグメントブルー１５：３、ピグメントブルー１５：４、ピグメントグリーン
７、ピグメントグリーン３６、ピグメントバイオレット２３ならびにピグメントブラック
７等およびこれらの組合せが含まれる。
【００２１】
　本発明では、水分散性顔料という用語には、導電性または誘電性を有する印刷画像を作
成するための導電性または非導電性粒子が含まれる。これには、鉄、銀、銅、アルミニウ
ムもしくはそれらの合金等の導電性粉末、金属酸化物粉末、金属炭化物粉末、金属ホウ化
物粉末、カーボンブラック、グラファイトまたはそれらの組合せが含まれる。１つの実施
形態において、水分散性顔料は、グラビアインキ配合物中に、グラビアインキ配合物の全
体の重量に対して、約４から１０重量パーセントの量で存在することができる。別の実施
形態において、着色剤は、インキ配合物中に、グラビアインキ配合物の全体の重量に対し
て、約５から８重量パーセントの量で存在することができる。グラビア印刷インキは、場
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合によっては、着色剤として、染料成分を追加的に含むこともできる。
【００２２】
　次にグラビア印刷インキは、十分な電子線放射に当てることにより、重合可能または架
橋可能なエチレン系不飽和モノマー、不飽和オリゴマーまたはエチレン系不飽和ポリマー
のいずれか１種、又は２種以上を含む。このようなエチレン系不飽和モノマー、エチレン
系不飽和オリゴマーまたはエチレン系不飽和ポリマーの例としては、アクリレート、メタ
クリレート、エポキシ、ロジンエステル、炭化水素樹脂、ビニル化合物、ポリビニルピロ
リドン化合物、ポリビニルピロリドン含有コポリマー、スチレン無水マレイン酸化合物、
ウレタン化合物またはそれらの組合せが挙げられる。有用なエチレン系不飽和化合物には
、非排他的に、エチレン系不飽和モノマー、エチレン系不飽和オリゴマーまたはエチレン
系不飽和ポリマーが含まれる。好ましいエチレン系不飽和化合物には、非排他的に、アク
リレート、メタクリレート、エポキシ、ロジンエステル、炭化水素樹脂、ビニル化合物、
ポリビニルピロリドン化合物、ポリビニルピロリドン含有コポリマー、スチレン無水マレ
イン酸化合物、ウレタン化合物またはそれらの組合せが含まれる。これらには、エポキシ
アクリレート、ポリエーテルアクリレート、ポリウレタンアクリレート、ポリエステルア
クリレートおよびエトキシ化またはプロポキシ化された２または多官能性アクリレートが
含まれる。使用することのできる材料の中には、例えば、アクリル酸およびメタクリル酸
等のポリエステル、ならびに多価アルコールを含む多官能性末端不飽和有機化合物といっ
た、エチレン系不飽和酸がある。
【００２３】
　これらの多官能性化合物のいくつかの例は、トリメチロールプロパン、ペンタエリスリ
トール、ジペンタエリスリトール、エチレングリコール、トリエチレングリコール、プロ
ピレングリコール、グリセリン、ソルビトール、ネオペンチルグリコール、１，６－ヘキ
サンジオールおよびヒドロキシ末端ポリエステルのポリアクリレートおよびポリメタクリ
レート、ヒドロキシ末端エポキシ樹脂ならびにヒドロキシ末端ポリウレタンである。この
グループの末端不飽和有機化合物にさらに含まれるのは、ポリアリルおよびポリビニル化
合物、例えば、ジアリルフタレートおよびテトラアリルオキシエタン等、ならびにアジピ
ン酸ジビニル、ブタンジビニルエーテルおよびジビニルベンゼンである。これらは、さら
に例として、第一級または多価アルコールのアクリレートまたはオリゴアクリレート、例
えば、メチルアクリレート、エチルアクリレート、プロピルアクリレート、ブチルアクリ
レート、ヒドロキシエチルアクリレート、２－エチルヘキシルアクリレート、エチレング
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、ペンタエリスリト
ールトリアクリレート、エポキシアクリレート、オリゴエステルアクリレート、ウレタン
アクリレート等を挙げることができる。それらはさらに、例として、第一級または多価ア
ルコールのメタクリレート、例えば、メチルメタクリレート、エチルメタクリレート、プ
ロピルメタクリレート、ブチルメタクリレート、ヒドロキシエチルメタクリレート、２－
エチルヘキシルメタクリレート、ジエチレン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等、またはアリルアルコール、ジアリルエーテル、アジピ
ン酸ジアリル、フタル酸ジアリル、低分子量ポリウレタンの両末端ジアリレート等が挙げ
られる。好ましいエチレン系不飽和モノマー、エチレン系不飽和オリゴマーまたはエチレ
ン系不飽和ポリマーは、水分散性アクリレートモノマーまたはオリゴマーである。より好
ましいエチレン系不飽和モノマー、エチレン系不飽和オリゴマーまたはエチレン系不飽和
ポリマーは、ウレタンアクリレートまたはエポキシアクリレートを含む。
【００２４】
　１つの実施形態において、エチレン系不飽和化合物は、グラビアインキ配合物中に、イ
ンキ配合物の全体の重量に対して、約３０重量パーセントから約６０重量パーセントの量
で存在することができる。別の実施形態において、エチレン系不飽和化合物は、グラビア
インキ配合物全体の重量に対して、約４０重量パーセントから約５０重量パーセントの量
でインキ配合物中に存在することができる。
【００２５】
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　次に、グラビア印刷インキは消泡剤を含む。適切な消泡剤には、非排他的に、シリコー
ン、ポリシロキサン、ポリグリコールおよびポリアルコキシ化合物またはそれらの組合せ
が含まれる。これらの非制限的な例としては、ドイツのＧｏｌｄｓｃｈｍｉｄｔｓｔｒａ
ｓｓｅ　１００，Ｄ－４５１２７　ＥｓｓｅｎのＥｖｏｎｉｋ　Ｔｅｇｏ　Ｃｈｅｍｉｅ
　ＧｍｂＨ社から市販されているヒュームドシリカを含むポリエーテルシロキサンコポリ
マーの乳剤であるＦＯＡＭＥＸ　８３５や、ペンシルバニア州アレンタウンのＡｉｒ　Ｐ
ｒｏｄｕｃｔｓ　ａｎｄ　Ｃｈｅｍｉｃａｌｓ社から市販されている、ブタン二酸、２，
３－ジヒドロキシ－、ビス（３－メチルブチル）エステルであるＥｎｖｉｒｏＧｅｍ（登
録商標）ＡＥ０３がある。その他の消泡剤としては、Ｂｙｋ－Ｃｈｅｍｉｅ社により製造
されるＢＹＫ（登録商標）－０１９（シリコーン）、ＢＹＫ（登録商標）－０２２（ポリ
グリコール）、ＢＹＫ（登録商標）－０２４（ポリシロキサン）がある。
【００２６】
　１つの実施形態において、消泡剤はグラビアインキ配合物中に、インキ配合物の全体の
重量に対して、約０．２５重量パーセントから約２重量パーセントの量で存在することが
できる。別の実施形態において、消泡剤は、グラビアインキ配合物全体の重量に対して、
約０．５重量パーセントから約１重量パーセントの量でインキ配合物中に存在することが
できる。
【００２７】
　次に、グラビア印刷インキは、他のグラビアインキ成分と分散液を形成し、形成する分
散液の粘度が約２５ｃｐｓ（センチポアズ）から約２００ｃｐｓ、好ましくは約５０ｃｐ
ｓから約１００ｃｐｓになるのに十分な水を含有する。
【００２８】
　グラビア印刷インキは、さらに、場合によっては、湿潤剤、ワックス、タルク、界面活
性剤、レオロジー調整剤、シリカ、シリコーン、分散液、脱気剤またはそれらの組合せ等
の１つまたは複数の任意の追加成分を含有する。
【００２９】
　適切な湿潤剤としては、非排他的に、ポリシロキサン、ポリアクリル酸塩、直鎖状およ
び分枝状ポリアルコキシアレート化合物またはそれらの組合せが含まれる。湿潤剤を添加
する場合には、グラビアインキ配合物全体の重量に対して、約０．２５重量パーセントか
ら約２重量パーセント、好ましくは約０．５重量パーセントから約１重量パーセント添加
する。
【００３０】
　適切なワックスには、非排他的に、ポリエチレンワックス、ポリアミドワックス、テフ
ロン（登録商標）ワックス、カルナウバワックスまたはそれらの組合せが含まれる。ワッ
クスを添加する場合には、約０．１重量パーセントから約１重量パーセント、好ましくは
約０．２５重量パーセントから約０．５重量パーセント添加する。
【００３１】
　適切なタルクには、非排他的に、メディアン径（ｄｐ５０）が、約０．８から約２．４
ミクロンのものを含まれる。タルクを添加する場合には、約２重量パーセント以下、好ま
しくは約０．５重量パーセントから約１重量パーセント添加する。
【００３２】
　適切な界面活性剤には、非排他的に、両性界面活性剤、例えば、アルコキシル化化合物
、ピロリドン化合物、ポリアクリルポリマーまたはそれらの組合せが含まれる。界面活性
剤を添加する場合には、約０．５重量パーセントから約３重量パーセント、好ましくは約
０．２重量パーセントから約１重量パーセント添加する。
【００３３】
　適切なレオロジー調整剤には、非排他的に、分子量の範囲が約６，０００から約９００
，０００の尿素系ポリマー粒子、ポリウレタンまたはポリビニルピロリドン樹脂が含まれ
る。レオロジー調整剤を添加する場合には、約０．２重量パーセントから約５重量パーセ
ント、好ましくは約０．２重量パーセントから約２重量パーセント添加する。
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【００３４】
　適切なシリカには、非排他的に、表面積が約５０から約８００ｍ２／ｇのヒュームドシ
リカまたは非晶質シリカゲルが含まれる。シリカを添加する場合には、約０．５重量パー
セントから約３重量パーセント、好ましくは約０．５重量パーセントから約２重量パーセ
ント添加する。
【００３５】
　適切なシリコーンには、非排他的に、ポリシロキサンおよびそれらの誘導体が含まれる
。シリコーンを添加する場合には、約０．２重量パーセントから約２重量パーセント、好
ましくは約０．２重量パーセントから約１重量パーセント添加する。
【００３６】
　適切な分散剤には、非排他的に、プロピレンおよびエチレンオキシドポリマー誘導体、
ポリシロキサン化合物、スチレン無水マレイン酸およびアクリル樹脂が含まれる。分散剤
を添加する場合には、約０．５重量パーセントから約２０重量パーセント、好ましくは約
０．５重量パーセントから約３重量パーセント添加する。
【００３７】
　適切な脱気剤には、非排他的に、ポリシロキサン誘導体およびポリアルコシキレートが
含まれる。脱気剤を添加する場合には、約０．１重量パーセントから約０．７重量パーセ
ント、好ましくは約０．１重量パーセントから約０．４重量パーセント添加する。
【００３８】
　グラビアインキ配合物は、基本的に、有機溶媒、無機溶媒、アミンおよび光開始剤等の
揮発性有機化合物を一切含まない。これらの望ましくない成分が存在すると、層の表面張
力が高くなり、空気が取り込まれ、印刷物にバラツキが生じ、層の発泡が起こり、層の粘
度を調整できなくなり、蒸発ロスも生じてしまう。これらの揮発性成分が存在する場合、
常に温度を管理し、粘度を監視することが必要となる。さらに、これらの揮発性成分が存
在すると、基材の表面に高速での一貫した塗布が不可能になる。インキおよびコーティン
グの流動性は、任意の添加溶媒からではなく、エチレン系不飽和成分からのみ生じる。グ
ラビアインキは、有機溶媒、無機溶媒、アミンおよび光開始剤が、実質的に存在していな
いことが好ましい。最大１０重量パーセントまでの揮発性成分を許容することができるが
、揮発性成分は１重量パーセント未満であることが好ましく、０重量パーセントであるこ
とがより好ましい。１つの実施形態において、インキが含有する揮発性成分は約５０ｐｐ
ｂ（ｐａｒｔｓ　ｐｅｒ　ｂｉｌｌｉｏｎ）またはそれ以下とする。本発明のグラビア印
刷インキは、場合によって、インキ希釈剤として、有機溶媒、例えば、イソプロピルアル
コール、アセトンまたは類似のその他の溶媒を少量含有してもよいが、好ましい実施形態
において、グラビア印刷インキにおける有機溶媒、無機溶媒、アミンおよび光開始剤の含
有量はトータルで約０重量パーセントである。
【００３９】
　当技術で周知の通り、凹版グラビア型アニロックス印刷ローラーを使用して、基材上に
多色画像を形成するために、インキは、順次に画像状に（ｉｍａｇｅｗｉｓｅ）塗布され
る。個々のインキ層は、アニロックスローラーから、印刷対象となる基材、例えば、紙、
合成紙、板紙、金属箔、不織材料、またはポリエチレン、ポリプロピレン、ポリエステル
、ポリアミド、ポリ塩化ビニルまたはそれらポリマーの組合せ等の材料であるポリマーフ
ィルム等の表面に転写される。
【００４０】
　本発明では、画像状に塗布されるとは、各インキを最終画像の着色画像部分として塗布
することを意味し、最終画像では、非着色の非画像領域は、着色画像部分と着色画像部分
との間に存在する。したがって、多色画像では、着色されたドットの配列によって、各画
像層が形成され、非着色のインク付けされていない非画像領域は、各層のドットとドット
との間に存在する。したがって、典型的な４色画像の場合、非着色領域によって区切られ
たマゼンタドットの配列、非着色領域によって区切られたシアンドットの第２の配列、非
着色領域によって区切られたイエロードットの配列および非着色領域によって区切られた
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ブラックドットの配列が存在する。これらの４色のドット配列を統合することにより、最
終的な印刷画像が得られる。したがって、全ての着色層には、画像領域および反対の非画
像領域の両方がなくてはならない。着色層は不連続な全着色層ではない。
【００４１】
　本発明に適した特性を備えた、様々な他の有機プラスチック基材を利用することが可能
である。具体的な例としては、セルロース誘導体、例えば、硝酸セルロース、酢酸セルロ
ース、再生セルロース、ならびにエチルセルロースおよびメチルセルロース等のセルロー
スエーテルや、ポリスチレン等のポリスチレンプラスチック、ならびにｏ－、ｍ－および
ｐ－メチルスチレン等の様々な環置換スチレン、ならびにその他の環置換スチレン、なら
びにアルファ－、メチル－およびエチルスチレン等の側鎖置換スチレン、ならびに種々の
その他の重合可能および共重合可能なビニリデンのポリマーおよびコポリマーや、様々な
ビニルポリマーおよびコポリマー、例えば、ポリビニルブチラールおよびその他のアセタ
ール、ポリ塩化ビニル、ポリ酢酸ビニルおよびその加水分解生成物、ポリ塩化ビニル－ア
セテートコポリマーや、アクリル系樹脂、例えば、メチルアクリレート、メチルメタクリ
レート、アクリルアミド、メチロールアクリルアミドおよびアクリロニトリルのポリマー
およびコポリマー、ポリアミド、ポリフェニレンサルファイド、ポリエーテルエーテルケ
トン、ポリエーテルケトン、ポリケトン、ポリエーテルイミド、ポリサルフォン、ポリエ
ーテルサルフォン、ポリアリールエーテルケトン、ポリウレタン、ポリエチレンナフタレ
ート、ポリブチレンテレフタレート、ポリエチレンテレフタレート、ポリアミド、ポリカ
ーボネート、ＣＯＣ（環状オレフィン系コポリマー）、ポリオキシメチレン、アクリロニ
トリルブタジエンスチレン、ポリ塩化ビニル、ポリフェニレン、ポリエチレン、エチレン
／テトラフルオロエチレン、ポリテトラフルオロエチレン、ポリエステルおよび不飽和修
飾ポリエステル樹脂、例えば、ポリカルボン酸の多価フェノールによる縮合により作られ
る物または不飽和カルボン酸を使用して改質され、さらにアルキドを別のモノマーと反応
させることにより改質される物等や、アリルジグリコールカーボネートのポリマーが含ま
れる。実用基材には、ニトロセルロース、ポリウレタン、ポリエステル、ポリオレフィン
、エポキシ、アクリル、アミド、ビニルまたはそれらの組合せが含まれる。好ましい基材
には、ポリエチレンテレフタレートおよびポリプロピレンが含まれる。好ましい実施形態
において、基材は実質的に透明、特に赤外線放射に対し実質的に透明になる。基材は、自
立フィルムとして、その完全性を維持できるのに少なくとも十分な厚さを有する。１つの
実施形態において、基材は、約５μｍから約７００μｍ、好ましくは約１２μｍから約１
００μｍ、より好ましくは約１０μｍから５０μｍの厚さを有する。
【００４２】
　順次に塗布されるグラビアインキの各画像層は、独立に、約１μｍから約３μｍの厚さ
を有する。グラビアインキの各画像層は、基材または直前のインキ層に、その硬化されて
いない形で塗布され、各印刷ステーションで乾燥されてから、乾燥機、通常は強制熱風乾
燥機を通じて、次のインキ層が塗布される。このような乾燥は、赤外線ランプまたは類似
のその他の熱源により実施することができる。これは、通常、乾燥オーブンまたはオーバ
ーヘッド乾燥機によって、約７０°Ｆから約３０２°Ｆの温度で実施される。一般に、基
材には、最小で２つのインキ層が塗布され、より一般には１から約１０の追加層が、先刷
りのインキ層を介して基材に塗布される。
【００４３】
　任意ではあるが、トップコートとして、コーティング組成物が、グラビアインキの先刷
り画像層の上に塗布されることが好ましい。コーティング組成物は、少なくとも１つのエ
チレン系不飽和モノマー、エチレン系不飽和オリゴマーまたはエチレン系不飽和ポリマー
のいずれか１種、又は２種以上を含み、その層は、着色剤を除く（ただし着色成分は除外
しない）、前述のインキ成分から成る。有用なトップコート用組成物としては、ニュージ
ャージー州ヒルズボロのＩｄｅＯｎ，ＬＬＣ社製のＩｎｎｏ－Ｃｏａｔ　ＥＢコーティン
グが挙げられる。このようなトップコートの目的は、マットもしくは艶出し仕上げ等の見
た目の美しさ、または、例えば、湿気もしくは気体に対する障壁等の機能性の提供、また
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は、完成パッケージの表面の潤滑性の調整、または導電性の調節、光反射性もしくはＵＶ
防護等が考えられる。
【００４４】
　最上層のコーティング組成物層は、均一フィルムとして、その完全性を維持するのに少
なくとも十分なだけの厚さを有する。１つの実施形態において、最上層のコーティング組
成物層は、約０．１μｍから約２μｍ、好ましくは約０．５μｍから約１．５μｍ、より
好ましくは約０．７μｍから約１．２μｍの厚さを有する。場合によって、透明なプラス
チックフィルムを先刷りのインキ層にラミネートすることができる。
【００４５】
　グラビアインキおよび場合によって存在するトップコート組成物層から成る一連の画像
層は、次に、電子線照射ステップに回され、全ての層が同時に露光され、エチレン系不飽
和成分の二重結合がラジカル重合または架橋されて、乾燥される。インキ層およびコーテ
ィング層の電子線硬化によって、食物や低分子化合物の拡散を受けやすいもの等に拡散し
ていく可能性のあるような、低分子量化合物を基本的に全く含まない、高度に架橋された
ポリマーフィルムが得られる。
【００４６】
　電子線硬化型インキおよびトップコート組成物層は、適切な電子線源を使用して、硬化
される。適切な電子線源は、マサチューセッツ州ウィルミントンのＥｎｅｒｇｙ　Ｓｃｉ
ｅｎｃｅ社、マサチューセッツ州ウィルミントンのＡｄｖａｎｃｅｄ　Ｅｌｅｃｔｒｏｎ
　Ｂｅａｍｓ社、アイオワ州ダベンポートのＰＣＴ　Ｅｎｇｉｎｅｅｒｉｎｇ　Ｓｙｓｔ
ｅｍ　ＬＬＣから市販されている。放射線量としても知られている吸収エネルギーの量は
、メガラド（ＭＲもしくはＭｒａｄ）またはキログレイ（ｋＧｙ）単位で測定され、１Ｍ
ｒａｄは１０ｋＧｙであり、１ｋＧｙは１，０００ジュール／キログラムに相当する。電
子線放射線量は、基本的に完全な硬化のためには、約１０ｋＧｙから約４０ｋＧｙの範囲
内でなければならない。電子線に露光されると、エチレン系不飽和成分は、重合または架
橋する。前駆体分子は、イオン化する電子線により直接励起される。したがって、開始剤
化合物は必要とされないので、開始剤化合物等に含まれるような残留揮発性有機化合物が
、最終生成物に存在することがない。さらに、硬化はほぼ即時であるため、硬化率は１０
０パーセントまたはほぼ１００パーセントとなる。
【００４７】
　図１に、４色ＥＢグラビア印刷プレス機を示す。この工程において、印刷されていない
基材１は、一連のインプレッションシリンダー（圧胴）２を通過した後、グラビア印刷用
シリンダー３、温風乾燥機４、インキ壺５およびドクターブレード６、ＥＢ硬化ユニット
７を通過し、印刷された基材８を生じさせる。
【００４８】
　図２に、インラインＥＢコーティング装置を有する、４色ＥＢグラビア印刷プレス機を
示す。この工程において、基材１は、一連のインプレッションシリンダー２を通過した後
、グラビア印刷用シリンダー３、温風乾燥機４、インキ壺５およびドクターブレード６を
通過する。次に基材は、コーティングインプレッションシリンダー９、プレート１０、ア
ニロックスローラー１１、コーティング室１２およびＥＢ硬化ユニット７を通過し、印刷
された基材８を生じさせる。
【００４９】
　図３に、インラインＥＢコーティング装置およびラミネーターを有する、４色ＥＢグラ
ビア印刷プレス機を示す。この工程において、印刷されていない基材１は、一連のインプ
レッションシリンダー２を通過した後、グラビア印刷用シリンダー３、温風乾燥機４、イ
ンキ壺５およびドクターブレード６を通過する。次に基材は、コーティングインプレッシ
ョンシリンダー９、プレート１０、アニロックスローラー１１、コーティング室１２を通
過する。次に基材は、ロール１３からの透明プラスチックフィルムにラミネーティングロ
ーラー１４および最後にＥＢ硬化ユニット７によって接着され、印刷された基材８を生じ
させる。
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【００５０】
　次の非制限的な例は、本発明を説明するためのである。
【００５１】
実施例１から８：以下のインク組成物は、以下のテストプロトコルにより配合され、テス
トされる。選択した水性樹脂分散液を顔料分散液と混合した後、湿潤添加剤、消泡剤およ
び脱気剤を適宜組合せ、混合物に添加することにより、グラビアインキを調製する。調製
したグラビアインキを、ポリエステルフィルムの上に塗布し、周囲条件にて乾燥する。耐
薬品性は、インキ表面をＩＰＡ（イソプロパノール）に浸した綿棒で擦ることにより、判
定する。インク層が分断されるのに要するラビングの回数が、耐薬品性の目安となる。次
に、乾燥したインクを１００ｋＶのＥＢでＥＢ照射する。
【００５２】



(13) JP 2010-222580 A 2010.10.7

10

20

30

40

50

【表１】

【００５３】
実施例９：個別のグラビア印刷ステーションにおいて１度に１色ずつ、５００フィート／
分で移動し、実施例１、２、３および４に従って、イエロー、レッド、ブルーおよびブラ
ックのインキを、選択された印刷用画像パターンで、ペーパーウェブに転写する。紙表面
への転写後、ペーパーウェブが個々の印刷ステーションから印刷ステーションへと移動す
る間、各色は、１５０°Ｆに設定されたステーション間の乾燥機にあてられる。多色印刷
画像の形成が完了すると、ウェブは、ＥＢ照射線量１００ｋＶ、３０ｋＧｙに設定された
電子線ユニットを通過する。ＥＢ照射を受けた後、インキは、印刷画像を形成し、急速な
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【００５４】
実施例１０：ＥＢ照射の前に、実施例９に従って形成された印刷画像に、ＩｄｅＯｎ　Ｌ
ＬＣ社製ＥＢ硬化性コーティング、ＥＣ１３ＨＦを使用してコーティングを施す。コーテ
ィングをインキの上に転写後、ウェブに、１００ｋＶ、３０ｋＧｙでＥＢを照射し、ＢＹ
Ｋ社製の光沢測定器で６０°の角度において、８０から９０の光沢レベルを有する、硬く
、光沢のある画像が形成される。
【００５５】
実施例１１：ＥＢ照射の前に、ＩｄｅＯｎ　ＬＬＣ社製のＥＢラミネーション接着剤ＥＬ
Ａ１０を、実施例９に従って形成された印刷画像の上に塗布する。ＥＢ接着剤で被覆され
た印刷画像を備えたペーパーウェブは、２つのラミネーティングローラーの間で、２つの
ウェブ、紙および透明フィルムを一緒にプレスすることにより、ＡＥＴ社製の透明な２４
ミクロン厚のポリプロピレンフィルムと接触させる。隣接し合うウェブは、ポリプロピレ
ンフィルムが上側に配置された状態でＥＢ硬化ユニットを通過し、１００ｋＶ、３０ｋＧ
ｙでＥＢ照射を受ける。得られるラミネート構造体は、紙とフィルムとの間に非常に緊密
な結合を有し、それらを機械的に分離すると、ラミネート構造体は破壊されることなく、
フィルムまたは紙の機械的な引裂きを起こす。
【００５６】
実施例１２：紙をＡＥＴ製の５０ミクロン厚の白色ポリプロピレンフィルムに交換し、透
明ポリプロピレンフィルムをＤｕＰｏｎｔ社製の１２ミクロン厚の透明ポリエステルフィ
ルムに交換した、実施例１０によるコーティングされた印刷画像。
【００５７】
　特に好ましい実施形態に関して、本発明を示し、説明したが、本発明の精神および範囲
から逸脱することなく、様々な変更および修正を加えることが可能であることは、当業者
によって容易に理解されよう。特許請求の範囲は、開示された実施形態、上に考察した代
替形態およびそれらに対する全等価形態を網羅すると解釈すべきであることを意図してい
る。
【産業上の利用可能性】
【００５８】
　本発明に係る方法によれば、その本来の質を備え、ＶＯＣまたは残留溶媒の問題がなく
、エネルギー硬化型インキによりもたらされる、関連する改善を全て有するグラビア印刷
が可能になる。
【符号の説明】
【００５９】
１　　基材
２　　インプレッションシリンダー（圧胴）
３　　グラビア印刷用シリンダー
４　　温風乾燥機
５　　インキ壺
６　　ドクターブレード
７　　ＥＢ硬化ユニット
８　　印刷された基材
９　　コーティングインプレッションシリンダー
１０　プレート
１１　アニロックスローラー
１２　コーティング室
１３　ロール
１４　ラミネーティングローラー
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