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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　少なくとも白色顔料および重合性化合物を含有する硬化性白インク組成物において、重
合性化合物がピロールおよび置換ピロールと、アニリンおよび置換アニリン、チオフェン
および置換チオフェンの群から選ばれる少なくとも１種の化合物であることを特徴とする
硬化性白インク組成物。
【請求項２】
　請求項１記載の硬化性白インク組成物において、更に、ラジカル重合可能なエチレン性
不飽和結合を有する化合物、エポキシ、オキセタン等の環状エーテル、ビニルエーテル基
を有する化合物、マレイミド誘導体からなる群から選ばれる少なくとも１種の化合物を用
いることを特徴とする硬化性白インク組成物。
【請求項３】
　活性光線の照射により酸を発生する酸発生剤を含有することを特徴とする請求項１また
は２項記載の硬化性白インク組成物。
【請求項４】
　白色顔料の含有量が１～５０質量％であることを特徴とする請求項１または２項記載の
硬化性白インク組成物。
【請求項５】
　白色顔料が白色無機顔料であることを特徴とする請求項１または２項記載の硬化性白イ
ンク組成物。
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【請求項６】
　白色顔料が酸化チタンであることを特徴とする請求項１または２項記載の硬化性白イン
ク組成物。
【請求項７】
　白色顔料が白色有機顔料であることを特徴とする請求項１または２項記載の硬化性白イ
ンク組成物。
【請求項８】
　白色顔料の粒径が０．１～１．０μｍであることを特徴とする請求項１または２項記載
の硬化性白インク組成物。
【請求項９】
　有機溶剤の含有量が０．１～５質量％であることを特徴とする請求項１または２項記載
の硬化性白インク組成物。
【請求項１０】
　インクジェット記録方式に用いられることを特徴とする請求項１または２項記載の硬化
性白インク組成物。
【請求項１１】
　３０℃における粘度が１０～５００ｍＰａ・ｓで、４０℃以上に加熱することにより粘
度が７～３０ｍＰａ・ｓになることを特徴とする請求項１０項記載の硬化性白インク組成
物。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、インクジェット記録方式等に用いられる硬化性白インク組成物に関するもので
ある。
【０００２】
【従来の技術】
インクジェット記録方式は簡便、安価に画像を作成でき、また近年の画質の向上に伴い、
各種印刷分野でも充分に対応できる高画質記録が可能な技術として注目を浴びている。
【０００３】
しかし、通常のインクジェット用インク組成物は印字機構の上から、水系溶媒または非水
系溶媒を主成分とした低粘度のインク組成物を用いるのが一般的である。このため画像点
を形成する粒滴が２次元的に拡がらないよう、記録媒体としてはインク吸収性のあるもの
が好ましく、特に高画質を得るためには専用紙が必要となる。
【０００４】
これに対しインク吸収性のないフィルムや金属などの記録媒体に固着し印字できるインク
組成物としては、例えば特開平３－２１６３７９号に記載されている紫外線照射により高
分子化する成分を含んでなるインク組成物や、米国特許５，６２３，００１号に記載され
ている着色剤、紫外線硬化剤、光重合開始剤等を含んでなる紫外線硬化型インク組成物が
提案されている。しかし、従来紫外線硬化型インクに用いられている多官能アクリレート
系化合物は、硬化時に酸素による硬化阻害を受けやすい。また、皮膚刺激性や感作性（か
ぶれ）が高く安全な化合物が少ないという安全上の問題があり、さらに硬化時の収縮率が
高く、特に記録媒体が軟包装で使われる薄膜基材や、粘着ラベルなどである場合には、収
縮が起こりやすい、などの問題があり使用用途を狭めている。
【０００５】
又、通常のインクジェット用のインクはほとんどが白色系の記録媒体への印字を対象とし
た透明性の高いインクで、例えば軟包装で用いられているような透明な基材や明度の低い
基材を記録媒体として印字した場合、コントラストが得られず、鮮明なカラー発色性が得
られなかったり、視認性のある表示が難しくなることがあった。
【０００６】
視認性が悪い場合、隠蔽性の高い白インクを用いて視認性を得る手法が知られており、イ
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ンクジェット用の白色インク組成物としては、例えば特公平２－４５６６３号記載の無機
白色顔料、有機溶剤、結着用樹脂などからなり、５～４０℃における粘度が１～１５ｍＰ
ａ・Ｓの白色インク組成物や特開２０００－３３６２９５号に記載されている酸化チタン
、重合性化合物、光重合開始剤と水性溶媒からなる光硬化型インクジェット記録用インク
組成物が提案されている。
【０００７】
しかし、これらのインク組成物は常温で低粘度のため、インク吸収性のない記録媒体では
着弾時にドットが広がったり、溶媒を含むため残留分を除くために加熱乾燥が必要となり
、熱収縮性のある基材などの記録媒体への印字には適さない。
【０００８】
【発明が解決しようとする課題】
本発明は上記事情に鑑みてなされたものであり、インク吸収性のない透明な記録媒体や明
度が低い記録媒体や金属表面に対して、良好な視認性を有し、かつ高い画像品質や乾燥性
、基材接着性、耐久性等を示し、特に硬化性および低収縮性、安全性に優れたカチオン系
のインクジェット用の硬化性白インク組成物を提供することにある。
【０００９】
【課題を解決するための手段】
発明者らは、鋭意検討した結果、本発明の目的は、下記構成の何れかを採ることにより達
成されることを見出した。
【００１２】
　〔１〕　少なくとも白色顔料および重合性化合物を含有する硬化性白インク組成物にお
いて、重合性化合物がピロールおよび置換ピロールと、アニリンおよび置換アニリン、チ
オフェンおよび置換チオフェンの群から選ばれる少なくとも１種の化合物であることを特
徴とする硬化性白インク組成物。
【００１３】
　〔２〕　〔１〕記載の硬化性白インク組成物において、更に、ラジカル重合可能なエチ
レン性不飽和結合を有する化合物、エポキシ、オキセタン等の環状エーテル、ビニルエー
テル基を有する化合物、マレイミド誘導体からなる群から選ばれる少なくとも１種の化合
物を用いることを特徴とする硬化性白インク組成物。
【００１４】
　〔３〕　活性光線の照射により酸を発生する酸発生剤を含有することを特徴とする〔１
〕または〔２〕項記載の硬化性白インク組成物。
【００１５】
　〔４〕　白色顔料の含有量が１～５０質量％であることを特徴とする〔１〕または〔２
〕項記載の硬化性白インク組成物。
【００１６】
　〔５〕　白色顔料が白色無機顔料であることを特徴とする〔１〕または〔２〕項記載の
硬化性白インク組成物。
【００１７】
　〔６〕　白色顔料が酸化チタンであることを特徴とする〔１〕または〔２〕項記載の硬
化性白インク組成物。
【００１８】
　〔７〕　白色顔料が白色有機顔料であることを特徴とする〔１〕または〔２〕項記載の
硬化性白インク組成物。
【００１９】
　〔８〕　白色顔料の粒径が０．１～１．０μｍであることを特徴とする〔１〕または〔
２〕項記載の硬化性白インク組成物。
【００２０】
　〔９〕　有機溶剤の含有量が０．１～５質量％であることを特徴とする〔１〕または〔
２〕項記載の硬化性白インク組成物。
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【００２１】
　〔１０〕　インクジェット記録方式に用いられることを特徴とする〔１〕または〔２〕
項記載の硬化性白インク組成物。
【００２２】
　〔１１〕　３０℃における粘度が１０～５００ｍＰａ・ｓで、４０℃以上に加熱するこ
とにより粘度が７～３０ｍＰａ・ｓになることを特徴とする〔１０〕項記載の硬化性白イ
ンク組成物。
【００２３】
尚、硬化性白インク組成物とは、そのまま硬化性白インクとして使用するもの、或いは例
えば其れを濾過処理したり、何らかの添加剤を添加したり等、若干手を加えて硬化性白イ
ンクとして使用するものを指す。
【００２４】
【発明の実施の形態】
本発明を更に詳しく説明する。
【００２５】
本発明において用いられるインクジェット用の硬化性白インク（単にインクということも
ある）は少なくとも白色顔料、重合性化合物及び多くの場合はそれと光重合開始剤から構
成される。
【００２６】
〔白色顔料〕
本発明に用いられる白色顔料はインク組成物を白色にするものであればよく、通常、この
分野に用いられる白色顔料を用いることが出来る。このような白色顔料としては、例えば
無機白色顔料や有機白色顔料、白色の中空ポリマー微粒子を用いることができる。
【００２７】
無機白色顔料としては、硫酸バリウム等のアルカリ土類金属の硫酸塩、炭酸カルシウム等
のアルカリ土類金属の炭酸塩、微粉ケイ酸、合成ケイ酸塩等のシリカ類、ケイ酸カルシウ
ム、アルミナ、アルミナ水和物、酸化チタン、酸化亜鉛、タルク、クレイ等があげられる
。特に酸化チタンは隠蔽性および着色性、分散粒径が好ましい白色顔料として知られてい
る。
【００２８】
有機白色顔料としては、特開平１１－１２９６１３号に示される有機化合物塩や特開平１
１－１４０３６５号、特開２００１－２３４０９３号に示されるアルキレンビスメラミン
誘導体が挙げられる。
【００２９】
上記白色顔料の具体的な市販品としては、ＳｈｉｇｅｎｏｘＯＷＰ、ＳｈｉｇｅｎｏｘＯ
ＷＰＬ、ＳｈｉｇｅｎｏｘＦＷＰ、ＳｈｉｇｅｎｏｘＦＷＧ、ＳｈｉｇｅｎｏｘＵＬ、Ｓ
ｈｉｇｅｎｏｘＵ（以上、ハッコールケミカル社製、何れも商品名）などが挙げられる。
【００３０】
白色の中空ポリマー微粒子としては、米国特許第４，０８９，８００号に開示されている
、実質的に有機重合体で作らた熱可塑性を示す微粒子などが挙げられる。白色顔料は単独
で用いても良いし、併用しても良い。
【００３１】
顔料の分散には、ボールミル、サンドミル、アトライター、ロールミル、アジテータ、ヘ
ンシェルミキサ、コロイドミル、超音波ホモジナイザー、パールミル、湿式ジェットミル
、ペイントシェーカー等を用いることができる。また、顔料の分散を行う際に分散剤を添
加することも可能である。分散剤は高分子分散剤を用いることが好ましい。
【００３２】
高分子分散剤としてはＺｅｎｅｃａ社のＳｏｌｓｐｅｒｓｅシリーズが挙げられる。また
、分散助剤として、各種顔料に応じたシナージストを用いることも可能である。これらの
分散剤および分散助剤は、顔料１００質量部に対し、１～５０質量部添加することが好ま
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しい。分散媒体は溶剤または重合性化合物で行うが、本発明に係わる活性光線照射による
硬化性インクは、インク着弾直後に反応・硬化させるため、無溶剤であることが好ましい
。溶剤が硬化画像に残ってしまうと、耐溶剤性の劣化、残留する溶剤のＶＯＣの問題が生
じる。よって、分散媒体は溶剤では無く重合性化合物、その中でも最も粘度の低いモノマ
ーを選択することが分散適性上好ましい。
【００３３】
分散は、平均粒径を０．１～１．０μｍとすることが好ましく、最大粒径は０．３～１０
μｍ、好ましくは０．３～３μｍとなるよう、顔料、分散剤、分散媒体の選定、分散条件
、ろ過条件を設定する。この粒径管理によって、ヘッドノズルの詰まりを抑制し、インク
の保存安定性、インク隠蔽性および硬化感度を維持することが出来る。
【００３４】
白色顔料はインク組成物全体の１～５０質量％、好ましくは２～３０質量％の範囲で含有
される。含有量がこれより少ないと隠蔽性が得られず、これより多いとインクジェットに
よる出射性が悪くなり、目詰まりなどの原因になる。
【００３５】
　〔重合性化合物〕
　本発明に用いて良い重合性化合物についての第一の形態としては、インク組成物として
含有される重合性化合物が、オキセタン化合物と、エポキシ化合物及びビニルエーテル化
合物から選ばれる少なくとも１種の化合物とを含有する重合性化合物であることが挙げら
れる。
【００３６】
上記オキセタン化合物のインク組成物全体に占める割合が６５～９５質量％であることが
好ましい。特開２００１－２２０５２６号において、オキセタン化合物を含有したインク
ジェット記録方式用のエネルギー線硬化型インク組成物が開示されているが、本発明者は
、オキセタン化合物のインク組成物全体に占める割合を６５～９５質量％とすることによ
り、上記明細書に記載されているインクの硬化スピードが上がるだけではなく、印字した
インク膜厚が通常の印刷に比べて厚くなってしまうインクジェット記録において、インク
硬化時に起こるインク収縮による記録材料のカールやしわを著しく低減することができる
ことを新たに見出したものである。更に、オキセタン化合物のインク組成物全体に占める
割合を６５～９５質量％とすることにより、インク吐出性が非常に安定し、再現性よく高
精細な画像を形成できることも見出したものである。
【００３７】
従来、軟包装印刷やラベル印刷分野においては、記録材料の発生するしわや吐出安定性の
観点から、活性光線硬化型インクジェット記録が実用化されるまでには至っていなかった
が、本発明の構成とすることにより、それらの分野でも十分効果を発揮するものである。
【００３８】
又、特開平９－３１１８６号には、オキセタン化合物を含有した速硬化性の印刷用インク
が開示されているが、この提案されている構成をインクジェット記録方式に適用すること
は、全く不可能であった。
【００３９】
本発明に係るオキセタン化合物は、オキセタン環を有する化合物を意味し、例えば、特開
２００１－２２０５２６号、特開２００１－３１０９３７号に記載されているような、公
知のオキセタン化合物を使用することができる。
【００４０】
本発明に係るオキセタン化合物において、オキセタン環を５個以上有する化合物を使用す
ると、作製したインクの粘度が高くなるため、取扱いが困難になったり、またインクのガ
ラス転移温度が高くなるため、得られる硬化物の粘着性が十分でなくなってしまう。本発
明で使用するオキセタン環を有する化合物は、オキセタン環を１～４個有する化合物が好
ましい。
【００４１】
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以下、本発明に係るオキセタン環を有する化合物の具体例について説明するが、本発明は
これらに限定されるものではない。
【００４２】
１個のオキセタン環を有する化合物の一例としては、下記一般式（１）で示される化合物
が挙げられる。
【００４３】
【化１】

【００４４】
一般式（１）において、Ｒ1は水素原子、メチル基、エチル基、プロピル基、ブチル基等
の炭素数１～６のアルキル基、炭素数１～６のフルオロアルキル基、アリル基、アリール
基、フリル基またはチエニル基である。Ｒ2は、メチル基、エチル基、プロピル基、ブチ
ル基等の炭素数１～６個のアルキル基、１－プロペニル基、２－プロペニル基、２－メチ
ル－１－プロペニル基、２－メチル－２－プロペニル基、１－ブテニル基、２－ブテニル
基、３－ブテニル基等の炭素数２～６個のアルケニル基、フェニル基、ベンジル基、フル
オロベンジル基、メトキシベンジル基、フェノキシエチル基等の芳香環を有する基、エチ
ルカルボニル基、プロピルカルボニル基、ブチルカルボニル基等の炭素数２～６個のアル
キルカルボニル基、エトキシカルボニル基、プロポキシカルボニル基、ブトキシカルボニ
ル基等の炭素数２～６個のアルコキシカルボニル基、またはエチルカルバモイル基、プロ
ピルカルバモイル基、ブチルカルバモイル基、ペンチルカルバモイル基等の炭素数２～６
個のＮ－アルキルカルバモイル基等である。本発明で使用するオキセタン化合物としては
、１個のオキセタン環を有する化合物を使用することが、得られる組成物が粘着性に優れ
、低粘度で作業性に優れるため、特に好ましい。
【００４５】
２個のオキセタン環を有する化合物の一例としては、下記一般式（２）で示される化合物
等が挙げられる。
【００４６】
【化２】

【００４７】
一般式（２）において、Ｒ1は、上記一般式（１）におけるそれと同様の基である。Ｒ3は
、例えば、エチレン基、プロピレン基、ブチレン基等の線状または分枝状アルキレン基、
ポリ（エチレンオキシ）基、ポリ（プロピレンオキシ）基等の線状または分枝状ポリ（ア
ルキレンオキシ）基、プロペニレン基、メチルプロペニレン基、ブテニレン基等の線状ま
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たは分枝状不飽和炭化水素基、またはカルボニル基またはカルボニル基を含むアルキレン
基、カルボキシル基を含むアルキレン基、カルバモイル基を含むアルキレン基等である。
【００４８】
また、Ｒ3としては、下記一般式（３）、（４）及び（５）で示される基から選択される
多価基も挙げることができる。
【００４９】
【化３】

【００５０】
一般式（３）において、Ｒ4は、水素原子、メチル基、エチル基、プロピル基、ブチル基
等の炭素数１～４個のアルキル基、メトキシ基、エトキシ基、プロポキシ基、ブトキシ基
等の炭素数１～４個のアルコキシ基、塩素原子、臭素原子等のハロゲン原子、ニトロ基、
シアノ基、メルカプト基、低級アルキルカルボキシル基、カルボキシル基、またはカルバ
モイル基である。
【００５１】
【化４】

【００５２】
一般式（４）において、Ｒ5は、酸素原子、硫黄原子、メチレン基、ＮＨ、ＳＯ、ＳＯ2、
Ｃ（ＣＦ3）2、又はＣ（ＣＨ3）2を表す。
【００５３】
【化５】

【００５４】
一般式（５）において、Ｒ6は、メチル基、エチル基、プロピル基、ブチル基等の炭素数
１～４個のアルキル基、またはアリール基である。ｎは０～２０００の整数である。Ｒ7
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リール基である。Ｒ7としては、更に、下記一般式（６）で示される基から選択される基
も挙げることができる。
【００５５】
【化６】

【００５６】
一般式（６）において、Ｒ8は、メチル基、エチル基、プロピル基、ブチル基等の炭素数
１～４個のアルキル基、またはアリール基である。ｍは０～１００の整数である。
【００５７】
２個のオキセタン環を有する化合物の具体例としては、下記化合物が挙げられる。
【００５８】
【化７】

【００５９】
例示化合物１は、前記一般式（２）において、Ｒ1がエチル基、Ｒ3がカルボニル基である
化合物である。また、例示化合物２は、前記一般式（２）において、Ｒ1がエチル基、Ｒ3

が前記一般式（５）でＲ6及びＲ7がメチル基、ｎが１である化合物である。
【００６０】
２個のオキセタン環を有する化合物において、上記の化合物以外の好ましい例としては、
下記一般式（７）で示される化合物がある。一般式（７）において、Ｒ1は、前記一般式
（１）のＲ1と同義である。
【００６１】
【化８】
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また、３～４個のオキセタン環を有する化合物の一例としては、下記一般式（８）で示さ
れる化合物が挙げられる。
【００６３】
【化９】

【００６４】
一般式（８）において、Ｒ1は、前記一般式（１）におけるＲ1と同義である。Ｒ9として
は、例えば、下記Ａ～Ｃで示される基等の炭素数１～１２の分枝状アルキレン基、下記Ｄ
で示される基等の分枝状ポリ（アルキレンオキシ）基又は下記Ｅで示される基等の分枝状
ポリシロキシ基等が挙げられる。ｊは、３又は４である。
【００６５】
【化１０】
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【００６６】
上記Ａにおいて、Ｒ10はメチル基、エチル基又はプロピル基等の低級アルキル基である。
また、上記Ｄにおいて、ｐは１～１０の整数である。
【００６７】
３～４個のオキセタン環を有する化合物の一例としては、例示化合物３が挙げられる。
【００６８】
【化１１】

【００６９】
さらに、上記説明した以外の１～４個のオキセタン環を有する化合物の例としては、下記
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一般式（９）で示される化合物が挙げられる。
【００７０】
【化１２】

【００７１】
一般式（９）において、Ｒ8は前記一般式（６）のＲ8と同義である。Ｒ11はメチル基、エ
チル基、プロピル基又はブチル基等の炭素数１～４のアルキル基又はトリアルキルシリル
基であり、ｒは１～４である。
【００７２】
　オキセタン化合物の好ましい具体例としては、以下に示す化合物がある。
【００７３】
【化１３】

【００７４】
上述したオキセタン環を有する各化合物の製造方法は、特に限定されず、従来知られた方
法に従えばよく、例えば、パティソン（Ｄ．Ｂ．Ｐａｔｔｉｓｏｎ，Ｊ．Ａｍ．Ｃｈｅｍ
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．Ｓｏｃ．，３４５５，７９（１９５７））が開示している、ジオールからのオキセタン
環合成法等がある。また、これら以外にも、分子量１０００～５０００程度の高分子量を
有する１～４個のオキセタン環を有する化合物も挙げられる。これらの具体的化合物例と
しては、以下の化合物が挙げられる。
【００７５】
【化１４】

【００７６】
　次いで、エポキシ化合物について説明する。
　上記エポキシ化合物は、例えば、特開２００１－５５５０７号、特開２００１－３１８
９２号、特開２００１－４００６８号、特開２００１－３１０９３８号などに示されてい
る、公知のあらゆるエポキシ化合物が使用できる。
【００７７】
芳香族エポキシドとして好ましいものは、少なくとも１個の芳香族核を有する多価フェノ
ールまたはそのアルキレンオキサイド付加体とエピクロルヒドリンとの反応によって製造
される、ジグリシジルエーテルまたはポリグリシジルエーテルであり、例えば、ビスフェ
ノールＡまたはそのアルキレンオキサイド付加体のジグリシジルエーテルまたはポリグリ
シジルエーテル、水素添加ビスフェノールＡまたはそのアルキレンオキサイド付加体のジ
グリシジルエーテルまたはポリグリシジルエーテル、及びノボラック型エポキシ樹脂等が
挙げられる。ここでアルキレンオキサイドとしては、エチレンオキサイド、プロピレンオ
キサイド等が挙げられる。
【００７８】
脂環式エポキシドとしては、少なくとも１個のシクロへキセンまたはシクロペンテン環等
のシクロアルカン環を有する化合物を、過酸化水素、過酸化物等の適当な酸化剤でエポキ
シ化することによって得られる、シクロヘキセンオキサイドまたはシクロペンテンオキサ
イド含有化合物が好ましい。
【００７９】
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脂肪族エポキシドの好ましいものとしては、脂肪族多価アルコールあるいはそのアルキレ
ンオキサイド付加体のジグリシジルエーテルまたはポリグリシジルエーテル等があり、そ
の代表例としては、エチレングリコールのジグリシジルエーテル、プロピレングリコール
のジグリシジルエーテルまたは１，６－ヘキサンジオールのジグリシジルエーテル等のア
ルキレングリコールのジグリシジルエーテル、グリセリンあるいはそのアルキレンオキサ
イド付加体のジまたはトリグリシジルエーテル等の多価アルコールのポリグリシジルエー
テル、ポリエチレングリコールあるいはそのアルキレンオキサイド付加体のジグリシジル
エーテル、ポリプロピレングリコールあるいはそのアルキレンオキサイド付加体のジグリ
シジルエーテル等のポリアルキレングリコールのジグリシジルエーテル等が挙げられる。
ここでアルキレンオキサイドとしては、エチレンオキサイドおよびプロピレンオキサイド
等が挙げられる。
【００８０】
これらのエポキシドのうち、速硬化性を考慮すると、芳香族エポキシドおよび脂環式エポ
キシドが好ましく、特に脂環式エポキシドが好ましい。本発明では、オキセタン化合物と
共に上記エポキシドの１種を単独で使用してもよいが、２種以上を適宜組み合わせて使用
してもよい。
【００８１】
次いで、本発明に係るビニルエーテル化合物について説明する。
本発明に係るビニルエーテル化合物としては、公知のあらゆるビニルエーテル化合物を使
用でき、例えば、エチレングリコールジビニルエーテル、ジエチレングリコールジビニル
エーテル、トリエチレングリコールジビニルエーテル、プロピレングリコールジビニルエ
ーテル、ジプロピレングリコールジビニルエーテル、ブタンジオールジビニルエーテル、
ヘキサンジオールジビニルエーテル、シクロヘキサンジメタノールジビニルエーテル、ト
リメチロールプロパントリビニルエーテル等のジ又はトリビニルエーテル化合物、エチル
ビニルエーテル、ｎ－ブチルビニルエーテル、イソブチルビニルエーテル、オクタデシル
ビニルエーテル、シクロヘキシルビニルエーテル、ヒドロキシブチルビニルエーテル、２
－エチルヘキシルビニルエーテル、シクロヘキサンジメタノールモノビニルエーテル、ｎ
－プロピルビニルエーテル、イソプロピルビニルエーテル、イソプロペニルエーテル－Ｏ
－プロピレンカーボネート、ドデシルビニルエーテル、ジエチレングリコールモノビニル
エーテル、オクタデシルビニルエーテル等のモノビニルエーテル化合物等が挙げられる。
【００８２】
これらのビニルエーテル化合物のうち、硬化性、密着性、表面硬度を考慮すると、ジビニ
ルエーテル化合物又はトリビニルエーテル化合物が好ましく、特にジビニルエーテル化合
物が好ましい。本発明では、オキセタン化合物と共に上記ビニルエーテル化合物の１種を
単独で使用してもよいが、２種以上を適宜組み合わせて使用してもよい。
【００８３】
本発明に用いられる重合性化合物の第２の形態としては、ピロールおよび置換ピロール、
アニリンおよび置換アニリン、チオフェンおよび置換チオフェンが挙げられる。
【００８４】
置換ピロールとしては、Ｎ－メチルピロール、Ｎ－エチルピロール等のＮ－アルキルピロ
ール類、Ｎ－フェニルピロール等のＮ－アリールピロール類、２－ニトロフェニルピロー
ル、３－メチルピロール、３－エチルピロール、３－クロルピロール、３，４－ジメチル
ピロール、３，４－ジクロルピロールなど、置換アニリンとしては、Ｎ－メチルアニリン
、Ｎ－エチルアニリン、Ｎ－ジメチルアニリン、Ｎ－ジエチルアニリン、クロルアニリン
、ジクロルアニリン、クロル－Ｎ－メチルアニリン、クロル－Ｎ－ジメチルアニリン、ジ
クロル－Ｎ－アセチルアニリン、フェニレンジアミンなど、置換チオフェンとしては、３
－メチルチオフェン、３－エチルチオフェン、３－クロルチオフェン、３，４－ジメチル
チオフェン、３，４－ジクロルチオフェン、２，２′－ビチオフェンなどがある。
【００８５】
本発明におけるラジカル重合性化合物の具体例をあげる。
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アクリレート類の例
単官能アルキルアクリレート類の例：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、イソプロピルアクリレート、ブチルアクリレート、イソアミルアクリレ
ート、ヘキシルアクリレート、２－エチルヘキシルアクリレート、オクチルアクリレート
、デシルアクリレート、ラウリルアクリレート、ステアリルアクリレート、イソボルニル
アクリレート、シクロヘキシルアクリレート、ジシクロペンテニルアクリレート、ジシク
ロペンテニルオキシエチルアクリレート、ベンジルアクリレート。
【００８６】
単官能含ヒドロキシアクリレート類の例：２－ヒドロキシエチルアクリレート、２－ヒド
ロキシプロピルアクリレート、２－ヒドロキシ－３－クロロプロピルアクリレート、２－
ヒドロキシ－３－フェノキシプロピルアクリレート、２－ヒドロキシ－３－アリルオキシ
プロピルアクリレート、２－アクリロイルオキシエチル－２－ヒドロキシプロピルフタレ
ート。
【００８７】
単官能含ハロゲンアクリレート類の例：２，２，２－トリフルオロエチルアクリレート、
２，２，３，３－テトラフルオロプロピルアクリレート、１Ｈ－ヘキフルオロイソプロピ
ルアクリレート、１Ｈ，１Ｈ，５Ｈ－オクタフルオロペンチルアクリレート、１Ｈ，１Ｈ
，２Ｈ，２Ｈ－ヘプタデカフルオロデシルアクリレート、２，６－ジブロモ－４－ブチル
フェニルアクリレート、２，４，６－トリブロモフェノキシエチルアクリレート、２，４
，６－トリブロモフェノール３ＥＯ付加アクリレート。
【００８８】
単官能含エーテル基アクリレート類の例：２－メトキシエチルアクリレート、１，３－ブ
チレングリコールメチルエーテルアクリレート、ブトキシエチルアクリレート、メトキシ
トリエチレングリコールアクリレート、メトキシポリエチレングリコール＃４００アクリ
レート、メトキシジプロピレングリコールアクリレート、メトキシトリプロピレングリコ
ールアクリレート、メトキシポリプロピレングリコールアクリレート、エトキシジエチレ
ングリコールアクリレート、２－エチルヘキシルカルビトールアクリレート、テトラヒド
ロフルフリルアクリレート、フェノキシエチルアクリレート、フェノキシジエチレングリ
コールアクリレート、フェノキシポリエチレングリコールアクリレート、クレジルポリエ
チレングリコールアクリレート、ｐ－ノニルフェノキシエチルアクリレート、ｐ－ノニル
フェノキシポリエチレングリコールアクリレート、グリシジルアクリレート。
【００８９】
単官能含カルボキシルアクリレート類の例：β－カルボキシエチルアクリレート、こはく
酸モノアクリロイルオキシエチルエステル、ω－カルボキシポリカプロラクトンモノアク
リレート、２－アクリロイルオキシエチルハイドロゲンフタレート、２－アクリロイルオ
キシプロピルハイドロゲンフタレート、２－アクリロイルオキシプロピルヘキサヒドロハ
イドロゲンフタレート、２－アクリロイルオキシプロピルテトラヒドロハイドロゲンフタ
レート。
【００９０】
その他の単官能アクリレート類の例：Ｎ，Ｎ－ジメチルアミノエチルアクリレート、Ｎ，
Ｎ－ジメチルアミノプロピルアクリレート、モルホリノエチルアクリレート、トリメチル
シロキシエチルアクリレート、ジフェニル－２－アクリロイルオキシエチルホスフェート
、２－アクリロイルオキシエチルアシッドホスフェート、カプロラクトン変性－２－アク
リロイルオキシエチルアシッドホスフェート。
【００９１】
二官能アクリレート類の例：１，４－ブタンジオールジアクリレート、１，６－ヘキサン
ジオールジアクリレート、ジエチレングリコールジアクリレート、トリエチレングリコー
ルジアクリレート、テトラエチレングリコールジアクリレート、ポリエチレングリコール
＃２００ジアクリレート、ポリエチレングリコール＃３００ジアクリレート、ポリエチレ
ングリコール＃４００ジアクリレート、ポリエチレングリコール＃６００ジアクリレート
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、ジプロピレングリコールジアクリレート、トリプロピレングリコールジアクリレート、
テトラプロピレングリコールジアクリレート、ポリプロピレングリコール＃４００ジアク
リレート、ポリプロピレングリコール＃７００ジアクリレート、ネオペンチルグリコール
ジアクリレート、ネオペンチルグリコールＰＯ（プロピレンオキサイド）変性ジアクリレ
ート、ヒドロキシピバリン酸ネオペンチルグリコールエステルジアクリレート、ヒドロキ
シピバリン酸ネオペンチルグリコールエステルのカプロラクトン付加物ジアクリレート、
１，６－ヘキサンジオールビス（２－ヒドロキシ－３－アクリロイルオキシプロピル）エ
ーテル、１，９－ノナンジオールジアクリレート、ペンタエリスリトールジアクリレート
、ペンタエリスリトールジアクリレートモノステアレート、ペンタエリスリトールジアク
リレートモノベンゾエート、ビスフェノールＡジアクリレート、ＥＯ（エチレンオキサイ
ド）変性ビスフェノールＡジアクリレート、ＰＯ変性ビスフェノールＡジアクリレート、
水素化ビスフェノールＡジアクリレート、ＥＯ変性水素化ビスフェノールＡジアクリレー
ト、ＰＯ変性水素化ビスフェノールＡジアクリレート、ビスフェノールＦジアクリレート
、ＥＯ変性ビスフェノールＦジアクリレート、ＰＯ変性ビスフェノールＦジアクリレート
、ＥＯ変性テトラブロモビスフェノールＡジアクリレート、トリシクロデカンジメチロー
ルジアクリレート、イソシアヌル酸ＥＯ変性ジアクリレート。
【００９２】
三官能アクリレート類の例：グリセリンＰＯ変性トリアクリレート、トリメチロールプロ
パントリアクリレート、トリメチロールプロパンＥＯ変性トリアクリレート、トリメチロ
ールプロパンＰＯ変性トリアクリレート、イソシアヌル酸ＥＯ変性トリアクリレート、イ
ソシアヌル酸ＥＯ変性ε－カプロラクトン変性トリアクリレート、１，３，５－トリアク
リロイルヘキサヒドロ－ｓ－トリアジン、ペンタエリスリトールトリアクリレート、ジペ
ンタエリスリトールトリアクリレートトリプロピオネート。
【００９３】
四官能以上のアクリレート類の例：ペンタエリスリトールテトラアクリレート、ジペンタ
エリスリトールペンタアクリレートモノプロピオネート、ジペンタエリスリトールヘキサ
アクリレート、テトラメチロールメタンテトラアクリレート、オリゴエステルテトラアク
リレート、トリス（アクリロイルオキシ）ホスフェート。
【００９４】
メタクリレート類の例
単官能アルキルメタクリレート類の例：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、イソプロピルメタクリレート、ブチルメタクリレート、イソア
ミルメタクリレート、ヘキシルメタクリレート、２－エチルヘキシルメタクリレート、オ
クチルメタクリレート、デシルメタクリレート、ラウリルメタクリレート、ステアリルメ
タクリレート、イソボルニルメタクリレート、シクロヘキシルメタクリレート、ジシクロ
ペンテニルメタクリレート、ジシクロペンテニルオキシエチルメタクリレート、ベンジル
メタクリレート。
【００９５】
単官能含ヒドロキシメタクリレート類の例：２－ヒドロキシエチルメタクリレート、２－
ヒドロキシプロピルメタクリレート、２－ヒドロキシ－３－クロロプロピルメタクリレー
ト、２－ヒドロキシ－３－フェノキシプロピルメタクリレート、２－ヒドロキシ－３－ア
リルオキシプロピルメタクリレート、２－メタクリロイルオキシエチル－２－ヒドロキシ
プロピルフタレート。
【００９６】
単官能含ハロゲンメタクリレート類の例：２，２，２－トリフルオロエチルメタクリレー
ト、２，２，３，３－テトラフルオロプロピルメタクリレート、１Ｈ－ヘキサフルオロイ
ソプロピルメタクリレート、１Ｈ，１Ｈ，５Ｈ－オクタフルオロペンチルメタクリレート
、１Ｈ，１Ｈ，２Ｈ，２Ｈ－ヘプタデカフルオロデシルメタクリレート、２，６－ジブロ
モ－４－ブチルフェニルメタクリレート、２，４，６－トリブロモフェノキシエチルメタ
クリレート、２，４，６－トリブロモフェノール３ＥＯ付加メタクリレート。
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【００９７】
単官能含エーテル基メタクリレート類の例：２－メトキシエチルメタクリレート、１，３
－ブチレングリコールメチルエーテルメタクリレート、ブトキシエチルメタクリレート、
メトキシトリエチレングリコールメタクリレート、メトキシポリエチレングリコール＃４
００メタクリレート、メトキシジプロピレングリコールメタクリレート、メトキシトリプ
ロピレングリコールメタクリレート、メトキシポリプロピレングリコールメタクリレート
、エトキシジエチレングリコールメタクリレート、２－エチルヘキシルカルビトールメタ
クリレート、テトラヒドロフルフリルメタクリレート、フェノキシエチルメタクリレート
、フェノキシジエチレングリコールメタクリレート、フェノキシポリエチレングリコール
メタクリレート、クレジルポリエチレングリコールメタクリレート、ｐ－ノニルフェノキ
シエチルメタクリレート、ｐ－ノニルフェノキシポリエチレングリコールメタクリレート
、グリシジルメタクリレート。
【００９８】
単官能含カルボキシルメタクリレート類の例：β－カルボキシエチルメタクリレート、こ
はく酸モノメタクリロイルオキシエチルエステル、ω－カルボキシポリカプロラクトンモ
ノメタクリレート、２－メタクリロイルオキシエチルハイドロゲンフタレート、２－メタ
クリロイルオキシプロピルハイドロゲンフタレート、２－メタクリロイルオキシプロピル
ヘキサヒドロハイドロゲンフタレート、２－メタクリロイルオキシプロピルテトラヒドロ
ハイドロゲンフタレート。
【００９９】
その他の単官能メタクリレート類の例：Ｎ，Ｎ－ジメチルアミノエチルメタクリレート、
Ｎ，Ｎ－ジメチルアミノプロピルメタクリレート、モルホリノエチルメタクリレート、ト
リメチルシロキシエチルメタクリレート、ジフェニル－２－メタクリロイルオキシエチル
ホスフェート、２－メタクリロイルオキシエチルアシッドホスフェート、カプロラクトン
変性－２－メタクリロイルオキシエチルアシッドホスフェート。
【０１００】
２官能メタクリレート類の例：１，４－ブタンジオールジメタクリレート、１，６－ヘキ
サンジオールジメタクリレート、ジエチレングリコールジメタクリレート、トリエチレン
グリコールジメタクリレート、テトラエチレングリコールジメタクリレート、ポリエチレ
ングリコール＃２００ジメタクリレート、ポリエチレングリコール＃３００ジメタクリレ
ート、ポリエチレングリコール＃４００ジメタクリレート、ポリエチレングリコール＃６
００ジメタクリレート、ジプロピレングリコールジメタクリレート、トリプロピレングリ
コールジメタクリレート、テトラプロピレングリコールジメタクリレート、ポリプロピレ
ングリコール＃４００ジメタクリレート、ポリプロピレングリコール＃７００ジメタクリ
レート、ネオペンチルグリコールジメタクリレート、ネオペンチルグリコールＰＯ変性ジ
メタクリレート、ヒドロキシピバリン酸ネオペンチルグリコールエステルジメタクリレー
ト、ヒドロキシピバリン酸ネオペンチルグリコールエステルのカプロラクトン付加物ジメ
タクリレート、１，６－ヘキサンジオールビス（２－ヒドロキシ－３－メタクリロイルオ
キシプロピル）エーテル、１，９－ノナンジオールジメタクリレート、ペンタエリスリト
ールジメタクリレート、ペンタエリスリトールジメタクリレートモノステアレート、ペン
タエリスリトールジメタクリレートモノベンゾエート、ビスフェノールＡジメタクリレー
ト、ＥＯ変性ビスフェノールＡジメタクリレート、ＰＯ変性ビスフェノールＡジメタクリ
レート、水素化ビスフェノールＡジメタクリレート、ＥＯ変性水素化ビスフェノールＡジ
メタクリレート、ＰＯ変性水素化ビスフェノールＡジメタクリレート、ビスフェノールＦ
ジメタクリレート、ＥＯ変性ビスフェノールＦジメタクリレート、ＰＯ変性ビスフェノー
ルＦジメタクリレート、ＥＯ変性テトラブロモビスフェノールＡジメタクリレート、トリ
シクロデカンジメチロールジメタクリレート、イソシアヌル酸ＥＯ変性ジメタクリレート
。
【０１０１】
三官能メタクリレート類の例：グリセリンＰＯ変性トリメタクリレート、トリメチロール
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プロパントリメタクリレート、トリメチロールプロパンＥＯ変性トリメタクリレート、ト
リメチロールプロパンＰＯ変性トリメタクリレート、イソシアヌル酸ＥＯ変性トリメタク
リレート、イソシアヌル酸ＥＯ変性ε－カプロラクトン変性トリメタクリレート、１，３
，５－トリメタクリロイルヘキサヒドロ－ｓ－トリアジン、ペンタエリスリトールトリメ
タクリレート、ジペンタエリスリトールトリメタクリレートトリプロピオネート。
【０１０２】
４官能以上のメタクリレート類の例：ペンタエリスリトールテトラメタクリレート、ジペ
ンタエリスリトールペンタメタクリレートモノプロピオネート、ジペンタエリスリトール
ヘキサメタクリレート、テトラメチロールメタンテトラメタクリレート、オリゴエステル
テトラメタクリレート、トリス（メタクリロイルオキシ）ホスフェート。
【０１０３】
アリレート類の例：アリルグリシジルエーテル、ジアリルフタレート、トリアリルトリメ
リテート、イソシアヌル酸トリアリレート。
【０１０４】
酸アミド類の例：アクリルアミド、Ｎ－メチロールアクリルアミド、ジアセトンアクリル
アミド、Ｎ，Ｎ－ジメチルアクリルアミド、Ｎ，Ｎ－ジエチルアクリルアミド、Ｎ－イソ
プロピルアクリルアミド、アクリロイルモルホリン、メタクリルアミド、Ｎ－メチロール
メタクリルアミド、ジアセトンメタクリルアミド、Ｎ，Ｎ－ジメチルメタクリルアミド、
Ｎ，Ｎ－ジエチルメタクリルアミド、Ｎ－イソプロピルメタクリルアミド、メタクリロイ
ルモルホリン。
【０１０５】
スチレン類の例
スチレン、ｐ－ヒドロキシスチレン、ｐ－クロロスチレン、ｐ－ブロモスチレン、ｐ－メ
チルスチレン、ｐ－メトキシスチレン、ｐ－ｔ－ブトキシスチレン、ｐ－ｔ－ブトキシカ
ルボニルスチレン、ｐ－ｔ－ブトキシカルボニルオキシスチレン、２，４－ジフェニル－
４－メチル－１－ペンテン。
【０１０６】
他のビニル化合物の例
酢酸ビニル、モノクロロ酢酸ビニル、安息香酸ビニル、ピバル酸ビニル、酪酸ビニル、ラ
ウリン酸ビニル、アジピン酸ジビニル、メタクリル酸ビニル、クロトン酸ビニル、２－エ
チルヘキサン酸ビニル、Ｎ－ビニルカルバゾール、Ｎ－ビニルピロリドン等。
【０１０７】
上記のラジカル重合性化合物は、以下に示すメーカーの市販品として、容易に入手するこ
とができる。例えば、共栄社油脂化学工業社製の「ライトアクリレート」、「ライトエス
テル」、「エポキシエステル」、「ウレタンアクリレート」および「高機能性オリゴマー
」シリーズ、新中村化学社製の「ＮＫエステル」および「ＮＫオリゴ」シリーズ、日立化
成工業社製の「ファンクリル」シリーズ、東亞合成化学社製の「アロニックスＭ」シリー
ズ、大八化学工業社製の「機能性モノマー」シリーズ、大阪有機化学工業社製の「特殊ア
クリルモノマー」シリーズ、三菱レイヨン社製の「アクリエステル」および「ダイヤビー
ムオリゴマー」シリーズ、日本化薬社製の「カヤラッド」および「カヤマー」シリーズ、
日本触媒社製の「アクリル酸／メタクリル酸エステルモノマー」シリーズ、日本合成化学
工業社製の「ＮＩＣＨＩＧＯ－ＵＶ紫光ウレタンアクリレートオリゴマー」シリーズ、信
越酢酸ビニル社製の「カルボン酸ビニルエステルモノマー」シリーズ、興人社製の「機能
性モノマー」シリーズ等があげられる。本発明のラジカル重合性化合物は、ただ一種のみ
用いても、所望とする特性を向上するために任意の比率で二種以上混合したものを用いて
もよい。
【０１０８】
マレイミド誘導体としては公知の化合物が使用できる。例えば、特開昭６１－２５００６
４号、特開昭６２－６４８１３号、特開昭６２－７９２４３号、特開平６－２９８８１７
号、特開平１１－１２４４０３号、特開平１１－２９２８７４号、特開平１１－３０２２
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７８号、特開２０００－２６４９２２号、「Ｐｏｌｙｍｅｒ　Ｍａｔｅｒｉａｌｓ　Ｓｃ
ｉｅｎｃｅ　ａｎｄ　Ｅｎｇｉｎｅｅｒｉｎｇ」第７２巻、第４７０～４７２頁（１９９
５年）、「Ｐｏｌｙｍｅｒ　Ｐｒｅｐｒｉｎｔｓ」第３７巻、第３４８～３４９頁（１９
９６年）、「第４回フュージョンＵＶ技術セミナー」第４３～７７頁（１９９６年）、「
ＰｏｌｙｍｅｒＬｅｔｔｅｒｓ」第６巻、第８８３～８８８頁（１９９８年）、「第９回
フュージョンＵＶ技術セミナー」第５～２０頁（２００１年）等に記載された化合物が使
用できる。
【０１０９】
〔光酸発生剤〕
本発明で用いることのできる光重合開始剤としては、公知のあらゆる光酸発生剤を挙げる
ことができる。
【０１１０】
光酸発生剤としては、例えば、化学増幅型フォトレジストや光カチオン重合に利用される
化合物が用いられる（有機エレクトロニクス材料研究会編、「イメ－ジング用有機材料」
、ぶんしん出版（１９９３年）、１８７～１９２ページ参照）。本発明に好適な化合物の
例を以下に挙げる。
【０１１１】
第１に、ジアゾニウム、アンモニウム、ヨ－ドニウム、スルホニウム、ホスホニウムなど
の芳香族オニウム化合物のＢ（Ｃ6Ｆ5）4

-、ＰＦ6
-、ＡｓＦ6

-、ＳｂＦ6
-、ＣＦ3ＳＯ3

-

塩を挙げることができる。
【０１１２】
本発明で用いることのできるオニウム化合物の具体的な例を、以下に示す。
【０１１３】
【化１５】
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【０１１４】
第２に、スルホン酸を発生するスルホン化物を挙げることができ、その具体的な化合物を
、以下に例示する。
【０１１５】
【化１６】
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【０１１６】
第３に、ハロゲン化水素を光発生するハロゲン化物も用いることができ、以下にその具体
的な化合物を例示する。
【０１１７】
【化１７】
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【０１１８】
第４に、鉄アレン錯体を挙げることができる。
【０１１９】
【化１８】
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【０１２０】
本発明に係るインクは、特開平８－２４８５６１号、特開平９－３４１０６号をはじめて
とし、既に公知となっている活性光線の照射で発生した酸により新たに酸を発生する酸増
殖剤を含有することが好ましい。酸増殖剤を用いることで、吐出安定性向上、記録材料の
カール・しわの低減を可能となり好ましい。
【０１２１】
〔その他の成分〕
発明のインクには、必要に応じて、その他の成分を添加することが出来る。
【０１２２】
線源としてＵＶ光、可視光、赤外光を用いる場合は、それぞれの波長に応じたラジカル重
合開始剤、開始助剤、増感色素を添加するのが普通である。これらの量は通常インク全体
の１～１０質量部が必要となる。開始剤等は公知の様々な化合物を使用することが出来る
が、上記重合性化合物に溶解するものから選択する。具体的な開始剤としては、キサント
ンまたはチオオキサントン系、ベンゾフェノン系、キノン系、フォスフィンオキシド系が
挙げられる。
【０１２３】
又、保存性を高めるために、重合禁止剤を２００～２００００ｐｐｍ添加することが出来
る。本発明のインクは４０～８０℃の範囲で加熱、低粘度化して射出することが好ましい
ので、熱重合によるヘッド詰まりを防ぐためにも重合禁止剤を入れることが好ましい。
【０１２４】
この他に、必要に応じて界面活性剤、レベリング添加剤、マット剤、膜物性を調整するた
めのポリエステル系樹脂、ポリウレタン系樹脂、ビニル系樹脂、アクリル系樹脂、ゴム系
樹脂、ワックス類を添加することが出来る。オレフィンやＰＥＴ等の記録媒体への密着性
を改善するためには、重合を阻害しないタッキファイヤーを含有させることが好ましい。
【０１２５】
具体的には、特開２００１－４９２００号の公報の５～６頁に記載されている、高分子量
の粘着性ポリマー（（メタ）アクリル酸と炭素数１～２０のアルキル基を有するアルコー
ルとのエステル、（メタ）アクリル酸と炭素数３～１４の脂環属アルコールとのエステル
、（メタ）アクリル酸と炭素数６～１４の芳香属アルコールとのエステル、からなる共重
合物）や、重合性不飽和結合を持つ低分子量粘着付与性樹脂などである。
【０１２６】
記録媒体との密着性を改善するため、乾燥性に影響しない極微量の有機溶剤を添加しても
よい。この場合、耐溶剤性やＶＯＣの問題が起こらない範囲での添加が有効であり、その
量は０．１～５質量％、好ましくは０．１～３質量％である。
【０１２７】
又、インク色材による遮光効果のため、感度低下を防ぐ手段として、開始剤寿命の長いカ
チオン重合性モノマーと開始剤を組み合わせ、ラジカル・カチオンのハイブリッド型硬化
インクとすることも可能である。
【０１２８】
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〔インク組成物の粘度〕
インク組成物の粘度が３０℃において１０～５００ｍＰａ・ｓ、また４０℃以上（上限は
５０℃ぐらい）に加熱することにより７～３０ｍＰａ・ｓになるよう組成比を決めるのが
好ましい。
【０１２９】
その理由は、室温での粘度を上げることにより、吸収性のある記録媒体にもインクの浸透
を防ぎ、未硬化モノマーの低減、臭気低減が可能となり、着弾時のドット滲みを抑えるこ
とが出来、画質が改善される。また、表面張力の違う基材間でも同じようなドットが形成
されるため、同じような画質が得られる。１０ｍＰａ・ｓ未満では、滲み防止効果が小さ
い。５００ｍＰａ・ｓより大きいと、インク液の供給に問題が生じる。
【０１３０】
又、安定な出射性を得るためにはインク組成物の４０℃以上における粘度が７～３０ｍＰ
ａ・ｓとなることが好ましい。
【０１３１】
【実施例】
以下、実施例にて本発明を更に詳細に説明する。
【０１３２】
〔白色顔料分散物の作製〕
以下の組成を加圧ニーダーにより配合し、次いでロールミルによって練肉・分散を行い、
白色顔料分散物１および２を得た。

上記分散物を用い、下記処方のインクを作製した。
【０１３３】
〔インク組成物の作製〕
インク組成物１
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【０１３４】
【化１９】

【０１３５】
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〔硬化性白色インク〕
上記のインク組成物を絶対ろ過精度２μｍのフィルターにてろ過し、硬化性白色インク１
～８とした。
【０１３６】
〔インクジェット記録装置〕
上記硬化性白色インク１～８を、ピエゾ型インクジェットノズルを用いたインクジェット
記録装置に充填し、記録媒体への記録を行った。
【０１３７】
インク供給系は、インクタンク、供給パイプ、ヘッド直前の前室インクタンク、フィルタ
ー付き配管、ピエゾヘッドから成り、前室タンクからヘッド部分まで断熱および加温を行
った。温度センサーは前室タンクおよびピエゾヘッドのノズル付近にそれぞれ設け、ノズ
ル部分が常に７０℃±２℃となるよう、温度制御を行った。
【０１３８】
ピエゾヘッドは、８～３０ｐｌのマルチサイズドットを７２０×７２０ｄｐｉ（ｄｐｉと
は、２．５４ｃｍ当りに形成されるドットの数）のドット数で射出できるよう駆動した。
【０１３９】
〔画像形成による特性評価〕
記録媒体として、厚さ５０μｍの透明なシュリンク用ＰＥＴ（ポリエチレンテレフタレー
ト）基材を用いた。着弾後は総露光エネルギー量１６０ｍＪ／ｃｍ2にてＵＶ照射を行っ
たところ、硬化性白色インク１～８の中、３を除くインクにおいて、基材接着性および耐
久性の良好な白色画像および白文字を得ることができた。さらにこの上にカラー画像を付
与したところ、透明基材上でも発色性および視認性の良い画像を形成することができた。
【０１４０】
又、上記本発明に係わるインク組成物を用いて、同様に表面張力の大きいＯＰＳ（延伸ポ
リスチレン）基材やプリント配線基板および黒色系のプラスチック基材上に印字を行った
ところ、同様に視認性に優れた良好な印字性を得ることが出来た。
【０１４１】
硬化性白色インク３を用いた場合、ＵＶ照射後、記録媒体が皺やカールが発生したり、文
字が滲んでしまい、良好な画像を得ることができなかった。
【０１４２】
【発明の効果】
本発明により、インク吸収性のない透明な記録媒体や明度が低い記録媒体や金属表面に対
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して、良好な視認性を有し、かつ高い画像品質や乾燥性、基材接着性、耐久性等を示し、
特に硬化性および低収縮性、安全性に優れたカチオン系のインクジェット用の硬化性白イ
ンク組成物を提供することが出来る。
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