
JP 5224699 B2 2013.7.3

10

20

(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
重合開始剤、重合性モノマー、及び燐酸基含有ポリマーを含有し、前記燐酸基含有ポリマ
ーの重量平均分子量が１０，０００以上３０，０００以下であり、前記燐酸基含有ポリマ
ーが少なくとも１種の下記一般式（１－３）で表される構造単位を有する（メタ）アクリ
ル系樹脂であり、インク組成物中の前記重合性モノマーの含有量が７０質量％以上９５質
量％以下であることを特徴とするインク組成物。
【化１】

［一般式（１－３）中、Ｒは、水素原子またはメチル基を表す。Ｒ１０７、Ｒ１０８はそ
れぞれ同一でも相違していてもよく、水素原子、ナトリウム、カリウム、アルキル基、ア
リール基を示す。Ｗは、炭素数６～２０のアリーレン（単環、複素環）、－Ｃ（＝Ｏ）Ｎ
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（Ａｒ）－、アルキレンオキシ、ポリアルキレンオキシ、－ＯＡｒ－（アリーレンオキシ
、ポリアリーレンオキシ）、－Ｃ（＝Ｏ）Ｏ－、－Ｃ（＝Ｏ）Ｏ－Ａｒ－、－ＳＡｒ－、
－ＡｒＳ－、－ＡｒＣ（＝Ｏ）－、－ＡｒＣ（＝Ｏ）Ｏ－、－ＡｒＯ－、を表し、これら
の連結基は２種以上組み合せたものでもよく、Ｚ１は水素原子または１価の有機基を表し
、Ａｒはアリール基を表す。］
【請求項２】
前記燐酸基含有ポリマーが下記化合物（Ｄ－１）で表される（メタ）アクリル系樹脂であ
ることを特徴とする請求項１に記載のインク組成物。
【化２】

【請求項３】
前記燐酸基含有ポリマーを１質量％以上１０質量％以下含有することを特徴とする請求項
１または請求項２に記載のインク組成物。
【請求項４】
着色剤を含有することを特徴とする請求項１～請求項３のいずれか１項に記載のインク組
成物。
【請求項５】
インクジェット記録用であることを特徴とする請求項１～請求項４のいずれか１項に記載
のインク組成物。
【請求項６】
被記録媒体上に、請求項１～請求項５のいずれか１項に記載のインク組成物をインクジェ
ット記録装置により吐出する工程と、吐出されたインク組成物に活性放射線を照射してイ
ンク組成物を硬化する工程と、を含むことを特徴とするインクジェット記録方法。
【請求項７】
前記活性放射線が、発光ピーク波長が３５０～４２０ｎｍの範囲にあり、かつ被記録媒体
表面での最高照度が１０～２，０００ｍＷ／ｃｍ２となる紫外線を発生する発光ダイオー
ドにより照射される紫外線であることを特徴とする請求項６に記載のインクジェット記録
方法。
【請求項８】
請求項６又は請求項７に記載のインクジェット記録方法によって記録されたことを特徴と
する印刷物。
【請求項９】
請求項１～請求項５のいずれか１項に記載のインク組成物を支持体上に吐出する工程と、
吐出されたインク組成物に活性放射線を照射して、前記インク組成物を硬化させることに
より、前記インク組成物が硬化してなる疎水性画像を前記支持体上に形成する工程と、を
含むことを特徴とする平版印刷版の製造方法。
【請求項１０】
請求項９に記載の平版印刷版の製造方法によって製造されたことを特徴とする平版印刷版
。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、インクジェット記録用として好適に用いられるインク組成物、インクジェッ
ト記録方法、及びこれを用いた印刷物、更に、該インク組成物を用いて得られる平版印刷
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版並びに平版印刷版の製造方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　３員環、４員環などの環状エーテル化合物は、高い反応性を示すことが知られており、
光カチオン重合や酸無水物を用いる熱重合が適用される硬化性組成物に含まれる重合性化
合物として利用されている（例えば、特許文献１及び２参照）。
【０００３】
　一方、画像データ信号に基づき、紙などの被記録媒体に画像を形成する画像記録方法と
して、電子写真方式、昇華型及び溶融型熱転写方式、インクジェット方式などがある。中
でも、インクジェット方式は、安価な装置で実施可能であり、且つ、必要とされる画像部
のみにインクを射出して被記録媒体上に直接画像形成を行うため、インクを効率良く使用
でき、ランニングコストが安い。更に、騒音が少なく、画像記録方式として優れている。
　インクジェット方式によれば、普通紙のみならずプラスチックシート、金属板など非吸
水性の被記録媒体にも印字可能であるが、印字する際の高速化及び高画質化が重要な課題
となっており、印字後の液滴の乾燥、硬化に要する時間が、印刷物の生産性や印字画像の
鮮鋭度に大きく影響する性質を有している。
【０００４】
　インクジェット方式の一つとして、放射線の照射により、硬化可能なインクジェット記
録用インクを用いた記録方式がある。この方法によれば、インク射出後直ちに又は一定の
時間後に放射線照射し、インク液滴を硬化させることで、印字の生産性が向上し、鮮鋭な
画像を形成することができる。
　紫外線などの放射線の照射により硬化可能なインクジェット記録用インクの高感度化を
達成することにより、放射線に対し高い硬化性が付与され、インクジェット記録の生産性
向上、消費電力低減、放射線発生器への負荷軽減による高寿命化、硬化不足に基づく低分
子物質の揮発発生の防止など、多くの利益が生じる。また、高感度化は、特にインクジェ
ット記録用インクにより形成された画像の強度を向上させ、特に、平版印刷版の形成に応
用した場合、画像部の硬化強度が高まることになり、高耐刷性が得られることになる。
【０００５】
　このような放射線、例えば、紫外線による硬化型インクジェット方式は、比較的低臭気
であり、速乾性、インク吸収性の無い被記録媒体への記録が出来る点で、近年注目されつ
つあり、被記録媒体への密着性に優れ、紫外線硬化時の収縮率が小さいカチオン重合型イ
ンク組成物が提案されている（例えば、特許文献３参照）。但し、これらカチオン重合型
インクは、経時で発生した酸に基づく反応により、保存時の安定性が充分ではなく、実用
化には大きな障害となっていた。このため、保存安定性を改良する試みとして、塩基性化
合物や熱塩基発生剤を添加する技術が提案されている（例えば、特許文献４～６参照）が
、塩基性化合物が露光により発生した酸の機能を阻害するためにインクの硬化感度が低下
するという新たな問題が発生することがわかった。
【０００６】
　しかし、近年、画像情報をコンピュータを用いて電子的に処理、蓄積、出力するディジ
タル化技術が広く普及し、それに対応した新しい画像出力方式が求められるようになった
。特に、現像液による処理を経ないで印刷版を作製しうる方法が検討され、インクジェッ
ト記録用インク組成物によって直接平版印刷版を作製する方法が検討されている（例えば
、特許文献７参照）。これは、好ましくは親水性の支持体表面にインクジェット方式等に
よってインクを画像様に吐出し、これに活性放射線に照射して硬化させ、所望の画像（好
ましくは、疎水性画像）を有する印刷版を得るものである。
　平版印刷版の画像部を形成するためには、支持体上に吐出されたインクの硬化性（硬化
感度）、支持体との密着性、等が望まれている。
　これに対して、脂環ポリマー、フッ素系ポリマーを含有するインクやポリウレタン樹脂
、ポリアミド樹脂、ポリウレア樹脂及びポリエステル樹脂から選択される樹脂を含有する
ＵＶインクジェット用インクが開示されている（例えば、特許文献８，９参照。）。
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　しかしながら、基板との密着性が十分ではなく、また、インクの調製時に粘度上昇がみ
られインク調製の作業性、インクの突出性が満足できるものではなかった。
【特許文献１】特開平１１－４３５４０号公報
【特許文献２】特開平１１－６０７０２号公報
【特許文献３】特開平９－１８３９２８号公報
【特許文献４】特開２００３－３１２１２１公報
【特許文献５】特開２００３－３４１２１７公報
【特許文献６】特開２００４－９１５５８公報
【特許文献７】特開昭５４－１１７２０３号公報
【特許文献８】特開２００６－１８２９７０号公報
【特許文献９】特開２００６－１５２０７１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、前記従来における諸問題を解決し、以下の目的を達成することを課題とする
。即ち、本発明の目的は、基板との密着性に優れ、硬化感度が良好なインク組成物、及び
該インク組成物を用いたインクジェット記録方法を提供することにある。
　また、本発明のさらなる目的は、基板との密着性に優れた画像を有する印刷物、耐刷性
に優れた平版印刷版、及びその製造方法を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　前記実情に鑑み本発明者らは、鋭意研究を行ったところ、上記課題を解決しうることを
見出し本発明を完成した。
　即ち、本発明は下記の手段により達成されるものである。
【０００９】
＜１＞　重合開始剤、重合性モノマー、及び燐酸基含有ポリマーを含有し、前記燐酸基含
有ポリマーの重量平均分子量が１０，０００以上３０，０００以下であり、前記燐酸基含
有ポリマーが少なくとも１種の後述の一般式（１－３）で表される構造単位を有する（メ
タ）アクリル系樹脂であり、インク組成物中の前記重合性モノマーの含有量が７０質量％
以上９５質量％以下であることを特徴とするインク組成物。
＜２＞　燐酸基含有ポリマーが後述の化合物（Ｄ－１）で表される（メタ）アクリル系樹
脂であることを特徴とする上記＜１＞に記載のインク組成物。
＜３＞　燐酸基含有ポリマーを１質量％以上１０質量％以下含有することを特徴とする上
記＜１＞または＜２＞に記載のインク組成物。
【００１０】
＜４＞　着色剤を含有することを特徴とする上記＜１＞～＜３＞のいずれか１項に記載の
インク組成物。
＜５＞　インクジェット記録用であることを特徴とする上記＜１＞～＜４＞のいずれか１
項に記載のインク組成物。
【００１１】
＜６＞　被記録媒体上に、上記＜１＞～＜５＞のいずれか１項に記載のインク組成物をイ
ンクジェット記録装置により吐出する工程と、吐出されたインク組成物に活性放射線を照
射してインク組成物を硬化する工程と、を含むことを特徴とするインクジェット記録方法
。
＜７＞　前記活性放射線が、発光ピーク波長が３５０～４２０ｎｍの範囲にあり、かつ被
記録媒体表面での最高照度が１０～２，０００ｍＷ／ｃｍ２となる紫外線を発生する発光
ダイオードにより照射される紫外線であることを特徴とする上記＜６＞に記載のインクジ
ェット記録方法。
【００１２】
＜８＞　上記＜６＞又は＜７＞に記載のインクジェット記録方法によって記録されたこと
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を特徴とする印刷物。
＜９＞　上記＜１＞～＜５＞のいずれか１項に記載のインク組成物を支持体上に吐出する
工程と、吐出されたインク組成物に活性放射線を照射して、前記インク組成物を硬化させ
ることにより、前記インク組成物が硬化してなる疎水性画像を前記支持体上に形成する工
程と、を含むことを特徴とする平版印刷版の製造方法。
【００１３】
＜１０＞　上記＜９＞に記載の平版印刷版の製造方法によって製造されたことを特徴とす
る平版印刷版。
【発明の効果】
【００１４】
　本発明によれば、基板との密着性に優れ、硬化感度が良好なインク組成物、及び該イン
ク組成物を用いたインクジェット記録方法を提供できる。
　また、本発明によれば、基板との密着性に優れた画像を有する印刷物、耐刷性に優れた
平版印刷版、及びその製造方法を提供できる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１５】
　本発明のインク組成物は、重合開始剤、重合性モノマー、及び燐酸基含有ポリマーを含
有し、前記燐酸基含有ポリマーの重量平均分子量が１０，０００以上３０，０００以下で
あり、前記燐酸基含有ポリマーが少なくとも１種の後述の一般式（１－３）で表される構
造単位を有する（メタ）アクリル系樹脂であり、前記重合性モノマーの含有量が７０質量
％以上９５質量％以下であることを特徴とし、放射線の照射により硬化が可能である。
　本発明で言う「放射線」とは、その照射により組成物中において開始種を発生させうる
活性エネルギー線を付与することができるものであれば、特に制限はなく、広くα線、γ
線、Ｘ線、紫外線、可視光線、電子線などを包含するものである。中でも、硬化感度及び
装置の入手容易性の観点からは、紫外線及び電子線が好ましく、特に紫外線が好ましい。
従って、本発明のインク組成物としては、放射線として、紫外線を照射することにより硬
化可能なインク組成物であることが好ましい。
　また、本発明のインク組成物は、前記重合開始剤、重合性モノマー、及び前記燐酸基含
有ポリマーを含有するが、着色剤を含有することが好ましく、必要に応じてその他の添加
剤を含有することができる。
　以下、本発明のインク組成物の構成成分等について詳細に説明する。
【００１６】
（燐酸基含有ポリマー）
　本発明における燐酸基含有ポリマー（以下、「特定燐酸基含有ポリマー」ともいう。）
は、その重量平均分子量が１０，０００以上３０，０００以下とする必要がある。インク
組成物の基板との密着性、インク組成物の粘度制御の観点から、１０，０００以上　２５
，０００以下が好ましく、１０，０００以上２０，０００以下がより好ましく、１０，０
００以上１５，０００以下が特に好ましい。
　前記重量平均分子量を１０，０００以上とすることにより、基板への密着性が向上する
傾向となり、また、２０，０００以下とすることにより、燐酸基含有ポリマー添加時のイ
ンク組成物の粘度上昇を抑制でき易くなる傾向となり好ましい。
【００１７】
　本発明において、前記燐酸基とは、－Ｐ（＝Ｏ）（ＯＨ）２及び－ＯＰ（＝Ｏ）（ＯＨ
）２（それらのエステル及び塩を含む。）を意味するものとする。
　本発明のインク組成物中に前記特定燐酸基含有ポリマーを含有させることにより、基板
との密着性に優れたインク組成物とすることができ、また、該インク組成物を用いたイン
クジェット記録方法を提供することができる。また、前記インク組成物を用いたインクジ
ェット記録方法により記録された印刷物が基板との密着性に優れた画像とすることができ
る。
　それらの中でも、インク組成物中に含んで用いた際の基板との密着性との観点から、前
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記ポリマーとしては（１－１）ポリウレタン樹脂、（１－２）ポリエステル樹脂、（１－
３）ポリウレア樹脂、（１－４）（メタ）アクリル系樹脂から選択される１種以上である
ことが好ましい態様である。本発明においては、後述の一般式（１－３）で表される構造
単位を有する（１－４）（メタ）アクリル系樹脂である。
【００１８】
（１－１）ポリウレタン樹脂
　本発明で使用するポリウレタン樹脂について説明する。
（ｉ）本発明で使用されるポリウレタン樹脂は、下記式（１）’で表されるジイソシアネ
ート化合物の少なくとも１種と式（１）”で表されるジオール化合物の少なくとも１種と
の反応生成物で表される構造単位を基本骨格とするポリウレタン樹脂である。
ＯＣＮ－Ｘ０－ＮＣＯ　　（１）’
ＨＯ－Ｙ０－ＯＨ　　　　（１）”
（式中、Ｘ０、Ｙ０は２価の有機残基を表す。）
【００１９】
　本発明におけるポリウレタン樹脂で、好ましいポリウレタン樹脂は、燐酸基を０．４ｍ
ｅｑ／ｇ以上有するポリウレタン樹脂である。
　好適に使用されるポリウレタン樹脂は、上記式（１）’で表されるジイソシアネート化
合物と、式（２３）、（２４）、（２５）のジオール化合物の少なくとも１種との反応生
成物で表される構造単位および／または、テトラカルボン酸２無水物をジオール化合物で
開環させた化合物から由来される構造単位を基本骨格とするポリウレタン樹脂である。
【００２０】

【化１】

【００２１】
　式（２３）中、Ｒ１は水素原子、置換基（例えば、シアノ、ニトロ、ハロゲン原子（－
Ｆ、－Ｃｌ、－Ｂｒ、－Ｉ）、－ＣＯＮＨ２、－ＣＯＯＲ１１３、－ＯＲ１１３、－ＮＨ
ＣＯＮＨＲ１１３、－ＮＨＣＯＯＲ１１３、－ＮＨＣＯＲ１１３、－ＯＣＯＮＨＲ１１３

、－ＣＯＮＨＲ１１３（ここで、Ｒ１１３は炭素数１～１０のアルキル基、炭素数７～１
５のアラルキル基などの各基が含まれる。）を有していてもよいアルキル、アラルキル、
アリール、アルコキシ、アリーロキシ基を示し、好ましくは水素原子、炭素数１～８個の
アルキル基、炭素数６～１５個のアリール基を示す。
【００２２】
　式（２３）～（２５）中、Ｌ１０、Ｌ１１、Ｌ１２はそれぞれ同一でも相違していても
よく、単結合、置換基（例えば、アルキル、アラルキル、アリール、アルコキシ、ハロゲ
ンの各基が好ましい。）を有していてもよい２価の脂肪族または芳香族炭化水素基を示す
。好ましくは炭素数１～２０個のアルキレン基、炭素数６～１５個のアリーレン基、さら
に好ましくは炭素数１～８個のアルキレン基を示す。必要に応じて、Ｌ１０、Ｌ１１、Ｌ

１２中にイソシアネート基と反応しない他の官能基、例えばカルボニル、エステル、ウレ
タン、アミド、ウレイド、エーテル基を有していてもよい。なお、Ｒ１、Ｌ１０、Ｌ１１

、Ｌ１２のうちの２または３個で環を形成してもよい。
【００２３】
　上記式（２４）中、Ａｒは置換基を有していてもよい三価の芳香族炭化水素基を示し、
好ましくは炭素数６～１５個の芳香族基を示す。
　上記式（２３）～（２５）中、Ｚ０は下記の基を示す。
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【００２４】
【化２】

【００２５】
　上記式中、Ｒ１０７、Ｒ１０８はそれぞれ同一でも相違していてもよく、水素原子、ナ
トリウム、カリウム、アルキル基、アリール基を示し、好ましくは水素原子、炭素原子１
～８個のアルキル基、炭素数６～１５個のアリール基を示す。更に好ましくは、両方が水
素原子である。
【００２６】
　式（２３）、（２４）または（２５）で示されるホスホン酸、リン酸および／またはこ
れらのエステル基を有するジオール化合物は、例えば以下に示す方法により合成される。
【００２７】
　以下の式（２６）、（２７）、（２８）で示されるハロゲン化合物のヒドロキシ基を必
要に応じて保護した後、式（２９）で表されるＭｉｃｈａｅｌｉｓ－Ａｒｂｕｚｏｖ反応
によりホスホネートエステル化し、さらに必要により臭化水素等により加水分解すること
により合成が行われる。
【００２８】

【化３】

【００２９】
　式中、Ｒ１、Ｌ１０、Ｌ１１、Ｌ１２およびＡｒは式（２３）、（２４）、（２５）の
場合と同義である。Ｒ１０９はアルキル基、アリール基を示し、好ましくは炭素数１～８
個のアルキル基、炭素数６～１５個のアリール基を示す。Ｒ１１０は式（２６）、（２７
）、（２８）のＸ０１を除いた残基であり、Ｘ０１はハロゲン原子、好ましくはＣｌ、Ｂ
ｒ、Ｉを示す。
【００３０】
　また、式（３０）で表されるオキシ塩化リンとの反応後、加水分解させる方法により合
成が行われる。
【００３１】

【化４】
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【００３２】
　式中、Ｒ１１０は式（２９）の場合と同義であり、Ｍは水素原子、ナトリウムまたはカ
リウムを示す。
【００３３】
　本発明におけるポリウレタン樹脂がホスホン酸基を有する場合、式（１）で示されるジ
イソシアネート化合物と、式（２３）、（２４）または（２５）で示されるホスホン酸エ
ステル基を有するジオール化合物を反応させ、ポリウレタン樹脂化した後、臭化水素等に
より加水分解することで合成してもよい。
【００３４】
　本発明において、ポリウレタン樹脂の合成に用いられる好ましいテトラカルボン酸２無
水物としては、式（５）、（６）、（７）で示されるものが挙げられる。
【００３５】
【化５】

【００３６】
　式中、Ｌ２１は単結合、置換基（例えばアルキル、アラルキル、アリール、アルコキシ
、ハロゲノ、エステル、アミドの各基が好ましい。）を有していてもよい二価の脂肪族ま
たは芳香族炭化水素基、－ＣＯ－、－ＳＯ－、－ＳＯ２－、－Ｏ－または－Ｓ－を示す。
好ましくは単結合、炭素数１～１５個の二価の脂肪族炭化水素基、－ＣＯ－、－ＳＯ２－
、－Ｏ－または－Ｓ－を示す。
　式中、Ｒ２、Ｒ３は同一でも相違していてもよく、水素原子、アルキル、アラルキル、
アリール、アルコキシ、またはハロゲノ基を示す。好ましくは、水素原子、炭素数１～８
個のアルキル、炭素数６～１５個のアリール、炭素数１～８個のアルコキシ、またはハロ
ゲノ基を示す。またＬ２１、Ｒ２、Ｒ３のうちの２つが結合して環を形成してもよい。
　式中、Ｒ４、Ｒ５は同一でも相違していてもよく、水素原子、アルキル、アラルキル、
アリールまたはハロゲノ基を示す。好ましくは水素原子、炭素数１～８個のアルキル基、
または炭素数６～１５個のアリール基を示す。またＬ２１、Ｒ４、Ｒ５のうちの２つが結
合して環を形成してもよい。
　式中、Ｌ２２、Ｌ２３は同一でも相違していてもよく、単結合、二重結合、または二価
の脂肪族炭化水素基を示す。好ましくは単結合、二重結合、またはメチレン基を示す。
　式中、Ａは単核または多核の芳香環を示す。好ましくは炭素数６～１８個の芳香環を示
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す。
【００３７】
　式（５）、（６）または（７）で示される化合物としては、具体的には以下に示すもの
が含まれる。
【００３８】
　すなわち、ピロメリット酸二無水物、３，３’，４，４’－ベンゾフェノンテトラカル
ボン酸二無水物、３，３’，４，４’－ジフェニルテトラカルボン酸二無水物、２，３，
６，７－ナフタレンテトラカルボン酸二無水物、１，４，５，８－ナフタレンテトラカル
ボン酸二無水物、４，４’－スルホニルジフタル酸二無水物、２，２－ビス（３，４－ジ
カルボキシフェニル）プロパン二無水物、ビス（３，４－ジカルボキシフェニル）エーテ
ル二無水物、４，４’－［３，３’－（アルキルホスホリルジフェニレン）－ビス（イミ
ノカルボニル）］ジフタル酸二無水物、ヒドロキノンジアセテートとトリメット酸無水物
の付加体、ジアセチルジアミンとトリメット酸無水物の付加体などの芳香族テトラカルボ
ン酸二無水物；５－（２，５－ジオキソテトラヒドロフリル）－３－メチル－３－シクロ
ヘキセン－１，２－ジカルボン酸無水物（大日本インキ化学工業（株）製、エピクロンＢ
－４４００）、１，２，３，４－シクロペンタンテトラカルボン酸二無水物、１，２，４
，５－シクロヘキサンテトラカルボン酸二無水物、テトラヒドロフランテトラカルボン酸
二無水物などの脂環族テトラカルボン酸二無水物；１，２，３，４－ブタンテトラカルボ
ン酸二無水物、１，２，４，５－ペンタンテトラカルボン酸二無水物などの脂肪族テトラ
カルボン酸二無水物が挙げられる。
【００３９】
　これらのテトラカルボン酸二無水物をジオール化合物で開環された化合物から由来する
構造単位をポリウレタン樹脂中に導入する方法としては、例えば以下の方法がある。
ａ）テトラカルボン酸二無水物をジオール化合物で開環させて得られたアルコール末端の
化合物と、ジイソシアネート化合物とを反応させる方法。
ｂ）ジイソシアネート化合物をジオール化合物過剰の条件下で反応させ得られたアルコー
ル末端を有するウレタン化合物と、テトラカルボン酸二無水物とを反応させる方法。
【００４０】
　またこのとき使用されるジオール化合物としては、具体的には以下に示すものが含まれ
る。
　すなわち、エチレングリコール、ジエチレングリコール、トリエチレングリコール、テ
トラエチレングリコール、プロピレングリコール、ジプロピレングリコール、ポリエチレ
ングリコール、ポリプロピレングリコール、ネオペンチルグリコール、１，３－ブチレン
グリコール、１，６－ヘキサンジオール、２－ブテン－１，４－ジオール、２，２，４－
トリメチル－１，３－ペンタンジオール、１，４－ビス－β－ヒドロキシエトキシシクロ
ヘキサン、シクロヘキサンジメタノール、トリシクロデカンジメタノール、水添ビスフェ
ノールＡ、水添ビスフェノールＦ、ビスフェノールＡのエチレンオキサイド付加体、ビス
フェノールＡのプロピレンオキサイド付加体、ビスフェノールＦのエチレンオキサイド付
加体、ビスフェノールＦのプロピレンオキサイド付加体、水添ビスフェノールＡのエチレ
ンオキサイド付加体、水添ビスフェノールＡのプロピレンオキサイド付加体、ヒドロキノ
ンジヒドロキシエチルエーテル、ｐ－キシリレングリコール、ジヒドロキシエチルスルホ
ン、ビス（２－ヒドロキシエチル）－２，４－トリレンジカルバメート、２，４－トリレ
ン－ビス（２－ヒドロキシエチルカルバミド）、ビス（２－ヒドロキシエチル）－ｍ－キ
シリレンジカルバメート、ビス（２－ヒドロキシエチル）イソフタレート等が挙げられる
。
【００４１】
　本発明に使用されるポリウレタン樹脂は、その他のジオール化合物として、より好まし
くは、ポリエーテルジオール化合物、ポリエステルジオール化合物、またはポリカーボネ
ートジオール化合物の少なくとも１種との反応生成物で表される構造を有するポリウレタ
ン樹脂である。
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【００４２】
　ポリエーテルジオール化合物としては、式（Ａ）、（Ｂ）、（Ｃ）、（Ｄ）、（Ｅ）で
表される化合物、および、末端に水酸基を有するエチレンオキシドとプロピレンオキシド
のランダム共重合体が挙げられる。
【００４３】
【化６】

【００４４】
　式中、Ｒ６は水素原子またはメチル基、Ｘは、以下の基を表す。
【００４５】
【化７】

【００４６】
　上記式中、ａ，ｂ，ｃ，ｄ，ｅ，ｆ，ｇはそれぞれ独立に２以上の整数を示す。好まし
くは２～１００の整数である。
【００４７】
　式（Ａ）、（Ｂ）で表されるポリエーテルジオール化合物としては、具体的には以下に
示すものが挙げられる。
　すなわち、ジエチレングリコール、トリエチレングリコール、テトラエチレングリコー
ル、ペンタエチレングリコール、ヘキサエチレングリコール、ヘプタエチレングリコール
、オクタエチレングリコール、ジ－１，２－プロピレングリコール、トリ－１，２－プロ
ピレングリコール、テトラ－１，２－プロピレングリコール、ヘキサ－１，２－プロピレ
ングリコール、ジ－１，３－プロピレングリコール、トリ－１，３－プロピレングリコー
ル、テトラ－１，３－プロピレングリコール、ジ－１，３－ブチレングリコール、トリ－
１，３－ブチレングリコール、ヘキサ－１，３－ブチレングリコール、平均分子量１００
０のポリエチレングリコール、平均分子量１５００のポリエチレングリコール、平均分子
量２０００のポリエチレングリコール、平均分子量３０００のポリエチレングリコール、
平均分子量７５００のポリエチレングリコール、平均分子量４００のポリプロピレングリ
コール、平均分子量７００のポリプロピレングリコール、平均分子量１０００のポリプロ
ピレングリコール、平均分子量２０００のポリプロピレングリコール、平均分子量３００
０のポリプロピレングリコール、平均分子量４０００のポリプロピレングリコール等。
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　式（Ｃ）で示されるポリエーテルジオール化合物としては、具体的には以下に示すもの
が挙げられる。三洋化成工業（株）製ＰＴＭＧ６５０，ＰＴＭＧ１０００，ＰＴＭＧ２０
０００，ＰＴＭＧ３０００等。
【００４９】
　式（Ｄ）で示されるポリエーテルジオール化合物としては、具体的には以下に示すもの
が挙げられる。三洋化成工業（株）製ニューポールＰＥ－６１，ニューポールＰＥ－６２
，ニューポールＰＥ－６４，ニューポールＰＥ－６８，ニューポールＰＥ－７１，ニュー
ポールＰＥ－７４，ニューポールＰＥ－７５，ニューポールＰＥ－７８，ニューポールＰ
Ｅ－１０８，ニューポールＰＥ－１２８，ニューポールＰＥ－６１等。
【００５０】
　式（Ｅ）で示されるポリエーテルジオール化合物としては、具体的には以下に示すもの
が挙げられる。三洋化成工業（株）製ニューポールＢＰＥ－２０、ニューポールＢＰＥ－
２０Ｆ、ニューポールＢＰＥ－２０ＮＫ、ニューポールＢＰＥ－２０Ｔ、ニューポールＢ
ＰＥ－２０Ｇ、ニューポールＢＰＥ－４０、ニューポールＢＰＥ－６０、ニューポールＢ
ＰＥ－１００、ニューポールＢＰＥ－１８０、ニューポールＢＰ－２Ｐ、ニューポールＢ
ＰＥ－２３Ｐ、ニューポールＢＰＥ－３Ｐ、ニューポールＢＰＥ－５Ｐ等。
【００５１】
　末端に水酸基を有するエチレンオキシドとプロピレンオキシドのランダム共重合体とし
ては、具体的には以下に示すものが挙げられる。三洋化成工業（株）製ニューポール５０
ＨＢ－１００，ニューポール５０ＨＢ－２６０，ニューポール５０ＨＢ－４００，ニュー
ポール５０ＨＢ－６６０，ニューポール５０ＨＢ－２０００，ニューポール５０ＨＢ－５
１００等。
【００５２】
　ポリエステルジオール化合物としては、式（８）、（９）で表される化合物が挙げられ
る。
【００５３】
【化８】

【００５４】
　式中、Ｌ１、Ｌ２およびＬ３はそれぞれ同一でも相違してもよく２価の脂肪族または芳
香族炭化水素基を示し、Ｌ４は２価の脂肪族炭化水素基を示す。好ましくは、Ｌ１、Ｌ２

、Ｌ３はそれぞれアルキレン基、アルケニレン基、アルキニレン基、アリーレン基を示し
、Ｌ４はアルキレン基を示す。
　またＬ１、Ｌ２、Ｌ３、Ｌ４中にはイソシアネート基と反応しない他の官能基、例えば
エーテル、カルボニル、エステル、シアノ、オレフイン、ウレタン、アミド、ウレイド基
またはハロゲン原子等が存在していてもよい。ｎ１、ｎ２はそれぞれ２以上の整数であり
、好ましくは２～１００の整数を示す。
【００５５】
　ポリカーボネートジオール化合物としては、式（１０）で表される化合物がある。
【００５６】
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【化９】

【００５７】
　式中、Ｌ５はそれぞれ同一でも相違してもよく２価の脂肪族または芳香族炭化水素基を
示す。好ましくは、Ｌ５はアルキレン基、アルケニレン基、アルキニレン基、アリーレン
基を示す。またＬ５中にはイソシアネート基と反応しない他の官能基、例えばエーテル、
カルボニル、エステル、シアノ、オレフイン、ウレタン、アミド、ウレイド基またはハロ
ゲン原子等が存在していてもよい。ｎ３はそれぞれ２以上の整数であり、好ましくは２～
１００の整数を示す。
【００５８】
　式（８）、（９）または（１０）で示されるジオール化合物としては具体的には以下に
示すものが含まれる。具体例中のｎは２以上の整数である。ｎは２以上１０以下であるこ
とが好ましく、ｎは２以上５以下であることがより好ましく、ｎは２または３の整数であ
ることが最も好ましい。
【００５９】

【化１０】

【００６０】
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【化１１】

【００６１】
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【化１２】

【００６２】
　また更に、カルボキシル基を有せず、イソシアネートと反応しない他の置換基を有して
もよいジオール化合物を併用することもできる。
　このようなジオール化合物としては、以下に示すものが含まれる。
【００６３】
ＨＯ－Ｌ６－Ｏ－ＣＯ－Ｌ７－ＣＯ－Ｏ－Ｌ６－ＯＨ　（１１）
ＨＯ－Ｌ７－ＣＯ－Ｏ－Ｌ６－ＯＨ　　　　　　　　　（１２）
【００６４】
　式中、Ｌ６、Ｌ７はそれぞれ同一でも相違していてもよく、置換基（例えば、アルキル
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、アラルキル、アリール、アルコキシ、アリーロキシ、ハロゲン原子（－Ｆ、－Ｃｌ、－
Ｂｒ、－Ｉ）、などの各基が含まれる。）を有していてもよい２価の脂肪族炭化水素基、
芳香族炭化水素基または複素環基を示す。必要に応じ、Ｌ６、Ｌ７中にイソシアネート基
と反応しない他の官能基、例えばカルボニル、エステル、ウレタン、アミド、ウレイド基
などを有していてもよい。なおＬ６、Ｌ７で環を形成してもよい。
【００６５】
　また式（１１）または（１２）で示される化合物の具体例としては以下に示すものが含
まれる。
【００６６】
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【化１３】

【００６７】
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【００６８】
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【化１５】

【００６９】
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【００７０】
　下記に示すジオール化合物も好適に使用できる。
【００７１】
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【００７２】
　式中、Ｒ７、Ｒ８はそれぞれ同一でも異なっていてもよく、置換基を有してもよいアル
キル基、ｃは上記と同義であり、それぞれ２以上の整数を示し、好ましくは２～１００の
整数である。
【００７３】
　式（１５）、（１６）、（１７）または（１８）で示されるジオール化合物としては、
具体的には以下に示すものが挙げられる。
　すなわち、式（１５）としては、エチレングリコール、１，３－プロパンジオール、１
，４－ブタンジオール、１，５－ペンタンジオール、１，６－ヘキサンジオール、１，７
－ヘプタンジオール、１，８－オクタンジオール等、式（１６）としては、下記に示す化
合物等、
【００７４】
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【化１８】

【００７５】
　式（１７）としては、２－ブテン－１，４－ジオール、式（１８）としては、ｃｉｓ－
２－ブテン－１，４－ジオール、ｔｒａｎｓ－２－ブテン－１，４－ジオール等。
【００７６】
　また、下記に示すジオール化合物も好適に使用できる。
ＨＯ－Ｌ６－ＮＨ－ＣＯ－Ｌ７－ＣＯ－ＮＨ－Ｌ６－ＯＨ　（１９）
ＨＯ－Ｌ７－ＣＯ－ＮＨ－Ｌ６－ＯＨ　（２０）
【００７７】
式中、Ｌ６、Ｌ７はそれぞれ同一でも相違していてもよく、置換基（例えば、アルキル、
アラルキル、アリール、アルコキシ、アリーロキシ、ハロゲン原子（－Ｆ、－Ｃｌ、－Ｂ
ｒ、－Ｉ）、などの各基が含まれる。）を有していてもよい２価の脂肪族炭化水素基、芳
香族炭化水素基または複素環基を示す。必要に応じ、Ｌ６、Ｌ７中にイソシアネート基と
反応しない他の官能基、例えばカルボニル、エステル、ウレタン、アミド、ウレイド基な
どを有していてもよい。なおＬ６、Ｌ７で環を形成してもよい。
【００７８】
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【化１９】

【００７９】
　また式（１９）または（２０）で示される化合物の具体例としては以下に示すものが含
まれる。
【００８０】
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【化２０】

【００８１】
　さらに、下記に示すジオール化合物も好適に使用できる。
ＨＯ－ＡＲ２－（Ｌ１６－ＡＲ３）ｎ－ＯＨ　（２１）
ＨＯ－ＡＲ２－Ｌ１６－ＯＨ　（２２）
【００８２】
　式中、Ｌ１６は置換基（例えば、アルキル、アラルキル、アリール、アルコキシ、アリ
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ーロキシ、ハロゲノの各基が好ましい。）を有していてもよい２価の脂肪族炭化水素基を
示す。必要に応じ、Ｌ１６中にイソシアネート基と反応しない他の官能基、例えばエステ
ル、ウレタン、アミド、ウレイド基を有していてもよい。
　ＡＲ２、ＡＲ３は同一でも相違していてもよく、置換基を有していてもよい２価の芳香
族炭化水素基を示し、好ましくは炭素数６～１５個の芳香族基を示す。ｎは０～１０の整
数を示す。
【００８３】
　また式（２１）または（２２）で示されるジオール化合物としては具体的には以下に示
すものが含まれる。
すなわち、カテコール、レゾルシン、ハイドロキノン、４－メチルカテコール、４－ｔ－
ブチルカテコール、４－アセチルカテコール、３－メトキシカテコール、４－フェニルカ
テコール、４－メチルレゾルシン、４－エチルレゾルシン、４－ｔ－ブチルレゾルシン、
４－ヘキシルレゾルシン、４－クロロレゾルシン、４－ベンジルレゾルシン、４－アセチ
ルレゾルシン、４－カルボメトキシレゾルシン、２－メチルレゾルシン、５－メチルレゾ
ルシン、ｔ－ブチルハイドロキノン、２，５－ジ－ｔ－ブチルハイドロキノン、２，５－
ジ－ｔ－アミルハイドロキノン、テトラメチルハイドロキノン、テトラクロロハイドロキ
ノン、メチルカルボアミノハイドロキノン、メチルウレイドハイドロキノン、メチルチオ
ハイドロキノン、ベンゾノルボルネン－３，６－ジオール、ビスフェノールＡ、ブスフェ
ノールＳ、３，３’－ジクロロビスフェノールＳ、４，４’－ジヒドロキシベンゾフェノ
ン、４，４’－ジヒドロキシビフェニル、４，４’－チオジフェノール、２，２’－ジヒ
ドロキシジフェニルメタン、３，４－ビス（ｐ－ヒドロキシフェニル）ヘキサン、１，４
－ビス（２－（ｐ－ヒドロキシフェニル）プロピル）ベンゼン、ビス（４－ヒドロキシフ
ェニル）メチルアミン、１，３－ジヒドロキシナフタレン、１，４－ジヒドロキシナフタ
レン、１，５－ジヒドロキシナフタレン、２，６－ジヒドロキシナフタレン、１，５－ジ
ヒドロキシアントラキノン、２－ヒドロキシベンジルアルコール、４－ヒドロキシベンジ
ルアルコール、２－ヒドロキシ－３，５－ジ－ｔ－ブチルベンジルアルコール、４－ヒド
ロキシ－３，５－ジ－ｔ－ブチルベンジルアルコール、４－ヒドロキシフェネチルアルコ
ール、２－ヒドロキシエチル－４－ヒドロキシベンゾエート、２－ヒドロキシエチル－４
－ヒドロキシフェニルアセテート、レゾルシンモノ－２－ヒドロキシエチルエーテル等が
挙げられる。
【００８４】
　さらに、下記に示すアミノ基含有化合物も、ジオール化合物と同様、式（１）で表され
るジイソシアネート化合物と反応させ、ウレア構造を形成してポリウレタン樹脂の構造に
組み込まれてもよい。
【００８５】
【化２１】

【００８６】
　式中、Ｒ１０６、Ｒ１０８はそれぞれ同一でも相違していてもよく、水素原子、置換基
（例えばアルコキシ、ハロゲン原子（－Ｆ、－Ｃｌ、－Ｂｒ、－Ｉ）、エステル、カルボ
キシル基などの各基が含まれる。）を有していてもよいアルキル、アラルキル、アリール
基を示し、好ましくは水素原子、置換基としてカルボキシル基を有していてもよい炭素数
１～８個のアルキル、炭素数６～１５個のアリール基を示す。
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　Ｌ１７は置換基（例えば、アルキル、アラルキル、アリール、アルコキシ、アリーロキ
シ、ハロゲン原子（－Ｆ、－Ｃｌ、－Ｂｒ、－Ｉ）、カルボキシル基などの各基が含まれ
る。）を有していてもよい２価の脂肪族炭化水素基、芳香族炭化水素基または複素環基を
示す。必要に応じ、Ｌ１７中にイソシアネート基と反応しない他の官能基、例えばカルボ
ニル、エステル、ウレタン、アミド基などを有していてもよい。なおＲ１０６、Ｌ１７、
Ｒ１０８のうちの２個で環を形成してもよい。
【００８７】
　また式（３１）、（３２）で示される化合物の具体例としては以下に示すものが含まれ
る。
　すなわち、エチレンジアミン、プロピレンジアミン、テトラメチレンジアミン、ペンタ
メチレンジアミン、ヘキサメチレンジアミン、ヘプタメチレンジアミン、オクタメチレン
ジアミン、ドデカメチレンジアミン、プロパン－１，２－ジアミン、ビス（３－アミノプ
ロピル）メチルアミン、１，３－ビス（３－アミノプロピル）テトラメチルシロキサン、
ピペラジン、２，５－ジメチルピペラジン、Ｎ－（２－アミノエチル）ピペラジン、４－
アミノ－２，２－６，６－テトラメチルピペリジン、Ｎ，Ｎ－ジメチルエチレンジアミン
、リジン、Ｌ－シスチン、イソホロンジアミン等のような脂肪族ジアミン化合物；ｏ－フ
ェニレンジアミン、ｍ－フェニレンジアミン、ｐ－フェニレンジアミン、２，４－トリレ
ンジアミン、ベンジジン、ｏ－ジトルイジン、ｏ－ジアニシジン、４－ニトロ－ｍ－フェ
ニレンジアミン、２，５－ジメトキシ－ｐ－フェニレンジアミン、ビス－（４－アミノフ
ェニル）スルホン、４－カルボキシ－ｏ－フェニレンジアミン、３－カルボキシ－ｍ－フ
ェニレンジアミン、４，４’－ジアミノフェニルエーテル、１，８－ナフタレンジアミン
等のような芳香族ジアミン化合物；２－アミノイミダゾール、３－アミノトリアゾール、
５－アミノ－１Ｈ－テトラゾール、４－アミノピラゾール、２－アミノベンズイミダゾー
ル、２－アミノ－５－カルボキシ－トリアゾール、２，４－ジアミノ－６－メチル－Ｓ－
トリアジン、２，６－ジアミノピリジン、Ｌ－ヒスチジン、ＤＬ－トリプトファン、アデ
ニン等のような複素環アミン化合物；エタノールアミン、Ｎ－メチルエタノールアミン、
Ｎ－エチルエタノールアミン、１－アミノ－２－プロパノール、１－アミノ－３－プロパ
ノール、２－アミノエトキシエタノール、２－アミノチオエトキシエタノール、２－アミ
ノ－２－メチル－１－プロパノール、ｐ－アミノフェノール、ｍ－アミノフェノール、ｏ
－アミノフェノール、４－メチル－２－アミノフェノール、２－クロロ－４－アミノフェ
ノール、４－メトキシ－３－アミノフェノール、４－ヒドロキシベンジルアミン、４－ア
ミノ－１－ナフトール、４－アミノサリチル酸、４－ヒドロキシ－Ｎ－フェニルグリシン
、２－アミノベンジルアルコール、４－アミノフェネチルアルコール、２－カルボキシ－
５－アミノ－１－ナフトール、Ｌ－チロシン等のようなアミノアルコールまたはアミノフ
ェノール化合物。
【００８８】
　本発明におけるポリウレタン樹脂は、上記イソシアネート化合物およびジオール化合物
を非プロトン性溶媒中、それぞれの反応性に応じた活性の公知の触媒を添加し、加熱する
ことにより合成される。
　使用するジイソシアネートおよびジオール化合物のモル比は好ましくは０．８：１～１
．２：１であり、ポリマー末端にイソシアネート基が残存した場合、アルコール類または
アミン類等で処理することにより、最終的にイソシアネート基が残存しない形で合成され
る。
【００８９】
（ｉｉ）ポリウレタン樹脂のより好ましい具体例としては、以下の化合物を挙げることが
できるが、これらに限定されるものではない。
【００９０】
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【化２２】

【００９１】
ポリウレタン樹脂の合成例
＜合成例１＞
　５００ｍｌの３つ口フラスコに１，６－ヘキサンジイソシアネート１２５ｇと２，３－
ジヒドロキシプロピルフォスフォネート６７ｇをジオキサン２９０ｍｌに溶解した。Ｎ，
Ｎ－ジエチルアニリンを１ｇを入れた後ジオキサン還流下６時間攪拌した。反応後、水４
Ｌ、酢酸４０ｃｃの溶液に少しずつ加えポリマーを析出させた。この固体を真空乾燥させ
ることにより１８５ｇのポリウレタン樹脂（Ａ－１）を得た。燐酸基含有量は２．１２ｍ
ｅｑ／ｇであつた。ＧＰＣにて分子量を測定したところ重量平均（ポリスチレン標準）で
１２０００であった。
【００９２】
（１－２）ポリエステル樹脂
　本発明における燐酸基含有ポリマーとして、前記特定の重量平均分子量を有するポリエ
ステル樹脂を用いることが好ましい。
　本発明で使用し得るポリエステル樹脂は、次の（１）又は（２）の方法等により合成で
きる。
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（１）前記（１－１）ポリウレタン樹脂の項で述べた式（２３）、（２４）、（２５）の
ジオール化合物と、ジカルボン酸又はその誘導体と、を反応させる。
（２）過剰のジオール化合物と、ジカルボン酸又はその誘導体と、を反応させて末端に水
酸基を有するポリエステル樹脂を合成し、次いでテトラカルボン酸二無水物を反応させる
。
【００９３】
　方法（１）においては、更に燐酸基を有しないジオール化合物を併用することもできる
。該ジオール化合物としては、方法（２）において使用されるジオール化合物と同様のも
のが使用できる。
【００９４】
　方法（１）において併用される燐酸基を有しないジオール化合物、及び方法（２）で使
用されるジオール化合物としては、例えば、以下に示すものを挙げることができる。
　エチレングリコール、ジエチレングリコール、トリエチレングリコール、テトラエチレ
ングリコール、プロピレングリコール、ジプロピレングリコール、ポリエチレングリコー
ル、ポリプロピレングリコール、ネオペンチルグリコール、１，３－ブチレングリコール
、１，６－ヘキサンジオール、２，２，４－トリメチル－１，３－ペンタンジオール、１
，４－ビス（β－ヒドロキシエトキシ）シクロヘキサン、シクロヘキサンジメタノール、
トリシクロデカンジメタノール、水添ビスフェノールＡ、水添ビスフェノールＦ、ビスフ
ェノールＡのエチレンオキシド付加体、ビスフェノールＡのプロピレンオキシド付加体、
ビスフェノールＦのエチレンオキシド付加体、ビスフェノールＦのプロピレンオキシド付
加体、水添ビスフェノールＡのエチレンオキシド付加体、水添ビスフェノールＡのプロピ
レンオキシド付加体、ヒドロキノンジヒドロキシエチルエーテル、ｐ－キシリレングリコ
ール、ビス（２－ヒドロキシエチル）イソフタレートなどが挙げられる。
　これらの中でも、方法（１）又は（２）に併用されるジオール化合物としては、芳香族
基を有するジオール化合物、炭素数２～１０の脂肪族ジオール化合物が特に好ましい。
【００９５】
　方法（１）又は（２）において使用される、ジカルボン酸又はその誘導体としては、コ
ハク酸、アジピン酸、アゼライン酸、セバチン酸、フタル酸、イソフタル酸、テレフタル
酸、テトラヒドロフタル酸、ヘキサヒドロフタル酸、テトラブロモフタル酸、テトラクロ
ロフタル酸、１，４－シクロヘキサンジカルボン酸、カルボキシノルボルナン酸、５－ナ
トリウムスルホイソフタル酸、４－ヒドロキシベンジリデンマロン酸、３－ヒドロキシフ
タル酸などのジカルボン酸又はその誘導体等が挙げらる。
　これらの中でも、方法（１）又は（２）において使用されるジカルボン酸又はその誘導
体としては、芳香族基を有するジカルボン酸又はその誘導体、炭素数２～１０の脂肪族ジ
カルボン酸又はその誘導体が特に好ましい。
【００９６】
　前記方法（２）法において使用されるテトラカルボン酸二無水物としては、例えば、下
記一般式（ＩＩ）で表される化合物を挙げることができる。
【００９７】
【化２３】

【００９８】
　一般式（ＩＩ）中、Ｒは少なくとも２個の炭素原子を有する４価の有機基を表す。
テトラカルボン酸二無水物の具体例としては、例えば、ピロメリット酸二無水物、３，３
’、４，４’－ベンゾフェノンテトラカルボン酸二無水物、２，３，７－ナフタレンテト
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ラカルボン酸二無水物、１，４，５，８－ナフタレンテトラカルボン酸二無水物、４，４
’－スルホニルジフタル酸二無水物、２，２－ビス（３，４－ジカルボキシフェニル）プ
ロパン二無水物、４，４’－｛３，３’（アルキルホスホリルジフェニレン）－ビス（イ
ミノカルボニル）｝ジフタル酸二無水物、ヒドロキノンジアセテートとトリメリット酸無
水物の付加体、ジアセチルジアミンとトリメリット酸無水物の付加体などの芳香族テトラ
カルボン酸二無水物、ブタン－１，２，３，４－テトラカルボン酸二無水物、シクロペン
タンテトラカルボン酸二無水物などの脂肪族又は脂環族テトラカルボン酸二無水物等が挙
げられる。これらの中でも、芳香族テトラカルボン酸二無水物が特に好ましい。
【００９９】
　前記ポリエステル樹脂は、例えば、緒方　著「講座　重合反応論９　重縮合」化学同人
社発行、或いは、特開昭６０－１６５６４６号公報、米国特許３，６２２，３２０号明細
書に記載されている方法により容易に製造することができる。
【０１００】
　方法（１）又は（２）においては、末端水酸基となるように側鎖カルボキシル基含有ポ
リエステル樹脂を合成し、更に、このポリエステル樹脂に当該末端水酸基と反応しうる官
能基を分子中に２個以上有する化合物（鎖延長剤と呼ぶ）を反応させて高分子量化するこ
とも可能である。
　末端水酸基と反応しうる官能基を有する鎖延長剤としては、例えば、ジアリールオキザ
レート化合物、ジアリールフタレート化合物、ジアリールカーボネート化合物、ビス（Ｎ
－アシルラクタム）化合物、ビス（Ｎ－アシルイミド）化合物、ビスベンゾオキサジノン
化合物、ポリイソシアネート化合物、ビスオキサゾロン化合物、ビス（Ｎ－アシルイミダ
ゾール）化合物、アルコキシシラン化合物、シラノール化合物、フロキサン化合物、ビス
アジリジン化合物、ポリイソチオシアネート化合物、ジビニルエーテル化合物、ジケテン
アセタール化合物、不飽和シクロアセタール化合物、ビスカルボジイミド化合物等の化合
物が挙げられる。
【０１０１】
　鎖延長剤との反応による高分子量ポリエステル樹脂は、例えば、特開昭６０－１９１２
４４号公報に記載されている方法により容易に合成することができる。
【０１０２】
　また、前記ポリエステル樹脂は、側鎖に炭素－炭素不飽和結合を有することもできる。
炭素－炭素不飽和結合とは、エチレン性及びアセチレン性結合の両者を指すが、好ましく
はエチレン性結合である。中でも下記一般式（ＩＩＩ）～（ＶＩ）で表される結合が好ま
しい。
【０１０３】
【化２４】
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【０１０４】
　一般式（ＩＩＩ）において、Ｒ５～Ｒ７は、それぞれ独立に、水素原子又は１価の有機
基を表す。Ｒ５としては、好ましくは、水素原子又は置換基を有してもよいアルキル基な
どが挙げられ、なかでも、水素原子、メチル基がラジカル反応性が高いことから好ましい
。また、Ｒ６、Ｒ７は、それぞれ独立に、水素原子、ハロゲン原子、アミノ基、カルボキ
シ基、アルコキシカルボニル基、スルホ基、ニトロ基、シアノ基、置換基を有してもよい
アルキル基、置換基を有してもよいアリール基、置換基を有してもよいアルコキシ基、置
換基を有してもよいアリールオキシ基、置換基を有してもよいアルキルアミノ基、置換基
を有してもよいアリールアミノ基、置換基を有してもよいアルキルスルホニル基、置換基
を有してもよいアリールスルホニル基などが挙げられ、なかでも、水素原子、カルボキシ
基、アルコキシカルボニル基、置換基を有してもよいアルキル基、置換基を有してもよい
アリール基がラジカル反応性が高いことから好ましい。ここで、炭素原子を有する置換基
としては、総炭素数１～１２が好ましく、１～６がより好ましい。
　Ｘは、酸素原子、硫黄原子、又は－Ｎ（Ｒ１７）－を表し、Ｒ１７は、水素原子、又は
１価の有機基を表す。ここで、Ｒ１７は、置換基を有してもよいアルキル基などが挙げら
れ、なかでも、水素原子、メチル基、エチル基、イソプロピル基がラジカル反応性が高い
ことから好ましい。
　ここで、導入し得る置換基としては、アルキル基、アルケニル基、アルキニル基、アリ
ール基、アルコキシ基、アリーロキシ基、ハロゲン原子、アミノ基、アルキルアミノ基、
アリールアミノ基、カルボキシ基、アルコキシカルボニル基、スルホ基、ニトロ基、シア
ノ基、アミド基、アルキルスルホニル基、アリールスルホニル基などが挙げられる。ここ
で、炭素原子を有する置換基としては、総炭素数１～１２が好ましく、１～６がより好ま
しい。
【０１０５】
　上記一般式（ＩＶ）において、Ｒ８～Ｒ１２は、それぞれ独立に、水素原子又は１価の
有機基を表す。Ｒ８～Ｒ１２は、好ましくは、水素原子、ハロゲン原子、アミノ基、ジア
ルキルアミノ基、カルボキシ基、アルコキシカルボニル基、スルホ基、ニトロ基、シアノ
基、置換基を有してもよいアルキル基、置換基を有してもよいアリール基、置換基を有し
てもよいアルコキシ基、置換基を有してもよいアリールオキシ基、置換基を有してもよい
アルキルアミノ基、置換基を有してもよいアリールアミノ基、置換基を有してもよいアル
キルスルホニル基、置換基を有してもよいアリールスルホニル基などが挙げられ、なかで
も、水素原子、カルボキシ基、アルコキシカルボニル基、置換基を有してもよいアルキル
基、置換基を有してもよいアリール基が、反応性の点で好ましい。ここで、炭素原子を有
する置換基としては、総炭素数１～１２が好ましく、１～６がより好ましい。
　また、ここで導入し得る置換基としては、一般式（ＩＩＩ）と同様のものが例示される
。
　また、Ｙは、酸素原子、硫黄原子、又は－Ｎ（Ｒ１７）－を表す。Ｒ１８は、一般式（
ＩＩＩ）のＲ１７の場合と同義であり、好ましい例も同様である。
【０１０６】
　上記一般式（Ｖ）において、Ｒ１３～Ｒ１５は、それぞれ独立に、水素原子又は１価の
有機基を表す。
　Ｒ１３としては、好ましくは、水素原子又は置換基を有してもよいアルキル基などが挙
げられ、なかでも、水素原子、メチル基がラジカル反応性が高いことから好ましい。
　Ｒ１４、Ｒ１５は、それぞれ独立に、水素原子、ハロゲン原子、アミノ基、ジアルキル
アミノ基、カルボキシ基、アルコキシカルボニル基、スルホ基、ニトロ基、シアノ基、置
換基を有してもよいアルキル基、置換基を有してもよいアリール基、置換基を有してもよ
いアルコキシ基、置換基を有してもよいアリールオキシ基、置換基を有してもよいアルキ
ルアミノ基、置換基を有してもよいアリールアミノ基、置換基を有してもよいアルキルス
ルホニル基、置換基を有してもよいアリールスルホニル基などが挙げられ、なかでも、水
素原子、カルボキシ基、アルコキシカルボニル基、置換基を有してもよいアルキル基、置
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換基を有してもよいアリール基がラジカル反応性が高いことから好ましい。ここで、炭素
原子は、総炭素数１～１２が好ましく、１～６がより好ましい。
　ここで、導入し得る置換基としては、一般式（ＩＩＩ）と同様のものが例示される。ま
た、Ｚは、酸素原子、硫黄原子、－Ｎ（Ｒ１８）－、又は置換基を有してもよいフェニレ
ン基を表す。Ｒ１８は、一般式（ＩＩＩ）のＲ１７の場合と同義であり、好ましい例も同
様である。
【０１０７】
　一般式（ＶＩ）において、Ｒ１６は、水素原子又は１価の有機基を表す。Ｒ１６として
は、好ましくは、水素原子、置換基を有していてもよいアルキル基、置換基を有していて
もよい芳香族基などが挙げられる。これらの中でも、水素原子、メチル基、置換基を有し
ていてもよいフェニル基が、ラジカル反応性が高いことから好ましい。
Ａは、置換基を有してもよいアルキレン基、又は置換基を有してもよいフェニレン基を表
す。これらの中でも、メチレン基がラジカル反応性が高いことから好ましい。
　ここで、導入し得る置換基としては、一般式（ＩＩＩ）と同様のものが例示される。
【０１０８】
　炭素－炭素不飽和結合は、以下の（３）、（４）の方法などにより導入することが可能
である。
（３）前記（１）又は（２）の方法において使用した、ジカルボン酸又はその誘導体とし
て、炭素－炭素不飽和結合を有するジカルボン酸又はその誘導体を使用する、或いは、併
用する。
（４）前記（１）又は（２）の方法により合成された側鎖にカルボキシ基を有する特定ポ
リエステル樹脂のカルボキシ基の一部を、炭素－炭素不飽和結合を有するハロゲン化物又
はエポキシ化合物と反応させる。
【０１０９】
　前記方法（３）において使用される炭素－炭素不飽和結合を有するジカルボン酸又はそ
の誘導体としては、例えば、マレイン酸、フマル酸、イタコン酸、シトラコン酸、テトラ
ヒドロフタル酸、ハイミック酸、ｐ－フェニレンジアクリル酸、ｍ－フェニレンジアクリ
ル酸、シンナミリデンマロン酸、ｐ－カルボキシ桂皮酸、等のジカルボン酸又はその無水
物、エステル誘導体などが挙げられ、中でも、フマル酸、イタコン酸、シトラコン酸、ｐ
－フェニレンジアクリル酸、ｍ－フェニレンジアクリル酸のジカルボン酸又はその無水物
、エステル誘導体などが特に好ましい。
【０１１０】
　前記方法（４）において使用される炭素－炭素不飽和結合を有するハロゲン化物又はエ
ポキシ化合物としては、例えば、アリルブロミド、２－ブテニルブロミド、１－フェニル
－１－プロペニル－３－ブロミド、２－ブロモエチルシンナメート、ブロモメチルスチレ
ン、クロロメチルスチレン、プロパルギルブロミド、ブロモ－２－ブチン等のハロゲン化
合物、アリルグリシジルエーテル、２－ブテニルグリシジルエーテル、１－フェニル－プ
ロペニルグリシジルエーテル、グリシジルアクリレート、グリシジルメタクリレート、グ
リシジルシンナメート、プロパルギルグリシジルエーテル、下記化合物等のエポキシ化合
物が挙げられ、中でも、アリルブロミド、クロロメチルスチレン、プロパルギルブロミド
のハロゲン化合物、アリルグリシジルエーテル、グリシジルアクリレート、グリシジルメ
タクリレート、下記化合物等の環状エポキシ化合物が特に好ましい。
【０１１１】
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【化２５】

【０１１２】
　前記ポリエステル樹脂中に炭素－炭素不飽和結合を含有させる場合、好ましい含有量と
しては、ポリエステル樹脂１ｇに対して、炭素－炭素不飽和結合を０．１ｍｅｑ／ｇ以上
３．０ｍｅｑ／ｇ以下含有していることが好ましく、０．５ｍｅｑ／ｇ以上３．０ｍｅｑ
／ｇ以下がより好ましい。０．１ｍｅｑ／ｇ以上であれば、炭素－炭素不飽和結合導入に
よる高感度化効果が充分に得られ、３．０ｍｅｑ／ｇ以下であれば十分な保存安定性が得
られる傾向にある。
【０１１３】
　多分散度（質量平均分子量／数平均分子量）は１以上が好ましく、さらに好ましくは１
．１～１０の範囲である。質量平均分子量がこの範囲内において、本発明のインク組成物
は保存安定性に優れたものとなる。
　また、前記ポリエステル樹脂の鎖中には、他の結合、例えば、ウレタン、エステル、ウ
レイド、エーテル結合などを有してもよい。
【０１１４】
　前記ポリエステル樹脂のより好ましい具体例としては、以下の化合物を挙げることがで
きるが、これに限定されるものではない。
【０１１５】
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【化２６】

【０１１６】
＜ポリエステル樹脂（Ｂ－１）の合成例＞
　コハク酸無水物（ジカルボン酸成分）１００ｇ及び２，３－ジヒドロキシプロピルフォ
スフォネート（ジオール成分）２０６．４ｇの混合物（ポリエステル樹脂（Ｂ－１）の原
料成分）に、ジブチル錫ジラウリレート０．５ｗｔ％を加え、窒素ガス雰囲気下で、１８
０℃に加温して３時間攪拌反応させた。同温度で反応器内の圧力を減圧して、５０ｍＨｇ
として、更に３時間加熱攪拌しながら、留出物を留去した。反応器を室温に戻した後に、
溶媒としてＮ，Ｎ－ジメチルアセトアミドを加えて６０ｗｔ％溶液とした後に、ピロメリ
ト酸無水物（テトラカルボン酸二無水物、ポリエステル樹脂（Ｂ－１）の原料成分）を攪
拌しながら加えた。１１０℃に昇温して、８時間反応させた後、Ｒａｐｉ－Ｃｕｒｅ　Ｄ
ＶＥ－３（ＩＳＰ　Ｅｕｒｏｐｅ社製、ビニルエーテル化合物）で希釈して、ポリエステ
ル樹脂（Ｂ－１）を含有する２０ｗｔ％溶液とした。
【０１１７】
（１－３）ポリウレア樹脂
　本発明における燐酸基含有ポリマーとして、前記特定の重量平均分子量を有するポリウ
レア樹脂を用いることが好ましい。
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　前記ポリウレア樹脂は、水不溶性且つアルカリ可溶性であることが好ましく、そのポリ
マー主鎖に尿素結合を有するものであれば特に制限はない。
　ここで、尿素結合とは、一般的には「－ＮＨ－ＣＯ－ＮＨ－」のことを指すが、本発明
における尿素結合とは、上記「－ＮＨ－」の水素部分が任意の置換基により置換されてい
る構造も包含するものと定義する。
　本発明における尿素結合としては、例えば、下記一般式（ａ）で表されるものが挙げら
れる。
【０１１８】
【化２７】

【０１１９】
　式（ａ）中、Ｒａ、Ｒａ’は、それぞれ独立に水素原子、アルキル基、アリール基、ア
ラルキル基を表す。ここで、本発明においては、Ｒａ、Ｒａ’の双方が水素原子であるも
のが好ましい。
　ここで、Ｒａ、Ｒａ’がアルキル基である場合には、炭素数１～２０程度のものが好ま
しく、炭素数１～６程度のものがより好ましい。Ｒａ、Ｒａ’がアリール基である場合に
は、炭素数６～２４程度のものが好ましく、炭素数６～１５程度のものがより好ましい。
Ｒａ、Ｒａ’がアラルキル基である場合には、炭素数７～２４程度のものが好ましく、炭
素数７～１５程度のものがより好ましい。また、ＲａおよびＲａ’で表される置換基の少
なくとも一方と、該置換基が結合している窒素原子の他方の結合手と、が互いに結合して
環構造を形成していてもよく、例えば下記式で表される如き結合もまた、本発明における
尿素結合に包含される。
【０１２０】

【化２８】

【０１２１】
　このような尿素結合をポリマー主鎖に導入する方法の１つとしては、イソシアネート基
と１級あるいは２級アミンとを反応させる方法が挙げられる。
　本発明においては、下記一般式（Ｉ）で表されるジイソシアネート化合物の少なくとも
１種と、前記（１－１）ポリウレタン樹脂の項で述べた式（２３）、（２４）、（２５）
のジオール化合物の少なくとも１種と、１級あるいは２級アミンなどのポリマー主鎖に尿
素結合を導入しうる化合物の少なくとも１種と、からなる反応生成物を基本骨格とする高
分子化合物（ポリウレア樹脂）が好ましい。
【０１２２】
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【化２９】

【０１２３】
　式（Ｉ）中、Ｒ１は二価の連結基を表す。そのような連結基としては、脂肪族炭化水素
、脂環式炭化水素、または、芳香族炭化水素が挙げられ、好ましくは、炭素数２～１２の
アルキレン基、炭素数６～２０のアリーレン基が挙げられる。アリーレン基としては、２
つ以上の環構造が単結合またはメチレン基などの２価の有機連結基により結合されたもの
や、縮合多環構造を形成したものであってもよい。また、必要に応じ、Ｒ１は式（Ｉ）に
おけるイソシアネート基と反応しない他の官能基、例えばエステル、ウレタン、アミド基
を有していてもよい。
　さらに、Ｒ１は置換基を有していてもよく、導入可能な置換基としては、例えば、アル
キル基、アラルキル基、アリール基、アルコキシ基、ハロゲン原子（－Ｆ、－Ｃｌ、－Ｂ
ｒ、－Ｉ）などが好ましい。
　また、本発明に用いられるジイソシアネート化合物としては、上記一般式（Ｉ）で表さ
れる範囲のもの以外にも、例えば、後述するジオール化合物からなるオリゴマーまたはポ
リマーなどの高分子化合物の両末端に、イソシアネート基を有する高分子量のジイソシア
ネート化合物などを用いることもできる。
【０１２４】
　このようなジイソシアネート化合物の具体例としては以下に示すものが挙げられるが、
本発明はこれらに限定されるものではない。
　例えば、２，４－トリレンジイソシアネート、２，４－トリレンジイソシアネートの二
量体、２，６－トリレンジイソシアネート、ｐ－キシリレンジイソシアネート、ｍ－キシ
リレンジイソシアネート、４，４’－ジフェニルメタンジイソシアネート、１，５－ナフ
チレンジイソシアネート、３，３’－ジメチルビフェニル－４，４’－ジイソシアネート
等の如き芳香族ジイソシアネート化合物；ヘキサメチレンジイソシアネート、トリメチル
ヘキサメチレンジイソシアネート、リジンジイソシアネート、ダイマー酸ジイソシアネー
ト等の如き脂肪族ジイソシアネート化合物；イソホロンジイソシアネート、４，４’－メ
チレンビス（シクロヘキシルイソシアネート）、メチルシクロヘキサン－２，４（又は２
，６）ジイソシアネート、１，３－（イソシアネートメチル）シクロヘキサン等の如き脂
肪環ジイソシアネート化合物；１，３－ブチレングリコール１モルとトリレンジイソシア
ネート２モルとの付加体等の如きジオールとジイソシアネートとの反応物であるジイソシ
アネート化合物等が挙げられる。
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　中でも、４，４’－ジフェニルメタンジイソシアネート、ｐ－キシリレンジイソシアネ
ート、３，３’－ジメチルビフェニル－４，４’－ジイソシアネートが感度、耐薬品性
の観点より好ましい。
【０１２５】
　前記ポリウレア樹脂において用いられる前記１級或いは２級アミンとしては、特に制限
はないが、例えば、脂肪族ジアミン化合物、芳香族ジアミン化合物、複素環アミン化合物
、アミノアルコールまたはアミノフェノール化合物等の１分子中に少なくとも１つ以上の
１級あるいは２級アミノ基を有する化合物や、あらかじめ分子内に尿素結合を有する化合
物（以下、適宜「ウレア化合物」と称する）などが挙げられる。中でも、１級の脂肪族ジ
アミン、１級の芳香族ジアミンが感度の観点から特に好ましい。
　このような化合物の具体例としては、以下に示すものが挙げられるが本発明はこれらに
限定されるものではない。
【０１２６】
　脂肪族ジアミン化合物としては、エチレンジアミン、プロピレンジアミン、テトラメチ
レンジアミン、ペンタメチレンジアミン、ヘキサメチレンジアミン、ヘプタメチレンジア
ミン、オクタメチレンジアミン、ドデカメチレンジアミン、プロパン－１，２－ジアミン
、ビス（３－アミノプロピル）メチルアミン、１，３－ビス（３－アミノプロピル）テト
ラメチルシロキサン、ピペラジン、２，５－ジメチルピペラジン、Ｎ－（２－アミノエチ
ル）ピペラジン、４－アミノ－２，２，６，６－テトラメチルピペリジン、Ｎ，Ｎ－ジメ
チルエチレンジアミン、リジン、Ｌ－シスチン等が挙げられ、中でも、エチレンジアミン
、プロピレンジアミン、テトラメチレンジアミン、ヘキサメチレンジアミンが特に好まし
い。
【０１２７】
　芳香族ジアミン化合物としては、ｏ－フェニレンジアミン、ｍ－フェニレンジアミン、
ｐ－フェニレンジアミン、、２，４－トリレンジアミン、ベンジジン、ｏ－ジトルイジン
、ｏ－ジアニシジン、４－ニトロ－ｍ－フェニレンジアミン、２，５－ジメトキシ－ｐ－
フェニレンジアミン、ビス－（４－アミノフェニル）スルホン、４－カルボキシ－ｏ－フ
ェニレンジアミン、３－カルボキシ－ｍ－フェニレンジアミン、４，４’－ジアミノジフ
ェニルエーテル、１，８－ナフタレンジアミン等が挙げられ、中でも、ｍ－フェニレンジ
アミン、４，４’－ジアミノジフェニルエーテルが特に好ましい。
【０１２８】
　複素環アミン化合物としては、２－アミノイミダゾール、３－アミノトリアゾール、５
－アミノ－１Ｈ－テトラゾール、４－アミノピラゾール、２－アミノベンズイミダゾール
、２－アミノ－５－カルボキシ－トリアゾール、２，４－ジアミノ－６－メチル－Ｓ－ト
リアジン、２，６－ジアミノピリジン、Ｌ－ヒスチジン、ＤＬ－トリプトファン、アデニ
ン等が挙げられる。
【０１２９】
　アミノアルコール又はアミノフェノール化合物としては、エタノールアミン、Ｎ－メチ
ルエタノールアミン、Ｎ－エチルエタノールアミン、１－アミノ－２－プロパノール、１
－アミノ－３－プロパノール、２－アミノエトキシエタノール、２－アミノチオエトキシ
エタノール、２－アミノ－２－メチル－１－プロパノール、ｐ－アミノフェノール、ｍ－
アミノフェノール、ｏ－アミノフェノール、４－メチル－２－アミノフェノール、２－ク
ロロ－４－アミノフェノール、４－メトキシ－３－アミノフェノール、４－ヒドロキシベ
ンジルアミン、４－アミノ－１－ナフトール、４－アミノサリチル酸、４－ヒドロキシ－
Ｎ－フェニルグリシン、２－アミノベンジルアルコール、４－アミノフェネチルアルコー
ル、２－カルボキシ－５－アミノ－１－ナフトール、Ｌ－チロシン等が挙げられ、中でも
、ｍ－アミノフェノール、４－アミノフェネチルアルコールが特に好ましい。
【０１３０】
　本発明に用いられるウレア化合物とは、１分子中に、少なくとも１つ以上の尿素結合を
有する化合物であり、且つ、ポリマー合成時にポリマーの主鎖に尿素結合を導入しうるも
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　具体的には、２，４－トリレン－ビス（２－ヒドロキシエチルカルバミド）、ｍ－キシ
リレン－ビス（２－ヒドロキシエチルカルバミド）、ヘキサメチレン－ビス（２－ヒドロ
キシエチルカルバミド）、４，４’－ジフェニルメタン－ビス（２－ヒドロキシエチルカ
ルバミド）、１，５－ナフタレン－ビス（２－ヒドロキシエチルカルバミド）等が挙げら
れ、中でも、ヘキサメチレン－ビス（２－ヒドロキシエチルカルバミド）、４，４’－ジ
フェニルメタン－ビス（２－ヒドロキシエチルカルバミド）が特に好ましい。
【０１３１】
　また、本発明の効果を損なわない範囲で、前記（１－１）ポリウレタン樹脂の項で述べ
た式（２３）、（２４）、（２５）以外のジオール化合物を主鎖中に導入しても良い。
　具体的には、エチレングリコール、ジエチレングリコール、トリエチレングリコール、
テトラエチレングリコール、プロピレングリコール、ジプロピレングリコール、ポリエチ
レングリコール、ポリプロピレングリコール、ネオペンチルグリコール、１，３－ブチレ
ングリコール、１，６－ヘキサンジオール、２－ブテン－１，４－ジオール、２，２，４
－トリメチル－１，３－ペンタンジオール、１，４－ビス－β－ヒドロキシエトキシシク
ロヘキサン、シクロヘキサンジメタノール、トリシクロデカンジメタノール、水添ビスフ
ェノールＡ、水添ビスフェノールＦ、ビスフェノールＡのエチレンオキサイド付加体、ビ
スフェノールＡのプロピレンオキサイド付加体、ビスフェノールＦのエチレンオキサイド
付加体、ビスフェノールＦのプロピレンオキサイド付加体、水添ビスフェノールＡのエチ
レンオキサイド付加体、水添ビスフェノールＡのプロピレンオキサイド付加体、ヒドロキ
ノンジヒドロキシエチルエーテル、ｐ－キシリレングリコール、ジヒドロキシエチルスル
ホン、ビス（２－ヒドロキシエチル）－２，４－トリレンジカルバメート、ビス（２－ヒ
ドロキシエチル）－ｍ－キシリレンジカルバメート、ビス（２－ヒドロキシエチル）イソ
フタレート等が挙げられる。
【０１３２】
　前記ポリウレア樹脂は、上記成分を非プロトン性溶媒に溶解し、それぞれの反応性に応
じた活性の公知な触媒を添加し、加熱することにより合成することができる。
使用するジイソシアネート化合物に対する、一般式（ＩＩ）～（ＩＶ）で表されるジオー
ル化合物と、１級あるいは２級アミンおよび／または尿素結合を有する化合物との合計の
モル比は、好ましくは０．８：１～１．２：１であり、ポリマー末端にイソシアネート基
が残存した場合、アルコール類又はアミン類等で処理することにより、最終的にイソシア
ネート基が残存しない形で合成される。
　また、一般式（ＩＩ）～（ＩＶ）で表されるジオール化合物に対する、１級あるいは２
級アミンおよび／またはウレア化合物のモル比は、９５：５～０：１００であることが好
ましく、９０：１０～１０：９０であることがより好ましく、８０：２０～２０：８０で
あることがさらに好ましい。
【０１３３】
　前記ポリウレア樹脂のより好ましい具体例としては、以下の化合物を挙げることができ
るが、これに限定されるものではない。
【０１３４】
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【化３０】

【０１３５】
＜ポリウレア樹脂の合成例＞
＜合成例１＞
　コンデンサー、撹拌機を備えた５００ｍｌの３つ口丸底フラスコに、２，３－ジヒドロ
キシプロピルフォスフォネート１３．４ｇ（０．０６６モル）、ヘキサメチレンジアミン
２．４ｇ（０．０４０モル）を加え、Ｎ，Ｎ－ジメチルアセトアミド１２０ｍｌに溶解し
た。これにヘキサメチレンジイソシアネート５０．１ｇ（０．２０モル）を添加し、１０
０℃にて６時間、加熱撹拌した。その後、Ｎ，Ｎ－ジメチルホルムアミド２００ｍｌおよ
び酢酸５０ｍｌにて希釈した。反応溶液を水４ｌ中に撹拌しながら投入し、白色のポリマ
ーを析出させた。このポリマーを濾別し、水で洗浄後、真空下乾燥させることにより７５
ｇのポリマーを得た。ゲルパーミエーションクロマトグラフィー（ＧＰＣ）にて分子量を
測定したところ、質量平均（ポリスチレン標準）で１４，０００であった。更に滴定によ
り、リン酸基含有量（酸価）を測定したところ１．２２ｍｅｑ／ｇであった［前記ポリウ
レア樹脂（Ｃ－１）］。
【０１３６】
＜合成例２＞
　３－（１，１－ビス（ヒドロキシメチル）エチルカルボニルアミノ）プロピルフォスフ
ォネート１３．４ｇ（０．０６６モル）、ヘキサメチレンジアミン４．２ｇ（０．０４モ
ル）、およびヘキサメチレンジイソシアネート１０．１ｇ（０．０６０モル）を用い、合
成例１と同様にして反応、後処理を行なった。白色のポリマー７６ｇを得た。ＧＰＣによ
り分子量を測定したところ質量平均（ポリスチレン標準）で２２，０００であった。また
滴定により、燐酸基含有量を測定したところ、１．２０ｍｅｑ／ｇであった［前記ポリウ
レア樹脂（Ｃ－２）］。
【０１３７】
＜（１－４）（メタ）アクリル系樹脂＞



(38) JP 5224699 B2 2013.7.3

10

20

30

40

50

　本発明において、（メタ）アクリル系樹脂は後述の一般式（１－３）で表される構造単
位を有する。
　燐酸基を有するポリマーの構造単位は、下記一般式（１）で表されるものであることが
好ましい。
【０１３８】
【化３１】

【０１３９】
　上記一般式（１）中、Ｙは３価の連結基を表し、この連結基を介してポリマー側鎖に燐
酸基が結合しうる。Ｒ１０７、Ｒ１０８はそれぞれ同一でも相違していてもよく、水素原
子、ナトリウム、カリウム、アルキル基、アリール基を示し、好ましくは水素原子、炭素
原子１～８個のアルキル基、炭素数６～１５個のアリール基を示す。
　このような一般式（１）で表される構造単位として好ましいものを下記一般式（１－２
）に示すが、本発明はこれらに限定されるものではない。
【０１４０】

【化３２】

【０１４１】
　式（１－２）中、Ｗは２価の連結基を表し、Ｚ１、Ｚ２、Ｚ３はそれぞれ独立に、水素
原子または１価の有機基を表す。Ｒ１０７、Ｒ１０８はそれぞれ同一でも相違していても
よく、水素原子、ナトリウム、カリウム、アルキル基、アリール基を示し、好ましくは水
素原子、炭素原子１～８個のアルキル基、炭素数６～１５個のアリール基を示す。
また、このような燐酸基を構造単位中に複数有していてもよく、その場合、Ｚ１、又は、
Ｚ３の位置に連結基Ｗを介して燐酸基が結合する態様や、連結基Ｗが分岐構造を有し、そ
の先端に別の燐酸基が連結している態様をとることができる。
　上記Ｗとしては、炭素数１～２０の直鎖または分岐、鎖状または環状のアルキレン、炭
素数２～２０の直鎖または分岐、鎖状または環状のアルケニレン、炭素数２～２０のアル
キニル基、炭素数６～２０のアリーレン（単環、複素環）、－ＯＣ（＝Ｏ）－、－ＯＣ（
＝Ｏ）Ａｒ－、－ＯＣ（＝Ｏ）Ｏ－、－ＯＣ（＝Ｏ）ＯＡｒ－、－Ｃ（＝Ｏ）Ｎ（Ｒ）－
、－Ｃ（＝Ｏ）Ｎ（Ａｒ）－、－ＳＯ２Ｎ（Ｒ）－、－ＳＯ２Ｎ（Ａｒ）－、アルキレン
オキシ、ポリアルキレンオキシ、－ＯＡｒ－（アリーレンオキシ、ポリアリーレンオキシ
）、－Ｃ（＝Ｏ）Ｏ－、－Ｃ（＝Ｏ）Ｏ－Ａｒ－、－Ｃ（＝Ｏ）Ａｒ－、－Ｃ（＝Ｏ）－
、－ＳＯ２Ｏ－、－ＳＯ２ＯＡｒ－、－ＯＳＯ２－、－ＯＳＯ２Ａｒ－、－Ｎ（Ｒ）ＳＯ

２－、－Ｎ（Ａｒ）ＳＯ２－、－Ｎ（Ｒ）Ｃ（＝Ｏ）－、－Ｎ（Ａｒ）Ｃ（＝Ｏ）－、－
Ｎ（Ｒ）Ｃ（＝Ｏ）Ｏ－、－Ｎ（Ａｒ）Ｃ（＝Ｏ）Ｏ－、－ＯＣ（＝Ｏ）Ｎ（Ｒ）－、－
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ＯＣ（＝Ｏ）Ｎ（Ａｒ）－、－Ｎ（Ａｒ）－、－Ｎ（Ｒ）－、－Ｎ＋（Ｒ）（Ｒ’）－、
－Ｎ＋（Ｒ）（Ａｒ）－、－Ｎ＋（Ａｒ）（Ａｒ’）－、－Ｓ－、－ＳＡｒ－、－ＡｒＳ
－、ヘテロ環基（ヘテロ原子としては例えば、窒素、酸素およびイオウ等を少なくとも１
個以上含み、３ないし１２員環の単環、縮合環）、－ＯＣ（＝Ｓ）－、－ＯＣ（＝Ｓ）Ａ
ｒ－、－Ｃ（＝Ｓ）Ｏ－、－Ｃ（＝Ｓ）ＯＡｒ－、－Ｃ（＝Ｓ）ＯＡｒ－、－Ｃ（＝Ｏ）
Ｓ－、－Ｃ（＝Ｏ）ＳＡｒ－、－ＡｒＣ（＝Ｏ）－、－ＡｒＣ（＝Ｏ）Ｎ（Ｒ）－、－Ａ
ｒＣ（＝Ｏ）Ｎ（Ａｒ）－、－ＡｒＣ（＝Ｏ）Ｏ－、－ＡｒＣ（＝Ｏ）Ｏ－、－ＡｒＣ（
＝Ｏ）Ｓ－、－ＡｒＣ（＝Ｓ）Ｏ－、－ＡｒＯ－、－ＡｒＮ（Ｒ）－等が挙げられる。
　なお、上記Ｒ、Ｒ’は、水素原子、直鎖または分岐のアルキル基（炭素数１～２０、更
に１～８が好適。）、鎖状または環状のアルキル基（炭素数１～２０、更に１～８が好適
。）、直鎖または分岐のアルケニル基（炭素数１～２０、更に１～８が好適。）、鎖状ま
たは環状のアルケニル基（炭素数１～２０、更に１～８が好適。）、直鎖または分岐のア
ルキニル基（炭素数１～２０、更に１～８が好適。）、鎖状または環状のアルキニル基（
炭素数１～２０、更に１～８が好適。）を表し、Ａｒ、Ａｒ’はアリール基を表す。
【０１４２】
　このような連結基の中でも炭素数６～２０のアリーレン（単環、複素環）、－Ｃ（＝Ｏ
）Ｎ（Ｒ）－、－Ｃ（＝Ｏ）Ｎ（Ａｒ）－、アルキレンオキシ、ポリアルキレンオキシ、
－ＯＡｒ－（アリーレンオキシ、ポリアリーレンオキシ）、－Ｃ（＝Ｏ）Ｏ－、－Ｃ（＝
Ｏ）Ｏ－Ａｒ－、－Ｃ（＝Ｏ）－、－Ｃ（＝Ｏ）Ａｒ－、－Ｓ－、－ＳＡｒ－、－ＡｒＳ
－、－ＡｒＣ（＝Ｏ）－、－ＡｒＣ（＝Ｏ）Ｏ－、－ＡｒＣ（＝Ｏ）Ｏ－、－ＡｒＯ－、
－ＡｒＮ（Ｒ）－等が好ましく、炭素数６～２０のアリーレン（単環、複素環）、－Ｃ（
＝Ｏ）Ｎ（Ｒ）－、－Ｃ（＝Ｏ）Ｎ（Ａｒ）－、アルキレンオキシ、ポリアルキレンオキ
シ、－ＯＡｒ－（アリーレンオキシ、ポリアリーレンオキシ）、－Ｃ（＝Ｏ）Ｏ－、－Ｃ
（＝Ｏ）Ｏ－Ａｒ－、－ＳＡｒ－、－ＡｒＳ－、－ＡｒＣ（＝Ｏ）－、－ＡｒＣ（＝Ｏ）
Ｏ－、－ＡｒＣ（＝Ｏ）Ｏ－、－ＡｒＯ－、－ＡｒＮ（Ｒ）－等がより好ましい。
【０１４３】
　また、本発明において、上記Ｗで表される連結基としては、ここで挙げた連結基を２種
類以上組み合わせたものであっても良い。
【０１４４】
式（１－２）中、Ｚ１、Ｚ２、Ｚ３としてはそれぞれ独立に、水素原子、炭素数１～２０
の直鎖または分岐、鎖状または環状のアルキル基（例えば、メチル、エチル、プロピル、
ヘプタフルオロプロピル、イソプロピル、ブチル、ｔ－ブチル、ｔ－ペンチル、シクロペ
ンチル、シクロヘキシル、オクチル、２－エチルヘキシル、ドデシル等）、炭素数２～２
０の直鎖または分岐、鎖状または環状のアルケニル基（例えばビニル、１－メチルビニル
、シクロヘキセン－１－イル等）、炭素数２～２０のアルキニル基（例えば、エチニル、
１－プロピニル等）、炭素数６～２０のアリール基（例えば、フェニル、ナフチル、アン
トリル等）、炭素数１～２０のアシルオキシ基（例えば、アセトキシ、テトラデカノイル
オキシ、ベンゾイルオキシ等）、炭素数２～２０のアルコキシカルボニルオキシ基（例え
ば、メトキシカルボニルオキシ基、２－メトキシエトキシカルボニルオキシ基など）、炭
素数７～２０のアリールオキシカルボニルオキシ基（例えばフェノキシカルボニルオキシ
基など）、炭素数１～２０のカルバモイルオキシ基（例えば、Ｎ，Ｎ－ジメチルカルバモ
イルオキシ等）、炭素数１～２０のカルボンアミド基（例えば、ホルムアミド、Ｎ－メチ
ルアセトアミド、アセトアミド、Ｎ－メチルホルムアミド、ベンツアミド等）、炭素数１
～２０のスルホンアミド基（例えば、メタンスルホンアミド、ドデカンスルホンアミド、
ベンゼンスルホンアミド、ｐ－トルエンスルホンアミド等）、炭素数１～２０のカルバモ
イル基（例えば、カルバモイル、Ｎ－メチルカルバモイル、Ｎ，Ｎ－ジエチルカルバモイ
ル、Ｎ－メシルカルバモイル等）、炭素数０～２０のスルファモイル基（例えば、スルフ
ァモイル、Ｎ－ブチルスルファモイル、Ｎ，Ｎ－ジエチルスルファモイル、Ｎ－メチル－
Ｎ－（４－メトキシフェニル）スルファモイル等）、炭素数１～２０のアルコキシ基（例
えば、メトキシ、プロポキシ、イソプロポキシ、オクチルオキシ、ｔ－オクチルオキシ、
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ドデシルオキシ、２－（２，４－ジ－ｔ－ペンチルフェノキシ）エトキシ、ポリアルキレ
ンオキシ等）、炭素数６～２０のアリールオキシ基（例えば、フェノキシ、４－メトキシ
フェノキシ、ナフトキシ等）、炭素数７～２０のアリールオキシカルボニル基（例えば、
フェノキシカルボニル、ナフトキシカルボニル等）、
【０１４５】
炭素数２～２０のアルコキシカルボニル基（例えば、メトキシカルボニル、ｔ－ブトキシ
カルボニル等）、炭素数１～２０のＮ－アシルスルファモイル基（例えば、Ｎ－テトラデ
カノイルスルファモイル、Ｎ－ベンゾイルスルファモイル等）、炭素数１～２０のＮ－ス
ルファモイルカルバモイル基（例えばＮ－メタンスルホニルカルバモイル基など）、炭素
数１～２０のアルキルスルホニル基（例えば、メタンスルホニル、オクチルスルホニル、
２－メトキシエチルスルホニル、２－ヘキシルデシルスルホニル等）、炭素数６～２０の
アリールスルホニル基（例えば、ベンゼンスルホニル、ｐ－トルエンスルホニル、４－フ
ェニルスルホニルフェニルスルホニル等）、炭素数２～２０のアルコキシカルボニルアミ
ノ基（例えば、エトキシカルボニルアミノ等）、炭素数７～２０のアリールオキシカルボ
ニルアミノ基（例えば、フェノキシカルボニルアミノ、ナフトキシカルボニルアミノ等）
、炭素数０～２０のアミノ基（例えばアミノ、メチルアミノ、ジエチルアミノ、ジイソプ
ロピルアミノ、アニリノ、モルホリノ等）、炭素数３～２０のアンモニオ基（例えば、ト
リメチルアンモニオ基、ジメチルベンジルアンモニオ基など）、シアノ基、ニトロ基、カ
ルボキシル基、ヒドロキシ基、スルホ基、メルカプト基、炭素数１～２０のアルキルスル
フィニル基（例えば、メタンスルフィニル、オクタンスルフィニル等）、炭素数６～２０
のアリールスルフィニル基（例えば、ベンゼンスルフィニル、４－クロロフェニルスルフ
ィニル、ｐ－トルエンスルフィニル等）、炭素数１～２０のアルキルチオ基（例えば、メ
チルチオ、オクチルチオ、シクロヘキシルチオ等）、炭素数６～２０のアリールチオ基（
例えば、フェニルチオ、ナフチルチオ等）、炭素数１～２０のウレイド基（例えば、３－
メチルウレイド、３，３－ジメチルウレイド、１，３－ジフェニルウレイド等）、炭素数
２～２０のヘテロ環基（ヘテロ原子としては例えば、窒素、酸素およびイオウ等を少なく
とも１個以上含み、３ないし１２員環の単環、縮合環で、例えば、２－フリル、２－ピラ
ニル、２－ピリジル、２－チエニル、２－イミダゾリル、モルホリノ、２－キノリル、２
－ベンツイミダゾリル、２－ベンゾチアゾリル、２－ベンゾオキサゾリル等）、炭素数１
～２０のアシル基（例えば、ホルミル、アセチル、ベンゾイル、トリフルオロアセチル等
）、炭素数０～２０のスルファモイルアミノ基（例えば、Ｎ－ブチルスルファモイルアミ
ノ、Ｎ－フェニルスルファモイルアミノ等）、炭素数３～５０のシリル基（例えば、トリ
メチルシリル、ジメチル－ｔ－ブチルシリル、トリフェニルシリル等）、アゾ基、ハロゲ
ン原子（例えば、フッ素原子、塩素原子、臭素原子等）が挙げられる。
　また、上記Ｚ１～Ｚ３が水素原子、またはハロゲン原子以外の場合、これらはさらに置
換基を有していてもよく、その置換基の例としては上記具体例として挙げた如き置換基が
挙げられる。
【０１４６】
　上記Ｚ１～Ｚ３としては、水素原子、炭素数１～２０の直鎖または分岐、鎖状または環
状のアルキル基、炭素数６～２０のアリール基、炭素数１～２０のアシルオキシ基、炭素
数１～２０のカルボンアミド基、炭素数１～２０のアルコキシ基、炭素数６～２０のアリ
ールオキシ基、炭素数７～２０のアリールオキシカルボニル基、炭素数２～２０のアルコ
キシカルボニル基、炭素数０～２０のアミノ基、シアノ基、ヒドロキシ基、ハロゲン原子
が好ましく、水素原子、炭素数１～２０の直鎖または分岐、鎖状または環状のアルキル基
、炭素数６～２０のアリール基、炭素数１～２０のアシルオキシ基、炭素数１～２０のア
ルコキシ基、炭素数６～２０のアリールオキシ基、炭素数７～２０のアリールオキシカル
ボニル基、炭素数２～２０のアルコキシカルボニル基、炭素数０～２０のアミノ基、シア
ノ基、ハロゲン原子がより好ましい。
【０１４７】
　上記一般式（１－２）で表される構造単位は、密着性の観点から、さらに下記一般式（
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１－３）で表される構造単位であることが好ましい。本発明においては、前述の通り、前
記（メタ）アクリル系樹脂は下記一般式（１－３）で表される構造単位を有する。
【０１４８】
【化３３】

【０１４９】
　上記一般式（１－３）中、Ｒは、水素原子またはメチル基を表す。Ｒ１０７、Ｒ１０８

はそれぞれ同一でも相違していてもよく、水素原子、ナトリウム、カリウム、アルキル基
、アリール基を示し、好ましくは水素原子、炭素原子１～８個のアルキル基、炭素数６～
１５個のアリール基を示す。
　Ｗは上記一般式（１－２）で挙げたもののうち、Ｗは、炭素数６～２０のアリーレン（
単環、複素環）、－Ｃ（＝Ｏ）Ｎ（Ａｒ）－、アルキレンオキシ、ポリアルキレンオキシ
、－ＯＡｒ－（アリーレンオキシ、ポリアリーレンオキシ）、－Ｃ（＝Ｏ）Ｏ－、－Ｃ（
＝Ｏ）Ｏ－Ａｒ－、－ＳＡｒ－、－ＡｒＳ－、－ＡｒＣ（＝Ｏ）－、－ＡｒＣ（＝Ｏ）Ｏ
－、－ＡｒＯ－、を表し、これらの連結基は２種以上組み合せたものでもよく、Ｚ１は水
素原子または１価の有機基を表し、Ａｒはアリール基を表す。
以下に、このようなＷで表される２価の置換基として、密着性の観点から特に好ましい具
体例を挙げるが本発明はこれらに限定されるものではない。
【０１５０】

【化３４】

【０１５１】
　Ｚ１は上記一般式（１－２）で挙げたものと同義である。以下に、このようなＺ１で表
される１価の有機基として、インク組成物中の安定溶解性の観点から特に好ましい具体例
を挙げるが本発明はこれらに限定されるものではない。
【０１５２】
【化３５】

【０１５３】
　ここで、本発明に係る燐酸基を有する構造単位の具体例を以下に挙げるが、本発明はこ
れらに限定されるものではない。
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【０１５４】
【化３６】

【０１５５】
　式中、Ｒ１０７、Ｒ１０８はそれぞれ同一でも相違していてもよく、水素原子、ナトリ
ウム、カリウム、アルキル基、アリール基を示し、好ましくは水素原子、炭素原子１～８
個のアルキル基、炭素数６～１５個のアリール基を示す。また、上記ｎ’は０～５が好ま
しく、０～２が特に好ましい。
　また、上記燐酸基含有モノマーにさらに下記の共重合成分を加えて共重合を行なったも
のを特定ポリマーとして用いてもよい。
【０１５６】
（１）フェノール基を有する重合性モノマー
（２）スルホンアミド基を有する重合性モノマー
（３）置換スルホンアミド基を有する重合性モノマー
（４）カルボン酸基を有する重合性モノマー
（５）スルホン酸基を有する重合性モノマー
（６）例えば、２－ヒドロキシエチルアクリレートまたは２－ヒドロキシエチルメタクリ
レート等の脂肪族水酸基を有するアクリル酸エステル類、およびメタクリル酸エステル類
。
（７）アクリル酸メチル、アクリル酸エチル、アクリル酸プロピル、アクリル酸２－エチ
ルヘキシル、アクリル酸ブチル、アクリル酸ドデシル、アクリル酸アミル、アクリル酸ベ
ンジル、アクリル酸２－クロロエチル、グリシジルアクリレート、Ｎ－ジメチルアミノエ
チルアクリレート、ポリエチレングリコールモノアクリレート、ポリプロピレングリコー
ルモノアルキレート等のアクリレート。
（８）メタクリル酸メチル、メタクリル酸エチル、メタクリル酸プロピル、メタクリル酸
２－エチルヘキシル、メタクリル酸ブチル、メタクリル酸ドデシル、メタクリル酸アミル
、メタクリル酸シクロヘキシル、メタクリル酸ベンジル、メタクリル酸２－クロロエチル
、グリシジルメタクリレート、Ｎ－ジメチルアミノエチルメタクリレート、ポリエチレン
グリコールモノメタクリレート、ポリプロピレングリコールモノメタクリレート等のメタ
クリレート。
【０１５７】
（９）アクリルアミド、メタクリルアミド、Ｎ－メチロールアクリルアミド、Ｎ－エチル
アクリルアミド、Ｎ－ヘキシルメタクリルアミド、Ｎ－シクロヘキシルアクリルアミド、
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Ｎ－ヒドロキシエチルアクリルアミド、Ｎ－フェニルアクリルアミド、Ｎ－ニトロフェニ
ルアクリルアミド、Ｎ－エチル－Ｎ－フェニルアクリルアミド等のアクリルアミドもしく
はメタクリルアミド。
（１０）エチルビニルエーテル、２－クロロエチルビニルエーテル、ヒドロキシエチルビ
ニルエーテル、プロピルビニルエーテル、ブチルビニルエーテル、フェニルビニルエーテ
ル等のビニルエーテル類。
（１１）ビニルアセテート、ビニルクロロアセテート、ビニルブチレート、安息香酸ビニ
ル等のビニルエステル類。
【０１５８】
（１２）スチレン、α－メチルスチレン、メチルスチレン、クロロメチルスチレン等のス
チレン類。
（１３）メチルビニルケトン、エチルビニルケトン、プロピルビニルケトン、フェニルビ
ニルケトン等のビニルケトン類。
（１４）エチレン、プロピレン、イソブチレン、ブタジエン、イソプレン等のオレフィン
類。
【０１５９】
（１５）Ｎ－ビニルピロリドン、Ｎ－ビニルカルバゾール、４－ビニルピリジン、アクリ
ロニトリル、メタクリロニトリル等。
（１６）マレイミド、Ｎ－アクリロイルアクリルアミド、Ｎ－アセチルメタクリルアミド
、Ｎ－プロピオニルメタクリルアミド、Ｎ－（ｐ－クロロベンゾイル）メタクリルアミド
等の不飽和イミド。
【０１６０】
　前記（メタ）アクリル系樹脂は、インクへの溶解性の観点から、共重合成分としては上
記中（７）、（８）のようなモノマーを少なくとも１つ有することが好ましい。
　共重合成分として更により好ましくは、アクリル酸メチル、アクリル酸エチル、アクリ
ル酸プロピル、アクリル酸２－エチルヘキシル、アクリル酸ブチル、アクリル酸ドデシル
、メタクリル酸メチル、メタクリル酸エチル、メタクリル酸プロピル、メタクリル酸２－
エチルヘキシル、メタクリル酸ブチル、メタクリル酸ドデシル酸であることが好ましい。
更に好ましくは、アクリル酸プロピル、アクリル酸２－エチルヘキシル、アクリル酸ブチ
ル、メタクリル酸プロピル、メタクリル酸２－エチルヘキシル、メタクリル酸ブチルが挙
げられる。
　前記上記以外のポリマーの好ましい態様は、インク溶解性の観点から（メタ）アクリル
樹脂である。
　共重合成分としては、更に好ましくは、アクリル酸プロピル、アクリル酸２－エチルヘ
キシル、アクリル酸ブチル、メタクリル酸プロピル、メタクリル酸２－エチルヘキシル、
メタクリル酸ブチルが挙げられる。
　本発明における特定燐酸基含有ポリマーは単独で用いても混合して用いてもよい。
【０１６１】
　前記（メタ）アクリル系樹脂のより好ましい具体例としては、以下の化合物を挙げるこ
とができるが、これに限定されるものではない。
【０１６２】
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【化３７】

【０１６３】
　本発明における特定燐酸基含有ポリマーは、密着性とポリマーのインクへの溶解性の観
点から、燐酸基が０．４ｍｅｑ／ｇ以上含まれていることが好ましく、１．２ｍｅｑ／ｇ
以上３．６ｍｅｑ／ｇの範囲で含まれていることが特に好ましい。
　前記燐酸基が０．４ｍｅｑ／ｇ以上含まれることにより、より基板への密着性が向上す
る傾向となり、また３．６ｍｅｑ／ｇ以下であることがよりインクへの溶解性が向上する
傾向となり好ましい。
　本発明における特定燐酸基含有ポリマーは単独で用いても混合して用いてもよい。
　本発明のインク組成物中に含まれる、特定燐酸基含有ポリマーの含有量は特に限定され
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るものではないが、インク溶解性とインク粘度の観点から、１質量％以上２０質量％以下
が好ましく、１質量％以上１５質量％以下がより好ましく、１質量％以上１０質量％以下
が特に好ましい。
　尚、本発明における特定燐酸基含有ポリマーの上述の好適な態様の組合せがより好まし
い態様である。
【０１６４】
（重合性化合物）
　本発明のインク組成物には、基板との密着性向上のため、特定燐酸基含有ポリマーと共
に以下に詳述する重合性モノマーとしての重合性化合物（カチオン重合性化合物、ラジカ
ル重合性化合物）を併用する必要がある。
　前記重合性化合物としては、以下のエポキシ化合物、オキセタン化合物、ビニルエーテ
ル化合物等が挙げられる。
【０１６５】
－カチオン重合性化合物－
　本発明に併用しうるカチオン重合性化合物は、後述する、放射線の照射により重合反応
を開始し、硬化する化合物であれば特に制限はなく、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号、同２０
０１－４００６８号、同２００１－５５５０７号、同２００１－３１０９３８号、同２０
０１－３１０９３７号、同２００１－２２０５２６号などの各公報に記載されているエポ
キシ化合物、ビニルエーテル化合物、オキセタン化合物などが挙げられる。
【０１６６】
　エポキシ化合物としては、芳香族エポキシド、脂環式エポキシド、及び、芳香族エポキ
シドなどが挙げられる。
　芳香族エポキシドとしては、少なくとも１個の芳香族核を有する多価フェノールあるい
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、例えば、ビスフェノールＡあるいはそのアルキ
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ある
い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
サイド及びプロピレンオキサイド等が挙げられる。
【０１６７】
　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
有化合物が好ましく挙げられる。
　脂肪族エポキシドとしては、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
付加体のジ又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、グリセリンあるい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に代表されるポリアルキ
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及びプロピレンオキサイド等が挙げられる。
【０１６８】
　本発明に用いることのできる単官能及び多官能のエポキシ化合物を詳しく例示する。
　単官能エポキシ化合物の例としては、例えば、フェニルグリシジルエーテル、ｐ－ｔｅ
ｒｔ－ブチルフェニルグリシジルエーテル、ブチルグリシジルエーテル、２－エチルヘキ
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シルグリシジルエーテル、アリルグリシジルエーテル、１，２－ブチレンオキサイド、１
，３－ブタジエンモノオキサイド、１，２－エポキシドデカン、エピクロロヒドリン、１
，２－エポキシデカン、スチレンオキサイド、シクロヘキセンオキサイド、３－メタクリ
ロイルオキシメチルシクロヘキセンオキサイド、３－アクリロイルオキシメチルシクロヘ
キセンオキサイド、３－ビニルシクロヘキセンオキサイド等が挙げられる。
【０１６９】
　また、多官能エポキシ化合物の例としては、例えば、ビスフェノールＡジグリシジルエ
ーテル、ビスフェノールＦジグリシジルエーテル、ビスフェノールＳジグリシジルエーテ
ル、臭素化ビスフェノールＡジグリシジルエーテル、臭素化ビスフェノールＦジグリシジ
ルエーテル、臭素化ビスフェノールＳジグリシジルエーテル、エポキシノボラック樹脂、
水添ビスフェノールＡジグリシジルエーテル、水添ビスフェノールＦジグリシジルエーテ
ル、水添ビスフェノールＳジグリシジルエーテル、３，４－エポキシシクロヘキシルメチ
ル－３’，４’－エポキシシクロヘキサンカルボキシレート、２－（３，４－エポキシシ
クロヘキシル－５，５－スピロ－３，４－エポキシ）シクロヘキサン－メタ－ジオキサン
、ビス（３，４－エポキシシクロヘキシルメチル）アジペート、ビニルシクロヘキセンオ
キサイド、４－ビニルエポキシシクロヘキサン、ビス（３，４－エポキシ－６－メチルシ
クロヘキシルメチル）アジペート、３，４－エポキシ－６－メチルシクロヘキシル－３’
，４’－エポキシ－６’－メチルシクロヘキサンカルボキシレート、メチレンビス（３，
４－エポキシシクロヘキサン）、ジシクロペンタジエンジエポキサイド、エチレングリコ
ールのジ（３，４－エポキシシクロヘキシルメチル）エーテル、エチレンビス（３，４－
エポキシシクロヘキサンカルボキシレート）、エポキシヘキサヒドロフタル酸ジオクチル
、エポキシヘキサヒドロフタル酸ジ－２－エチルヘキシル、１，４－ブタンジオールジグ
リシジルエーテル、１，６－ヘキサンジオールジグリシジルエーテル、グリセリントリグ
リシジルエーテル、トリメチロールプロパントリグリシジルエーテル、ポリエチレングリ
コールジグリシジルエーテル、ポリプロピレングリコールジグリシジルエーテル類、１，
１，３－テトラデカジエンジオキサイド、リモネンジオキサイド、１，２，７，８－ジエ
ポキシオクタン、１，２，５，６－ジエポキシシクロオクタン等が挙げられる。
【０１７０】
　これらのエポキシ化合物のなかでも、芳香族エポキシド及び脂環式エポキシドが、硬化
速度に優れるという観点から好ましく、特に脂環式エポキシドが好ましい。
【０１７１】
　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。
【０１７２】
　以下に、単官能ビニルエーテルと多官能ビニルエーテルを詳しく例示する。
　単官能ビニルエーテルの例としては、例えば、メチルビニルエーテル、エチルビニルエ
ーテル、プロピルビニルエーテル、ｎ－ブチルビニルエーテル、ｔ－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、ｎ－ノニルビニルエーテル、ラウリルビニルエ
ーテル、シクロヘキシルビニルエーテル、シクロヘキシルメチルビニルエーテル、４－メ
チルシクロヘキシルメチルビニルエーテル、ベンジルビニルエーテル、ジシクロペンテニ
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ルビニルエーテル、２－ジシクロペンテノキシエチルビニルエーテル、メトキシエチルビ
ニルエーテル、エトキシエチルビニルエーテル、ブトキシエチルビニルエーテル、メトキ
シエトキシエチルビニルエーテル、エトキシエトキシエチルビニルエーテル、メトキシポ
リエチレングリコールビニルエーテル、テトラヒドロフルフリルビニルエーテル、２－ヒ
ドロキシエチルビニルエーテル、２－ヒドロキシプロピルビニルエーテル、４－ヒドロキ
シブチルビニルエーテル、４－ヒドロキシメチルシクロヘキシルメチルビニルエーテル、
ジエチレングリコールモノビニルエーテル、ポリエチレングリコールビニルエーテル、ク
ロルエチルビニルエーテル、クロルブチルビニルエーテル、クロルエトキシエチルビニル
エーテル、フェニルエチルビニルエーテル、フェノキシポリエチレングリコールビニルエ
ーテル等が挙げられる。
【０１７３】
　また、多官能ビニルエーテルの例としては、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、ポ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、ブチレングリコ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、ビスフェノールＡアルキレンオキサイドジビニルエー
テル、ビスフェノールＦアルキレンオキサイドジビニルエーテルなどのジビニルエーテル
類；トリメチロールエタントリビニルエーテル、トリメチロールプロパントリビニルエー
テル、ジトリメチロールプロパンテトラビニルエーテル、グリセリントリビニルエーテル
、ペンタエリスリトールテトラビニルエーテル、ジペンタエリスリトールペンタビニルエ
ーテル、ジペンタエリスリトールヘキサビニルエーテル、エチレンオキサイド付加トリメ
チロールプロパントリビニルエーテル、プロピレンオキサイド付加トリメチロールプロパ
ントリビニルエーテル、エチレンオキサイド付加ジトリメチロールプロパンテトラビニル
エーテル、プロピレンオキサイド付加ジトリメチロールプロパンテトラビニルエーテル、
エチレンオキサイド付加ペンタエリスリトールテトラビニルエーテル、プロピレンオキサ
イド付加ペンタエリスリトールテトラビニルエーテル、エチレンオキサイド付加ジペンタ
エリスリトールヘキサビニルエーテル、プロピレンオキサイド付加ジペンタエリスリトー
ルヘキサビニルエーテルなどの多官能ビニルエーテル類等が挙げられる。
　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、被記録
媒体との密着性、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。
【０１７４】
　また、オキセタン化合物としては、特開２００１－２２０５２６号、同２００１－３１
０９３７号、同２００３－３４１２１７号の各公報に記載される如き、公知のオキセタン
化合物を任意に選択して使用できる。
　本発明のインク組成物において、オキセタン環を有する化合物としては、その構造内に
オキセタン環を１～４個有する化合物が好ましい。このような化合物を使用することで、
組成物の粘度をハンドリング性の良好な範囲に維持することが容易となり、また、インク
組成物等に適用した場合において、硬化後の組成物と被記録媒体との高い密着性を得るこ
とができる。
【０１７５】
　本発明のインク組成物に併用される分子内に１～２個のオキセタン環を有する化合物と
しては、下記式（１）～（３）で示される化合物等が挙げられる。
【０１７６】



(48) JP 5224699 B2 2013.7.3

10

20

30

40

50

【化３８】

【０１７７】
　Ｒａ１は、水素原子、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、フリル基又はチエニル基を表す。分子内に２つのＲａ１が存在
する場合、それらは同じであっても異なるものであってもよい。
　アルキル基としては、メチル基、エチル基、プロピル基、ブチル基等が挙げられ、フル
オロアルキル基としては、これらアルキル基の水素のいずれかがフッ素原子で置換された
ものが好ましく挙げられる。
　Ｒａ２は、水素原子、炭素数１～６個のアルキル基、炭素数２～６個のアルケニル基、
芳香環を有する基、炭素数２～６個のアルキルカルボニル基、炭素数２～６個のアルコキ
シカルボニル基、炭素数２～６個のＮ－アルキルカルバモイル基を表す。アルキル基とし
ては、メチル基、エチル基、プロピル基、ブチル基等が挙げられ、アルケニル基としては
、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－ブテニル基等が挙げられ、芳
香環を有する基としては、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が挙げられる。アルキルカルボニル基としては、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が、アルキコキシカルボニル
基としては、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
が、Ｎ－アルキルカルバモイル基としては、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が挙げられる。また、Ｒａ２は
置換基を有していてもよく、置換基としては、１～６のアルキル基、フッ素原子が挙げら
れる。
【０１７８】
　Ｒａ３は、線状又は分枝状アルキレン基、線状又は分枝状不飽和炭化水素基、カルボニ
ル基又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、又は、以下に示す基を表す。アルキレン基としては、例え
ば、エチレン基、プロピレン基、ブチレン基が挙げられ、ポリ（アルキレンオキシ）基と
しては、ポリ（エチレンオキシ）基、ポリ（プロピレンオキシ）基等が挙げられる。不飽
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られる。
【０１７９】
【化３９】

【０１８０】
　Ｒａ３が上記多価基である場合、Ｒａ４は、水素原子、炭素数１～４個のアルキル基、
炭素数１～４個のアルコキシ基、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、又はカルバモイル基を表す。
　Ｒａ５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。
　Ｒａ６は、炭素数１～４個のアルキル基、又は、アリール基を表し、ｎは０～２，００
０の整数である。Ｒａ７は炭素数１～４個のアルキル基、アリール基、又は、下記構造を
有する１価の基を表す。下記式中、Ｒａ８は炭素数１～４個のアルキル基、又はアリール
基であり、ｍは０～１００の整数である。
【０１８１】

【化４０】

【０１８２】
　式（１）で表される化合物として、３－エチル－３－ヒドロキシメチルオキセタン（Ｏ
ＸＴ－１０１：東亞合成（株）製）、３－エチル－３－（２－エチルヘキシロキシメチル
）オキセタン（ＯＸＴ－２１２：東亞合成（株）製）、３－エチル－３－フェノキシメチ
ルオキセタン（ＯＸＴ－２１１：東亞合成（株）製）が挙げられる。式（２）で表される
化合物としては、１，４－ビス［（３－エチル－３－オキセタニルメトキシ）メチル］ベ
ンゼン（ＯＸＴ－１２１：東亞合成（株）が挙げられる。また、式（３）で表される化合
物としては、ビス（３－エチル－３－オキセタニルメチル）エーテル（ＯＸＴ－２２１：
東亞合成（株））が挙げられる。
【０１８３】
　３～４個のオキセタン環を有する化合物としては、下記式（４）で示される化合物が挙
げられる。
【０１８４】
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【化４１】

【０１８５】
　式（４）において、Ｒａ１は、前記式（１）におけるのと同義である。また、多価連結
基であるＲａ９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。
【０１８６】
【化４２】

【０１８７】
　上記Ａにおいて、Ｒａ１０はメチル基、エチル基又はプロピル基を表す。また、上記Ｄ
において、ｐは１～１０の整数である。
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【０１８８】
　また、本発明に好適に使用しうるオキセタン化合物の別の態様として、側鎖にオキセタ
ン環を有する下記式（５）で示される化合物が挙げられる。
【０１８９】
【化４３】

【０１９０】
　式（５）において、Ｒａ１、Ｒａ８は前記式におけるのと同義である。Ｒａ１１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。
【０１９１】
　このようなオキセタン環を有する化合物については、前記特開２００３－３４１２１７
号公報、段落番号００２１ないし００８４に詳細に記載され、ここに記載の化合物は本発
明にも好適に使用しうる。
　特開２００４－９１５５６号公報に記載されたオキセタン化合物も本発明に併用するこ
とができる。当該化合物は、同公報の段落番号［００２２］ないし［００５８］に詳細に
記載されている。
　本発明に併用される他のオキセタン化合物のなかでも、組成物の粘度と粘着性の観点か
ら、オキセタン環を１個有する化合物を使用することが好ましい。
【０１９２】
－ラジカル重合性化合物－
　また、本発明におけるラジカル重合性化合物としては、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、
ポリマー等の化学構造形態を持つものが含まれる。
　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。好ましくは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。
【０１９３】
　ラジカル重合可能なエチレン性不飽和結合を有する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、エチレン性不飽和基を有する無水物、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。
【０１９４】
　具体的には、２－エチルヘキシルアクリレート、２－ヒドロキシエチルアクリレート、
ブトキシエチルアクリレート、カルビトールアクリレート、シクロヘキシルアクリレート
、テトラヒドロフルフリルアクリレート、ベンジルアクリレート、ビス（４－アクリロキ
シポリエトキシフェニル）プロパン、ネオペンチルグリコ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、エチレングリコ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ジアクリレート、ポリプロピレングリコー
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ルジアクリレート、ペンタエリスリトールトリアクリレート、ペンタエリスリトールテト
ラアクリレート、ジペンタエリスリトールテトラアクリレート、トリメチロールプロパン
トリアクリレート、テトラメチロールメタンテトラアクリレート、オリゴエステルアクリ
レート、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、エポキシアクリレ
ート等のアクリル酸誘導体、メチルメタクリレート、ｎ－ブチルメタクリレート、２－エ
チルヘキシルメタクリレート、ラウリルメタクリレート、アリルメタクリレート、グリシ
ジルメタクリレート、ベンジルメタクリレート、ジメチルアミノメチルメタクリレート、
１，６－ヘキサンジオールジメタクリレート、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、ポリエチ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ジメタクリレート、トリメチロールエタントリメタクリレート、
トリメチロールプロパントリメタクリレート、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乃至架橋性のモノマー、
オリゴマー、及びポリマーを用いることができる。
【０１９５】
　また、ラジカル重合性化合物としては、例えば、特開平７－１５９９８３号、特公平７
－３１３９９号、特開平８－２２４９８２号、特開平１０－８６３号、特開平９－１３４
０１１号等の各公報に記載されている光重合性組成物に用いられる光硬化型の重合性化合
物材料が知られており、これらも本発明のインク組成物に適用することができる。
【０１９６】
　更に、ラジカル重合性化合物として、ビニルエーテル化合物を用いることも好ましい。
好適に用いられる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、エチレングリコールモノビニルエーテル、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モノビニルエーテル、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、ヒドロキシエチルモノビニルエーテル、ヒドロキ
シノニルモノビニルエーテル、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。
　これらのビニルエーテル化合物のうち、硬化性、密着性、表面硬度の観点から、ジビニ
ルエーテル化合物、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。ビニルエーテル化合物は、１種を単独で使用してもよく、２種以上を適宜
組み合わせて使用してもよい。
【０１９７】
　本発明において、インク組成物中の重合性化合物の含有量としては、６０質量％以上９
５質量％以下であることが好ましく、７０質量％以上９５質量％以下であることがより好
ましく、７５質量％以上９５質量％以下が特に好ましい。６０質量％以上とすることによ
り、感度向上となる傾向があり、９５質量％以下とすることにより、他成分を含有できる
ため好ましい。
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【０１９８】
－重合開始剤－
　本発明のインク組成物は、前記リン酸基含有重合性化合物及び前記他の重合性化合物を
重合硬化させる重合開始剤の少なくとも一種を含有することが好ましい。前記重合開始剤
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。
【０１９９】
　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
。
【０２００】
　本発明において、「活性エネルギー線」は、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。
【０２０１】
　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　Ｒｅｖ
ｕｅ，９３，４３５（１９９３）．　や、Ｒ．Ｓ．Ｄａｖｉｄｓｏｎ著、Ｊｏｕｒｎａｌ
　ｏｆ　Ｐｈｏｔｏｃｈｅｍｉｓｔｒｙ　ａｎｄ　ｂｉｏｌｏｇｙ　Ａ　：Ｃｈｅｍｉｓ
ｔｒｙ，７３．８１（１９９３）．　、Ｊ．　Ｐ．　Ｆａｕｓｓｉｅｒ　”Ｐｈｏｔｏｉ
ｎｉｔｉａｔｅｄ　Ｐｏｌｙｍｅｒｉｚａｔｉｏｎ－Ｔｈｅｏｒｙ　ａｎｄ　Ａｐｐｌｉ
ｃａｔｉｏｎｓ”　：Ｒａｐｒａ　Ｒｅｖｉｅｗ　ｖｏｌ．９，　Ｒｅｐｏｒｔ，　Ｒａ
ｐｒａ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ（１９９８）．、Ｍ．Ｔｓｕｎｏｏｋａ　ｅｔ　ａｌ．，
Ｐｒｏｇ．Ｐｏｌｙｍ．Ｓｃｉ．，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．１８７～１９２参照）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，１５６，
５９（１９９０）．、Ｇ．　Ｇ．　Ｍａｓｌａｋ，　Ｔｏｐｉｃｓ　ｉｎ　Ｃｕｒｒｅｎ
ｔ　Ｃｈｅｍｉｓｔｒｙ，　１６８，　１　（１９９３）．、Ｈ．　Ｂ．　Ｓｈｕｓｔｅ
ｒ　ｅｔ　ａｌ，　ＪＡＣＳ，　１１２，　６３２９　（１９９０）．、Ｉ．　Ｄ．　Ｆ
．Ｅａｔｏｎ　ｅｔ　ａｌ，　ＪＡＣＳ，　１０２，　３２９８（１９８０）．　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。
【０２０２】
　好ましい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。
【０２０３】
　前記（ａ）芳香族ケトン類の好ましい例としては、「ＲＡＤＩＡＴＩＯＮ　ＣＵＲＩＮ
Ｇ　ＩＮ　ＰＯＬＹＭＥＲ　ＳＣＩＥＮＣＥ　ＡＮＤ　ＴＥＣＨＮＯＬＯＧＹ」Ｊ．Ｐ．
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ＦＯＵＡＳＳＩＥＲ　Ｊ．Ｆ．ＲＡＢＥＫ　（１９９３）、ｐ．７７～１１７に記載のベ
ンゾフェノン骨格、或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６１－１９４０６
２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－
６１９５０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。
【０２０４】
　前記（ｂ）芳香族オニウム塩化合物としては、長周期律表の１５族、１６族、及び１７
族に属する元素、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４８
３７１２４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号、同２７９２１０号、及び同４２２５７０号の各明細書、並びに米国
特許３９０２１４４号、同４９３３３７７号、同４７６００１３号、同４７３４４４４号
、及び同２８３３８２７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６３－１４２
３４５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５２－１４７２７７号、同５２－１４２７８号、及び同５２－１４２７
９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
。
【０２０５】
　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、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が好
適に挙げられる。
【０２０６】
　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
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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。
【０２０７】
　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。
【０２０８】
　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。
【０２０９】
　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。
【０２１０】
　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。
【０２１１】
　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ル－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ル－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ル－１－イル、ジシクロペンタ
ジエニル－Ｔｉ－２，６－ジフルオロフェニル－１－イル、ジシクロペンタジエニル－Ｔ
ｉ－ビス－２，４－ジフルオロフェニル－１－イル、ジメチルシクロペンタジエニル－Ｔ
ｉ－ビス－２，３，４，５，６－ペンタフルオロフェニル－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ル－１－イル、ジメ
チルシクロペンタジエニル－Ｔｉ－ビス－２，４－ジフルオロフェニル－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。
【０２１２】
　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
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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。
【０２１３】
　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
。
【０２１４】
　また、Ｆ．　Ｃ．　Ｓｃｈａｅｆｅｒ等によるＪ．　Ｏｒｇ．　Ｃｈｅｍ．　２９、１
５２７（１９６４）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５－２８１７２８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２６
４１１００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３０２１５９０号に記載の化合物群、或いはドイツ特許第３０２１５９９号に記載の
化合物群、等も挙げることができる。
【０２１５】
　前記（ａ）～（ｊ）で表される化合物の好ましい具体例を以下に列挙する。
【０２１６】
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【０２１７】
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【０２１８】
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【化４６】

【０２１９】
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【化４７】

【０２２０】
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【化４９】

【０２２２】
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【化５１】

【０２２４】
　重合開始剤のインク組成物中における含有量としては、重合性化合物と重合開始剤との
総量に対して、０．５～２０質量％の範囲が好ましく、１～１２質量％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。
【０２２５】
（着色剤）
　本発明のインク組成物は、着色剤を含有することが好ましい。
　本発明に用いることのできる着色剤としては、特に制限はないが、耐候性に優れ、色再
現性に富んだ顔料及び油溶性染料が好ましく、溶解性染料等の任意の公知の着色剤から選
択して使用することができる。本発明のインク組成物又はインクジェット記録用インク組
成物に好適に使用し得る着色剤は、硬化反応である重合反応において重合禁止剤として機
能しないことが好ましい。これは、活性放射線による硬化反応の感度を低下させないため
である。
【０２２６】
＜顔料＞
　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．
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Ｈｅｒｂｓｔ，Ｋ．Ｈｕｎｇｅｒ「Ｉｎｄｕｓｔｒｉａｌ　Ｏｒｇａｎｉｃ　Ｐｉｇｍｅ
ｎｔｓ」、特開２００２－１２６０７号公報、特開２００２－１８８０２５号公報、特開
２００３－２６９７８号公報、特開２００３－３４２５０３号公報に記載の顔料が挙げら
れる。
【０２２７】
　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、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－２４）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３Ｒ
ＬＴ（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。
【０２２８】
　赤或いはマゼンタ色を呈するものとして、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。
【０２２９】
　青或いはシアン色を呈する顔料として、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（ビクロチアピュアブ
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。
【０２３０】
　緑色を呈する顔料として、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、Ｃ．Ｉ．ピグメントオレンジ６６（イソインドリンオ
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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。
【０２３１】
　黒色を呈する顔料として、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。
　白色顔料の具体例としては、塩基性炭酸鉛（２ＰｂＣＯ３Ｐｂ（ＯＨ）２、いわゆる、
シルバーホワイト）、酸化亜鉛（ＺｎＯ、いわゆる、ジンクホワイト）、酸化チタン（Ｔ
ｉＯ２、いわゆる、チタンホワイト）、チタン酸ストロンチウム（ＳｒＴｉＯ３、いわゆ
る、チタンストロンチウムホワイト）などが利用可能である。
【０２３２】
　ここで、酸化チタンは他の白色顔料と比べて比重が小さく、屈折率が大きく化学的、物
理的にも安定であるため、顔料としての隠蔽力や着色力が大きく、更に、酸やアルカリ、
その他の環境に対する耐久性にも優れている。したがって、白色顔料としては酸化チタン
を利用することが好ましい。もちろん、必要に応じて他の白色顔料（列挙した白色顔料以
外であってもよい。）を使用してもよい。
【０２３３】
　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。
　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、高分子量不飽和酸エステル、高分子共重合物、変性ポリアクリレート
、脂肪族多価カルボン酸、ナフタレンスルホン酸ホルマリン縮合物、ポリオキシエチレン
アルキル燐酸エステル、顔料誘導体等を挙げることができる。また、Ｚｅｎｅｃａ社のＳ
ｏｌｓｐｅｒｓｅシリーズなどの市販の高分子分散剤を用いることも好ましい。
　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
れらの分散剤及び分散助剤は、顔料１００質量部に対し、１～５０質量部添加することが
好ましい。
【０２３４】
　本発明のインク組成物において、顔料などの諸成分の分散媒としては、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カチオン重合性化合物を分散媒として用い
てもよいが、本発明が適用されるインク組成物は、放射線硬化型のインクであり、インク
を被記録媒体上に適用後、硬化させるため、無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ＶＯ
Ｃ（Ｖｏｌａｔｉｌｅ　Ｏｒｇａｎｉｃ　Ｃｏｍｐｏｕｎｄ）の問題が生じるためである
。このような観点から、分散媒としては、カチオン重合性化合物を用い、中でも、最も粘
度が低いカチオン重合性モノマーを選択することが分散適性やインク組成物のハンドリン
グ性向上の観点から好ましい。
【０２３５】
　顔料の平均粒径は、０．０２μｍ～０．４μｍにするのが好ましく、０．０２μｍ～０
．１μｍとするのが更に好ましく、より好ましくは、０．０２μｍ～０．０７μｍの範囲
である。
　顔料粒子の平均粒径を上記好ましい範囲となるよう、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、インク透明性及び硬化感度を維持することができる。
【０２３６】
＜染料＞
　本発明に用いることのできる染料は、油溶性のものが好ましい。具体的には、２５℃で
の水への溶解度（水１００ｇに溶解する色素の質量）が１ｇ以下であるものを意味し、好
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ましくは０．５ｇ以下、より好ましくは０．１ｇ以下である。従って、所謂、水に不溶性
の油溶性染料が好ましく用いられる。
【０２３７】
　本発明に用いることのできる染料は、インク組成物に必要量溶解させるために上記記載
の染料母核に対して油溶化基を導入することも好ましい。
　油溶化基としては、長鎖、分岐アルキル基、長鎖、分岐アルコキシ基、長鎖、分岐アル
キルチオ基、長鎖、分岐アルキルスルホニル基、長鎖、分岐アシルオキシ基、長鎖、分岐
アルコキシカルボニル基、長鎖、分岐アシル基、長鎖、分岐アシルアミノ基長鎖、分岐ア
ルキルスルホニルアミノ基、長鎖、分岐アルキルアミノスルホニル基及びこれら長鎖、分
岐置換基を含むアリール基、アリールオキシ基、アリールオキシカルボニル基、アリール
カルボニルオキシ基、アリールアミノカルボニル基、アリールアミノスルホニル基、アリ
ールスルホニルアミノ基等が挙げられる。
　また、カルボン酸、スルホン酸を有する水溶性染料に対して、長鎖、分岐アルコール、
アミン、フェノール、アニリン誘導体を用いて油溶化基であるアルコキシカルボニル基、
アリールオキシカルボニル基、アルキルアミノスルホニル基、アリールアミノスルホニル
基に変換することにより染料を得てもよい。
【０２３８】
　前記油溶性染料としては、融点が２００℃以下のものが好ましく、融点が１５０℃以下
であるものがより好ましく、融点が１００℃以下であるものが更に好ましい。融点が低い
油溶性染料を用いることにより、インク組成物中での色素の結晶析出が抑制され、インク
組成物の保存安定性が良くなる。
　また、退色、特にオゾンなどの酸化性物質に対する耐性や硬化特性を向上させるために
、酸化電位が貴である（高い）ことが望ましい。このため、本発明で用いる油溶性染料と
して、酸化電位が１．０Ｖ（ｖｓ　ＳＣＥ）以上であるものが好ましく用いられる。酸化
電位は高いほうが好ましく、酸化電位が１．１Ｖ（ｖｓＳＣＥ）以上のものがより好まし
く、１．１５Ｖ（ｖｓ　ＳＣＥ）以上のものが特に好ましい。
【０２３９】
　イエロー色の染料としては、特開２００４－２５０４８３号公報の記載の一般式（Ｙ－
Ｉ）で表される構造の化合物が好ましい。
　特に好ましい染料は、特開２００４－２５０４８３号公報の段落番号［００３４］に記
載されている一般式（Ｙ－ＩＩ）～（Ｙ－ＩＶ）で表される染料であり、具体例として特
開２００４－２５０４８３号公報の段落番号［００６０］から［００７１］に記載の化合
物が挙げられる。尚、該公報記載の一般式（Ｙ－Ｉ）の油溶性染料はイエローのみでなく
、ブラックインク、レッドインクなどのいかなる色のインクに用いてもよい。
【０２４０】
　マゼンタ色の染料としては、特開２００２－１１４９３０号公報に記載の一般式（３）
、（４）で表される構造の化合物が好ましく、具体例としては、特開２００２－１１４９
３０号公報の段落［００５４］～［００７３］に記載の化合物が挙げられる。
　特に好ましい染料は、特開２００２－１２１４１４号公報の段落番号［００８４］から
［０１２２］に記載されている一般式（Ｍ－１）～（Ｍ－２）で表されるアゾ染料であり
、具体例として特開２００２－１２１４１４号公報の段落番号［０１２３］から［０１３
２］に記載の化合物が挙げられる。尚、該公報記載の一般式（３）、（４）、（Ｍ－１）
～（Ｍ－２）の油溶性染料はマゼンタのみでなく、ブラックインク、レッドインクなどの
いかなる色のインクに用いてもよい。
【０２４１】
　シアン色の染料としては、特開２００１－１８１５４７号公報に記載の式（Ｉ）～（Ｉ
Ｖ）で表される染料、特開２００２－１２１４１４号公報の段落番号［００６３］から［
００７８］に記載されている一般式（ＩＶ－１）～（ＩＶ－４）で表される染料が好まし
いものとして挙げられ、具体例として特開２００１－１８１５４７号公報の段落番号［０
０５２］から［００６６］、特開２００２－１２１４１４号公報の段落番号［００７９］
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から［００８１］に記載の化合物が挙げられる。
　特に好ましい染料は、特開２００２－１２１４１４号公報の段落番号［０１３３］から
［０１９６］に記載されている一般式（Ｃ－Ｉ）、（Ｃ－ＩＩ）で表されるフタロシアニ
ン染料であり、更に一般式（Ｃ－ＩＩ）で表されるフタロシアニン染料が好ましい。この
具体例としては、特開２００２－１２１４１４号公報の段落番号［０１９８］から［０２
０１］に記載の化合物が挙げられる。尚、前記式（Ｉ）～（ＩＶ）、（ＩＶ－１）～（Ｉ
Ｖ－４）、（Ｃ－Ｉ）、（Ｃ－ＩＩ）の油溶性染料はシアンのみでなく、ブラックインク
やグリーンインクなどのいかなる色のインクに用いてもよい。
【０２４２】
　これらの着色剤は、インク組成物中、固形分換算で、１質量％～２０質量％添加される
ことが好ましく、２質量％～１０質量％がより好ましい。
【０２４３】
（その他の成分）
　以下に、必要に応じて本発明に用いることのできる種々の添加剤について述べる。
【０２４４】
〔紫外線吸収剤〕
　本発明においては、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
用いることができる。
　紫外線吸収剤としては、例えば、特開昭５８－１８５６７７号公報、同６１－１９０５
３７号公報、特開平２－７８２号公報、同５－１９７０７５号公報、同９－３４０５７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１０－８８
１０６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８－５
３４２７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Ｎ
ｏ．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、一般的には、固形分換算で０．５質量％～１
５質量％であることが好ましい。
【０２４５】
〔増感剤〕
　本発明には、重合開始剤の開始効率の向上、感光波長の長波長化の目的で、必要に応じ
、増感剤を添加してもよい。増感剤としては、重合開始剤に対し、電子移動機構又はエネ
ルギー移動機構で増感させるものであれば、何れでもよい。好ましくは、アントラセン、
９，１０－ジアルコキシアントラセン、ピレン、ペリレンなどの芳香族多縮環化合物、ア
セトフェノン、ベンゾフェノン、チオキサントン、ミヒラーケトンなどの芳香族ケトン化
合物、フェノチアジン、Ｎ－アリールオキサゾリジノンなどのヘテロ環化合物が挙げられ
る。増感剤の添加量は目的に応じて適宜選択されるが、重合開始剤に対し０．０１モル％
～１モル％で用いることが好ましく、０．１モル％～０．５モル％がより好ましい。
【０２４６】
〔酸化防止剤〕
　組成物の安定性向上のため、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３０９４
０２号公報、同第３１０５５１号公報、同第３１０５５２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５－１１９４４９号公報、米国特許第４８１４
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２６２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。
　インク組成物中における酸化防止剤の添加量は目的に応じて適宜選択されるが、固形分
換算で０．１質量％～８質量％であることが好ましい。
【０２４７】
〔褪色防止剤〕
　本発明には、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．１５１６２、同Ｎｏ．１８７１６の
６５０頁左欄、同Ｎｏ．３６５４４の５２７頁、同Ｎｏ．３０７１０５の８７２頁、同Ｎ
ｏ．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頁～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、固形分換算で０．１質量％～８質量％である
ことが好ましい。
【０２４８】
〔導電性塩類〕
　本発明には、吐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。
【０２４９】
〔溶剤〕
　本発明には、被記録媒体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質量％～５質量％が好ましく、より好ましくは０．１質量
％～３質量％の範囲である。
【０２５０】
〔高分子化合物〕
　本発明には、膜物性を調整するため、前記特定燐酸基含有ポリマー以外の各種高分子化
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。
【０２５１】
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〔界面活性剤〕
　本発明には、界面活性剤を添加してもよい。
　界面活性剤としては、特開昭６２－１７３４６３号、同６２－１８３４５７号の各公報
に記載されたものが挙げられる。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。なお、前記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。
【０２５２】
　この他にも、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ＰＥＴ等の被記録媒体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。
　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５～６ｐ
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３～１
４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
性樹脂などである。
【０２５３】
－インク組成物の好ましい態様－
　本発明のインク組成物は、上述のように、重合開始剤、重合性モノマー、特定燐酸基含
有ポリマー、着色剤、等を含有するものである。
　本発明のインク組成物において、上述の構成成分の好適な態様が好ましく、それぞれの
好適な態様の組合せがより好ましい。
【０２５４】
　本発明のインク組成物をインクジェット記録用インクとして使用する場合には、吐出性
を考慮し、吐出時の温度（例えば、４０℃～８０℃、好ましくは２５℃～３０℃）におい
て、粘度が、好ましくは７ｍＰａ・ｓ～３０ｍＰａ・ｓであり、より好ましくは７ｍＰａ
・ｓ～２０ｍＰａ・ｓである。例えば、本発明のインク組成物の室温（２５℃～３０℃）
における粘度は、好ましくは３５～５００ｍＰａ・ｓ、より好ましくは３５ｍＰａ・ｓ～
２００ｍＰａ・ｓである。本発明のインク組成物は、粘度が上記範囲になるように適宜組
成比を調整することが好ましい。室温での粘度を高く設定することにより、多孔質な被記
録媒体を用いた場合でも、被記録媒体中へのインク浸透を回避し、未硬化モノマーの低減
、臭気低減が可能となる。更にインク液滴着弾時のインクの滲みを抑えることができ、そ
の結果として画質が改善されるので好ましい。
【０２５５】
　本発明のインク組成物の表面張力は、好ましくは２０ｍＮ／ｍ～３０ｍＮ／ｍ、より好
ましくは２３ｍＮ／ｍ～２８ｍＮ／ｍである。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媒体へ記録する場合、滲み及び浸透の観点から、２０ｍＮ／ｍ以
上が好ましく、濡れ性の点はで３０ｍＮ／ｍ以下が好ましい。
【０２５６】
　本発明のインク組成物は、インクジェット記録用インクとして好適に用いられる。イン
クジェット記録用インクとして用いる場合には、インク組成物をインクジェットプリンタ
ーにより被記録媒体に射出し、その後、射出されたインク組成物に放射線を照射して硬化
して記録を行う。
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【０２５７】
　このインクにより得られた印刷物は、画像部が紫外線などの放射線照射により硬化して
おり、画像部の強度に優れるため、インクによる画像形成以外にも、例えば、平版印刷版
のインク受容層（画像部）の形成など、種々の用途に使用しうる。
【０２５８】
〔インクジェット記録方法、及び印刷物〕
　本発明のインク組成物が好適に適用されるインクジェット記録方法（本発明のインクジ
ェット記録方法）について、以下説明する。
　本発明のインクジェット記録方法は、上記した本発明のインク組成物を、被記録媒体（
支持体、記録材料等）上にインク組成物をインクジェット記録装置により吐出する工程、
及び、吐出されたインク組成物に活性放射線を照射してインク組成物を硬化する工程、を
含むことを特徴とする。硬化したインク組成物は、被記録媒体上に画像を形成する。
【０２５９】
　本発明のインクジェット記録方法に適用しる被記録媒体としては、特に制限はなく、通
常の非コート紙、コート紙などの紙類、いわゆる軟包装に用いられる各種非吸収性樹脂材
料あるいは、それをフィルム状に成形した樹脂フィルムを用いることができ、各種プラス
チックフィルムとしては、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、ＴＡＣフィルム等を挙げることができ
る。その他、被記録媒体材料として使用しうるプラスチックとしては、ポリカーボネート
、アクリル樹脂、ＡＢＳ、ポリアセタール、ＰＶＡ、ゴム類などが挙げられる。また、金
属類や、ガラス類も被記録媒体として使用可能である。
　また、本発明のインク組成物は、硬化時の熱収縮が少なく、基材（被記録媒体）との密
着性に優れるため、インクの硬化収縮、硬化反応時の発熱などにより、フィルムのカール
、変形が生じやすいフィルム、例えば、熱でシュリンク可能な、ＰＥＴフィルム、ＯＰＳ
フィルム、ＯＰＰフィルム、ＯＮｙフィルム、ＰＶＣフィルムなどにおいても、高精細な
画像を形成しうるという利点を有する。
　更に、本発明に適用しうる被記録材料としては、後述する平版印刷版の支持体が挙げら
れる。
【０２６０】
　本発明のインクジェット記録方法に適用される活性放射線としては、α線、γ線、Ｘ線
、紫外線、可視光線、赤外光線、電子線などが挙げられる。活性放射線のピーク波長は、
２００～６００ｎｍであることが好ましく、３００～４５０ｎｍであることがより好まし
く、３５０～４２０ｎｍであることがさらに好ましい。また、活性放射線の出力は、２，
０００ｍＪ／ｃｍ２以下であることが好ましく、より好ましくは、１０～２，０００ｍＪ
／ｃｍ２であり、さらに好ましくは、２０～１，０００ｍＪ／ｃｍ２であり、特に好まし
くは、５０～８００ｍＪ／ｃｍ２である。
　特に、本発明のインクジェット記録方法では、放射線照射が、発光波長ピークが３５０
～４２０ｎｍであり、かつ、前記被記録媒体表面での最高照度が１０～２，０００ｍＷ／
ｃｍ２となる紫外線を発生する発光ダイオードから照射されることが好ましい。
【０２６１】
　上記の他、本発明のインクジェット記録方法に適用される諸条件及びインクジェット記
録装置等の詳細事項については、本発明のインクジェット記録方法の好適な応用例である
、本発明の平版印刷版及び平版印刷版の製造方法において後述する。
【０２６２】
　本発明のインクジェット記録方法によれば、表面の濡れ性が異なる様々な支持体（被記
録媒体）に対しても、着弾したインクのドット径を一定に保つことができ、画質を向上さ
せることができる。なお、本発明により、カラー画像を得るためには、明度の低い色から
順に重ねていくことが好ましい。明度の低いインクから順に重ねることにより、下部のイ
ンクまで照射線が到達しやすくなり、良好な硬化感度、残留モノマーの低減、臭気の低減
、密着性の向上が期待できる。また、照射は、全色を吐出してまとめて露光することが可
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能だが、１色毎に露光するほうが、硬化促進の観点で好ましい。
【０２６３】
　また、本発明の印刷物は、上記のインクジェット記録方法（本発明のインクジェット記
録方法）によって、本発明のインク組成物により画像が形成されたものである。
　そのため、高品質で、更に、柔軟性に優れる画像を有する印刷物となる。
【０２６４】
［平版印刷版及び平版印刷版の製造方法］
　本発明の平版印刷版の製造方法は、（ａ）本発明のインク組成物を支持体上に吐出する
工程、及び（ｂ）吐出されたインク組成物に活性放射線を照射して、前記インク組成物を
硬化させることにより、前記インク組成物が硬化してなる疎水性画像を前記支持体上に形
成する工程、を含む平版印刷版の製造方法である。
　また、本発明の平版印刷版は、上記本発明の平版印刷版の製造方法により製造された平
版印刷版であり、支持体と、該支持体上に形成された疎水性画像とを有する。
【０２６５】
　従来、平版印刷版としては、親水性の支持体上に親油性の感光性樹脂層を設けた構成を
有するいわゆるＰＳ版が広く用いられてきた。このＰＳ版の製造方法としては、通常、リ
スフィルムを介してマスク露光（面露光）した後、非露光部を溶解除去することにより所
望の印刷版を得ていた。しかし、近年、画像情報をコンピュータを用いて電子的に処理、
蓄積、出力するディジタル化技術が広く普及し、それに対応した新しい画像出力方式が求
められるようになった。特に、リスフィルムを使用することなく、レーザー光のような嗜
好性の高い光をディジタル化された画像情報に従って走査し、直接印刷版を製造するコン
ピュータ・トゥ・プレート（ＣＴＰ）技術が開発されている。
【０２６６】
　このような走査露光を可能にする平版印刷版を得るための方式として、インク組成物又
はインクジェット記録用インク組成物によって直接平版印刷版を作製する方法が挙げられ
る。これは、支持体（好ましくは親水性の支持体）上に、インクジェット方式等によって
インクを吐出し、これを活性放射線に露光することにより、インク組成物又はインクジェ
ット記録用インクの部分を露光して、所望の画像（好ましくは、疎水性画像）を有する印
刷版を得るものである。このような方式に適したインク組成物又はインクジェット記録用
インクが、本発明のインク組成物又はインクジェット記録用インクである。
【０２６７】
〔インク組成物を支持体上に吐出する工程〕
（支持体）
　本発明の平版印刷版における支持体（被記録媒体）としては、特に限定されず、寸度的
に安定な板状の支持体であればよい。支持体としては、親水性の支持体であることが好ま
しい。支持体としては、例えば、紙、プラスチック（例えば、ポリエチレン、ポリプロピ
レン、ポリスチレン等）がラミネートされた紙、金属板（例えば、アルミニウム、亜鉛、
銅等）、プラスチックフィルム（例えば、二酢酸セルロース、三酢酸セルロース、プロピ
オン酸セルロース、酪酸セルロース、酢酸酪酸セルロース、硝酸セルロース、ポリエチレ
ンテレフタレート、ポリエチレン、ポリスチレン、ポリプロピレン、ポリカーボネート、
ポリビニルアセタール等）、上述した金属がラミネートされ又は蒸着された紙又はプラス
チックフィルム等が挙げられる。好ましい支持体としては、ポリエステルフィルム及びア
ルミニウム板が挙げられる。中でも、寸法安定性がよく、比較的安価であるアルミニウム
板が好ましい。
【０２６８】
　アルミニウム板は、純アルミニウム板、アルミニウムを主成分とし、微量の異元素を含
む合金板、又は、アルミニウムもしくはアルミニウム合金の薄膜にプラスチックがラミネ
ートされているものである。アルミニウム合金に含まれる異元素には、ケイ素、鉄、マン
ガン、銅、マグネシウム、クロム、亜鉛、ビスマス、ニッケル、チタン等がある。合金中
の異元素の含有量は１０質量％以下であるのが好ましい。本発明においては、純アルミニ
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ウム板が好ましいが、完全に純粋なアルミニウムは精錬技術上製造が困難であるので、わ
ずかに異元素を含有するものでもよい。アルミニウム板は、その組成が特定されるもので
はなく、公知の素材のものを適宜利用することができる。
【０２６９】
　支持体の厚さは、０．１ｍ～０．６ｍｍであることが好ましく、０．１５ｍ～０．４ｍ
ｍであることがより好ましい。
　アルミニウム板を使用するに先立ち、粗面化処理、陽極酸化処理等の表面処理を施すこ
とが好ましい。表面処理により、親水性の向上及び画像記録層と支持体との密着性の確保
が容易になる。アルミニウム板を粗面化処理するに先立ち、所望により、表面の圧延油を
除去するための界面活性剤、有機溶剤、アルカリ性水溶液等による脱脂処理が行われる。
【０２７０】
　アルミニウム板表面の粗面化処理は、種々の方法により行われるが、例えば、機械的粗
面化処理、電気化学的粗面化処理（電気化学的表面を溶解させる粗面化処理）、化学的粗
面化処理（化学的に表面を選択溶解させる粗面化処理）が挙げられる。
　機械的粗面化処理の方法としては、ボール研磨法、ブラシ研磨法、ブラスト研磨法、バ
フ研磨法等の公知の方法を用いることができる。また、アルミニウムの圧延段階において
凹凸を設けたロールで凹凸形状を転写する転写法も用いてもかまわない。
　電気化学的粗面化処理の方法としては、例えば、塩酸、硝酸等の酸を含有する電解液中
で交流又は直流により行う方法が挙げられる。また、特開昭５４－６３９０２号公報に記
載されているような混合酸を用いる方法も挙げられる。
　粗面化処理されたアルミニウム板は、必要に応じて、水酸化カリウム、水酸化ナトリウ
ム等の水溶液を用いてアルカリエッチング処理を施され、更に、中和処理された後、所望
により、耐摩耗性を高めるために陽極酸化処理を施される。
【０２７１】
　アルミニウム板の陽極酸化処理に用いられる電解質としては、多孔質酸化皮膜を形成さ
せる種々の電解質の使用が可能である。一般的には、硫酸、塩酸、シュウ酸、クロム酸又
はそれらの混酸が用いられる。それらの電解質の濃度は電解質の種類によって適宜決めら
れる。
　陽極酸化処理の条件は、用いられる電解質により種々変わるので一概に特定することは
できないが、一般的には、電解質濃度１質量％～８０質量％溶液、液温５℃～７０℃、電
流密度５Ａ／ｄｍ２～６０Ａ／ｄｍ２、電圧１Ｖ～１００Ｖ、電解時間１０秒～５分であ
ることが好ましい。形成される陽極酸化皮膜の量は、１．０ｇ／ｍ２～５．０ｇ／ｍ２で
あることが好ましく、１．５ｇ／ｍ２～４．０ｇ／ｍ２であることがより好ましい。この
範囲で、良好な耐刷性と平版印刷版の非画像部の良好な耐傷性が得られるので好ましい。
【０２７２】
　本発明の平版印刷版に用いられる支持体としては、上記のような表面処理をされ、陽極
酸化皮膜を有する基板をそのまま用いてもよいが、上層との接着性、親水性、汚れ難さ、
断熱性などを一層改良するため、必要に応じて、特開２００１－２５３１８１号公報や特
開２００１－３２２３６５号公報に記載されている陽極酸化皮膜のマイクロポアの拡大処
理や封孔処理、及び親水性化合物を含有する水溶液に浸漬する表面親水化処理などを適宜
選択して行うことができる。もちろんこれら拡大処理、封孔処理は、これらに記載のもの
に限られたものではなく従来公知の何れも方法も行うことができる。
【０２７３】
＜封孔処理＞
　封孔処理としては、蒸気封孔のほかフッ化ジルコン酸の単独処理、フッ化ナトリウムに
よる処理など無機フッ素化合物を含有する水溶液による封孔処理、塩化リチウムを添加し
た蒸気封孔、熱水による封孔処理でも可能である。
　中でも、無機フッ素化合物を含有する水溶液による封孔処理、水蒸気による封孔処理及
び熱水による封孔処理が好ましい。以下にそれぞれ説明する。
【０２７４】
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－無機フッ素化合物を含有する水溶液による封孔処理－
　無機フッ素化合物を含有する水溶液による封孔処理に用いられる無機フッ素化合物とし
ては、金属フッ化物が好適に挙げられる。
　具体的には、例えば、フッ化ナトリウム、フッ化カリウム、フッ化カルシウム、フッ化
マグネシウム、フッ化ジルコン酸ナトリウム、フッ化ジルコン酸カリウム、フッ化チタン
酸ナトリウム、フッ化チタン酸カリウム、フッ化ジルコン酸アンモニウム、フッ化チタン
酸アンモニウム、フッ化チタン酸カリウム、フッ化ジルコン酸、フッ化チタン酸、ヘキサ
フルオロケイ酸、フッ化ニッケル、フッ化鉄、フッ化リン酸、フッ化リン酸アンモニウム
が挙げられる。なかでも、フッ化ジルコン酸ナトリウム、フッ化チタン酸ナトリウム、フ
ッ化ジルコン酸、フッ化チタン酸が好ましい。
【０２７５】
　水溶液中の無機フッ素化合物の濃度は、陽極酸化皮膜のマイクロポアの封孔を十分に行
う点で、０．０１質量％以上であることが好ましく、０．０５質量％以上であることがよ
り好ましく、また、耐汚れ性の点で、１質量％以下であることが好ましく、０．５質量％
以下であることがより好ましい。
　無機フッ素化合物を含有する水溶液は、更に、リン酸塩化合物を含有することが好まし
い。リン酸塩化合物を含有すると、陽極酸化皮膜の表面の親水性が向上するため、機上現
像性および耐汚れ性を向上させることができるので好ましい。
【０２７６】
　リン酸塩化合物としては、例えば、アルカリ金属、アルカリ土類金属等の金属のリン酸
塩が好適に挙げられる。
　具体的には、例えば、リン酸亜鉛、リン酸アルミニウム、リン酸アンモニウム、リン酸
水素二アンモニウム、リン酸二水素アンモニウム、リン酸一アンモニウム、リン酸一カリ
ウム、リン酸一ナトリウム、リン酸二水素カリウム、リン酸水素二カリウム、リン酸カル
シウム、リン酸水素アンモニウムナトリウム、リン酸水素マグネシウム、リン酸マグネシ
ウム、リン酸第一鉄、リン酸第二鉄、リン酸二水素ナトリウム、リン酸ナトリウム、リン
酸水素二ナトリウム、リン酸鉛、リン酸二アンモニウム、リン酸二水素カルシウム、リン
酸リチウム、リンタングステン酸、リンタングステン酸アンモニウム、リンタングステン
酸ナトリウム、リンモリブデン酸アンモニウム、リンモリブデン酸ナトリウム、亜リン酸
ナトリウム、トリポリリン酸ナトリウム、ピロリン酸ナトリウムが挙げられる。なかでも
、リン酸二水素ナトリウム、リン酸水素二ナトリウム、リン酸二水素カリウム、リン酸水
素二カリウムが好ましい。
　無機フッ素化合物とリン酸塩化合物の組み合わせは、特に限定されないが、水溶液が、
無機フッ素化合物として、少なくともフッ化ジルコン酸ナトリウムを含有し、リン酸塩化
合物として、少なくともリン酸二水素ナトリウムを含有することが好ましい。
　水溶液中のリン酸塩化合物の濃度は、機上現像性および耐汚れ性の向上の点で、０．０
１質量％以上であることが好ましく、０．１質量％以上であることがより好ましく、また
、溶解性の点で、２０質量％以下であることが好ましく、５質量％以下であることがより
好ましい。
【０２７７】
　水溶液中の各化合物の割合は、特に限定されないが、無機フッ素化合物とリン酸塩化合
物の質量比が、１／２００～１０／１であることが好ましく、１／３０～２／１であるこ
とがより好ましい。
　水溶液の温度は、２０℃以上であることが好ましく、４０℃以上であることがより好ま
しく、また、１００℃以下であることが好ましく、８０℃以下であることがより好ましい
。
　水溶液は、ｐＨ１以上であることが好ましく、ｐＨ２以上であることがより好ましく、
また、ｐＨ１１以下であることが好ましく、ｐＨ５以下であることがより好ましい。
　無機フッ素化合物を含有する水溶液による封孔処理の方法は、特に限定されず、例えば
、浸漬法、スプレー法が挙げられる。これらは単独で１回又は複数回用いてもよく、２種
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以上を組み合わせて用いてもよい。
　中でも、浸漬法が好ましい。浸漬法を用いて処理する場合、処理時間は、１秒以上であ
ることが好ましく、３秒以上であることがより好ましく、また、１００秒以下であること
が好ましく、２０秒以下であることがより好ましい。
【０２７８】
－水蒸気による封孔処理－
　水蒸気による封孔処理は、例えば、加圧又は常圧の水蒸気を連続的に又は非連続的に、
陽極酸化皮膜に接触させる方法が挙げられる。
　水蒸気の温度は、８０℃以上であることが好ましく、９５℃以上であることがより好ま
しく、また、１０５℃以下であることが好ましい。
　水蒸気の圧力は、（大気圧－５０ｍｍＡｑ）から（大気圧＋３００ｍｍＡｑ）までの範
囲（１．００８×１０５～１．０４３×１０５Ｐａ）であることが好ましい。
　また、水蒸気を接触させる時間は、１秒以上であることが好ましく、３秒以上であるこ
とがより好ましく、また、１００秒以下であることが好ましく、２０秒以下であることが
より好ましい。
【０２７９】
－熱水による封孔処理－
　水蒸気による封孔処理は、例えば、陽極酸化皮膜を形成させたアルミニウム板を熱水に
浸漬させる方法が挙げられる。
　熱水は、無機塩（例えば、リン酸塩）又は有機塩を含有していてもよい。
　熱水の温度は、８０℃以上であることが好ましく、９５℃以上であることがより好まし
く、また、１００℃以下であることが好ましい。
　熱水に浸漬させる時間は、１秒以上であることが好ましく、３秒以上であることがより
好ましく、また、１００秒以下であることが好ましく、２０秒以下であることがより好ま
しい。
　本発明に用いられる親水化処理としては、米国特許第２，７１４，０６６号、同第３，
１８１，４６１号、同第３，２８０，７３４号及び同第３，９０２，７３４号の各明細書
に記載されているようなアルカリ金属シリケート法がある。この方法においては、支持体
をケイ酸ナトリウムなどの水溶液で浸漬処理し、又は電解処理する。そのほかに、特公昭
３６－２２０６３号公報に記載されているフッ化ジルコン酸カリウムで処理する方法、米
国特許第３，２７６，８６８号、同第４，１５３，４６１号および同第４，６８９，２７
２号の各明細書に記載されているようなポリビニルホスホン酸で処理する方法などが挙げ
られる。
　支持体は、中心線平均粗さが０．１０～１．２μｍであることが好ましい。この範囲で
あると、画像記録層との良好な密着性、良好な耐刷性と良好な汚れ難さが得られるので好
ましい。
【０２８０】
　本発明のインク組成物又はインクジェット記録用インク組成物を、親水性支持体の表面
上に吐出する場合、インク組成物又はインクジェット記録用インク組成物を好ましくは４
０℃～８０℃、より好ましくは２５℃～３０℃に加熱して、インク組成物の粘度を好まし
くは７ｍＰａ・ｓ～３０ｍＰａ・ｓ、より好ましくは７ｍＰａ・ｓ～２０ｍＰａ・ｓに下
げた後に吐出することが好ましい。特に、２５℃におけるインク粘度が３５ｍＰａ・ｓ～
５００ｍＰ・ｓのインク組成物を用いると大きな効果を得ることができるので好ましい。
この方法を用いることにより、高い吐出安定性を実現することができる。
【０２８１】
　本発明のインク組成物のような放射線硬化型インク組成物は、概して、通常インク組成
物又はインクジェット記録用インクで使用される水性インクより粘度が高いため、吐出時
の温度変動による粘度変動が大きい。インクの粘度変動は、液滴サイズの変化及び液滴吐
出速度の変化に対して大きな影響を与え、延いては、は画質劣化を引き起こす。従って、
吐出時のインクの温度はできるだけ一定に保つことが必要である。よって、本発明におい



(76) JP 5224699 B2 2013.7.3

10

20

30

40

50

て、温度の制御幅は、設定温度の±５℃、好ましくは設定温度の±２℃、より好ましくは
設定温度±１℃とすることが適当である。
【０２８２】
（インクジェット記録装置）
　本発明に用いられるインクジェット記録装置としては、特に制限はなく、市販のインク
ジェット記録装置が使用できる。即ち、本発明においては、市販のインクジェット記録装
置を用いて被記録媒体へ記録することができる。
　本発明で用いることのできるインクジェット記録装置としては、例えば、インク供給系
、温度センサー、活性放射線源を含む。
　インク供給系は、例えば、本発明のインク組成物を含む元タンク、供給配管、インクジ
ェットヘッド直前のインク供給タンク、フィルター、ピエゾ型のインクジェットヘッドか
らなる。ピエゾ型のインクジェットヘッドは、１ｐｌ～１００ｐｌ、好ましくは、８ｐｌ
～３０ｐｌのマルチサイズドットを例えば、３２０ｄｐｉ×３２０ｄｐｉ～４０００ｄｐ
ｉ×４０００ｄｐｉ、好ましくは、４００ｄｐｉ×４００ｄｐｉ～１６００ｄｐｉ×１６
００ｄｐｉ、より好ましくは、７２０ｄｐｉ×７２０ｄｐｉの解像度で吐出できるよう駆
動することができる。なお、本発明でいうｄｐｉとは、２．５４ｃｍ当たりのドット数を
表す。
【０２８３】
　上述したように、放射線硬化型インクは、吐出されるインクを一定温度にすることが望
ましいことから、インク供給タンクからインクジェットヘッド部分までは、断熱および加
温を行うことができる。温度コントロールの方法としては、特に制約はないが、例えば、
温度センサーを各配管部位に複数設け、インク流量、環境温度に応じた加熱制御をするこ
とが好ましい。温度センサーは、インク供給タンクおよびインクジェットヘッドのノズル
付近に設けることができる。また、加熱するヘッドユニットは、装置本体を外気からの温
度の影響を受けないよう、熱的に遮断もしくは断熱されていることが好ましい。加熱に要
するプリンター立上げ時間を短縮するため、あるいは熱エネルギーのロスを低減するため
に、他部位との断熱を行うとともに、加熱ユニット全体の熱容量を小さくすることが好ま
しい。
【０２８４】
〔吐出されたインク組成物に活性放射線を照射して、前記インク組成物を硬化させること
により、前記インク組成物が硬化してなる疎水性画像を支持体上に形成する工程〕
　支持体の表面上に吐出されたインク組成物は、活性放射線を照射することによって硬化
する。このとき、インク組成物中に、重合開始剤（光開始剤）とともに、増感色素が存在
すると、系中の増感色素が活性放射線を吸収して励起状態となり、重合開始剤と接触する
ことによって重合開始剤の分解を促進させ、より高感度な硬化反応を達成できる。
【０２８５】
　ここで、使用される活性放射線は、α線、γ線、電子線、Ｘ線、紫外線、可視光又は赤
外光などが使用され得る。活性放射線のピーク波長は、増感色素の吸収特性にもよるが、
例えば、２００ｎｍ～６００ｎｍ、好ましくは、３００ｎｍ～４５０ｎｍ、より好ましく
は、３５０ｎｍ～４２０ｎｍであることが適当である。また、本発明では、重合開始系は
、低出力の活性放射線であっても充分な感度を有するものである。従って、活性放射線の
出力は、例えば、２，０００ｍＪ／ｃｍ２以下、好ましくは、１０ｍＪ／ｃｍ２～２，０
００ｍＪ／ｃｍ２、より好ましくは、２０ｍＪ／ｃｍ２～１，０００ｍＪ／ｃｍ２、さら
に好ましくは、５０ｍＪ／ｃｍ２～８００ｍＪ／ｃｍ２の照射エネルギーであることが適
当である。また、活性放射線は、露光面照度が、例えば、１０ｍＷ／ｃｍ２～２，０００
ｍＷ／ｃｍ２、好ましくは、２０ｍＷ／ｃｍ２～１，０００ｍＷ／ｃｍ２で照射されるこ
とが適当である。
【０２８６】
　活性放射線源としては、水銀ランプやガス・固体レーザー等が主に利用されており、紫
外線光硬化型インクジェットには、水銀ランプ、メタルハライドランプが広く知られてい
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る。しかしながら、現在環境保護の観点から水銀フリー化が強く望まれており、ＧａＮ系
半導体紫外発光デバイスへの置き換えは産業的、環境的にも非常に有用である。更にＬＥ
Ｄ（ＵＶ－ＬＥＤ），ＬＤ（ＵＶ－ＬＤ）は小型、高寿命、高効率、低コストであり、光
硬化型インクジェット用光源として期待されている。
【０２８７】
　本発明においては、発光ダイオード（ＬＥＤ）及びレーザーダイオード（ＬＤ）を活性
放射線源として用いることが好ましい。特に、紫外線源を要する場合、紫外ＬＥＤ及び紫
外ＬＤを使用することが好ましい。例えば、日亜化学（株）は、主放出スペクトルが３６
５ｎｍと４２０ｎｍとの間の波長を有する紫色ＬＥＤを上市している。更に一層短い波長
が必要とされる場合、米国特許番号第６，０８４，２５０号明細書は、３００ｎｍと３７
０ｎｍとの間に中心付けされた活性放射線を放出し得るＬＥＤを開示している。また、他
の紫外ＬＥＤも、入手可能であり、異なる紫外線帯域の放射を照射することができる。
　本発明で特に好ましい活性放射線源は、ＵＶ－ＬＥＤであり、特に好ましくは、３５０
ｎｍ～４２０ｎｍにピーク波長を有するＵＶ－ＬＥＤである。
　ＬＥＤの被記録媒体上での最高照度は１０ｍＷ／ｃｍ２～２，０００ｍＷ／ｃｍ２であ
ることが好ましく、２０ｍＷ／ｃｍ２～１，０００ｍＷ／ｃｍ２であることがより好まし
く、特に好ましくは５０ｍＷ／ｃｍ２～８００ｍＷ／ｃｍ２である。
【０２８８】
　本発明においては、インク組成物は、このような活性放射線に、例えば、０．０１秒～
１２０秒、好ましくは、０．１秒～９０秒照射されることが適当である。
　活性放射線の照射条件並びに基本的な照射方法としては、特開昭６０－１３２７６７号
公報に開示される内容が適用できる。具体的には、インクの吐出装置を含むヘッドユニッ
トの両側に光源を設け、いわゆるシャトル方式でヘッドユニットと光源を走査することに
よって行われる。活性放射線の照射は、インク着弾後、一定時間（例えば、０．０１秒～
０．５秒、好ましくは、０．０１秒～０．３秒、より好ましくは、０．０１秒～０．１５
秒）をおいて行われることになる。このようにインク着弾から照射までの時間を極短時間
に制御することにより、被記録媒体に着弾したインクが硬化前に滲むことを防止するこが
可能となる。また、多孔質な被記録媒体に対しても光源の届かない深部までインクが浸透
する前に露光することができる為、未反応モノマーの残留を抑えられ、その結果として臭
気を低減することができる。
　更に、駆動を伴わない別光源によって硬化を完了させてもよい。ＷＯ９９／５４４１５
号パンフレットでは、照射方法として、光ファイバーを用いた方法やコリメートされた光
源をヘッドユニット側面に設けた鏡面に当て、記録部へＵＶ光を照射する方法が開示され
ている。
【０２８９】
　このように、本発明の平版印刷版の製造方法によれば、支持体表面上に、本発明のイン
ク組成物を活性放射線の照射により硬化してなる疎水性画像を形成することができる。
　前述のように、本発明によれば、活性放射線により高感度で硬化し、更に、硬化により
形成される画像が柔軟性を有し、基板との密着性に優れるインク組成物を得ることができ
る。
　これらのことから、本発明の平版印刷版の製造方法により得られた平版印刷版（本発明
の平版印刷版）は、高画質で柔軟性に優れる画像部を有し、耐刷性にも優れる。
【実施例】
【０２９０】
　以下に実施例及び比較例を示し、本発明をより具体的に説明する。但し、本発明はこれ
らの実施例によって限定されるものではない。尚、以下の説明においては、特に断りのな
い限り、「部」はすべて「質量部」を意味する。
【０２９１】
［実施例１：カチオン重合による画像形成］
《インクの調製》
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＜イエローインク１＞
・Ｃ．Ｉ．ピグメントイエロー１３　　　　　　　　　　　　　　　　　　　３質量部
・光カチオン重合開始剤：トリフェニルスルフォニウム塩（ＵＶＩ－６９９２、ダウケミ
カル社製）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１０．８質量部
・増感色素：９，１０－ジブトキシアントラセン　　　　　　　　　　　８．１質量部
・重合性化合物
　モノマー：３，４－エポキシシクロヘキシルメチル－３’，４’－エポキシシクロヘキ
サンカルボキシレート（セロキサイド２０２１Ａ：ダイセルユーシービー社製）　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１１．０質量部
　モノマー：３，７－ビス（３－オキセタニル）－５－オキサノナン（ＯＸＴ－２２１：
東亞合成（株）製）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　３．８質量部
　モノマー：３－エチル－３－フェノキシメチルオキセタン（ＯＸＴ－２１１：東亞合成
（株）製）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　５６．７質量部
・特定燐酸基含有ポリマー：例示化合物（Ｄ－１）　　　　　　　　　　　　　　　　　
　５質量部
【０２９２】
＜マゼンタインク１＞
・Ｃ．Ｉ．ピグメントレッド５７：１　　　　　　　　　　　　　　　　　　３質量部
・光カチオン重合開始剤：トリフェニルスルフォニウム塩（ＵＶＩ－６９９２、ダウケミ
カル社製）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１０．８質量部
・増感色素：９，１０－ジブトキシアントラセン　　　　　　　　　　　８．１質量部
・重合性化合物
　モノマー：３，４－エポキシシクロヘキシルメチル－３’，４’－エポキシシクロヘキ
サンカルボキシレート（セロキサイド２０２１Ａ：ダイセルユーシービー社製）　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１１．０質量部
　モノマー：３，７－ビス（３－オキセタニル）－５－オキサノナン（ＯＸＴ－２２１：
東亞合成（株）製）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　３．８質量部
　モノマー：３－エチル－３－フェノキシメチルオキセタン（ＯＸＴ－２１１：東亞合成
（株）製）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　５６．７質量部
・特定燐酸基含有ポリマー：例示化合物（Ｄ－１）　　　　　　　　　　５．０質量部
【０２９３】
＜シアンインク１＞
・Ｃ．Ｉ．ピグメントブルー１５：３　　　　　　　　　　　　　　　　　　３質量部
・光カチオン重合開始剤：トリフェニルスルフォニウム塩（ＵＶＩ－６９９２、ダウケミ
カル社製）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１０．８質量部
・増感色素：９，１０－ジブトキシアントラセン　　　　　　　　　　　８．１質量部
・重合性化合物
　モノマー：３，４－エポキシシクロヘキシルメチル－３’，４’－エポキシシクロヘキ
サンカルボキシレート（セロキサイド２０２１Ａ：ダイセルユーシービー社製）　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１１．０質量部
　モノマー：３，７－ビス（３－オキセタニル）－５－オキサノナン（ＯＸＴ－２２１：
東亞合成（株）製）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　３．８質量部
　モノマー：３－エチル－３－フェノキシメチルオキセタン（ＯＸＴ－２１１：東亞合成
（株）製）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　５６．７質量部
・特定燐酸基含有ポリマー：例示化合物（Ｄ－１）　　　　　　　　　　５．０質量部
【０２９４】
＜ブラックインク１＞
・Ｃ．Ｉ．ピグメントブラック７　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　３質量部
・光カチオン重合開始剤：トリフェニルスルフォニウム塩（ＵＶＩ－６９９２、ダウケミ
カル社製）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１０．８質量部
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・増感色素：９，１０－ジブトキシアントラセン　　　　　　　　　　　８．１質量部
・重合性化合物
　モノマー：３，４－エポキシシクロヘキシルメチル－３’，４’－エポキシシクロヘキ
サンカルボキシレート（セロキサイド２０２１Ａ：ダイセルユーシービー社製）　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１１．０質量部
　モノマー：３，７－ビス（３－オキセタニル）－５－オキサノナン（ＯＸＴ－２２１：
東亞合成（株）製）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　３．８質量部
　モノマー：３－エチル－３－ヒドロキシメチルオキセタン（ＯＸＴ－１０１：東亞合成
（株）製）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　５６．７質量部
・特定燐酸基含有ポリマー：例示化合物（Ｄ－１）　　　　　　　　　　５．０質量部
【０２９５】
　以上の様にして調製した粗製の各色インク１を絶対ろ過精度２μｍのフィルターにてろ
過し、各色のインク１とした。
【０２９６】
《インクジェット画像記録》（多色画像の評価）
　次に、ピエゾ型インクジェットノズルを有する市販のインクジェット記録装置を用いて
、被記録媒体への記録を行った。インク供給系は、元タンク、供給配管、インクジェット
ヘッド直前のインク供給タンク、フィルター、ピエゾ型のインクジェットヘッドから成り
、インク供給タンクからインクジェットヘッド部分までを断熱及び加温を行った。温度セ
ンサーは、インク供給タンク及びインクジェット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。ピエゾ型のインクジェット
ヘッドは、８～３０ｐｌのマルチサイズドットを７２０×７２０ｄｐｉの解像度で射出で
きるよう駆動した。着弾後はＵＶ光を露光面照度１００ｍＷ／ｃｍ２、に集光し、被記録
媒体上にインク着弾した０．１秒後に照射が始まるよう露光系、主走査速度及び射出周波
数を調整した。また、露光時間を可変とし、露光エネルギーを照射した。なお、本発明で
いうｄｐｉとは、２．５４ｃｍ当たりのドット数を表す。
【０２９７】
　上記調製した各色インクを用い、環境温度２５℃にて、ブラック→シアン→マゼンタ→
イエローの順に射出、Ｉｎｔｅｇｒａｔｉｏｎ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ社製メタルハライ
ドランプＶｚｅｒｏ０８５により紫外線を１色毎に照射した。触診で粘着性が無くなる様
、完全に硬化するエネルギーとして、１色あたりのトータル露光エネルギーが一律３００
ｍＪ／ｃｍ２で露光した。被記録媒体としては、砂目立てしたアルミニウム支持体、印刷
適性を持たせた表面処理済みの透明二軸延伸ポリプロピレンフィルム、軟質塩化ビニルシ
ート、キャストコート紙、市販の再生紙に各カラー画像を記録したところ、いずれもドッ
トの滲みの無い高解像度の画像が得られた。更に、上質紙においてもインクが裏周りする
ことなく、十分にインクが硬化し、未反応モノマーによる臭気が殆どしなかった。また、
フィルムに記録したインクには十分な可とう性があり、折り曲げてもインクにクラックが
入ることは無く、セロテープ（登録商標）剥離による密着性テストにおいても問題無かっ
た。
【０２９８】
［実施例２：カチオン重合による画像形成］
＜マゼンタインク２＞
　実施例１で調製したマゼンタインク１において、前記例示化合物（Ｄ－１）を、前記例
示化合物（Ｄ－２）に変更した以外は、前記マゼンタインク１と同様にして、マゼンタイ
ンク２を調製した。
【０２９９】
［参考例１：カチオン重合による画像形成］
＜マゼンタインク３＞
　実施例１で調製したマゼンタインク１において、前記例示化合物（Ｄ－１）を、前記例
示化合物（Ａ－１）に変更した以外は、前記マゼンタインク１と同様にして、マゼンタイ
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ンク３を調製した。
【０３００】
［参考例２：カチオン重合による画像形成］
＜マゼンタインク４＞
　実施例１で調製したマゼンタインク１において、前記例示化合物（Ｄ－１）を、前記例
示化合物（Ｂ－１）に変更した以外は、前記マゼンタインク１と同様にして、マゼンタイ
ンク４を調製した。
【０３０１】
［参考例３：カチオン重合による画像形成］
＜マゼンタインク５＞
　実施例１で調製したマゼンタインク１において、前記例示化合物（Ｄ－１）を、前記例
示化合物（Ｃ－１）に変更した以外は、前記マゼンタインク１と同様にして、マゼンタイ
ンク５を調製した。
【０３０２】
［実施例６：カチオン重合による画像形成］
＜マゼンタインク６＞
　実施例１で調製したマゼンタインク１において、増感色素として用いた「９，１０－ジ
ブトキシアントラセン」８．１質量部を、「Ｄａｒｏｃｕｒ　ＩＴＸ（チバ・スペシャリ
ティ・ケミカルズ製）」８．１質量部に変更した以外は、前記マゼンタインク１と同様に
して、マゼンタインク６を調製した。
【０３０３】
［実施例７：カチオン重合による画像形成］
＜マゼンタインク７＞
　実施例１で調製したマゼンタインク１において用いた「Ｃ．Ｉ．ピグメントレッド５７
：１」３質量部を、下記に示す「油溶性染料Ｍ－１（酸化電位＋１．３７Ｖ）」３質量部
に変更した以外は、前記マゼンタインク１と同様にして、マゼンタインク７を調製した。
【０３０４】
【化５２】

【０３０５】
［実施例８：カチオン重合による画像形成］
＜マゼンタインク８＞
　実施例１で調製したマゼンタインク１において用いた「Ｃ．Ｉ．ピグメントレッド５７
：１」３質量部を、下記に示す「油溶性染料Ｍ－２（酸化電位＋０．９４Ｖ）」３質量部
に変更した以外は、前記マゼンタインク１と同様にして、マゼンタインク８を調製した。
【０３０６】



(81) JP 5224699 B2 2013.7.3

10

20

30

40

【化５３】

【０３０７】
［比較例１：カチオン重合による画像形成］
＜マゼンタインク９＞
　実施例１で調製したマゼンタインク１において、前記例示化合物（Ｄ－１）をセロキサ
イド２０２１Ａに変更した以外は、前記マゼンタインク１と同様にして、マゼンタインク
９を調製した。
【０３０８】
［比較例２］
＜マゼンタインク１０＞
　実施例１で調製したマゼンタインク１において、前記例示化合物（Ｄ－１）を、下記比
較化合物（１）に変更した以外は、前記マゼンタインク１と同様にして、マゼンタインク
１０を調製した。
【０３０９】

【化５４】

【０３１０】
［比較例３］
＜マゼンタインク１１＞
　実施例１で調製したマゼンタインク１において、前記例示化合物（Ｄ－１）を、下記比
較化合物（２）に変更した以外は、前記マゼンタインク１と同様にして、マゼンタインク
１１を調製した。
【０３１１】
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【化５５】

【０３１２】
　以上の実施例２、参考例１～３、実施例６～８及び比較例１～３において調製した粗製
のマゼンタインク２～１１は、それぞれ絶対ろ過精度２μｍのフィルターにてろ過し、マ
ゼンタインク２～１１とした。
【０３１３】
　また、上記実施例及び比較例で作製したインク組成物において、インクの吐出温度での
インク粘度は、７～２０ｍＰａ・ｓの範囲内であった。
【０３１４】
《インクジェット画像記録》
　以上のようにして調製した、実施例２、参考例１～３、実施例６～８及び比較例１～３
のマゼンタインク２～１１と、実施例１で調製したマゼンタインク１を用いて、実施例１
に記載の方法と同様にして、マゼンタ画像を作製した。
【０３１５】
＜インクジェット画像の評価＞
　以上のようにして調製したインクを用いて、実施例１に記載の方法と同様にして形成し
た画像について、下記の方法に準じて、硬化感度、被記録媒体に対する密着性の評価を行
った。
１．硬化感度の測定
　紫外線照射後の画像面において、触診で粘着感の無くなる露光エネルギー量（ｍＪ／ｃ
ｍ２）を硬化感度と定義した。数値が小さいものほど高感度であることを表す。使用した
基板は　ＰＥＴ（ＨＩＧＡＳＨＩＹＡＭＡ　社製）である。
２．被記録媒体に対する密着性の評価
　被記録媒体に対する密着性の評価は、被記録媒体としてコロナ処理ポリプロピレン板及
び銅基板を用いて行った。
　マゼンタ画像を有するコロナ処理ポリプロピレン板及び銅基板を、クロスハッチテスト
（ＥＮ　ＩＳＯ２４０９）により評価した。この試験は、値が大きいほど良好で、３Ｂ以
上を実用上問題の無い状態と評価する。
【０３１６】
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【表１】

 
【０３１７】
［実施例９：発光ダイオード（ＬＥＤ）による画像形成］
　実施例１で調製したマゼンタインク１を使用し、また、Ｉｎｔｅｇｒａｔｉｏｎ　Ｔｅ
ｃｈｎｏｌｏｇｙ社製メタルハライドランプＶｚｅｒｏ０８５の代わりに、紫外発光ダイ
オード（ＵＶ－ＬＥＤ）を用いた以外は、実施例１と同様にして、インクジェット画像記
録を行った。
　本実施例ではＵＶ－ＬＥＤとして日亜化学製のＮＣＣＵ０３３を用いた。当該ＬＥＤは
１チップから波長３６５ｎｍの紫外光を出力するものであって、約５００ｍＡの電流を通
電することにより、チップから約１００ｍＷの光が発光される。これを７ｍｍ間隔に複数
個配列し、被記録媒体（以下、「メディア」とも言う。）表面で０．３Ｗ／ｃｍ２のパワ
ーが得られる。打滴後露光されるまでの時間、及び露光時間はメディアの搬送速度及びヘ
ッドとＬＥＤの搬送方向の距離により変更可能である。本実施例では着弾後、約０．５秒
後に露光される。
　メディアとの距離及び搬送速度の設定に応じて、メディア上の露光エネルギーを０．０
１～１５Ｊ／ｃｍ２の間で調整することができる。
【０３１８】
［比較例４：発光ダイオード（ＬＥＤ）による画像形成］
　実施例９において、マゼンタインク１の代わりに、比較例２にて調製したマゼンタイン
ク１０を用いた以外は、実施例９と同様にしてインクジェット画像記録を行った。
【０３１９】
《インクジェット画像の評価》
　各形成した画像について、前記方法に準じて、硬化感度及び密着性の評価を行った。評
価結果を表２に示す。
【０３２０】
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【表２】

【０３２１】
　表１に示す紫外線ランプを用いた場合と、表２に示す紫外発光ダイオードを用いた場合
とを比較すると、紫外発光ダイオードを用いた場合のほうが、紫外線ランプ（放射線照射
）を用いた場合に対して高感度であることが分かる。
【０３２２】
［実施例１０：ラジカル重合による画像形成］
《インクの調製》
＜イエローインク２＞
（イエローインク組成物）
・トリデシルアクリレート（Ｓａｒｔｏｍｅｒ社製ＳＲ４９８Ｅ）　　　　１１．０部
・特定燐酸基含有ポリマー〔例示化合物（Ｄ－１）：〕　　　　　　　　　　５．０部
・Ｎ－ビニルカプロラクタム　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１６．０部
・２－フェノキシエチルアクリレート
　（Ｓａｒｔｏｍｅｒ社製ＳＲ３３９）　　　　　　　　　　　　　　　　２７．４部
・トリメチロールプロパントリアクリレート
　（Ｓａｒｔｏｍｅｒ社製ＳＲ３５１）　　　　　　　　　　　　　　　　　３．０部
・ジプロピレングリコールジアクリレート
　（Ｓａｒｔｏｍｅｒ社製ＳＲ５０８）　　　　　　　　　　　　　　　　　１．０部
・Ｓｏｌｓｐｅｒｓｅ　３２０００（Ｎｏｖｅｏｎ社製、分散剤）　　　　　０．４部
・Ｃｒｏｍｏｐｈｔａｌ　Ｙｅｌｌｏｗ　ＬＡ　　　　　　　　　　　　　　３．６部
　（Ｃｉｂａ　Ｓｐｅｃｉａｌｔｙ　Ｃｈｅｍｉｃａｌｓ社製顔料）
・Ｇｅｎｏｒａｄ　１６（Ｒａｈｎ社製、重合抑制剤）　　　　　　　　　０．０５部
・Ｒａｐｉ－Ｃｕｒｅ　ＤＶＥ－３　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２．０部
　（ＩＳＰ　Ｅｕｒｏｐｅ社製ビニルエーテル化合物）
・Ｌｕｃｉｒｉｎ　ＴＰＯ（ＢＡＳＦ社製、光開始剤）　　　　　　　　　　８．５部
・ベンゾフェノン（光開始剤）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　４．０部
・Ｉｒｇａｃｕｒｅ　１８４　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　４．０部
　（Ｃｉｂａ　Ｓｐｅｃｉａｌｔｙ　Ｃｈｅｍｉｃａｌｓ社製、光開始剤）
・イソプロピルチオキサントン（ＩＴＸ）　　　　　　　　　　　　　　　　１．０部
・Ｂｙｋ　３０７（ＢＹＫ　Ｃｈｅｍｉｅ社製、消泡剤）　　　　　　　　０．０５部
【０３２３】
＜マゼンタインク１２＞
・トリデシルアクリレート（Ｓａｒｔｏｍｅｒ社製ＳＲ４９８Ｅ）　　　　１１．０部
・特定燐酸基含有ポリマー〔例示化合物（Ｄ－１）：〕　　　　　　　　　　５．０部
・Ｎ－ビニルカプロラクタム　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１６．０部
・２－フェノキシエチルアクリレート（Ｓａｒｔｏｍｅｒ社製、ＳＲ３３９）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２９．４部
・トリメチロールプロパントリアクリレート　　　　　　　　　　　　　　　５．０部
　（Ｓａｒｔｏｍｅｒ社製、ＳＲ３５１）
・Ｓｏｌｓｐｅｒｓｅ　３２０００（Ｎｏｖｅｏｎ社製、分散剤）　　　　　０．４部
・Ｃｉｎｑｕａｓｉａ　Ｍａｚｅｎｔａ　ＲＴ－３５５Ｄ　　　　　　　　　３．６部
　（Ｃｉｂａ　Ｓｐｅｃｉａｌｔｙ　Ｃｈｅｍｉｃａｌｓ社製、顔料）



(85) JP 5224699 B2 2013.7.3

10

20

30

40

50

・Ｇｅｎｏｒａｄ　１６（Ｒａｈｎ社製、重合抑制剤）　　　　　　　　　０．０５部
・Ｒａｐｉ－Ｃｕｒｅ　ＤＶＥ－３　　　　　　　　　　　　　　　　　　　４．０部
　（ＩＳＰ　Ｅｕｒｏｐｅ社製、ビニルエーテル化合物）
・Ｌｕｃｉｒｉｎ　ＴＰＯ（ＢＡＳＦ社製、光開始剤）　　　　　　　　　　８．５部
・ベンゾフェノン（光開始剤）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　４．０部
・Ｉｒｇａｃｕｒｅ　１８４　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　４．０部
　（Ｃｉｂａ　Ｓｐｅｃｉａｌｔｙ　Ｃｈｅｍｉｃａｌｓ社製、光開始剤）
・イソプロピルチオキサントン（ＩＴＸ）　　　　　　　　　　　　　　　　１．０部
・Ｂｙｋ　３０７（ＢＹＫ　Ｃｈｅｍｉｅ社製、消泡剤）　　　　　　　　０．０５部
【０３２４】
＜シアンインク２＞
（シアン色インク組成物）
・特定燐酸基含有ポリマー〔例示化合物（Ｄ－１）：　　　　　　　　　　　５．０部
・トリデシルアクリレート　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１１．０部
　（Ｓａｒｔｏｍｅｒ社製ＳＲ４９８Ｅ）
・２－フェノキシエチルアクリレート　　　　　　　　　　　　　　　　　２７．４部
　（Ｓａｒｔｏｍｅｒ社製ＳＲ３３９）
・Ｎ－ビニルカプロラクタム　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１６．０部
・トリメチロールプロパントリアクリレート　　　　　　　　　　　　　　　８．０部
　（Ｓａｒｔｏｍｅｒ社製ＳＲ３５１）
・Ｓｏｌｓｐｅｒｓｅ　３２０００（Ｎｏｖｅｏｎ社製分散剤）　　　　　　０．４部
・Ｉｒｇａｌｉｔｅ　Ｂｌｕｅ　ＧＬＶＯ　　　　　　　　　　　　　　　　３．６部
　（Ｃｉｂａ　Ｓｐｅｃｉａｌｔｙ　Ｃｈｅｍｉｃａｌｓ社製顔料）
・Ｇｅｎｏｒａｄ　１６（Ｒａｈｎ社製、重合抑制剤）　　　　　　　　　０．０５部
・Ｒａｐｉ－Ｃｕｒｅ　ＤＶＥ－３　　　　　　　　　　　　　　　　　　　４．０部
　（ＩＳＰ　Ｅｕｒｏｐｅ社製ビニルエーテル化合物）
・Ｌｕｃｉｒｉｎ　ＴＰＯ（ＢＡＳＦ社製光開始剤）　　　　　　　　　　　８．５部
・ベンゾフェノン（光開始剤）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　４．０部
・Ｉｒｇａｃｕｒｅ　１８４　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　４．０部
　（Ｃｉｂａ　Ｓｐｅｃｉａｌｔｙ　Ｃｈｅｍｉｃａｌｓ社製光開始剤：）
・Ｂｙｋ　３０７（ＢＹＫ　Ｃｈｅｍｉｅ社製消泡剤）　　　　　　　　　０．０５部
【０３２５】
＜ブラックインク２＞
（ブラックインク組成物）
・特定燐酸基含有ポリマー〔例示化合物Ｄ－１〕　　　　　　　　　　　　　５．０部
・トリデシルアクリレート（Ｓａｒｔｏｍｅｒ社製、ＳＲ４９８Ｅ）　　　１１．０部
・イソボルニルアクリレート　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１９．０部
　（Ｓａｒｔｏｍｅｒ社製、ＳＲ５０６Ｄ）　
・２－フェノキシエチルアクリレート〕　　　　　　　　　　　　　　　　２８．４部
　（Ｓａｒｔｏｍｅｒ社製、ＳＲ３３９）
・トリメチロールプロパントリアクリレート〕　　　　　　　　　　　　　　８．０部
　（Ｓａｒｔｏｍｅｒ社製、ＳＲ３５１）
・Ｓｏｌｓｐｅｒｓｅ　３２０００（Ｎｏｖｅｏｎ社製、分散剤）　　　　　０．４部
・Ｍｉｃｒｏｌｉｔｈ　Ｂｌａｃｋ　Ｃ－Ｋ　　　　　　　　　　　　　　　２．６部
　（Ｃｉｂａ　Ｓｐｅｃｉａｌｔｙ　Ｃｈｅｍｉｃａｌｓ社製、顔料）
・Ｇｅｎｏｒａｄ　１６（Ｒａｈｎ社製、重合抑制剤）　　　　　　　　　０．０５部
・Ｌｕｃｉｒｉｎ　ＴＰＯ（ＢＡＳＦ社製、光開始剤）　　　　　　　　　　８．５部
・ベンゾフェノン（光開始剤）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　４．０部
・Ｉｒｇａｃｕｒｅ　１８４　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　４．０部
　（Ｃｉｂａ　Ｓｐｅｃｉａｌｔｙ　Ｃｈｅｍｉｃａｌｓ社製、光開始剤：　
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・イソプロピルチオキサントン（ＩＴＸ）　　　　　　　　　　　　　　　　１．０部
・Ｂｙｋ　３０７（ＢＹＫ　Ｃｈｅｍｉｅ社製、消泡剤）　　　　　　　　０．０５部
【０３２６】
　以上の様にして調製した粗製の各色インクを絶対ろ過精度２μｍのフィルターにてろ過
し、各色のインクとした。
【０３２７】
　次に、ピエゾ型インクジェットノズルを有する市販のインクジェット記録装置を用いて
、被記録媒体への記録を行った。インク供給系は、元タンク、供給配管、インクジェット
ヘッド直前のインク供給タンク、フィルター、ピエゾ型のインクジェットヘッドから成り
、インク供給タンクからインクジェットヘッド部分までを断熱および加温を行った。温度
センサーは、インク供給タンクおよびインクジェット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。ピエゾ型のインクジェッ
トヘッドは、８～３０ｐｌのマルチサイズドットを７２０×７２０ｄｐｉの解像度で射出
できるよう駆動した。
　着弾後はＵＶ光を露光面照度３００ｍＷ／ｃｍ２に集光し、被記録媒体上にインク着弾
した０．１秒後に照射が始まるよう露光系、主走査速度及び射出周波数を調整した。また
、露光時間を可変とし、露光エネルギーを照射した。なお、本発明でいうｄｐｉとは、２
．５４ｃｍ当たりのドット数を表す。
【０３２８】
≪４色インクジェット画像記録≫
　上記調製した各色インクを用い、環境温度２５℃にて、ブラック→シアン→マゼンタ→
イエローの順に射出、１色毎に紫外線光を照射した。触診で粘着性が無くなる様、完全に
硬化するエネルギーとして、１色あたりのトータル露光エネルギーが一律９００ｍＪ／ｃ
ｍ２で露光した。被記録媒体としては、砂目立てしたアルミニウム支持体、印刷適性を持
たせた表面処理済みの透明二軸延伸ポリプロピレンフィルム、軟質塩化ビニルシート、キ
ャストコート紙、市販の再生紙に各カラー画像を記録したところ、いずれもドットの滲み
の無い高解像度の画像が得られた。
　更に、上質紙においてもインクが裏周りすることなく、十分にインクが硬化し、未反応
モノマーによる臭気が殆どしなかった。また、フィルムに記録したインクには十分な可と
う性があり、折り曲げてもインクにクラックが入ることは無く、セロテープ（登録商標）
剥離による密着性テストにおいても問題無かった。
【０３２９】
［実施例１１：ラジカル重合による画像形成］
＜マゼンタインク１３＞
　実施例１０で調製したマゼンタインク１２において、前記例示化合物（Ｄ－１）を、前
記例示化合物（Ｄ－２）に変更した以外は、前記マゼンタインク１２と同様にして、マゼ
ンタインク１３を調製した。
【０３３０】
［実施例１２：ラジカル重合による画像形成］
＜マゼンタインク１４＞
　実施例１０で調製したマゼンタインク１２において、前記例示化合物（Ｄ－１）を、前
記例示化合物（Ｄ－３）に変更した以外は、前記マゼンタインク１２と同様にして、マゼ
ンタインク１４を調製した。
【０３３１】
［参考例４：ラジカル重合による画像形成］
＜マゼンタインク１５＞
　実施例１０で調製したマゼンタインク１２において、前記例示化合物（Ｄ－１）を、前
記例示化合物（Ａ－１）に変更した以外は、前記マゼンタインク１２と同様にして、マゼ
ンタインク１５を調製した。
【０３３２】
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［参考例５：ラジカル重合による画像形成］
＜マゼンタインク１６＞
　実施例１０で調製したマゼンタインク１２において、前記例示化合物（Ｄ－１）を、前
記例示化合物（Ｃ－１）に変更した以外は、前記マゼンタインク１２と同様にして、マゼ
ンタインク１６を調製した。
【０３３３】
［参考例６］
＜マゼンタインク１７＞
・Ｎ－ビニルカプロラクタム　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２５．０部
・２－フェノキシエチルアクリレート　　　　　　　　　　　　　　　　　３６．４部
　（Ｓａｒｔｏｍｅｒ社製、ＳＲ３３９）
・特定燐酸基含有ポリマー〔例示化合物（Ｂ－１）〕　　　　　　　　　　　５．０部
・Ｓｏｌｓｐｅｒｓｅ　３２０００（Ｎｏｖｅｏｎ社製、分散剤）　　　　　０．４部
・Ｃｉｎｑｕａｓｉａ　Ｍａｚｅｎｔａ　ＲＴ－３５５Ｄ　　　　　　　　　３．６部
　（Ｃｉｂａ　Ｓｐｅｃｉａｌｔｙ　Ｃｈｅｍｉｃａｌｓ社製、顔料）
・Ｇｅｎｏｒａｄ　１６（Ｒａｈｎ社製、重合抑制剤）　　　　　　　　　０．０５部
・Ｒａｐｉ－Ｃｕｒｅ　ＤＶＥ－３　　　　　　　　　　　　　　　　　　　４．０部
　（ＩＳＰ　Ｅｕｒｏｐｅ社製、ビニルエーテル化合物）
・Ｌｕｃｉｒｉｎ　ＴＰＯ（ＢＡＳＦ社製、光開始剤）　　　　　　　　　　８．５部
・ベンゾフェノン（光開始剤：）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　４．０部
・Ｉｒｇａｃｕｒｅ　１８４　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　４．０部
　（Ｃｉｂａ　Ｓｐｅｃｉａｌｔｙ　Ｃｈｅｍｉｃａｌｓ社製、光開始剤）
・イソプロピルチオキサントン（ＩＴＸ）　　　　　　　　　　　　　　　　１．０部
・Ｂｙｋ　３０７（ＢＹＫ　Ｃｈｅｍｉｅ社製、消泡剤）　　　　　　　　０．０５部
【０３３４】
［比較例５］
＜マゼンタインク１８＞
　実施例１０で調製したマゼンタインク１２において、前記例示化合物（Ｄ－１）を、２
－フェノキシエチルアクリレートに変更した以外は、前記マゼンタインク１２と同様にし
て、マゼンタインク１８を調製した。
【０３３５】
［比較例６］
＜マゼンタインク１９＞
実施例１０で調製したマゼンタインク１２において、前記例示化合物（Ｄ－１）を、前記
比較化合物（１）に変更した以外は、前記マゼンタインク１２と同様にして、マゼンタイ
ンク１９を調製した。
【０３３６】
［比較例７］
＜マゼンタインク２０＞
　実施例１０で調製したマゼンタインク１２において、前記例示化合物（Ｄ－１）を、前
記比較化合物（２）に変更した以外は、前記マゼンタインク１２と同様にして、マゼンタ
インク２０を調製した。
【０３３７】
　以上の実施例１０～１２、参考例４～６、及び比較例５～７において調製した粗製のマ
ゼンタインク１２～２０は、それぞれ、絶対ろ過精度２μｍのフィルターにてろ過し、マ
ゼンタインク１２～２０とした。
【０３３８】
　また、上記実施例及び比較例で作製したインク組成物において、インクの吐出温度での
インク粘度は、７～２０ｍＰａ・ｓの範囲内であった。
　以上のようにして調製した、実施例１０～１２、参考例４～６、及び比較例５～７のマ
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成した。この形成された各画像及び画像形成前のインクについて前述の方法に準じて、実
施例１と同様に硬化感度、被記録媒体に対する密着性の評価を行った。
【０３３９】
【表３】

【０３４０】
　表３から明らかな通り、比較例は評価項目のいずれにおいても劣ることが判る。一方、
感度においては、実施例が前述の表１におけるカチオン重合によるインク組成物と比較す
ると表３におけるラジカル重合によるインク組成物は低いものの、密着性はコロナ処理ポ
リプロピレン板及び銅基板における密着性は極めて良好であることが判る。
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