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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
顔料、顔料分散剤およびエチレン性二重結合含有化合物からなる活性エネルギー線硬化型
インクジェットインキにおいて、該エチレン性二重結合含有化合物がエチレングリコール
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、ポリエチレン
グリコールジ（メタ）アクリレート、１，６－ヘキサンジオールジ（メタ）アクリレート
、エトキシ化１，６－ヘキサンジオールジアクリレート、ネオペンチルグリコールジ（メ
タ）アクリレート、エトキシ化ネオペンチルグリコールジ（メタ）アクリレート、プロポ
キシ化ネオペンチルグリコールジ（メタ）アクリレート、トリプロピレングリコールジ（
メタ）アクリレート、ポリプロピレングリコールジアクリレート、１，４－ブタンジオー
ルジ（メタ）アクリレート、１，９－ノナンジオ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、２－ｎ－ブチルー２－エチルー１，３－プロパンジオールジア
クリレート、ジメチロールートリシクロデカンジアクリレート、ヒドロキシピバリン酸ネ
オペンチルグリコールジアクリレート、１，３－ブチレングリコールジ（メタ）アクリレ
ート、エトキシ化ビスフェノールＡジ（メタ）アクリレート、プロポキシ化ビスフェノー
ルＡジ（メタ）アクリレート、シクロヘキサンジメタノールジ（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
、エトキシ化トリメチロールプロパントリアクリレート、プロポキシ化トリメチロールプ
ロパントリアクリレート、ペンタエリスリトールトリアクリレート、テトラメチロールプ
ロパントリアクリレート、テトラメチロールメタントリアクリレート、ペンタエリスリト
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ールテトラアクリレート、カプロラクトン変性トリメチロールプロパントリアクリレート
、エトキシ化イソシアヌール酸トリアクリレート、トリ（２－ヒドロキシエチルイソシア
ヌレート）トリアクリレート、プロポキシレートグリセリルトリアクリレート、テトラメ
チロールメタンテトラアクリレート、ペンタエリスリトールテトラアクリレート、ジトリ
メチロールプロパンテトラアクリレート、エトキシ化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ヘキサアクリレート、ネオペンチルグリコールオリゴア
クリレート、１，４－ブタンジオールオリゴアクリレート、１，６－ヘキサンジオールオ
リゴアクリレート、トリメチロールプロパンオリゴアクリレート、ペンタエリスリトール
オリゴアクリレート、ウレタンアクリレート、エポキシアクリレート、ポリエステルアク
リレート、２－フェノキシエチルアクリレート、アクリロイルモルホリン、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、４－ヒドロキシブチルア
クリレート、イソブチルアクリレート、ｔ－ブチルアクリレート、イソオクチルアクリレ
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、２－メトキシエチルア
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、２－エトキシエチルアクリ
レート、テトラヒドロフルフリルアクリレート、３－メトキシブチルアクリレート、ベン
ジルアクリレート、エトキシエトキシエチルアクリレート、ブトキシエチルアクリレート
、エトキシジエチレングリコールアクリレート、メトキシジプロピレングリコールアクリ
レート、メチルフェノキシエチルアクリレート、ジプロピレングリコールアクリレートか
ら選ばれる１種以上のポリ塩化ビニル不溶解性化合物と、ポリ塩化ビニル可溶性化合物と
してＮ－ビニルカプロラクタムからなり、上記ポリ塩化ビニル不溶解性化合物に対してポ
リ塩化ビニル可溶性化合物としてのＮ－ビニルカプロラクタムを２０～７５重量％含有す
ることを特徴とするポリ塩化ビニルシート用活性エネルギー線硬化型インクジェットイン
キ。
【請求項２】
請求項１記載の活性エネルギー線硬化型インクジェットインキで印刷した後、該インキを
活性エネルギー線で硬化して得られた印刷物。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は、密着性に優れたポリ塩化ビニルシート用活性エネルギー線硬化型インクジェッ
トインキに関する。
【背景技術】
【０００２】
従来、耐水性の良好なインクジェットインキとしては、油溶性染料を高沸点溶剤に分散な
いし溶解したもの、油溶性染料を揮発性の溶剤に溶解したものがあるが、染料は耐光性等
の諸耐性で顔料に劣るため、着色剤として顔料を用いたインキが望まれている。しかしな
がら、顔料を安定して有機溶剤に分散することは困難であり、安定な分散性および吐出性
を確保することも難しい。一方、高沸点溶剤を用いたインキは、非吸収性の受像体におい
ては、インキ中の溶剤が揮発せず、溶剤の蒸発による乾燥は困難なので、非吸収性の基材
への印字は不可能である。
【０００３】
揮発性の有機溶剤を用いたインキにおいては、使用する樹脂の密着性および溶剤の揮発に
よって非吸収性の基材においても良好な印字を形成することができる。しかしながら、揮
発性の溶剤がインキの主成分となるためヘッドのノズル面において溶剤の揮発による乾燥
が非常に早く、頻繁なメンテナンスを必要とする。また、インキは本質的に溶剤に対する
再溶解性が必要とされるため、溶剤に対する耐性が十分得られないことがある。
【０００４】
このような特性を満足させるため、揮発性のないモノマー類を使用して、ヘッドでの乾燥
を防ぎ、その一方、活性エネルギー線を与えることで硬化させる型のインキの利用もおこ
なわれている。これらのインキは、主に、コンティニュアスタイプのプリンターにて使用
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されるものであり、インキの粘度としては、３～５ｍＰａ・ｓ程度のものである。また、
このプリンターは、インキを連続的に吐出するため揮発性の溶剤を多量に併用することが
でき、インキの粘度調整、揮発性の付与も比較的用意に調整できる。
【０００５】
しかしながら、ピエゾ素子によるオンデマンド方式のプリンターにおいては、揮発性の溶
剤を多量に使用することはメンテナンスの頻度を増やしてしまう。また、不揮発性の溶剤
を使用することは、インキが活性エネルギー線で重合する際に重合しない成分となってし
まうため重合阻害を起こしてしまう。そのため、ピエゾ素子を用いるオンデマンドタイプ
プリンターにおいて活性エネルギー線硬化型インクジェットインキは無溶剤であることが
好ましい。無溶剤型の活性エネルギー線硬化型インクジェットインキとしては、特許文献
１、特許文献２において記載されているが、何れのインキもポリ塩化ビニルに直接印刷す
ると密着性が低く、実用上適さないものばかりであった。
【０００６】
【特許文献１】特開平５－２１４２８０号公報
【特許文献２】特開平９－１８３９２９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、密着性に優れたポリ塩化ビニルシート用活性エネルギー線硬化型インクジェッ
トインキの提供を目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
すなわち、本発明は、顔料、顔料分散剤およびエチレン性二重結合含有化合物からなる活
性エネルギー線硬化型インクジェットインキにおいて、該エチレン性二重結合含有化合物
がポリ塩化ビニルを全く溶解しないか、ほとんど溶解しないポリ塩化ビニル不溶解性化合
物と、ポリ塩化ビニルを溶解するポリ塩化ビニル可溶性化合物からなり、ポリ塩化ビニル
不溶解性化合物に対してポリ塩化ビニル溶解性化合物を２５～５０重量％含有することを
特徴とするポリ塩化ビニルシート用活性エネルギー線硬化型インクジェットインキに関す
る。
【０００９】
更に本発明は、該ポリ塩化ビニル可溶性化合物化合物がＮ－ビニルカプロラクタムである
ことを特徴とする上記ポリ塩化ビニルシート用活性エネルギー線硬化型インクジェットイ
ンキに関する。
　更に本発明は、上記活性エネルギー線硬化型インクジェットインキで印刷した後、該イ
ンキを活性エネルギー線で硬化して得られた印刷物に関する。
【発明の効果】
【００１０】
本発明により、密着性に優れたポリ塩化ビニルシート用活性エネルギー線硬化型インクジ
ェットインキを提供することができた。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１１】
本発明のポリ塩化ビニルシート用活性エネルギー線硬化型インクジェットインキでは、ポ
リ塩化ビニル不溶解性化合物に対し、ポリ塩化ビニル溶解性化合物を２０～７５重量％含
有することが良い。このポリ塩化ビニル溶解性化合物をインキ中に添加することによって
、被印刷物であるポリ塩化ビニルの表面を僅かに溶解し、インキの密着性を著しく高める
ものである。このエチレン性二重結合含有化合物の含有量が少なすぎると目的の密着性が
得られず、多すぎるとポリ塩化ビニルの表面を溶かしすぎてしまい、印刷物の表面に凹凸
が生じたり、光沢の低下を招く。
【００１２】
本発明に使用するポリ塩化ビニル溶解性化合物としては、Ｎ－ビニルカプロラクタムを使
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用すると、その効果が大きい。
【００１３】
本発明に使用するポリ塩化ビニル不溶解性化合物としては、上記にあげた性状を有するエ
チレン性二重結合含有化合物以外のエチレン性二重結合含有化合物であれば特に制限を受
けるものでは無い。具体例としては、プレポリマー、オリゴマー等と称されているものを
含み、具体的には、エチレングリコールジ（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、ポリエチレングリコールジ（メタ）アクリレート、１，６－ヘ
キサンジオールジ（メタ）アクリレート、エトキシ化１，６－ヘキサンジオールジアクリ
レート、ネオペンチルグリコールジ（メタ）アクリレート、エトキシ化ネオペンチルグリ
コールジ（メタ）アクリレート、プロポキシ化ネオペンチルグリコールジ（メタ）アクリ
レート、トリプロピレングリコールジ（メタ）アクリレート、ポリプロピレングリコール
ジアクリレート、１，４－ブタンジオールジ（メタ）アクリレート、１，９－ノナンジオ
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、２－ｎ－ブチルー２－
エチルー１，３－プロパンジオールジアクリレート、ジメチロールートリシクロデカンジ
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ジアクリレート、１，３－
ブチレングリコールジ（メタ）アクリレート、エトキシ化ビスフェノールＡジ（メタ）ア
クリレート、プロポキシ化ビスフェノールＡジ（メタ）アクリレート、シクロヘキサンジ
メタノールジ（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、エトキシ化トリメチロールプロパントリアクリ
レート、プロポキシ化トリメチロールプロパントリアクリレート、ペンタエリスリトール
トリアクリレート、テトラメチロールプロパントリアクリレート、テトラメチロールメタ
ントリアクリレート、ペンタエリスリトールテトラアクリレート、カプロラクトン変性ト
リメチロールプロパントリアクリレート、エトキシ化イソシアヌール酸トリアクリレート
、トリ（２－ヒドロキシエチルイソシアヌレート）トリアクリレート、プロポキシレート
グリセリルトリアクリレート、テトラメチロールメタンテトラアクリレート、ペンタエリ
スリトールテトラアクリレート、ジトリメチロールプロパンテトラアクリレート、エトキ
シ化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ヘキサアクリレ
ート、ネオペンチルグリコールオリゴアクリレート、１，４－ブタンジオールオリゴアク
リレート、１，６－ヘキサンジオールオリゴアクリレート、トリメチロールプロパンオリ
ゴアクリレート、ペンタエリスリトールオリゴアクリレート、ウレタンアクリレート、エ
ポキシアクリレート、ポリエステルアクリレート、２－フェノキシエチルアクリレート、
アクリロイルモルホリン、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、４－ヒドロキシブチルアクリレート、イソブチルアクリレート、ｔ－ブチ
ルアクリレート、イソオクチルアクリレート、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、２－メ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、２－エトキシエチルアクリレート、テトラヒドロフルフリルアクリレート、
３－メトキシブチルアクリレート、ベンジルアクリレート、エトキシエトキシエチルアク
リレート、ブトキシエチルアクリレート、エトキシジエチレングリコールアクリレート、
メトキシジプロピレングリコールアクリレート、メチルフェノキシエチルアクリレート、
ジプロピレングリコールアクリレート等が挙げられる。これら化合物は、一種または必要
に応じて二種以上用いてもよい。
【００１４】
　本発明のインクジェットインキに含まれる顔料は、カーボンブラック、酸化チタン、炭
酸カルシウム等の無彩色の顔料または有彩色の有機顔料が使用できる。有機顔料としては
、トルイジンレッド、トルイジンマルーン、ハンザエロー、ベンジジンエロー、ピラゾロ
ンレッドなどの不溶性アゾ顔料、リトールレッド、ヘリオボルドー、ピグメントスカーレ
ット、パーマネントレッド２Ｂなどの溶性アゾ顔料、アリザリン、インダントロン、チオ
インジゴマルーンなどの建染染料からの誘導体、フタロシアニンブルー、フタロシアニン
グリーンなどのフタロシアニン系有機顔料、キナクリドンレッド、キナクリドンマゼンタ
などのキナクリドン系有機顔料、ペリレンレッド、ペリレンスカーレットなどのペリレン
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系有機顔料、イソインドリノンエロー、イソインドリノンオレンジなどのイソインドリノ
ン系有機顔料、ピランスロンレッド、ピランスロンオレンジなどのピランスロン系有機顔
料、チオインジゴ系有機顔料、縮合アゾ系有機顔料、ベンズイミダゾロン系有機顔料、キ
ノフタロンエローなどのキノフタロン系有機顔料、イソインドリンエローなどのイソイン
ドリン系有機顔料、その他の顔料として、フラバンスロンエロー、アシルアミドエロー、
ニッケルアゾエロー、銅アゾメチンエロー、ペリノンオレンジ、アンスロンオレンジ、ジ
アンスラキノニルレッド、ジオキサジンバイオレット等が挙げられる。
【００１５】
　有機顔料をカラーインデックス(C.I.)ナンバーで例示すると、C.I.ピグメントエロー１
２、１３、１４、１７、２０、２４、７４、８３、８６　９３、１０９、１１０、１１７
、１２５、１２８、１２９、１３７、１３８、１３９、１４７、１４８、１５０、１５１
、１５３、１５４、１５５、１６６、１６８、１８０、１８５、C.I.ピグメントオレンジ
１６、３６、４３、５１、５５、５９、６１、C.I.ピグメントレッド９、４８、４９、５
２、５３、５７、９７、１２２、１２３、１４９、１６８、１７７、１８０、１９２、２
０２、２０６、２１５、２１６、２１７、２２０、２２３、２２４、２２６、２２７、２
２８、２３８、２４０、C.I.ピグメントバイオレット１９、２３、２９、３０、３７、４
０、５０、C.I.ピグメントブルー１５、１５：１、１５：３、１５：４、１５：６、２２
、６０、６４、C.I.ピグメントグリーン７、３６、C.I.ピグメントブラウン２３、２５、
２６等が挙げられる。
【００１６】
　上記顔料の中で、キナクリドン系有機顔料、フタロシアニン系有機顔料、ベンズイミダ
ゾロン系有機顔料、イソインドリノン系有機顔料、縮合アゾ系有機顔料、キノフタロン系
有機顔料、イソインドリン系有機顔料等は耐光性が優れているため好ましい。　有機顔料
は、レーザー散乱による測定値で平均粒径１０～１５０ｎｍの微細顔料であることが好ま
しい。顔料の平均粒径が１０ｎｍ未満の場合は、粒径が小さくなることによる耐光性の低
下が生じ、１５０ｎｍを越える場合は、分散の安定維持が困難になり、顔料の沈澱が生じ
やすくなる。
【００１７】
　有機顔料の微細化は下記の方法で行うことができる。すなわち、有機顔料、有機顔料の
３重量倍以上の水溶性の無機塩および水溶性の溶剤の少なくとも３つの成分からなる混合
物を粘土状の混合物とし、ニーダー等で強く練りこんで微細化したのち水中に投入し、ハ
イスピードミキサー等で攪拌してスラリー状とする。次いで、スラリーの濾過と水洗を繰
り返して、水溶性の無機塩および水溶性の溶剤を除去する。微細化工程において、樹脂、
顔料分散剤等を添加してもよい。
　水溶性の無機塩としては、塩化ナトリウム、塩化カリウム等が挙げられる。これらの無
機塩は、有機顔料の３重量倍以上、好ましくは２０重量倍以下の範囲で用いる。無機塩の
量が３重量倍よりも少ないと、所望の大きさの処理顔料が得られない。また、２０重量倍
よりも多いと、後の工程における洗浄処理が多大であり、有機顔料の実質的な処理量が少
なくなる。
【００１８】
　水溶性の溶剤は、有機顔料と破砕助剤として用いられる水溶性の無機塩との適度な粘土
状態をつくり、充分な破砕を効率よく行うために用いられ、水に溶解する溶剤であれば特
に限定されないが、混練時に温度が上昇して溶剤が蒸発し易い状態になるため、安全性の
点から沸点１２０～２５０℃の高沸点の溶剤が好ましい。水溶性溶剤としては、２－（メ
トキシメトキシ）エタノール、２－ブトキシエタノール、２－（イソペンチルオキシ）エ
タノール、２－（ヘキシルオキシ）エタノール、ジエチレングリコール、ジエチレングリ
コールモノメチルエーテル、ジエチレングリコールモノエチルエーテル、ジエチレングリ
コールモノブチルエーテル、トリエチレングリコール、トリエチレングリコールモノメチ
ルエーテル、液体ポリエチレングリコール、１－メトキシ－２－プロパノール、１－エト
キシ－２－プロパノール、ジプロピレングリコール、ジプロピレングリコールモノメチル
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エーテル、ジプロピレングリコールモノエチルエーテル、低分子量ポリプロピレングリコ
ール等が挙げられる。
【００１９】
　本発明において顔料は、十分な濃度および十分な耐光性を得るため、インクジェットイ
ンキ中に３～１５重量％の範囲で含まれことが好ましい。
【００２０】
本発明では、顔料の分散性およびインキの保存安定性を向上させるために顔料分散剤を添
加するのが好ましい。顔料分散剤としては、水酸基含有カルボン酸エステル、長鎖ポリア
ミノアマイドと高分子量酸エステルの塩、高分子量ポリカルボン酸の塩、長鎖ポリアミノ
アマイドと極性酸エステルの塩、高分子量不飽和酸エステル、高分子共重合物、変性ポリ
ウレタン、変性ポリアクリレート、ポリエーテルエステル型アニオン系活性剤、ナフタレ
ンスルホン酸ホルマリン縮合物塩、芳香族スルホン酸ホルマリン縮合物塩、ポリオキシエ
チレンアルキルリン酸エステル、ポリオキシエチレンノニルフェニルエーテル、ステアリ
ルアミンアセテート等を用いることができる。
【００２１】
分散剤の具体例としては、ＢＹＫ Ｃｈｅｍｉｅ社製「Ａｎｔｉ－Ｔｅｒｒａ－Ｕ（ポリ
アミノアマイド燐酸塩）」、「Ａｎｔｉ－Ｔｅｒｒａ－２０３／２０４（高分子量ポリカ
ルボン酸塩）」、「Ｄｉｓｐｅｒｂｙｋ－１０１（ポリアミノアマイド燐酸塩と酸エステ
ル）、１０７（水酸基含有カルボン酸エステル）、１１０、１１１（酸基を含む共重合物
）、１３０（ポリアマイド）、１６１、１６２、１６３、１６４、１６５、１６６、１７
０（高分子共重合物）」、「４００」、「Ｂｙｋｕｍｅｎ」（高分子量不飽和酸エステル
）、「ＢＹＫ－Ｐ１０４、Ｐ１０５（高分子量不飽和酸ポリカルボン酸）」、「Ｐ１０４
Ｓ、２４０Ｓ（高分子量不飽和酸ポリカルボン酸とシリコン系）」、「Ｌａｃｔｉｍｏｎ
（長鎖アミンと不飽和酸ポリカルボン酸とシリコン）」が挙げられる。
【００２２】
また、Ｅｆｋａ ＣＨＥＭＩＣＡＬＳ社製「エフカ４４、４６、４７、４８、４９、５４
、６３、６４、６５、６６、７１、７０１、７６４、７６６」、「エフカポリマー１００
（変性ポリアクリレート）、１５０（脂肪族系変性ポリマー）、４００、４０１、４０２
、４０３、４５０、４５１、４５２、４５３（変性ポリアクリレート）、７４５（銅フタ
ロシアニン系）」、共栄社化学社製「フローレン ＴＧ－７１０（ウレタンオリゴマー）
、「フローノンＳＨ－２９０、ＳＰ－１０００」、「ポリフローＮｏ．５０Ｅ、Ｎｏ．３
００（アクリル系共重合物）」、楠本化成社製「ディスパロン ＫＳ－８６０、８７３Ｓ
Ｎ、８７４（高分子分散剤）、＃２１５０（脂肪族多価カルボン酸）、＃７００４（ポリ
エーテルエステル型）」が挙げられる。
【００２３】
さらに、花王社製「デモールＲＮ、Ｎ（ナフタレンスルホン酸ホルマリン縮合物ナトリウ
ム塩）、ＭＳ、Ｃ、ＳＮ－Ｂ（芳香族スルホン酸ホルマリン縮合物ナトリウム塩）、ＥＰ
」、「ホモゲノールＬ－１８（ポリカルボン酸型高分子）、「エマルゲン９２０、９３０
、９３１、９３５、９５０、９８５（ポリオキシエチレンノニルフェニルエーテル）、「
アセタミン２４（ココナッツアミンアセテート）、８６（ステアリルアミンアセテート）
」、アビシア社製「ソルスパーズ５０００（フタロシアニンアンモニウム塩系）、１３９
４０（ポリエステルアミン系）、１７０００（脂肪酸アミン系）、２４０００、３２００
０、３９０００、４１０００」、日光ケミカル社製「ニッコール Ｔ１０６（ポリオキシ
エチレンソルビタンモノオレート）、ＭＹＳ－ＩＥＸ（ポリオキシエチレンモノステアレ
ート）、Ｈｅｘａｇｌｉｎｅ ４－０（ヘキサグリセリルテトラオレート）」等が挙げら
れる。
【００２４】
分散剤はインキ中に０．１～１０重量％含まれることが好ましい。
【００２５】
本発明において活性エネルギー線として紫外線を使用するときは、光ラジカル重合開始剤
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をインキ中に配合する。光重合開始剤としては、分子開裂型または水素引き抜き型のもの
が本発明に好適である。具体例としては、ベンゾインイソブチルエーテル、２，４－ジエ
チルチオキサントン、２－イソプロピルチオキサントン、ベンジル、２，４，６－トリメ
チルベンゾイルジフェニルフォスフィンオキシド、２－ベンジル－２－ジメチルアミノ－
１－（４－モルフォリノフェニル）－ブタン－１－オン、ビス（２，６－ジメトキシベン
ゾイル）－２，４，４－トリメチルペンチルフォスフィンオキシド等が好適に用いられ、
さらにこれら以外の分子開裂型のものとして、１－ヒドロキシシクロヘキシルフェニルケ
トン、ベンゾインエチルエーテル、ベンジルジメチルケタール、２－ヒドロキシ－２－メ
チル－１－フェニルプロパン－１－オン、１－（４－イソプロピルフェニル）－２－ヒド
ロキシ－２－メチルプロパン－１－オンおよび２－メチル－１－（４－メチルチオフェニ
ル）－２－モルフォリノプロパン－１－オン等を併用しても良いし、さらに水素引き抜き
型光重合開始剤である、ベンゾフェノン、４－フェニルベンゾフェノン、イソフタルフェ
ノン、４－ベンゾイル－４'－メチル－ジフェニルスルフィド等も併用できる。
【００２６】
また上記光ラジカル重合開始剤に対し、増感剤として例えば、トリメチルアミン、メチル
ジメタノールアミン、トリエタノールアミン、ｐ－ジエチルアミノアセトフェノン、ｐ－
ジメチルアミノ安息香酸エチル、ｐ－ジメチルアミノ安息香酸イソアミル、Ｎ，Ｎ－ジメ
チルベンジルアミンおよび４，４'－ビス（ジエチルアミノ）ベンゾフェノン等の、前述
重合性成分と付加反応を起こさないアミン類を併用することもできる。もちろん、上記光
ラジカル重合開始剤や増感剤は、紫外線硬化性化合物への溶解性に優れ、紫外線透過性を
阻害しないものを選択して用いることが好ましい。
【００２７】
光ラジカル重合開始剤と増感剤は紫外線硬化性組成物総量に対して０．１～２０質量％，
好ましくは，４～１２質量％の範囲で用いる。
【００２８】
　本発明のインクジェットインキには、インキの経時での安定性、記録装置内での機上の
安定性を高めるため、ハイドロキノン、p-メトキシフェノール、t-ブチルカテコール、ピ
ロガロール、ブチルヒドロキシトルエン等の重合禁止剤をインキ中０．０１～５重量％配
合することが好ましい。
【００２９】
本発明の活性エネルギー線硬化型インクジェットインキは可塑剤、表面調整剤、紫外線防
止剤、光安定化剤、酸化防止剤等の種々の添加剤を使用することができる。
【００３０】
　本発明のインクジェットインキは、ポリ塩化ビニル不溶解性化合物、顔料分散剤と共に
、顔料をサンドミル等の通常の分散機を用いてよく分散することにより製造される。予め
顔料高濃度の濃縮液を作成しておいてポリ塩化ビニル不溶解性化合物で希釈することが好
ましい。通常の分散機による分散においても充分な分散が可能であり、このため、過剰な
分散エネルギーがかからず、多大な分散時間を必要としないため、インキ成分の分散時の
変質を招きにくく、安定性に優れたインキが調製される。インキは、孔径３μｍ以下さら
には、１μ以下のフィルターにて濾過することが好ましい。
【００３１】
　本発明のインクジェットインキは、２５℃での粘度が５～５０ｍＰａ・ｓと高めに調整
することが好ましい。２５℃での粘度が５～５０ｍＰａ・ｓのインキは、特に通常の４～
１０ＫＨｚの周波数を有するヘッドから、１０～５０ＫＨｚの高周波数のヘッドにおいて
も安定した吐出特性を示す。
　粘度が５ｍＰａ・ｓ未満の場合は、高周波数のヘッドにおいて、吐出の追随性の低下が
認められ、５０ｍＰａ・ｓを越える場合は、加熱による粘度の低下機構をヘッドに組み込
んだとしても吐出そのものの低下を生じ、吐出の安定性が不良となり、全く吐出できなく
なる。
【００３２】
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　また、本発明のインクジェットインキは、ピエゾヘッドにおいては、１０μＳ／ｃｍ以
下の電導度とし、ヘッド内部での電気的な腐食のないインキとすることが好ましい。また
、コンティニュアスタイプにおいては、電解質による電導度の調整が必要であり、この場
合には、０．５ｍＳ／ｃｍ以上の電導度に調整する必要がある。
【００３３】
　本発明のインクジェットインキを使用するには、まずこのインクジェットインキをイン
クジェット記録方式用プリンタのプリンタヘッドに供給し、このプリンタヘッドから基材
上に吐出し、その後紫外線又は電子線等の活性エネルギー線を照射する。これにより印刷
媒体上の組成物は速やかに硬化する。
【００３４】
　なお、活性エネルギー線の光源としては、紫外線を照射する場合には、例えば高圧水銀
ランプ、メタルハライドランプ、低圧水銀ランプ、超高圧水銀ランプ、紫外線レーザー、
および太陽光を使用することができる。電子線により硬化させる場合には、通常３００ｅ
Ｖ以下のエネルギーの電子線で硬化させるが、１～５Ｍｒａｄの照射量で瞬時に硬化させ
ることも可能である。
【００３５】
以下、実施例をあげて本発明を具体的に説明するが、本発明は実施例に特に限定されるも
のではない。なお、実施例中、「部」は「重量部」を表す。
【００３６】
まず、下記のような配合で顔料分散体Ａを作成した。この分散体は有機溶剤中に顔料およ
び分散剤を投入し、ハイスピードミキサー等で均一になるまで撹拌後、得られたミルベー
スを横型サンドミルで約１時間分散して作成した。
・ＬＩＯＮＯＬ　ＢＬＵＥ　ＦＧ－７４００Ｇ（東洋インキ製造社製　フタロシアニン顔
料）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　３０．０部
・ソルスパーズ３２０００（アビシア社製　顔料分散剤）　　　　　　　９．０部
・２－フェノキシエチルアクリレート　　　　　　　　　　　　　　　６１．０部
【００３７】
更に、下記のような配合で顔料分散体Ｂを作成した。この分散体は有機溶剤中に顔料およ
び分散剤を投入し、ハイスピードミキサー等で均一になるまで撹拌後、得られたミルベー
スを横型サンドミルで約１．５時間分散して作成した。
・Ｆａｎｃｈｏｎ　Ｆａｓｔ　Ｙｅｌｌｏｗ　Ｙ－５６８８（バイエル社製　ニッケル錯
体アゾ顔料）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　３５．０部
・ソルスパーズ２４０００（アビシア社製　顔料分散剤）　　　　　　　７．０部
・２－フェノキシエチルアクリレート　　　　　　　　　　　　　　　５８．０部
【００３８】
更に、下記のような配合で顔料分散体Ｃを作成した。この分散体は有機溶剤中に顔料およ
び分散剤を投入し、ハイスピードミキサー等で均一になるまで撹拌後、得られたミルベー
スを横型サンドミルで約２時間分散して作成した。
・Ｈｏｓｔａｐｅｒｍ　Ｒｅｄ　Ｅ５Ｂ０２（クラリアント社製　キナクリドン顔料）　
　　　　　　２０．０部
・ソルスパーズ２４０００（アビシア社製　顔料分散剤）　　　　　　　６．０部
・２－フェノキシエチルアクリレート　　　　　　　　　　　　　　　７４．０部
【実施例１】
【００３９】
上記顔料分散体を下記配合処方にてインキ化し、インクジェットインキを得た。
・顔料分散体Ａ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１１．４部
・２－フェノキシエチルアクリレート　　　　　　　　　　　　　　　４０．０部
・ＢＹＫ－３６１Ｎ（ＢＹＫ　Ｃｈｅｍｉｅ社製　アクリル樹脂）　　　０．１部
・Ｎ－ビニルカプロラクタム　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１５．０部
・エトキシ化トリメチロ－ルプロパントリアクリレート　　　　　　　２０．０部
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・Ｅｂｅｃｒｙｌ８４０２（ダイセルＵＣＢ社製　２官能ウレタンオリゴマー）　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　５．５部
・イルガキュア９０７（チバスペシャルティケミカルズ社製　光ラジカル重合開始剤）　
　　　　　　　４．０部
・イルガキュア８１９（チバスペシャルティケミカルズ社製　光ラジカル重合開始剤）　
　　　　　　　４．０部
【実施例２】
【００４０】
上記顔料分散体を下記配合処方にてインキ化し、インクジェットインキを得た。
・顔料分散体Ｂ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　８．６部
・２－フェノキシエチルアクリレート　　　　　　　　　　　　　　　２４．８部
・ＢＹＫ－３６１Ｎ（ＢＹＫ　Ｃｈｅｍｉｅ社製　アクリル樹脂）　　　０．１部
・Ｎ－ビニルカプロラクタム　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２８．０部
・プロポキシ化ネオペンチルグリコールジアクリレート　　　　　　　２７．０部
・Ｅｂｅｃｒｙｌ８４０２（ダイセルＵＣＢ社製　２官能ウレタンオリゴマー）　　　３
．５部
・イルガキュア９０７（チバスペシャルティケミカルズ社製　光ラジカル重合開始剤）　
　　　　　　　３．０部
・イルガキュア８１９（チバスペシャルティケミカルズ社製　光ラジカル重合開始剤）　
　　　　　　　５．０部
【実施例３】
【００４１】
上記顔料分散体を下記配合処方にてインキ化し、インクジェットインキを得た。
・顔料分散体Ｃ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１６．５部
・イソボロニルアクリレート　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２．５部
・Ｎ－ビニルカプロラクタム　　　　　　　　　　　　　　　　　　　４０．０部
・トリプロピレングリコールジアクリレート　　　　　　　　　　　　１８．０部
・エトキシ化トリメチロールプロパントリアクリレート　　　　　　　２３．０部
・イルガキュア９０７（チバスペシャルティケミカルズ社製　光ラジカル重合開始剤）　
　　　　　　　３．０部
・イルガキュア８１９（チバスペシャルティケミカルズ社製　光ラジカル重合開始剤）　
　　　　　　　５．０部
（比較例１）
【００４２】
上記顔料分散体を下記配合処方にてインキ化し、インクジェットインキを得た。
・顔料分散体Ｃ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１６．５部
・イソボロニルアクリレート　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２４．５部
・Ｎ－ビニルカプロラクタム　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１０．０部
・トリプロピレングリコールジアクリレート　　　　　　　　　　　　１８．０部
・エトキシ化トリメチロールプロパントリアクリレート　　　　　　　２３．０部
・イルガキュア９０７（チバスペシャルティケミカルズ社製　光ラジカル重合開始剤）　
　　　　　　　３．０部
・イルガキュア８１９（チバスペシャルティケミカルズ社製　光ラジカル重合開始剤）　
　　　　　　　５．０部
（比較例２）
【００４３】
上記顔料分散体を下記配合処方にてインキ化し、インクジェットインキを得た。
・顔料分散体Ｂ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　８．６部
・２－フェノキシエチルアクリレート　　　　　　　　　　　　　　　　９．８部
・ＢＹＫ－３６１Ｎ（ＢＹＫ　Ｃｈｅｍｉｅ社製　アクリル樹脂）　　　０．１部
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・Ｎ－ビニルカプロラクタム　　　　　　　　　　　　　　　　　　　４０．０部
・プロポキシ化ネオペンチルグリコールジアクリレート　　　　　　　３０．０部
・Ｅｂｅｃｒｙｌ８４０２（ダイセルＵＣＢ社製　２官能ウレタンオリゴマー）　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　３．５部
・イルガキュア９０７（チバスペシャルティケミカルズ社製　光ラジカル重合開始剤）　
　　　　　　　３．０部
・イルガキュア８１９（チバスペシャルティケミカルズ社製　光ラジカル重合開始剤）　
　　　　　　　５．０部
（比較例３）
【００４４】
実施例３の配合組成からＮ－ビニルカプロラクタムを除き、不足分を２－フェノキシエチ
ルアクリレートで補った以外は同様の方法でインキ化した。
【００４５】
実施例１～３、比較例１～３で得られたインクジェットインキをＵＶＩＪプリンターにて
ポリ塩化ビニルシートに印刷し、印刷面をクロスカットしセロハンテープで剥離試験を実
施し密着性を評価。
【００４６】
その結果、実施例１～３のインキはポリ塩化ビニルシートからインキが剥がれず、密着性
が良好であったが、比較例１～３のインキはポリ塩化ビニルからインキが剥がれた。
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