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(57)【要約】
【課題】各種記録材に画像形成が可能であり、画像堅牢性が高く、光沢性に優れたインク
ジェット用インク組成物、及び、該インクジェット用インク組成物を用い、堅牢で高画質
の画像を安定的に形成することができる画像形成方法並びに記録物を提供すること。
【解決手段】重合性化合物、光重合開始剤、及び、金属粉、を含有することを特徴とする
インクジェット用インク組成物。また、これを用いた画像形成方法及び記録物である。前
記金属粉はアルミニウム粉末であることが好ましく、また、前記金属粉は重合性化合物中
に分散されていることが好ましい。更に、前記金属粉の体積平均粒子径は５～３０μｍで
あることが好ましい。
【選択図】なし
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　重合性化合物、
　光重合開始剤、及び、
　金属粉、を含有することを特徴とする
　インクジェット用インク組成物。
【請求項２】
　前記金属粉がアルミニウム粉末である請求項１に記載のインクジェット用インク組成物
。
【請求項３】
　前記金属粉が前記重合性化合物中に分散されている請求項１又は２に記載のインクジェ
ット用インク組成物。
【請求項４】
　前記金属粉の体積平均粒子径が５～３０μｍである請求項１～３いずれか１項に記載の
インクジェット用インク組成物。
【請求項５】
　酸性分散剤を含む請求項１～４いずれか１項に記載のインクジェット用インク組成物。
【請求項６】
　金属粉が分散剤及び重合性化合物の存在下でビーズミルで分散された請求項１～５いず
れか１項に記載のインクジェット用インク組成物。
【請求項７】
　２５℃における粘度が、７～１２０ｍＰａ・ｓである請求項１～６いずれか１項に記載
のインクジェット用インク組成物。
【請求項８】
　前記重合性化合物が、少なくとも１種のオキセタン基含有化合物、及び、少なくとも１
種のオキシラン基含有化合物を含む請求項１～７いずれか１項に記載のインクジェット用
インク組成物。
【請求項９】
　前記重合性化合物が、単官能（メタ）アクリレート及び二官能（メタ）アクリレートよ
りなる群から選ばれる少なくとも１種、並びに、少なくとも１種の三官能以上の（メタ）
アクリレート化合物を含む請求項１～７いずれか１項に記載のインクジェットインク組成
物。
【請求項１０】
　請求項１～９いずれか１項に記載のインクジェット用インク組成物を吐出するインクジ
ェット記録によって被記録材上に画像を記録する画像記録工程と、
　前記画像記録工程において前記被記録材に記録された画像に活性エネルギー線を照射し
て硬化させる画像硬化工程と、を含むことを特徴とする
画像形成方法。
【請求項１１】
　請求項１～９いずれか１項に記載のインクジェット用インク組成物を用いてなることを
特徴とする記録物。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、インクジェット用インク組成物、及び、これを用いた画像形成方法並びに記
録物に関し、詳しくは、記録後の重合硬化が可能で、光輝性を有し堅牢な画像の記録に好
適なインクジェット用インク組成物、及び、これを用いた画像形成方法並びに記録物に関
する。
【背景技術】
【０００２】
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　インクジェット用インクとして、紫外線（ＵＶ）照射により硬化するＵＶインクが知ら
れている（例えば、特許文献１参照）。このようなインクを用いた場合の硬化は、モノマ
ー成分のラジカル重合を利用した系が汎用されており、この際のモノマー成分としてはア
クリレート系モノマー等が一般に用いられている（例えば、特許文献２～４参照）。
【０００３】
　一方、インクに光沢性を付与する技術が提案されている（特許文献５及び６参照）。し
かし、これらのインクはいずれも水性インクに関するものであり、画像堅牢性に乏しく、
擦過性に劣るものであった。また、これらのインクは、非吸収体の記録材用途には不向き
であるといった問題があった。
【０００４】
【特許文献１】特開２００３－２２１５２８号公報
【特許文献２】特開２００３－２４６８１８号公報
【特許文献３】特開２００３－２９２８５５号公報
【特許文献４】特開平９－１８３９２７号公報
【特許文献５】特開平８－１５１４７号公報
【特許文献６】特開２００４－５１６７３号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　本発明は、各種記録材に画像形成が可能であり、画像堅牢性が高く、光沢性に優れたイ
ンクジェット用インク組成物、及び、該インクジェット用インク組成物を用い、堅牢で高
画質の画像を安定的に形成することができる画像形成方法並びに記録物を提供することを
目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明の課題は、下記＜１＞、＜１０＞及び＜１１＞に記載の手段によって解決された
。好ましい実施態様である＜２＞～＜９＞と共に以下に記載する。
＜１＞　重合性化合物、光重合開始剤、及び、金属粉、を含有することを特徴とするイン
クジェット用インク組成物、
＜２＞　前記金属粉がアルミニウム粉末である＜１＞に記載のインクジェット用インク組
成物、
＜３＞　前記金属粉が前記重合性化合物中に分散されている＜１＞又は＜２＞に記載のイ
ンクジェット用インク組成物、
＜４＞　前記金属粉の体積平均粒子径が５～３０μｍである＜１＞～＜３＞いずれか１つ
に記載のインクジェット用インク組成物、
＜５＞　酸性分散剤を含む＜１＞～＜４＞いずれか１つに記載のインクジェット用インク
組成物、
＜６＞　金属粉が分散剤及び重合性化合物の存在下でビーズミルで分散された＜１＞～＜
５＞いずれか１つに記載のインクジェット用インク組成物、
＜７＞　２５℃における粘度が、７～１２０ｍＰａ・ｓである＜１＞～＜６＞いずれか１
つに記載のインクジェット用インク組成物、
＜８＞　前記重合性化合物が、少なくとも１種のオキセタン基含有化合物、及び、少なく
とも１種のオキシラン基含有化合物を含む＜１＞～＜７＞いずれか１つに記載のインクジ
ェット用インク組成物、
＜９＞　前記重合性化合物が、単官能（メタ）アクリレート及び二官能（メタ）アクリレ
ートよりなる群から選ばれる少なくとも１種、並びに、少なくとも１種の三官能以上の（
メタ）アクリレート化合物を含む＜１＞～＜７＞いずれか１つに記載のインクジェットイ
ンク組成物、
＜１０＞　＜１＞～＜９＞いずれか１つに記載のインクジェット用インク組成物を吐出す
るインクジェット記録によって被記録材上に画像を記録する画像記録工程と、前記画像記
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録工程において前記被記録材に記録された画像に活性エネルギー線を照射して硬化させる
画像硬化工程と、を含むことを特徴とする画像形成方法、
＜１１＞　＜１＞～＜９＞いずれか１つに記載のインクジェット用インク組成物を用いて
なることを特徴とする記録物。
【発明の効果】
【０００７】
　本発明によれば、各種記録材に画像形成が可能であり、画像堅牢性が高く、光沢性に優
れたインクジェット用インク組成物、及び該インクジェット用インク組成物を用い、堅牢
で高画質の画像を安定的に形成することができる画像形成方法並びに記録物を提供するこ
とができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【０００８】
　以下、本発明のインクジェット用インク組成物、及びこれを用いた画像形成方法並びに
記録物について、詳細に説明する。
【０００９】
（インクジェット用インク組成物）
　本発明のインクジェット用インク組成物（本発明において、単にインク又はインク組成
物ともいうこととする。）は、（Ａ）重合性化合物、（Ｂ）光重合開始剤、及び、（Ｃ）
金属粉、を含有することを特徴とする。
　本発明のインクジェット用インク組成物は、重合性化合物、光重合開始剤及び金属粉を
含むため、インク吐出後、紫外線照射等によりインクを硬化させることができる。このた
め、非吸収性の記録材（記録媒体）など各種記録材に画像形成が可能である。また、本発
明のインクジェット用インク組成物によって形成された画像は擦過性等の画像堅牢性に優
れることから、インク割れ等を防止することができるため、形成画像の光沢性を向上させ
ることができる。
　また、本発明のインク組成物は、実質的に揮発性溶剤を含まずに構成することができる
。このため、水系インクや溶剤インクのように、水や溶剤の揮発による粘度上昇等に起因
するノズル詰まり等のトラブルがないことからインクの吐出性にも優れる。更に、本発明
のインクジェット用インク組成物は金属粉を含有するため、これを硬化して得られる画像
は光沢性を有する。
【００１０】
　本発明のインクジェット用インク組成物は、被記録材への画像記録後、活性エネルギー
線の照射等によって記録画像の硬化が可能なように構成されている。また、本発明のイン
クジェット用インク組成物は、重合性化合物、光重合開始剤及び金属粉を含み、必要に応
じて各種添加剤等の他の成分を用いて構成することができる。また、本発明のインクジェ
ット用インク組成物は添加剤として（Ｄ）分散剤を使用することが好ましく、特に酸性分
散剤を使用することが好ましい。以下に詳述する。
【００１１】
＜（Ａ）重合性化合物＞
　本発明に用いられる重合性化合物は、光重合開始剤等の重合開始剤から発生される活性
種により重合反応を生起し、硬化する化合物であれば特に制限はなく、ラジカル重合性化
合物や、カチオン重合性化合物を用いることができる。
　以下、ラジカル重合性化合物及びカチオン重合性化合物について説明する。
【００１２】
〔ラジカル重合性化合物〕
　ラジカル重合性化合物は、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で
あり、分子中にラジカル重合可能なエチレン性不飽和結合を少なくとも１つ有する化合物
であればどのようなものでもよく、モノマー、オリゴマー、ポリマー等の化学形態を持つ
ものが含まれる。このようなラジカル重合性化合物は１種のみ用いてもよく、また目的と
する特性を向上するために任意の比率で２種以上を併用してもよい。また、単官能化合物
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よりも官能基を２つ以上持つ多官能化合物を使用することがより好ましい。更に好ましく
は多官能化合物を２種以上併用して用いることが、反応性、物性などの性能を制御する上
で好ましい。
【００１３】
　本発明のインクジェット用インク組成物においては、前記ラジカル重合性化合物として
、（メタ）アクリレートを好適に用いることができる。前記（メタ）アクリレートとして
は、例えば、下記の化合物を挙げることができる。本発明においては、下記の重合性化合
物のうち、（ａ）少なくとも１種の三官能以上の（メタ）アクリレートと、（ｂ）単官能
（メタ）アクリレート及び二官能（メタ）アクリレートから選択される少なくとも１種と
を含むようにするように構成することが、粘度調整や架橋密度の調整、硬化後の物性制御
（強度、接着性など）の点で好ましい。
【００１４】
　単官能の（メタ）アクリレートの具体例としては、ヘキシル（メタ）アクリレート、２
－エチルヘキシル（メタ）アクリレート、ｔｅｒｔ－オクチル（メタ）アクリレート、イ
ソアミル（メタ）アクリレート、デシル（メタ）アクリレート、イソデシル（メタ）アク
リレート、ステアリル（メタ）アクリレート、イソステアリル（メタ）アクリレート、シ
クロヘキシル（メタ）アクリレート、４－ｎ－ブチルシクロヘキシル（メタ）アクリレー
ト、ボルニル（メタ）アクリレート、イソボルニル（メタ）アクリレート、ベンジル（メ
タ）アクリレート、２－エチルヘキシルジグリコール（メタ）アクリレート、ブトキシエ
チル（メタ）アクリレート、２－クロロエチル（メタ）アクリレート、４－ブロモブチル
（メタ）アクリレート、シアノエチル（メタ）アクリレート、ベンジル（メタ）アクリレ
ート、ブトシキメチル（メタ）アクリレート、３－メトキシブチル（メタ）アクリレート
、アルコキシメチル（メタ）アクリレート、アルコキシエチル（メタ）アクリレート、２
－（２－メトキシエトキシ）エチル（メタ）アクリレート、２－（２－ブトキシエトキシ
）エチル（メタ）アクリレート、２，２，２－トリフルオロエチル（メタ）アクリレート
、１Ｈ，１Ｈ，２Ｈ，２Ｈ－パーフルオロデシル（メタ）アクリレート、４－ブチルフェ
ニル（メタ）アクリレート、フェニル（メタ）アクリレート、２，４，５－トリメチルフ
ェニル（メタ）アクリレート、４－クロロフェニル（メタ）アクリレート、フェノキシメ
チル（メタ）アクリレート、フェノキシエチル（メタ）アクリレート、グリシジル（メタ
）アクリレート、グリシジロキシブチル（メタ）アクリレート、グリシジロキシエチル（
メタ）アクリレート、グリシジロキシプロピル（メタ）アクリレート、モルホリノ（メタ
）アクリレート、
【００１５】
テトラヒドロフルフリル（メタ）アクリレート、ヒドロキシアルキル（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、３－ヒドロキシプロピル（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、２－ヒドロキシブチル（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、３－ヒドロキシプロピル
（メタ）アクリレート、ジメチルアミノエチル（メタ）アクリレート、ジエチルアミノエ
チル（メタ）アクリレート、ジメチルアミノプロピル（メタ）アクリレート、ジエチルア
ミノプロピル（メタ）アクリレート、トリメトキシシリルプロピル（メタ）アクリレート
、トリメチルシリルプロピル（メタ）アクリレート、ポリエチレンオキシドモノメチルエ
ーテル（メタ）アクリレート、オリゴエチレンオキシドモノメチルエーテル（メタ）アク
リレート、ポリエチレンオキシド（メタ）アクリレート、オリゴエチレンオキシド（メタ
）アクリレート、オリゴエチレンオキシドモノアルキルエーテル（メタ）アクリレート、
ポリエチレンオキシドモノアルキルエーテル（メタ）アクリレート、ジプロピレングリコ
ール（メタ）アクリレート、ポリプロピレンオキシドモノアルキルエーテル（メタ）アク
リレート、オリゴプロピレンオキシドモノアルキルエーテル（メタ）アクリレート、２－
メタクリルオキシエチルコハク酸、２－メタクリロイロキシヘキサヒドロフタル酸、２－
メタクリロイロキシエチル－２－ヒドロキシプロピルフタレート、ブトキシジエチレング
リコール（メタ）アクリレート、トリフルオロエチル（メタ）アクリレート、パーフルオ
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ロオクチルエチル（メタ）アクリレート、２－ヒドロキシ－３－フェノキシプロピル（メ
タ）アクリレート、エチレンオキサイド変性フェノール（メタ）アクリレート、エチレン
オキサイド変性クレゾール（メタ）アクリレート、エチレンオキサイド変性ノニルフェノ
ール（メタ）アクリレート、ポリエチレンオキサイド変性ノニルフェノール（メタ）アク
リレート、エチレンオキサイド変性－２－エチルヘキシル（メタ）アクリレート、カルビ
トール（メタ）アクリレート、オリゴエステル（メタ）アクリレート、エポキシ（メタ）
アクリレート、ウレタン（メタ）アクリレート、メチル（メタ）アクリレート、ｎ－ブチ
ル（メタ）アクリレート、２－エチルヘキシル（メタ）アクリレート、ラウリル（メタ）
アクリレート、アリル（メタ）アクリレート、グリシジル（メタ）アクリレート、ベンジ
ル（メタ）アクリレート、ジメチルアミノメチル（メタ）アクリレート、等が挙げられる
。
【００１６】
　二官能の（メタ）アクリレートの具体例としては、ジプロピレングリコールジ（メタ）
アクリレート、ジメチロールジシクロペンタンジ（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、１，６－ヘキサンジオールジ（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、ネオペンチルグリコールジ（メタ）
アクリレート、２，４－ジメチル－１，５－ペンタンジオールジ（メタ）アクリレート、
ブチルエチルプロパンジオールジ（メタ）アクリレート、エトキシ化シクロヘキサンメタ
ノールジ（メタ）アクリレート、ポリエチレングルコールジ（メタ）アクリレート、オリ
ゴエチレングリコールジ（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、２－エチル－２－ブチル－ブタンジオールジ（メタ）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ジ（メタ）アクリレート、エチレンオキサイド変性ビス
フェノールＡジ（メタ）アクリレート、ビスフェノールＦポリエトキシジ（メタ）アクリ
レート、ポリプロピレングリコールジ（メタ）アクリレート、オリゴプロピレングリコー
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、２－エチ
ル－２－ブチルプロパンジオールジ（メタ）アクリレート、１，９－ノナンジ（メタ）ア
クリレート、プロポキシ化エトキシ化ビスフェノールＡジ（メタ）アクリレート、トリシ
クロデカンジ（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、テトラエチレングリコールジ（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、トリエチレングリコールジ（
メタ）アクリレート、等が挙げられる。
【００１７】
　三官能の（メタ）アクリレートの具体例としては、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、トリメチロールプロ
パンのアルキレンオキサイド変性トリ（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トリ（メタ）アクリレート、トリメチロ
ールプロパントリ（（メタ）アクリロイルオキシプロピル）エーテル、イソシアヌル酸ア
ルキレンオキサイド変性トリ（メタ）アクリレート、プロピオン酸ジペンタエリスリトー
ルトリ（メタ）アクリレート、トリ（（メタ）アクリロイルオキシエチル）イソシアヌレ
ート、ヒドロキシピバルアルデヒド変性ジメチロールプロパントリ（メタ）アクリレート
、ソルビトールトリ（メタ）アクリレート、プロポキシ化トリメチロールプロパントリ（
メタ）アクリレート、エトキシ化グリセリントリアクリレート、トリメチロールプロパン
トリ（メタ）アクリレート、等が挙げられる。
【００１８】
　四官能の（メタ）アクリレートの具体例としては、ペンタエリスリトールテトラ（メタ
）アクリレート、ソルビトールテトラ（メタ）アクリレート、ジトリメチロールプロパン
テトラ（メタ）アクリレート、プロピオン酸ジペンタエリスリトールテトラ（メタ）アク
リレート、エトキシ化ペンタエリスリトールテトラ（メタ）アクリレート、ジペンタエリ
スリトールテトラ（メタ）アクリレート、テトラメチロールメタンテトラ（メタ）アクリ
レート、等が挙げられる。
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【００１９】
　五官能の（メタ）アクリレートの具体例としては、ソルビトールペンタ（メタ）アクリ
レート、ジペンタエリスリトールペンタ（メタ）アクリレート、等が挙げられる。
【００２０】
　六官能の（メタ）アクリレートの具体例としては、ジペンタエリスリトールヘキサ（メ
タ）アクリレート、ソルビトールヘキサ（メタ）アクリレート、フォスファゼンのアルキ
レンオキサイド変性ヘキサ（メタ）アクリレート、カプロラクトン変性ジペンタエリスリ
トールヘキサ（メタ）アクリレート、エトキシ化ペンタエリスリトールヘキサアクリレー
ト等が挙げられる。
【００２１】
　尚、前記（メタ）アクリレートは、アクリレート及びメタクリレートの両方の構造をと
り得ることを表す。
【００２２】
　また、前記に列挙した化合物以外のラジカル重合性化合物の例としては、アクリル酸、
メタクリル酸、イタコン酸、クロトン酸、イソクロトン酸、マレイン酸等の不飽和カルボ
ン酸及びそれらの塩、エステル、ウレタン、アミドや無水物、アクリロニトリル、スチレ
ン、更に種々の不飽和ポリエステル、不飽和ポリエーテル、不飽和ポリアミド、不飽和ウ
レタン等のラジカル重合性化合物が挙げられる。具体的には、ビス（４－アクリロキシポ
リエトキシフェニル）プロパン、ジアセトンアクリルアミド等のアクリル酸誘導体、２，
２－ビス（４－メタクリロキシポリエトキシフェニル）プロパン等のメタクリル誘導体、
その他、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等
のアリル化合物の誘導体が挙げられ、更に具体的には、山下晋三編、「架橋剤ハンドブッ
ク」、（１９８１年大成社）；加藤清視編、「ＵＶ・ＥＢ硬化ハンドブック（原料編）」
（１９８５年、高分子刊行会）；ラドテック研究会編、「ＵＶ・ＥＢ硬化技術の応用と市
場」、７９頁、（１９８９年、シーエムシー）；滝山栄一郎著、「ポリエステル樹脂ハン
ドブック」、（１９８８年、日刊工業新聞社）等に記載の市販品若しくは業界で公知のラ
ジカル重合性及び／又は架橋性のモノマー、オリゴマー及びポリマーを用いることができ
る。
【００２３】
〔カチオン重合性化合物〕
　前記カチオン重合性化合物としては、光カチオン重合性モノマーとして知られる各種公
知のカチオン重合性のモノマーを使用することができる。カチオン重合性モノマーとして
は、例えば、特開平６－９７１４号、特開２００１－３１８９２、同２００１－４００６
８、同２００１－５５５０７、同２００１－３１０９３８、同２００１－３１０９３７、
同２００１－２２０５２６などの各公報に記載されているビニルエーテル化合物、オキセ
タン化合物、オキシラン化合物などが挙げられる。
【００２４】
　前記ビニルエーテル化合物としては、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。
　前記ビニルエーテル化合物としては、ジ－又はトリ－ビニルエーテル化合物が、硬化性
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、被記録材との密着性、形成された画像の表面硬度などの観点から好ましく、特にジビニ
ルエーテル化合物が好ましい。
【００２５】
－オキセタン基含有化合物／オキシラン基含有化合物－
　本発明のインクジェット用インク組成物は、重合性化合物として特に、少なくとも一種
のオキセタン基含有化合物、及び／又は、少なくとも一種のオキシラン基含有化合物を含
有することが好ましく、少なくとも１種のオキセタン基含有化合物及び少なくとも１種の
オキシラン基含有化合物を含むことが更に好ましい。これらの化合物は、後述する光重合
開始剤の作用によって活性エネルギー線の照射時に重合してそれ自体硬化し、しかも硬化
反応を短時間で行ない得るため、非吸収体及び吸収体の記録材に対して、高画質の画像を
形成することができるので好ましい。
【００２６】
　オキセタン基含有化合物（ｐ）とオキシラン基含有化合物（ｑ）とを併用する場合、硬
化後の画像の光沢性や耐擦性をより効果的に向上させ得る点で、含有比ｐ／ｑを５０／５
０～９５／５の範囲とすることが好ましく、６７／３３～９０／１０の範囲とすることが
特に好ましい。
【００２７】
［オキセタン基含有化合物］
　前記オキセタン基含有化合物は、分子内に少なくとも１つのオキセタン基（オキセタニ
ル基）を含む化合物の中から適宜選択することができる。
　例えば、分子中に１つのオキセタン基を有する化合物としては下記式（１－ａ）で表さ
れる化合物が好適であり、分子中に２つ以上のオキセタン基を有する化合物としては下記
式（１－ｂ）で表される化合物が好適である。
【００２８】
【化１】

【００２９】
　まず、式（１－ａ）で表されるオキセタン基含有化合物について説明する。
　前記式（１－ａ）において、Ｚは、酸素原子又は硫黄原子を表し、酸素原子が好ましい
。Ｒ1aは、水素原子、フッ素原子、炭素数１～６のアルキル基（例えば、メチル基、エチ
ル基、プロピル基、ブチル基等）、炭素数１～６個のフルオロアルキル基、アリル基、ア
リール基、フリル基、又はチエニル基を表し、炭素数１～６個のアルキル基（特にメチル
基、エチル基）が好ましい。
【００３０】
　Ｒ2aは、水素原子、炭素数１～６のアルキル基（例えば、メチル基、エチル基、プロピ
ル基、ブチル基等）、炭素数１～６のアルケニル基（例えば、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）、アリール基（例えば、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）、炭素数１
～６のアルキルカルボニル基（例えば、プロピルカルボニル基、ブチルカルボニル基、ペ
ンチルカルボニル基等）、炭素数１～６個のアルコキシカルボニル基（例えば、エトキシ



(9) JP 2008-88228 A 2008.4.17

10

20

30

40

50

カルボニル基、プロポキシカルボニル基、ブチロキシカルボニル基等）、炭素数１～６の
アルコキシカルバモイル基（例えば、エトキシカルバモイル基、プロポキシカルバモイル
基、ブチルペンチロキシカルバモイル基等）、等を表す。
【００３１】
　前記式（１－ａ）で表されるオキセタン基含有化合物のうち、Ｒ1aが低級アルキル基（
特にエチル基）であって、Ｒ2aが水素原子、ブチル基、フェニル基、ベンジル基であって
、Ｚが酸素原子である態様が特に好ましい。ここで、前記低級アルキル基とは、炭素数１
～３のアルキル基をいう（以下同様）。
　尚、前記式（１－ａ）で表されるオキセタン基含有化合物は一種単独で用いる以外に、
二種以上を併用することもできる。
【００３２】
　次に、式（１－ｂ）で表されるオキセタン基含有化合物について説明する。
　前記式（１－ｂ）において、ｍは２、３又は４を表し、Ｚは酸素原子又は硫黄原子を表
し、前記Ｚとしては酸素原子が好ましい。
【００３３】
　前記式（１－ｂ）において、Ｒ1bは、水素原子、フッ素原子、炭素数１～６のアルキル
基（例えば、メチル基、エチル基、プロピル基、ブチル基等）、フェニル基、炭素数１～
６のフルオロアルキル基、アリル基、アリール基、又はフリル基を表す。
【００３４】
　Ｒ2bは、炭素数１～１２の線形又は分岐アルキレン基、線形又は分岐ポリ（アルキレン
オキシ）基、又は下記式（３）、（４）及び（５）からなる群より選択される２価の基を
表す。
【００３５】
　前記炭素数１～１２の線形又は分岐アルキレン基としては、下記式（２）で表される基
が好ましい。下記式（２）中のＲ3は、メチル基、エチル基、又はプロピル基等の低級ア
ルキル基を表す。
【００３６】
【化２】

【００３７】
【化３】

【００３８】
　前記式（３）において、ｎは、０又は１～２，０００の整数を表し、Ｒ4は炭素数１～
１０のアルキル基（例えば、メチル基、エチル基、プロピル基、ブチル基、ペンチル基、
ヘキシル基、ヘプチル基、オクチル基、ノニル基等）、又は下記式（６）で表される基よ
り選択される基を表す。Ｒ5は、炭素数１～１０のアルキル基（例えば、メチル基、エチ
ル基、プロピル基、ブチル基、ペンチル基、ヘキシル基、ヘプチル基、オクチル基、ノニ
ル基等）を表し、好ましくはメチル基である。
【００３９】
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【００４０】
　前記式（６）において、ｊは、０又は１～１００の整数を表し、Ｒ6は炭素数１～１０
のアルキル基（例えば、メチル基、エチル基、プロピル基、ブチル基、ペンチル基、ヘキ
シル基、ヘプチル基、オクチル基、ノニル基等）を表し、好ましくはメチル基である。
【００４１】

【化５】

【００４２】
　前記式（４）において、Ｒ7は、水素原子、炭素数１～１０のアルキル基（例えば、メ
チル基、エチル基、プロピル基、ブチル基、ペンチル基、ヘキシル基、ヘプチル基、オク
チル基、ノニル基等）、炭素数１～１０のアルコキシ基（例えば、メトキシ基、エトキシ
基、プロポキシ基、ブトキシ基、ペントキシ基等）、ハロゲン原子（例えば、フッ素原子
、塩素原子、臭素原子、沃素原子等）、ニトロ基、シアノ基、メルカプト基、アルコキシ
カルボニル基（例えば、メチルオキシカルボニル基、エチルオキシカルボニル基、ブチル
オキシカルボニル基等）、又はカルボキシル基を表す。
【００４３】
【化６】

【００４４】
　前記式（５）において、Ｒ8は、酸素原子、硫黄原子、ＮＨ、ＳＯ、ＳＯ2、ＣＨ2、Ｃ(
ＣＨ3)2、又はＣ(ＣＦ3)2を表す。
【００４５】
　前記式（１－ｂ）で表されるオキセタン基含有化合物のうち、式（１－ｂ）において、
Ｒ1bが低級アルキル基（例えば、メチル基、エチル基、プロピル基等）を表す態様が好ま
しく、特に好ましくはエチル基であって、Ｒ2bが、式（４）のＲ7が水素原子である基、
ヘキサメチレン基、式（２）のＲ3がエチレン基、又は式（３）のＲ5がメチル基でかつＲ
4が式（６）のＲ6がメチル基である基であって、Ｚが酸素原子であって、ｍが２である態
様が好ましい。
【００４６】
　更に、分子中に２個以上のオキセタン基を有する化合物としては、下記式（７）又は（
８）で表される化合物を挙げることができる。
【００４７】
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【００４８】
　前記式（７）において、ｒは、２５～２００の整数を表し、Ｒ9は炭素数１～４のアル
キル基又はトリアルキルシリル基を表す。尚、式（７）及び式（８）中のＲ1及び式（７
）中のＲ6は各々、前記式（１－ｂ）中のＲ1b及び前記式（６）のＲ6と同義である。
【００４９】
　以下、オキセタン基含有化合物の好ましい具体例〔例示化合物１～３７並びに（ａ）～
（ｆ）〕を列挙する。但し、本発明においては、これらに制限されるものではない。
【００５０】
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【化８】

【００５１】
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【化９】

【００５２】
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【化１０】

【００５３】
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【化１１】

【００５４】
　前記のオキセタン基含有化合物の合成は、（１）H. A. J. Curless, "Synthetic Organ
ic Photochemistry", Plenum, New York (1984)、（２）M. Braun, Nachr. Chem. Tech. 
Lab., 33, 213 (1985)、（３）S. H. Schroeter, J. Org. Chem., 34, 5, 1181(1969)、
（４）D. R. Arnold, Adv. Photochem., 6, 301(1968)、（５）"Heterocyclic Compounds
 with Three- and Four-membered Rings", Part Two, Chapter IX, Interscience Publis
hers, John Wiley & Sons, New York(1964)、（６）Bull. Chem. Soc. Jpn., 61, 1653(1
988)、（７）Pure Appl. Chem., A29 (10), 915 (1992)、（８）Pure Appl. Chem., A30 
(2&amp; 3), 189 (1993)、（９）特開平６－１６８０４号公報、（１０）ドイツ特許第１
，０２１，８５８号、等を参照することができる。
　尚、前記式（１－ｂ）で表されるオキセタン基含有化合物もまた、一種単独で用いる以
外に、二種以上を併用することもできる。
【００５５】
　前記のオキセタン基含有化合物のうち、例示化合物（ａ）、例示化合物（ｂ）、例示化
合物（ｄ）、例示化合物（ｆ）が特に好ましい。
【００５６】
［オキシラン基含有化合物］
　前記オキシラン基含有化合物は、分子内に、下記オキシラン環を有する少なくとも１つ
のオキシラン基（オキシラニル基）を含む化合物、具体的にはエポキシ樹脂として通常用
いられているものの中から適宜選択することができ、モノマー、オリゴマー及びポリマー
のいずれであってもよい。
【００５７】
　前記オキシラン基含有化合物の具体例としては、従来公知の芳香族エポキシ樹脂、脂環
族エポキシ樹脂、脂肪族エポキシ樹脂が挙げられる。ここで、エポキシ樹脂とは、モノマ
ー、オリゴマー、又はポリマーをいう。
【００５８】
　前記芳香族エポキシ樹脂としては、好適なものとしては、少なくとも１つの芳香族核を
有する多価フェノール又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－又はポリ－グリシジルエーテルが挙げられる。例えば、ビスフ
ェノールＡ又はそのアルキレンオキサイド付加体のジ－又はポリ－グリシジルエーテル、
水素添加ビスフェノールＡ又はそのアルキレンオキサイド付加体のジ－又はポリ－グリシ
ジルエーテル、並びにノボラック型エポキシ樹脂などである。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、又はプロピレンオキサイド等が挙げられる。
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　前記脂環族エポキシ樹脂としては、好適なものとしては、少なくとも１つのシクロへキ
セン又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又は
シクロペンテンオキサイド含有化合物が挙げられる。例えば、（３’，４’－エポキシシ
クロヘキサン）メチル－３，４，－エポキシシクロヘキサンカルボキシレート等である。
【００６０】
　前記脂肪族エポキシ樹脂としては、好適なものとしては、脂肪族多価アルコール又はそ
のアルキレンオキサイド付加体のジ－又はポリ－グリシジルエーテル等が挙げられる。例
えば、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、又は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、グリセリン又はそのアルキレンオキサイド付加体のジ－
又はトリ－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
レングリコール又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
ピレングリコール又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である。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、又はプロピレンオキサイド等が挙げられる。
【００６１】
　前記オキシラン基含有化合物としては、上述の化合物以外に、分子内に１つのオキシラ
ン環を有するモノマーである脂肪族高級アルコールのモノグリシジルエーテルやフェノー
ル、クレゾール又はこれらのアルキレンオキサイド付加体のモノグリシジルエーテル等も
挙げられる。
　尚、前記オキシラン基含有化合物は、一種単独で用いる以外に、二種以上を併用するこ
ともできる。
【００６２】
　以下、前記オキシラン基含有化合物の好ましい具体例（例示化合物（ｉ）～（viii））
を列挙する。但し、本発明においては、これらに制限されるものではない。
【００６３】
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【化１２】

【００６４】
　前記のオキシラン基含有化合物のうち、前記例示化合物（ｉ）及び例示化合物（ｖ）が
特に好ましい。
【００６５】
　本発明においては、前記のオキセタン基含有化合物とオキシラン基含有化合物との両方
を組合せて併用した場合が好ましいが、その組合せの態様としては、例えば例示化合物（
ａ）と例示化合物（ｉ）とを組合せた態様や、例示化合物（ｂ）と例示化合物（ｖ）とを
組合せた態様が、光沢性をより効果的に向上させ得る点で特に好ましい。
【００６６】
　本発明のインクジェット用インク組成物における重合性化合物の含有量は、重合反応性
に基づく感度とインク組成物の粘度との観点から、インク組成物の総量（全重量）に対し
、９８～５０重量％が好ましく、９５～６０重量％がより好ましく、更に好ましくは９０
～７０重量％の範囲である。
【００６７】
＜（Ｂ）光重合開始剤＞
　本発明のインクジェット用インク組成物は、前記重合性化合物を重合硬化させるために
少なくとも一種の光重合開始剤を含有する。前記光重合開始剤は、活性エネルギー線の波
長領域に吸収を有し、活性エネルギー線に曝されたときに既述の重合性化合物に作用して
重合硬化を促進し得るものである。
【００６８】
　光重合開始剤は、活性エネルギー線の作用又は増感色素の電子励起状態との相互作用を
経て化学変化を生じ、ラジカル、酸、又は塩基の少なくとも１種を生成する化合物である
。具体的には、活性エネルギー線の付与により活性なラジカル種を発生して重合性化合物
（すなわちインク組成物）の重合硬化を開始、促進する開始剤、活性エネルギー線の付与
によりカチオン種を発生して同様に重合性化合物（すなわちインク組成物）の重合硬化を
開始、促進する開始剤などが含まれ、下記の重合開始剤の中から適宜選択することができ
る。
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【００６９】
　本発明において、「活性エネルギー線」とは、光重合開始剤からラジカル又はカチオン
を生じさせる活性線であり、紫外線（ＵＶ光）、可視光線、γ線、α線、Ｘ線その他電子
線が含まれる。具体的な光源としては、例えば、ＬＤ、ＬＥＤ、蛍光灯、低圧水銀灯、高
圧水銀灯、メタルハライドランプ、カーボンアーク灯、キセノンランプ、ケミカルランプ
などを適用することができる。好ましい光源には、ＬＥＤ、高圧水銀灯、メタルハライド
ランプが挙げられる。
【００７０】
　光重合開始剤の例としては、当業者間で公知のものを制限なく使用することができる。
具体的には、例えば、Bruce M. Monroeら著、Chemical Revue, 93, 435 (1993)や、R. S.
 Davidson著、Journal of Photochemistry and biology A: Chemistry, 73. 81 (1993)、
J. P. Faussier "Photoinitiated Polymerization-Theory and Applications": Rapra Re
view vol. 9, Report, Rapra Technology (1998)、M. Tsunooka et al., Prog. Polym. S
ci., 21, 1 (1996)に記載されたものが挙げられる。また、「イメージング用有機材料」
（有機エレクトロニクス材料研究会編、ぶんしん出版（１９９３年）、ｐ．１８７～１９
２参照）に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として記載さ
れている化合物が挙げられる。更には、F. D. Saeva, Topics in Current Chemistry, 15
6, 59(1990)、G. G. Maslak, Topics in Current Chemistry, 168, 1 (1993)、H. B. Shu
ster et al., JACS, 112, 6329 (1990)、I. D. F. Eaton et al., JACS, 102, 3298 (198
0)等に記載の、増感色素の電子励起状態との相互作用を経て酸化的若しくは還元的に結合
解裂を生じる化合物群も挙げることができる。
【００７１】
　好ましい光重合開始剤としては、（ａ）芳香族ケトン類、（ｂ）芳香族オニウム塩化合
物、（ｃ）有機過酸化物、（ｄ）ヘキサアリールビイミダゾール化合物、（ｅ）ケトオキ
シムエステル化合物、（ｆ）ボレート化合物、（ｇ）アジニウム塩化合物、（ｈ）メタロ
セン化合物、（ｉ）活性エステル化合物、（ｊ）炭素ハロゲン結合を有する化合物、等が
挙げられる。
【００７２】
　前記（ａ）芳香族ケトン類の好ましい例としては、"RADIATION CURING IN POLYMER SCI
ENCE AND TECHNOLOGY" J. P. FOUASSIER, J. F. RABEK (1993), p.77～117記載のベンゾ
フェノン骨格、あるいはチオキサントン骨格を有する化合物等が挙げられる。芳香族ケト
ン類のより好ましい例としては、特公昭４７－６４１６号公報に記載のα－チオベンゾフ
ェノン化合物、特公昭４７－３９８１号公報に記載のベンゾインエーテル化合物、特公昭
４７－２２３２６号公報に記載のα－置換ベンゾイン化合物、特公昭４７－２３６６４号
公報に記載のベンゾイン誘導体、特開昭５７－３０７０４号公報に記載のアロイルホスホ
ン酸エステル、特公昭６０－２６４８３号公報に記載のジアルコキシベンゾフェノン、特
公昭６０－２６４０３号公報、特開昭６２－８１３４５号公報に記載のベンゾインエーテ
ル類、特公平１－３４２４２号公報、米国特許第４，３１８，７９１号、ヨーロッパ特許
０２８４５６１Ａ１号に記載のα－アミノベンゾフェノン類、特開平２－２１１４５２号
公報に記載のｐ－ジ（ジメチルアミノベンゾイル）ベンゼン、特開昭６１－１９４０６２
号公報に記載のチオ置換芳香族ケトン、特公平２－９５９７号公報に記載のアシルホスフ
ィンスルフィド、特公平２－９５９６号公報に記載のアシルホスフィン、特公昭６３－６
１９５０号公報に記載のチオキサントン類、特公昭５９－４２８６４号公報に記載のクマ
リン類、等を挙げることができる。
【００７３】
　前記（ｂ）芳香族オニウム塩化合物としては、周期律表の第Ｖ、VI及びVII族の元素、
具体的には、Ｎ、Ｐ、Ａｓ、Ｓｂ、Ｂｉ、Ｏ、Ｓ、Ｓｅ、Ｔｅ、又はＩの芳香族オニウム
塩が含まれる。例えば、欧州特許１０４１４３号明細書、米国特許４８３７１２４号明細
書、特開平２－１５０８４８号公報、特開平２－９６５１４号公報に記載のヨードニウム
塩類、欧州特許３７０６９３号、同２３３５６７号、同２９７４４３号、同２９７４４２
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号、同２７９２１０号、及び同４２２５７０号の各明細書、並びに米国特許３９０２１４
４号、同４９３３３７７号、同４７６００１３号、同４７３４４４４号、及び同２８３３
８２７号の各明細書に記載のスルホニウム塩類、ジアゾニウム塩類（置換基を有してもよ
いベンゼンジアゾニウム等）、ジアゾニウム塩樹脂類（ジアゾジフェニルアミンのホルム
アルデヒド樹脂等）、Ｎ－アルコキシピリジニウム塩類等（例えば、米国特許４，７４３
，５２８号明細書、特開昭６３－１３８３４５号、特開昭６３－１４２３４５号、特開昭
６３－１４２３４６号、及び特公昭４６－４２３６３号の各公報等に記載のもので、具体
的には１－メトキシ－４－フェニルピリジニウムテトラフルオロボレート等）、特公昭５
２－１４７２７７号、同５２－１４２７８号、及び同５２－１４２７９号の各公報に記載
の化合物が好適に挙げられる。活性種としてラジカルや酸を生成する。
【００７４】
　前記（ｃ）有機過酸化物としては、分子中に酸素－酸素結合を１個以上有する有機化合
物が含まれ、具体例としては、３，３’，４，４’－テトラ－（ｔ－ブチルパーオキシカ
ルボニル）ベンゾフェノン、３，３’４，４’－テトラ－（ｔ－アミルパーオキシカルボ
ニル）ベンゾフェノン、３，３’，４，４’－テトラ－（ｔ－ヘキシルパーオキシカルボ
ニル）ベンゾフェノン、３，３’，４，４’－テトラ－（ｔ－オクチルパーオキシカルボ
ニル）ベンゾフェノン、３，３’，４，４’－テトラ－（クミルパーオキシカルボニル）
ベンゾフェノン、３，３’，４，４’－テトラ－（ｐ－イソプロピルクミルパーオキシカ
ルボニル）ベンゾフェノン、ジ－ｔ－ブチルジパーオキシイソフタレートなどの過酸化エ
ステル系化合物が好適に挙げられる。
【００７５】
　前記（ｄ）ヘキサアリールビイミダゾール化合物としては、例えば、特公昭４５－３７
３７７号公報、特公昭４４－８６５１６号公報に記載のロフィンダイマー類、例えば、２
，２’－ビス（ｏ－クロロフェニル）－４，４’，５，５’－テトラフェニルビイミダゾ
ール、２，２’－ビス（ｏ－ブロモフェニル）－４，４’，５，５’－テトラフェニルビ
イミダゾール、２，２’－ビス（ｏ，ｐ－ジクロロフェニル）－４，４’，５，５’－テ
トラフェニルビイミダゾール、２，２’－ビス（ｏ－クロロフェニル）－４，４’，５，
５’－テトラ（ｍ－メトキシフェニル）ビイミダゾール、２，２’－ビス（ｏ，ｏ’－ジ
クロロフェニル）－４，４’，５，５’－テトラフェニルビイミダゾール、２，２’－ビ
ス（ｏ－ニトロフェニル）－４，４’，５，５’－テトラフェニルビイミダゾール、２，
２’－ビス（ｏ－メチルフェニル）－４，４’，５，５’－テトラフェニルビイミダゾー
ル、２，２’－ビス（ｏ－トリフルオロフェニル）－４，４’，５，５’－テトラフェニ
ルビイミダゾール、等が挙げられる。
【００７６】
　前記（ｅ）ケトオキシムエステル化合物としては、例えば、３－ベンゾイロキシイミノ
ブタン－２－オン、３－アセトキシイミノブタン－２－オン、３－プロピオニルオキシイ
ミノブタン－２－オン、２－アセトキシイミノペンタン－３－オン、２－アセトキシイミ
ノ－１－フェニルプロパン－１－オン、２－ベンゾイロキシイミノ－１－フェニルプロパ
ン－１－オン、３－ｐ－トルエンスルホニルオキシイミノブタン－２－オン、２－エトキ
シカルボニルオキシイミノ－１－フェニルプロパン－１－オン、等が挙げられる。
【００７７】
　前記（ｆ）ボレート化合物としては、例えば、米国特許３，５６７，４５３号、同４，
３４３，８９１号、ヨーロッパ特許１０９，７７２号、同１０９，７７３号の各明細書に
記載の化合物が挙げられる。
【００７８】
　前記（ｇ）アジニウム塩化合物としては、例えば、特開昭６３－１３８３４５号、特開
昭６３－１４２３４５号、特開昭６３－１４２３４６号、特開昭６３－１４３５３７号、
及び特公昭４６－４２３６３号の各公報に記載の、Ｎ－Ｏ結合を有する化合物群が挙げら
れる。
【００７９】
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　前記（ｈ）メタロセン化合物としては、例えば、特開昭５９－１５２３９６号、特開昭
６１－１５１１９７号、特開昭６３－４１４８４号、特開平２－２４９号、特開平２－４
７０５号の各公報に記載のチタノセン化合物並びに、特開平１－３０４４５３号、特開平
１－１５２１０９号の各公報に記載の鉄－アレーン錯体が挙げられる。
【００８０】
　前記チタノセン化合物の具体例としては、ジ－シクロペンタジエニル－Ｔｉ－ジ－クロ
ライド、ジ－シクロペンタジエニル－Ｔｉ－ビス－フェニル、ジ－シクロペンタジエニル
－Ｔｉ－ビス－２，３，４，５，６－ペンタフルオロフェニ－１－イル、ジ－シクロペン
タジエニル－Ｔｉ－ビス－２，３，５，６－テトラフルオロフェニ－１－イル、ジ－シク
ロペンタジエニル－Ｔｉ－ビス－２，４，６－トリフルオロフェニ－１－イル、ジ－シク
ロペンタジエニル－Ｔｉ－２，６－ジフルオロフェニ－１－イル、ジ－シクロペンタジエ
ニル－Ｔｉ－ビス－２，４－ジフルオロフェニ－１－イル、ジ－メチルシクロペンタジエ
ニル－Ｔｉ－ビス－２，３，４，５，６－ペンタフルオロフェニ－１－イル、ジ－メチル
シクロペンタジエニル－Ｔｉ－ビス－２，３，５，６－テトラフルオロフェニ－１－イル
、ジ－メチルシクロペンタジエニル－Ｔｉ－ビス－２，４－ジフルオロフェニ－１－イル
、ビス（シクロペンタジエニル）－ビス（２，６－ジフルオロ－３－（ピリ－１－イル）
フェニル）チタニウム、ビス（シクロペンタジエニル）ビス〔２，６－ジフルオロ－３－
（メチルスルホンアミド）フェニル〕チタン、ビス（シクロペンタジエニル）ビス〔２，
６－ジフルオロ－３－（Ｎ－ブチルビアロイル－アミノ）フェニル〕チタン等を挙げるこ
とができる。
【００８１】
　前記（ｉ）活性エステル化合物としては、例えば、欧州特許０２９０７５０号、同０４
６０８３号、同１５６１５３号、同２７１８５１号、及び同０３８８３４３号の各明細書
、米国特許３９０１７１０号、及び同４１８１５３１号の各明細書、並びに特開昭６０－
１９８５３８号、及び特開昭５３－１３３０２２号の各公報に記載のニトロベンズルエス
テル化合物、欧州特許０１９９６７２号、同８４５１５号、同１９９６７２号、同０４４
１１５号、及び同０１０１１２２号の各明細書、米国特許４６１８５６４号、同４３７１
６０５号、及び同４４３１７７４号の各明細書、並びに特開昭６４－１８１４３号、特開
平２－２４５７５６号、及び特開平４－３６５０４８号の各公報に記載のイミノスルホネ
ート化合物、特公昭６２－６２２３号、特公昭６３－１４３４０号、及び特開昭５９－１
７４８３１号の各公報に記載の化合物等が挙げられる。
【００８２】
　前記（ｊ）炭素ハロゲン結合を有する化合物の好ましい例としては、若林ら著、Ｂｕｌ
ｌ．Ｃｈｅｍ．Ｓｏｃ．Ｊａｐａｎ，４２、２９２４（１９６９）に記載の化合物、英国
特許１３８８４９２号明細書に記載の化合物、特開昭５３－１３３４２８号公報に記載の
化合物、独国特許３３３７０２４号明細書に記載の化合物等を挙げることができる。
【００８３】
　また、Ｆ．Ｃ．Ｓｃｈａｅｆｅｒ等によるＪ．Ｏｒｇ．Ｃｈｅｍ．２９、１５２７（１
９６４）に記載の化合物、特開昭６２－５８２４１号公報に記載の化合物、特開平５－２
８１７２８号公報に記載の化合物等を挙げることができる。ドイツ特許第２６４１１００
号に記載の化合物、ドイツ特許第３３３３４５０号に記載の化合物、ドイツ特許第３０２
１５９０号に記載の化合物群、あるいはドイツ特許第３０２１５９９号に記載の化合物群
、等も挙げることができる。
【００８４】
　前記（ａ）～（ｊ）の好ましい具体例を以下に列挙する。
【００８５】
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【化１３】

【００８６】
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【化１４】

【００８７】
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【化１５】

【００８８】
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【化１６】

【００８９】
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【化１７】

【００９０】
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【化１８】

【００９１】
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【化１９】

【００９２】
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【化２０】

【００９３】
　光重合開始剤のインク組成物中における含有量としては、既述の重合性化合物と光重合
開始剤との総量に対して、０．５～２０重量％の範囲が好ましく、１～１２重量％の範囲
がより好ましい。該含有量を特に前記範囲とすることで、硬化速度が速く良好な硬化性が
得られ、堅牢な画像の記録に効果的である。また、画像を擦った場合の擦過耐性が悪化す
ることもないので好ましい。
【００９４】
＜（Ｃ）金属粉＞
　本発明のインクジェット用インク組成物は金属粉を含有する。ここで、金属粉は、イン
ク組成物に光沢や光輝性を付与するものであり、金属粉顔料とも呼ばれる。
　本発明において、金属粉としては、得られる記録物に光沢や光輝性を付与することので
きるいずれの金属粉を使用することができ、目的に応じて適宜選択することが好ましい。
　金属粉としては、たとえば、銅粉、アルミニウム粉、ブロンズ粉、銀粉、金粉などの粉
体が用いられる。粉体の形状は、特に限定されないが、箔状の細片ないし鱗片状であるこ
とが特に好ましく、これにより、金属性の光輝を与えるので好ましい。
　これらの中でも、金属粉としてアルミニウム粉を使用することが好ましい。
【００９５】
　金属粉顔料として好適に使用できるアルミニウム粉としては、公知のいずれのアルミニ
ウム粉を適宜選択して使用することができる。
　アルミニウム粉は、いずれの製造方法により製造されたものでも良い。アルミニウム粉
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の製造方法としては、例えば、アルミニウム地金を展延しながら破砕加工する方法、アル
ミニウムを薄いフィルムに蒸着し、それを粉末にする方法、光輝性の良い箔を極めて精密
に粉末にする方法等が例示できるが、本発明はこれに限定されるものではない。
　また、添加するアルミニウム粉は、ペースト状又は粉体のいずれの形状であっても良い
。ペースト状のアルミニウム粉としては、炭化水素系溶媒（例えばエチルアセテート）に
分散され、ペースト状となっているものが例示できる。
　本発明で使用するアルミニウム粉は、表面処理等が行われていてもよい。例えば、粉体
の表面にステアリン酸等を吸着させたものが例示でき、この方法で処理したアルミニウム
粉を用いると、吐出されたインク表面にアルミニウム粉が平行配列する傾向があり、鏡面
仕上がりに近い記録物が得られる。
　また、樹脂コーティングしたアルミニウム粉が例示でき、これにより密着性、耐薬品性
、耐候性等が向上するので好ましい。一方、光沢性や隠蔽性には劣る傾向がある。
【００９６】
　アルミニウム粉は市販されており、例えば炭化水素系溶剤に分散されて、ペースト状の
アルミニウム粉としては、ＲＯＶＯＶＡＩＯ　５００シリーズ（エカルト社製）、ＡＳＴ
ＲＯＳＨＩＮＥ　Ｔ－８９９０、ＡＳＴＲＯＳＨＩＮＥ　Ｔ－８７６５（共に日本防湿工
業社製）が例示できる。
【００９７】
　本発明において、金属粉は、前記重合性化合物中に分散されていることが好ましい。す
なわち、金属粉は、水や溶剤中に分散されているものではなく、重合性化合物中に分散さ
れたものであることが好ましい。金属粉は、インク組成物中において、体積平均粒子径が
５～３０μｍであることが好ましく、５～２０μｍであることがより好ましく、６～１６
μｍであることが更に好ましい。
　本発明において、体積平均粒子径は、レーザー回折・散乱方式粒度分布測定装置（商品
名：マイクロトラックＭＴ３３００ＥＸ、日機装（株）製）などによって分散媒と同じ液
体で希釈して測定することができる。
【００９８】
　本発明において、金属粉の好ましい含有量はインク組成物の総量（全重量）に対し、１
～３０重量％であり、より好ましくは３～２０重量％であり、更に好ましくは５～１８重
量％の範囲である。
　金属粉の含有量が１重量％以上であると、良好な光輝感が得られるので好ましい。また
、金属粉の含有量が３０重量％以下であると、インク組成物の安定性が良好であるので好
ましい。
【００９９】
　本発明のインクジェットインク組成物は、前記重合性化合物、光重合開始剤及び金属粉
を含有し、非水系で分散された分散液であることが好ましい。
　本発明のインクジェット用インク組成物は、例えば、前記重合性化合物と、光重合開始
剤と、金属粉と、必要に応じて各種添加剤を加えることで調製（インク化）することがで
きる。また、本発明において、インク組成物を調製する際に分散剤を使用することが好ま
しく、分散剤として酸性分散剤を使用することがより好ましい。また、本発明のインクジ
ェット用インク組成物は、まず金属粉濃度の高い分散体を作製し、これに前記重合性化合
物や各種添加剤などを加え、希釈して調製することもできる。
【０１００】
　前記金属粉（金属粉顔料）の分散には、例えばボールミル、サンドミル、アトライター
、ロールミル、ジェットミル、ホモジナイザー、ペイントシェーカー、ニーダー、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
ットミル等の分散装置を用いることができる。
【０１０１】
　本発明において、分散に際して、少なくとも金属粉、重合性化合物及び分散剤を、ビー
ズ（分散メディア）を用いて微細に分散することが好ましい。分散装置としては、ボール



(30) JP 2008-88228 A 2008.4.17

10

20

30

40

50

ミル、アジテーターミル、ペイントシェイカー等の分散装置を使用することができる。
　ビーズ（分散メディア）としては、ガラスビーズ、ステンレスビーズ、アルミナビーズ
、ジルコニアビーズ等が例示でき、これらの中でもビーズ（分散メディア）としてジルコ
ニアビーズを使用することが好ましい。ジルコニアビーズは強度及び硬度に優れ、ビーズ
（分散メディア）の切削粉の発生が少ないので好ましい。
【０１０２】
　また、上述のように前記金属粉の分散を行う際には分散剤を添加することが好ましい。
　本発明において、分散剤として酸性分散剤を使用することが好ましく、酸性分散剤とは
ブロック又はグラフト構造により少なくとも主鎖の片末端に、酸性顔料親水性基を有する
高分子化合物である。酸性分散剤を使用すると、前記金属粉の分散が速やかに行われ、安
定な分散物が得られるので好ましい。
　酸性顔料親水基としてはカルボキシル基、スルホン酸基、リン酸基が例示できる。
　高分子としては、ポリアクリレート、ポリウレタン、ポリエステル又はこれらの変性物
が例示できる。
　このような分散剤は、上市されており、ＤＩＳＰＥＲＢＹＫ－１０２、ＤＩＳＰＥＲＢ
ＹＫ－１１０、ＤＩＳＰＥＲＢＹＫ－１１１、ＤＩＳＰＥＲＢＹＫ－１１２、ＤＩＳＰＥ
ＲＢＹＫ－１８０（以上、ビックケミーシャ製）、Ｓｏｌｓｐｅｒｓｅ２６０００、Ｓｏ
ｌｓｐｅｒｓｅ３６０００、Ｓｏｌｓｐｅｒｓｅ４１０００（以上、Ｚｅｎｅｃａ社製）
が例示できる。
【０１０３】
　また、分散剤は一種単独で使用することもできるし、二種以上を併用して使用すること
もできる。
【０１０４】
　インク組成物においては、前記金属粉などの諸成分の分散媒として、溶剤を添加しても
よく、また、無溶媒で、低分子量成分である前記重合性化合物を分散媒として用いてもよ
いが、本発明のインクジェット用インク組成物は、放射線硬化型のインクであり、インク
を被記録材上に適用後、硬化させるため、無溶剤又は低溶剤であることが好ましい。これ
は、硬化されたインク画像中に、溶剤が残留すると、耐溶剤性が劣化したり、残留する溶
剤のＶＯＣ（Ｖｏｌａｔｉｌｅ　Ｏｒｇａｎｉｃ　Ｃｏｍｐｏｕｎｄ）の問題が生じるた
めである。
　本発明のインクジェット用インク組成物を無溶剤又は低溶剤で構成すると、例えば、水
系インクや溶剤インクのように、水や溶剤の揮発による粘度上昇等に起因するノズル詰ま
り等のトラブルがなく、インクの吐出性等を向上させることができる。
【０１０５】
＜着色剤＞
　本発明のインクジェット用インク組成物は、必要に応じて前記金属粉（金属粉顔料）と
併せて補助的に着色剤を添加することもできる。本発明のインクジェット用インク組成物
に用いることのできる着色剤は、特に制限はなく、本発明の効果を損なわない範囲で、用
途に応じて公知の種々の色材、（前記金属粉顔料以外の顔料、染料）を適宜選択して用い
ることができる。例えば、耐候性に優れた画像を形成する場合には、顔料が好ましい。
【０１０６】
〔顔料〕
　本発明における金属粉と併用できる顔料について述べる。
　前記金属粉（金属粉顔料）の以外の顔料としては、特に限定されるものではなく、一般
に市販されているすべての有機顔料及び無機顔料、又は顔料を、分散媒として不溶性の樹
脂等に分散させたもの、或いは顔料表面に樹脂をグラフト化したもの等を用いることがで
きる。また、樹脂粒子を染料で染色したもの等も用いることができる。
　これらの顔料としては、例えば、伊藤征司郎編「顔料の辞典」（２０００年刊）、W. H
erbst, K. Hunger, "Industrial Organic Pigments"、特開２００２－１２６０７号公報
、特開２００２－１８８０２５号公報、特開２００３－２６９７８号公報、特開２００３
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－３４２５０３号公報に記載の顔料が挙げられる。
【０１０７】
　本発明において使用できる有機顔料及び無機顔料の具体例としては、例えば、イエロー
色を呈するものとしては、Ｃ．Ｉ．ピグメントイエロー１（ファストイエローＧ等）、Ｃ
．Ｉ．ピグメントイエロー７４の如きモノアゾ顔料、Ｃ．Ｉ．ピグメントイエロー１２（
ジスアジイエローＡＡＡ等）、Ｃ．Ｉ．ピグメントイエロー１７の如きジスアゾ顔料、Ｃ
．Ｉ．ピグメントイエロー１８０の如き非ベンジジン系のアゾ顔料、Ｃ．Ｉ．ピグメント
イエロー１００（タートラジンイエローレーキ等）の如きアゾレーキ顔料、Ｃ．Ｉ．ピグ
メントイエロー１２８、ピグメントイエロー９３、Ｃ．Ｉ．ピグメントイエロー９５（縮
合アゾイエローＧＲ等）の如き縮合アゾ顔料、Ｃ．Ｉ．ピグメントイエロー１１５（キノ
リンイエローレーキ等）の如き酸性染料レーキ顔料、Ｃ．Ｉ．ピグメントイエロー１８（
チオフラビンレーキ等）の如き塩基性染料レーキ顔料、フラバントロンイエロー（Ｙ－２
４）の如きアントラキノン系顔料、イソインドリノンイエロー３ＲＬＴ（Ｙ－１１０）の
如きイソインドリノン顔料、キノフタロンイエロー（Ｙ－１３８）の如きキノフタロン顔
料、イソインドリンイエロー（Ｙ－１３９）の如きイソインドリン顔料、Ｃ．Ｉ．ピグメ
ントイエロー１５３（ニッケルニトロソイエロー等）の如きニトロソ顔料、Ｃ．Ｉ．ピグ
メントイエロー１１７（銅アゾメチンイエロー等）の如き金属錯塩アゾメチン顔料等が挙
げられる。
【０１０８】
　赤又はマゼンタ色を呈するものとしては、Ｃ．Ｉ．ピグメントレッド３（トルイジンレ
ッド等）の如きモノアゾ系顔料、Ｃ．Ｉ．ピグメントレッド３８（ピラゾロンレッドＢ等
）の如きジスアゾ顔料、Ｃ．Ｉ．ピグメントレッド５３：１（レーキレッドＣ等）やＣ．
Ｉ．ピグメントレッド５７：１（ブリリアントカーミン６Ｂ）の如きアゾレーキ顔料、Ｃ
．Ｉ．ピグメントレッド１４４（縮合アゾレッドＢＲ等）の如き縮合アゾ顔料、Ｃ．Ｉ．
ピグメントレッド１７４（フロキシンＢレーキ等）の如き酸性染料レーキ顔料、Ｃ．Ｉ．
ピグメントレッド８１（ローダミン６Ｇ’レーキ等）の如き塩基性染料レーキ顔料、Ｃ．
Ｉ．ピグメントレッド１７７（ジアントラキノニルレッド等）の如きアントラキノン系顔
料、Ｃ．Ｉ．ピグメントレッド８８（チオインジゴボルドー等）の如きチオインジゴ顔料
、Ｃ．Ｉ．ピグメントレッド１９４（ペリノンレッド等）の如きペリノン顔料、Ｃ．Ｉ．
ピグメントレッド１４９（ペリレンスカーレット等）の如きペリレン顔料、Ｃ．Ｉ．ピグ
メントバイオレット１９（無置換キナクリドン）、Ｃ．Ｉ．ピグメントレッド１２２（キ
ナクリドンマゼンタ等）の如きキナクリドン顔料、Ｃ．Ｉ．ピグメントレッド１８０（イ
ソインドリノンレッド２ＢＬＴ等）の如きイソインドリノン顔料、Ｃ．Ｉ．ピグメントレ
ッド８３（マダーレーキ等）の如きアリザリンレーキ顔料等が挙げられる。
【０１０９】
　青又はシアン色を呈する顔料としては、Ｃ．Ｉ．ピグメントブルー２５（ジアニシジン
ブルー等）の如きジスアゾ系顔料、Ｃ．Ｉ．ピグメントブルー１５（フタロシアニンブル
ー等）の如きフタロシアニン顔料、Ｃ．Ｉ．ピグメントブルー２４（ピーコックブルーレ
ーキ等）の如き酸性染料レーキ顔料、Ｃ．Ｉ．ピグメントブルー１（ビクトリアピュアブ
ルーＢＯレーキ等）の如き塩基性染料レーキ顔料、Ｃ．Ｉ．ピグメントブルー６０（イン
ダントロンブルー等）の如きアントラキノン系顔料、Ｃ．Ｉ．ピグメントブルー１８（ア
ルカリブルーＶ－５：１）の如きアルカリブルー顔料等が挙げられる。
【０１１０】
　緑色を呈する顔料としては、Ｃ．Ｉ．ピグメントグリーン７（フタロシアニングリーン
）、Ｃ．Ｉ．ピグメントグリーン３６（フタロシアニングリーン）の如きフタロシアニン
顔料、Ｃ．Ｉ．ピグメントグリーン８（ニトロソグリーン）等の如きアゾ金属錯体顔料等
が挙げられる。
　オレンジ色を呈する顔料としては、Ｃ．Ｉ．ピグメントオレンジ６６（イソインドリン
オレンジ）の如きイソインドリン系顔料、Ｃ．Ｉ．ピグメントオレンジ５１（ジクロロピ
ラントロンオレンジ）の如きアントラキノン系顔料が挙げられる。



(32) JP 2008-88228 A 2008.4.17

10

20

30

40

50

　黒色を呈する顔料としては、カーボンブラック、チタンブラック、アニリンブラック等
が挙げられる。
【０１１１】
　前記顔料の分散は、上述の本発明における金属粉の分散と同様の方法によって行うこと
ができる。
【０１１２】
　前記着色剤はインク組成物中、本発明の効果を損なわない範囲で、インク組成物の総量
（全重量）に対し、０．０５～２０重量％添加されることが好ましく、０．２～１０重量
％がより好ましい。
【０１１３】
＜界面活性剤＞
　本発明のインクジェット用インク組成物は、界面活性剤を含むことが好ましい。
　前記界面活性剤としては、例えば、特開昭６２－１７３４６３号、同６２－１８３４５
７号の各公報に記載されたものが挙げられる。具体的には、例えば、ジアルキルスルホコ
ハク酸塩類、アルキルナフタレンスルホン酸塩類、脂肪酸塩類等のアニオン性界面活性剤
、ポリオキシエチレンアルキルエーテル類、ポリオキシエチレンアルキルアリルエーテル
類、アセチレングリコール類、ポリオキシエチレン・ポリオキシプロピレンブロックコポ
リマー類等のノニオン性界面活性剤、アルキルアミン塩類、第４級アンモニウム塩類等の
カチオン性界面活性剤が挙げられる。尚、前記公知の界面活性剤の代わりに有機フルオロ
化合物を用いてもよい。前記有機フルオロ化合物は、疎水性であることが好ましい。前記
有機フルオロ化合物としては、例えば、フッ素系界面活性剤、オイル状フッ素系化合物（
例、フッ素油）及び固体状フッ素化合物樹脂（例、四フッ化エチレン樹脂）が含まれ、特
公昭５７－９０５３号（第８～１７欄）、特開昭６２－１３５８２６号の各公報に記載さ
れたものが挙げられる。
【０１１４】
　本発明における界面活性剤の含有量としては、前記重合性化合物に対して０．００１～
０．６重量％が好ましく、更に０．００３～０．３重量％が好ましく、０．０１～０．１
重量％が特に好ましい。
【０１１５】
＜添加物＞
　本発明のインクジェット用インク組成物には、各必須成分に加え、目的に応じて種々の
添加剤を併用することができる。これらの任意成分について説明する。
【０１１６】
〔増感色素〕
　本発明おいては、光重合開始剤の感度を向上させる目的で、増感色素を添加することが
できる。以下、増感色素について説明する。
【０１１７】
　本発明に係る前記増感色素としては、以下に列挙する化合物類に属しており、かつ３５
０ｎｍ～４５０ｎｍの波長領域に吸収波長を有するものが挙げられる。
【０１１８】
　例えば、多核芳香族類（例えば、ピレン、ペリレン、トリフェニレン、２－エチル－９
，１０－ジメトキシアントラセン等）、キサンテン類（例えば、フルオレッセイン、エオ
シン、エリスロシン、ローダミンＢ、ローズベンガル等）、シアニン類（例えば、チアカ
ルボシアニン、オキサカルボシアニン等）、メロシアニン類（例えば、メロシアニン、カ
ルボメロシアニン等）、チアジン類（例えば、チオニン、メチレンブルー、トルイジンブ
ルー等）、アクリジン類（例えば、アクリジンオレンジ、クロロフラビン、アクリフラビ
ン等）、アントラキノン類（例えば、アントラキノン等）、スクアリウム類（例えば、ス
クアリウム等）、クマリン類（例えば、７－ジエチルアミノ－４－メチルクマリン等）、
等が挙げられる。
【０１１９】
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　本発明における増感色素としては、下記式（vi）～（ｘ）で表される化合物が好適に挙
げられる。
【０１２０】
【化２１】

【０１２１】
　式（vi）中、Ａ1は硫黄原子又はＮＲ50を表し、Ｒ50は置換基を有していても良いアル
キル基又はアリール基を表す。Ｌ1は隣接するＡ1及び隣接炭素原子と共同して色素の塩基
性核を形成する非金属原子団を表す。Ｒ51及びＲ52は、それぞれ独立に、水素原子又は一
価の非金属原子団を表し、Ｒ51及びＲ52は互いに結合していても良く、結合により色素の
酸性核を形成してもよい。Ｗは酸素原子又は硫黄原子を表す。
【０１２２】
　式（vii）中、Ａｒ1及びＡｒ2は、それぞれ独立にアリール基を表し、Ｌ2による結合を
介して連結している。Ｌ2は－Ｏ－又はＳ－を表す。Ｗは式（vi）に示したものと同義で
ある。
【０１２３】
　式（viii）中、Ａ2は硫黄原子又はＮＲ59を表し、Ｒ59はアルキル基又はアリール基を
表す。Ｌ3は隣接するＡ2及び炭素原子と共同して色素の塩基性核を形成する非金属原子団
を表す。Ｒ53、Ｒ54、Ｒ55、Ｒ56、Ｒ57及びＲ58は、それぞれ独立に水素原子又は一価の
非金属原子団の基を表す。
【０１２４】
　式（ix）中、Ａ3及びＡ4は、それぞれ独立に、－Ｓ－、－ＮＲ62－、又は－ＮＲ63－を
表し、Ｒ62及びＲ63は、それぞれ独立に、置換若しくは非置換のアルキル基、置換若しく
は非置換のアリール基を表す。Ｌ4及びＬ5は、それぞれ独立に、隣接するＡ3、Ａ4及び隣
接炭素原子と共同してして色素の塩基性核を形成する非金属原子団を表す。Ｒ60及びＲ61

は、それぞれ独立に、水素原子又は一価の非金属原子団を表す。Ｒ60とＲ61とは互いに結
合して脂肪族性又は芳香族性の環を形成してもよい。
【０１２５】
　式（ｘ）中、Ｒ66は置換基を有してもよい芳香族環又はヘテロ環を表す。Ａ5は酸素原
子、硫黄原子又は＝ＮＲ67を表す。Ｒ64、Ｒ65及びＲ67はそれぞれ独立に水素原子又は一
価の非金属原子団を表す。Ｒ66とＲ64、Ｒ65とＲ66、Ｒ65とＲ64は、それぞれ互いに結合
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【０１２６】
　式（vi）～（ｘ）で表される化合物の好ましい具体例としては、以下に示すものが挙げ
られるが、これらに限定されるものではない。
【０１２７】
【化２２】

【０１２８】
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【化２３】

【０１２９】



(36) JP 2008-88228 A 2008.4.17

10

20

30

40

50

【化２４】

【０１３０】
　本発明のインクジェット用インク組成物における前記増感色素の含有量は、インクの着
色性の観点から、インク組成物の総量（全重量）に対し、０．０１～２０重量％が好まし
く、０．１～１５重量％がより好ましく、更に好ましくは０．５～１０重量％の範囲であ
る。
　前記増感色素は、一種単独で用いてもよいし、２種以上を併用してもよい。
　また、前記増感色素（ｃ）と前記光重合開始剤（ａ）とのインク組成物中における含有
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比としては前記光重合開始剤の分解率向上と照射した光の透過性の観点から、重量比で、
ａ／ｃ＝１００～０．５が好ましく、ａ／ｃ＝５０～１がより好ましく、ａ／ｃ＝１０～
１．５が更に好ましい。
【０１３１】
〔共増感剤〕
　本発明のインクジェット用インク組成物には更に、共増感剤として、感度を一層向上さ
せる、あるいは酸素による重合阻害を抑制する等の作用を有する公知の化合物を加えても
よい。
【０１３２】
　共増感剤の例としては、アミン類、例えば、M. R. Sander et al., "Journal of Polym
er Society", vol.10, pp.3173 (1972)、特公昭４４－２０１８９号公報、特開昭５１－
８２１０２号公報、同５２－１３４６９２号公報、同５９－１３８２０５号公報、同６０
－８４３０５号公報、同６２－１８５３７号公報、同６４－３３１０４号公報、Ｒｅｓｅ
ａｒｃｈ　Ｄｉｓｃｌｏｓｕｒｅ　３３８２５号記載の化合物等が挙げられ、具体的には
、トリエタノールアミン、ｐ－ジメチルアミノ安息香酸エチルエステル、ｐ－ホルミルジ
メチルアニリン、ｐ－メチルチオジメチルアニリン等が挙げられる。
【０１３３】
　共増感剤の別の例としては、チオール及びスルフィド類、例えば、特開昭５３－７０２
号公報、特公昭５５－５００８０６号公報、特開平５－１４２７７２号公報記載のチオー
ル化合物、特開昭５６－７５６４３号公報のジスルフィド化合物等が挙げられ、具体的に
は、２－メルカプトベンゾチアゾール、２－メルカプトベンゾオキサゾール、２－メルカ
プトベンゾイミダゾール、２－メルカプト－４（３Ｈ）－キナゾリン、β－メルカプトナ
フタレン等が挙げられる。
【０１３４】
　また、共増感剤の別の例としては、アミノ酸化合物（例、Ｎ－フェニルグリシン等）、
特公昭４８－４２９６５号公報記載の有機金属化合物（例、トリブチル錫アセテート等）
、特公昭５５－３４４１４号公報記載の水素供与体、特開平６－３０８７２７号公報記載
のイオウ化合物（例、トリチアン等）、特開平６－２５０３８７号公報記載のリン化合物
（ジエチルホスファイト等）Ｓｉ－Ｈ、Ｇｅ－Ｈ化合物等が挙げられる。
　添加量は目的に応じて適宜選択されるが、インク組成物の総量（全重量）に対し、０．
０１～１０重量％程度であることが好ましい。
【０１３５】
〔重合禁止剤〕
　本発明のインクジェット用インク組成物は、重合禁止剤の少なくとも一種を含有するこ
とができる。
　前記重合禁止剤としては、フェノール系水酸基含有化合物、及びキノン類、Ｎ－オキシ
ド化合物類、ピペリジン－１－オキシルフリーラジカル化合物類、ピロリジン－１－オキ
シルフリーラジカル化合物類、Ｎ－ニトロソフェニルヒドロキシルアミン類、及びカチオ
ン染料類からなる群より選択される化合物が好適に挙げられる。
【０１３６】
　具体的には、ハイドロキノン、ｐ－メトキシフェノール、ジ－ｔ－ブチル－ｐ－クレゾ
ール、ピロガロール、レゾルシノール、カテコール、ｔ－ブチルカテコール、ハイドロキ
ノンモノアルキルエーテル（例えば、ハイドロキノンモノメチルエーテル、ハイドロキノ
ンモノブチルエーテル等）、ベンゾキノン、４，４’－チオビス（３－メチル－６－ｔ－
ブチルフェノール）、２，２’－メチレンビス（４－メチル－６－ｔ－ブチルフェノール
）、２，２，６，６－テトラメチルピペリジン及びその誘導体、ジ－ｔ－ブチルニトロキ
シド、２，２，６，６－テトラメチルピペリジン－Ｎ－オキシド及びその誘導体等、ピペ
リジン－１－オキシルフリーラジカル、２，２，６，６－テトラメチルピペリジン－１－
オキシルフリーラジカル、４－オキソ－２，２，６，６－テトラメチルピペリジン－１－
オキシルフリーラジカル、４－ヒドロキシ－２，２，６，６－テトラメチルピペリジン－
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１－オキシルフリーラジカル、４－アセトアミド－２，２，６，６－テトラメチルピペリ
ジン－１－オキシルフリーラジカル、４－マレイミド－２，２，６，６－テトラメチルピ
ペリジン－１－オキシルフリーラジカル、４－ホスホノキシ－２，２，６，６－テトラメ
チルピペリジン－１－オキシルフリーラジカル、３－カルボキシ－２，２，５，５－テト
ラメチルピロリジン－１－オキシルフリーラジカル、Ｎ－ニトロソフェニルヒドロキシル
アミン第一セリウム塩、Ｎ－ニトロソフェニルヒドロキシルアミンアルミニウム塩、クリ
スタルバイオレット、メチルバイオレット、エチルバイオレット、及びビクトリアピュア
ブルーＢＯＨ等が挙げられる。
【０１３７】
　前記のうち、ハイドロキノンモノメチルエーテル、ハイドロキノンモノブチルエーテル
等のハイドロキノンモノアルキルエーテル、４，４’－チオビス（３－メチル－６－ｔ－
ブチルフェノール）、２，２’－メチレンビス（４－メチル－６－ｔ－ブチルフェノール
）等のヒンダートフェノールが好ましい。
【０１３８】
　重合禁止剤のインク組成物中における含有量としては、インク組成物の総量（全重量）
に対し、５０～３０，０００ｐｐｍが好ましく、１００～１０，０００ｐｐｍがより好ま
しく、１００～３，０００ｐｐｍがより好ましい。
　重合禁止剤の含有量が５０ｐｐｍ以上であると、インク組成物の安定性が向上するので
好ましい。また、３０，０００ｐｐｍ以下であると活性放射線照射時のインク組成物の硬
化を阻害しないので好ましい。
【０１３９】
〔紫外線吸収剤〕
　本発明のインクジェット用インク組成物には、得られる画像の耐候性向上、退色防止の
観点から、紫外線吸収剤を添加することができる。
　前記紫外線吸収剤としては、例えば、特開昭５８－１８５６７７号公報、同６１－１９
０５３７号公報、特開平２－７８２号公報、同５－１９７０７５号公報、同９－３４０５
７号公報等に記載されたベンゾトリアゾール系化合物、特開昭４６－２７８４号公報、特
開平５－１９４４８３号公報、米国特許第３２１４４６３号等に記載されたベンゾフェノ
ン系化合物、特公昭４８－３０４９２号公報、同５６－２１１４１号公報、特開平１０－
８８１０６号公報等に記載された桂皮酸系化合物、特開平４－２９８５０３号公報、同８
－５３４２７号公報、同８－２３９３６８号公報、同１０－１８２６２１号公報、特表平
８－５０１２９１号公報等に記載されたトリアジン系化合物、リサーチディスクロージャ
ーＮｏ．２４２３９号に記載された化合物やスチルベン系、ベンズオキサゾール系化合物
に代表される紫外線を吸収して蛍光を発する化合物、いわゆる蛍光増白剤などが挙げられ
る。
　添加量は目的に応じて適宜選択されるが、インク組成物の総量（全重量）に対し、０．
０１～１０重量％程度であることが好ましい。
【０１４０】
〔酸化防止剤〕
　本発明のインクジェット用インク組成物には、安定性向上のため、酸化防止剤を添加す
ることができる。酸化防止剤としては、ヨーロッパ公開特許、同第２２３７３９号公報、
同３０９４０１号公報、同第３０９４０２号公報、同第３１０５５１号公報、同第３１０
５５２号公報、同第４５９４１６号公報、ドイツ公開特許第３４３５４４３号公報、特開
昭５４－４８５３５号公報、同６２－２６２０４７号公報、同６３－１１３５３６号公報
、同６３－１６３３５１号公報、特開平２－２６２６５４号公報、特開平２－７１２６２
号公報、特開平３－１２１４４９号公報、特開平５－６１１６６号公報、特開平５－１１
９４４９号公報、米国特許第４８１４２６２号明細書、米国特許第４９８０２７５号明細
書等に記載のものを挙げることができる。
　添加量は目的に応じて適宜選択されるが、インク組成物の総量（全重量）に対し、０．
０１～１０重量％程度であることが好ましい。
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【０１４１】
〔褪色防止剤〕
　本発明のインクジェット用インク組成物には、各種の有機系及び金属錯体系の褪色防止
剤を使用することができる。前記有機系の褪色防止剤としては、ハイドロキノン類、アル
コキシフェノール類、ジアルコキシフェノール類、フェノール類、アニリン類、アミン類
、インダン類、クロマン類、アルコキシアニリン類、ヘテロ環類、などが挙げられる。前
記金属錯体系の褪色防止剤としては、ニッケル錯体、亜鉛錯体、などが挙げられ、具体的
には、リサーチディスクロージャーＮｏ．１７６４３の第VIIのＩ～Ｊ項、同Ｎｏ．１５
１６２、同Ｎｏ．１８７１６の６５０頁左欄、同Ｎｏ．３６５４４の５２７頁、同Ｎｏ．
３０７１０５の８７２頁、同Ｎｏ．１５１６２に引用された特許に記載された化合物や、
特開昭６２－２１５２７２号公報の１２７～１３７頁に記載された代表的化合物の一般式
及び化合物例に含まれる化合物を使用することができる。
　添加量は目的に応じて適宜選択されるが、インク組成物の総量（全重量）に対し、０．
０１～１０重量％程度であることが好ましい。
【０１４２】
〔導電性塩類〕
　本発明のインクジェット用インク組成物には、射出物性の制御を目的として、チオシア
ン酸カリウム、硝酸リチウム、チオシアン酸アンモニウム、ジメチルアミン塩酸塩などの
導電性塩類を添加することができる。
【０１４３】
〔溶剤〕
　本発明のインクジェット用インク組成物には、被記録材との密着性を改良するため、極
微量の有機溶剤を添加することも有効である。
　溶剤としては、例えば、アセトン、メチルエチルケトン、ジエチルケトン等のケトン系
溶剤、メタノール、エタノール、２－プロパノール、１－プロパノール、１－ブタノール
、ｔｅｒｔ－ブタノール等のアルコール系溶剤、クロロホルム、塩化メチレン等の塩素系
溶剤、ベンゼン、トルエン等の芳香族系溶剤、酢酸エチル、酢酸ブチル、酢酸イソプロピ
ルなどのエステル系溶剤、ジエチルエーテル、テトラヒドロフラン、ジオキサン等のエー
テル系溶剤、エチレングリコールモノメチルエーテル、エチレングリコールジメチルエー
テル等のグリコールエーテル系溶剤、などが挙げられる。
　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
インク組成物全体に対し０．１～５重量％が好ましく、より好ましくは０．１～３重量％
の範囲である。
【０１４４】
〔高分子化合物〕
　本発明のインクジェット用インク組成物には、膜物性を調整するため、各種高分子化合
物を添加することができる。高分子化合物としては、アクリル系重合体、ポリビニルブチ
ラール樹脂、ポリウレタン樹脂、ポリアミド樹脂、ポリエステル樹脂、エポキシ樹脂、フ
ェノール樹脂、ポリカーボネート樹脂、ポリビニルブチラール樹脂、ポリビニルホルマー
ル樹脂、シェラック、ビニル系樹脂、アクリル系樹脂、ゴム系樹脂、ワックス類、その他
の天然樹脂等が使用できる。また、これらは２種以上併用してもかまわない。これらのう
ち、アクリル系のモノマーの共重合によって得られるビニル系共重合が好ましい。更に、
高分子結合材の共重合組成として、「カルボキシル基含有モノマー」、「メタクリル酸ア
ルキルエステル」、又は「アクリル酸アルキルエステル」を構造単位として含む共重合体
も好ましく用いられる。
【０１４５】
　この他にも、本発明のインクジェット用インク組成物には、必要に応じて、例えば、レ
ベリング添加剤、マット剤、膜物性を調整するためのワックス類、ポリオレフィンやＰＥ
Ｔ等の被記録材への密着性を改善するために、重合を阻害しないタッキファイヤーなどを
含有させることができる。
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　前記タッキファイヤーとしては、具体的には、特開２００１－４９２００号公報の５～
６頁に記載されている高分子量の粘着性ポリマー（例えば、（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有する低分子量粘着
付与性樹脂などが挙げられる。
【０１４６】
（インク組成物の好ましい物性）
　本発明のインクジェット用インク組成物は、インクジェット記録に適用する場合、吐出
性を考慮し、吐出時の温度におけるインク粘度が、５～３０ｍＰａ・ｓであることが好ま
しく、７～２０ｍＰａ・ｓが更に好ましい。このため、前記範囲になるように適宜組成比
を調整し決定することが好ましい。
　また、室温（２５℃）でのインク組成物の粘度は、７～１２０ｍＰａ・ｓが好ましく、
１０～８０ｍＰａ・ｓが更に好ましい。室温での粘度を上記範囲内に設定することにより
、多孔質な被記録材を用いた場合でも、被記録材中へのインク浸透を防ぎ、未硬化モノマ
ーの低減、臭気低減が可能となり、更にインク液滴着弾時のドット滲みを抑えることがで
き、その結果として画質を改善することができるので好ましい。
【０１４７】
　本発明のインクジェット用インク組成物の表面張力は、２０～４０ｍＮ／ｍであること
が好ましく、２０～３０ｍＮ／ｍであることが更に好ましい。また、本発明のインクジェ
ット用インク組成物を、ポリオレフィン、ＰＥＴ、コート紙、非コート紙など様々な被記
録材へ記録する場合、滲み及び浸透の観点から、前記表面張力は２０ｍＮ／ｍ以上が好ま
しく、濡れ性の点では４０ｍＮ／ｍ以下であることが好ましい。
【０１４８】
　本発明のインクジェット用インク組成物は、インクジェット記録用のインクとして好適
に用いることができる。インクジェット記録方式には特に制限はなく、例えば、静電誘引
力を利用してインクを吐出する電荷制御方式、ピエゾ素子の振動圧力を利用するドロップ
オンデマンド方式（圧力パルス方式）、電気信号を音響ビームに変えインクに照射して放
射圧を利用してインクを吐出する音響型インクジェット方式、インクを加熱して気泡を形
成し、発生した圧力を利用するサーマル型インクジェット方式、等のいずれであってもよ
い。尚、前記インクジェット記録方式には、フォトインクと称する濃度の低いインクを小
さい体積で多数射出する方式、実質的に同じ色相で濃度の異なる複数のインクを用いて画
質を改良する方式や無色透明のインクを用いる方式、が含まれる。
　前記のうち、ピエゾ素子を用いたドロップオンデマンド方式（圧力パルス方式）のイン
クジェット記録用インクとして好適である。
【０１４９】
（画像形成方法及びその記録物）
　本発明の画像形成方法は、既述した本発明のインクジェット用インク組成物を用いて被
記録材上にインクジェット記録によって画像を記録する工程（画像記録工程）と、記録さ
れた画像に活性エネルギー線（活性線）を照射して硬化させる工程（画像硬化工程）とを
含むものである。本発明では、画像硬化工程において活性エネルギー線を利用し、画像記
録工程で被記録材に画像記録した後、記録された画像に対して活性エネルギー線の照射を
行なうことによって、画像化に寄与する重合性化合物の重合硬化が進行し、良好に硬化さ
れ堅牢性の高い画像を形成することができる。
　尚、本発明において画像とは、文字、図形、表、写真を含む光学的情報であって、黒白
、モノカラー、フルカラーのいずれであっても良い。
【０１５０】
　インクジェット記録方法においては、本発明のインクジェット用インク組成物を用いて
被記録材に画像記録を行なうが、その際に使用するインク吐出ノズル等については特に制
限はなく、目的に応じて適宜選択することができる。インクジェット記録方式には特に制
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限はなく、具体的には既述の通りである。
【０１５１】
　前記画像硬化工程においては、インク組成物の有する感応波長に対応する波長領域の活
性エネルギー線を発する光源を用いて重合硬化を促進する露光処理を行なうことができる
。具体的には、２４０～４５０ｎｍの波長領域に属する活性線を発する光源、例えば、Ｌ
Ｄ、ＬＥＤ、蛍光灯、低圧水銀灯、高圧水銀灯、メタルハライドランプ、カーボンアーク
灯、キセノンランプ、ケミカルランプなどを用いて好適に行なうことができる。好ましい
光源には、ＬＥＤ、高圧水銀灯、メタルハライドランプが挙げられる。露光時間及び光量
は、本発明に係る重合性化合物の重合硬化の程度に応じて適宜選択すればよい。
【０１５２】
＜被記録材＞
　本発明に使用する被記録材としてはインク浸透性の被記録材、及び、インク非浸透性の
被記録材をともに使用することができる。インク浸透性の被記録材は、普通紙、インクジ
ェット専用紙、コート紙、電子写真共用紙、布、不織布、多孔質膜、高分子吸収体等が挙
げられる。これらについては特開２００１－１８９１５４９号公報などに「被記録材」と
して記載されている。
　本発明の効果を発現させるためには、インク非浸透性の被記録材を用いることが好まし
い。前記インク非浸透性の被記録材としては、アート紙、合成樹脂、ゴム、樹脂コート紙
、ガラス、金属、陶器、木材等が挙げられる。加えて各機能を付加する為に、これら材質
を複数組み合わせ複合化した基材を使用することもできる。
　前記合成樹脂としてはいかなる合成樹脂も用いることができるが、例えば、ポリエチレ
ンテレフタレート、及び、ポリブタジエンテレフタレート等のポリエステル；ポリ塩化ビ
ニル、ポリスチレン、ポリエチレン、ポリウレタン、及び、ポリプロピレン等のポリオレ
フィン；並びに、アクリル樹脂、ポリカーボネート、及び、アクリロニトリル－ブタジエ
ン－スチレン共重合体等や、ジアセテート、トリアセテート、ポリイミド、セロハン、及
び、セルロイド等が挙げられる。
　前記合成樹脂を用いた基材の形状（厚み）は、フィルム状でもよいし、カード状又はブ
ロック状でもよく、特に限定されることなく所望の目的に応じて適宜選定することができ
る。また、これら合成樹脂は透明であってもよいし、不透明であってもよい。前記合成樹
脂の使用形態としては、いわゆる軟包装に用いられるフィルム状で用いることが好ましい
態様の一つであり、各種非吸収性のプラスチック及びそのフィルムを用いることができる
。各種プラスチック製のフィルムとしては、例えば、ＰＥＴフィルム、ＯＰＳフィルム、
ＯＰＰフィルム、ＯＮｙフィルム、ＰＶＣフィルム、ＰＥフィルム、及び、ＴＡＣフィル
ムを挙げることができる。
　前記樹脂コート紙としては、例えば、透明ポリエステルフィルム、不透明ポリエステル
フィルム、不透明ポリオレフィン樹脂フィルム、及び、紙の両面をポリオレフィン樹脂で
ラミネートした紙支持体が挙げられ、前記紙の両面をポリオレフィン樹脂でラミネートし
た紙支持体が特に好ましい。
【０１５３】
　以上のように、本発明のインクジェット用インク組成物を用いた画像記録によると、高
画質でかつ高強度で堅牢な画像を得ることができ、得られた記録物、すなわち本発明の記
録物は、画像の堅牢性及び光輝性に優れたものである。
【実施例】
【０１５４】
　以下、本発明を、実施例を挙げてより詳細に説明するが、本発明はこれらに制限される
ものではない。
【０１５５】
［実施例１］
（金属粉分散液の調製）
　下記表１及び表２に示す金属粉ペーストと分散剤と重合性化合物とをボールミルにより
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、直径０．６ｍｍのジルコンビーズを使用して１６時間分散し、金属粉分散液を得た。尚
、表１及び表２における各組成の添加量は「重量部」を基準とする。
　この際、金属粉分散液の体積平均粒子径をレーザ回折・散乱方式粒度分布測定装置（商
品名：マイクロトラックＭＴ３３００ＥＸ、日機装（株）製）によって測定した。結果を
下記表１及び表２に示す。
【０１５６】
（金属粉含有インクの調製）
　上記から得られた金属粉分散液に下記表１及び表２に示す重合開始剤を添加し、溶解し
た。但し、重合開始剤の添加量は、重合性化合物に対する「重量％」を示す。次いで、こ
の液を０．８μｍのメンブランフィルターによって濾過し、金属粉を含有するインク組成
物を得た。また、得られたインク組成物の２５℃における粘度（ｍＰａ・ｓ）をＲＥ型粘
度計（東機産業（株）製）を用いて測定した。結果を下記表１及び表２に示す。
　尚、表１では、重合性化合物としてラジカル重合性化合物を使用し、表２では、カチオ
ン重合性化合物を使用した。
【０１５７】
【表１】

【０１５８】
【表２】

【０１５９】
　表１及び表２中
・ＨＤＤＡ：１，６－ヘキサンジオールジアクリレート、ダイセル・ユーシービー社製（
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・ＤＰＣＡ６０：カプロラクトン変性ジペンタエリスリトールヘキサアクリレート、ＳＡ
ＲＴＯＭＥＲ社製（ラジカル重合性モノマー）
・ＳＲ－４９４：エトキシ化ペンタエリスリトールヘキサアクリレート、ＳＡＲＴＯＭＥ
Ｒ社製（ラジカル重合性モノマー）
・Ｓｏｌｓｐｅｒｓｅ　２８０００：日本ルーブリゾール（株）（高分子分散剤）
・Ｓｏｌｓｐｅｒｓｅ　３２０００：日本ルーブリゾール（株）（高分子分散剤）
・Ｉｒｇａｃｕｒｅ１８７０：チバ・スペシャルティ・ケミカルズ（株）製（ラジカル系
光重合開始剤）
・Ｄｉｓｐｅｒｂｙｋ－１１２：ビックケミー社製（高分子分散剤）
・Ｄｉｓｐｅｒｂｙｋ－１８０：ビックケミー社製（高分子分散剤）
・ＯＸＴ－２２１（アロンオキセタンＯＸＴ－２２１）：ビス〔１－エチル（３－オキセ
タニル）〕メチルエーテル、東亞合成（株）製（カチオン重合性モノマー）
・セロキサイド２０２１Ａ：（３’，４’－エポキシシクロヘキサン）メチル３，４－エ
ポキシシクロヘキサンカルボキシレート、ダイセル・ユーシービー社製（カチオン重合性
モノマー）
・ＣＰＩ－１００Ｐ：サンアプロ（株）製（カチオン系光重合開始剤）
【０１６０】
【化２５】

【０１６１】
【化２６】

【０１６２】
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【０１６３】

【化２８】

【０１６４】
【化２９】

【０１６５】
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【化３０】

【０１６６】
【化３１】

【０１６７】
［比較例１；水性インク］
（金属粉分散液の調製）
　下記組成をボールミルにより、直径０．６ｍｍのガラスビーズを使用して１６時間分散
し、顔料分散液を得た。
　この際、金属粉分散液の体積平均粒子径をレーザ回折・散乱方式粒度分布測定装置（商
品名：マイクロトラックＭＴ３３００ＥＸ、日機装（株）製）によって測定したところ１
１．０μｍであった。
【０１６８】
〔組成〕
・アルミフレーク顔料ペースト：ＷＯＬＳＴＥＮＨＯＬＭＥ社製　　　１００重量部
　　メタシーンスラリー１８１１（アルミニウム粉末顔料１０％）
・分散剤（Ｚｅｎｅｃａ社製）　　　　　　　　　　　　　　　　　　１．２重量部
　　Ｓｏｌｓｐｅｒｓｅ　２００００
・水　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　７０重量部
【０１６９】
（インクの調製）
　上記から得られた金属粉分散液７０重量部に下記組成を添加し、溶解した。次いで、金
属粉分散液を０．８μｍのメンブランフィルターによって濾過し、金属粉を含有する水系
のインクを得た。
【０１７０】
〔組成〕
・グリセリン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１２０重量部
・トリエチレングリコールモノブチルエーテル　　　　　　　　　　　　１７重量部
・サーフィノールＳＴＧ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１重量部
　　（ＡｉｒＰｒｏｄｕｃｔｓ　＆　Ｃｈｅｍｉｃａｌｓ社製）
【０１７１】
《画像記録及び評価》
　前記より得た本発明及び比較の金属粉（金属粉顔料）含有インクについて、各インクを
マイクロジェット社製インクジェット試験機ＩＪＥＴ１０００（ノズル径　５０μｍ×５
５μｍ、印字密度３００ｄｐｉ、打滴周波数２ｋＨｚ、ノズル数６４、液滴サイズ約７０
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ｐＬ）に装填し、（１）インクジェット受像紙（インクジェットペーパーフォト光沢紙「
画彩」、富士写真フイルム（株）製）、（２）ターポリン（厚さ１３０μｍ）、（３）Ｐ
ＥＴフィルム（厚さ２００μｍ）の各々の表面に吐出し、画像を形成した。この際、実施
例の金属粉含有インクについては、印字後にＤｅｅｐ　ＵＶランプ「ＳＰ－７」（ウシオ
社製）を用いて露光エネルギー４００ｍＪ／ｃｍ2となる条件で照射して画像サンプルを
得た。
　引き続いて、得られた色画像の各々について、下記の評価を行なった。評価結果を下記
表３に示す。
【０１７２】
１．光輝感
　印字面を目視により観察し、下記の基準に従って蛍光性を評価した。
〔基準〕
　○：鏡面のような光輝感を呈する。
　△：光輝感が弱い。
　×：光輝感がほとんどない。
【０１７３】
２．耐擦過性
　画像面を消しゴムで数回こすった後、画像面にＵＶ光を照射して、光輝感の程度を目視
により観察し、下記の基準に従って耐擦過性を評価した。
〔基準〕
　○：消しゴムで擦る前と同様に、良好な光輝感を呈する。
　×：インクが剥がれている箇所があり、わずかな光輝感しか呈しない。
【０１７４】
３．吐出性
　前記より得た本発明及び比較の金属粉含有インクを７日間、毎日１０分間づつ吐出する
試験を実施し、ノズル詰まりの発生具合を評価した。ノズル詰まりの発生が認められた日
数を下記表３に示す。
【０１７５】

【表３】

【０１７６】
　前記表３に示すように、重合性化合物と金属粉を併用した本発明の金属粉含有インクは
、光輝性及び耐擦過性にともに優れるものであったのに対し、水系の金属粉含有インクで
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ある比較例１は、インクジェット受像紙に印字した場合を除いて、いずれも劣る評価とな
った。
　また、水系の金属粉含有インクを用いた比較例１ではノズル詰まりの発生した日数が６
日あったが、本発明の金属粉含有インクを用いた実施例においては、ノズル詰まりは発生
しなかった。
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