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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　活性水素を含む官能基を有し、ビニル基、アリル基、（メタ）アクリル基、および（メ
タ）アクリロイル基から選ばれる少なくとも１種を有する、重合性化合物と、
　光ラジカル重合開始剤と、
　ヒンダードアミン化合物と、
　平板状粒子である金属顔料と、
を含有し、
　前記金属顔料は、アルミニウムまたはアルミニウム合金であり、その厚み方向に対して
波長３９５ｎｍの光を０．８％以上透過する、光硬化型インク組成物。
【請求項２】
　請求項１において、
　前記金属顔料は、その厚み方向に対して波長３６５ｎｍの光を８％以上透過する、光硬
化型インク組成物。
【請求項３】
　請求項１または請求項２において、
　前記重合性化合物は、アミノ基、イミノ基、およびアルコール性水酸基から選ばれる少
なくとも１種を有する、光硬化型インク組成物。
【請求項４】
　請求項１または請求項２において、
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　前記重合性化合物は、ウレタン系オリゴマーである、光硬化型インク組成物。
【請求項５】
　インク組成物の液滴を吐出し、該液滴を記録媒体に付着させて記録を行うインクジェッ
ト記録方法であって、
　請求項１ないし請求項４のいずれか１項に記載の光硬化型インク組成物を用いて、メタ
リック調を有する画像を形成する、インクジェット記録方法。
【請求項６】
　請求項１ないし請求項４のいずれか１項に記載の光硬化型インク組成物を記録媒体に噴
射して付着させる、インクジェット記録装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、光硬化型インク組成物、インクジェット記録方法、記録物、インクセット、
インクカートリッジ、およびインクジェット記録装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来から、光などの活性エネルギー線照射によって硬化するインク組成物の開発が種々
行われている。このようなインク組成物は、保存安定性および硬化性を同時に求められる
。すなわち、保管中に活性エネルギー線を受けない状態では重合が進行せず、かつ、硬化
の際には活性エネルギー線の照射によって速やかに、かつ十分に重合し硬化する性能が求
められる。インク組成物には、このような性能の両立が求められているが、未だ技術的に
不十分な状況である。
【０００３】
　たとえば、特開２００６－２４１１９４号公報には、重合性化合物、顔料、含窒素複素
環を有する重合体、および重合開始剤を含有することを特徴とするインク組成物が提案さ
れている（特許文献１）。同公報では、熱重合禁止剤として、ハイドロキノン系やＨＡＬ
Ｓ（ヒンダードアミン化合物）系の基を導入した重合体等を配合している。同公報のイン
ク組成物は、保存安定性に優れ、活性エネルギー線の照射による硬化性が良好との記載が
ある。その理由として、同公報には、インク組成物中に暗反応で発生するラジカルを、含
窒素複素環を有する重合体が捕獲して、保存中の粘度上昇（重合）等を抑えることができ
るとの記載がある。
【０００４】
　このように保存安定性を付与すべく暗反応によるラジカルの発生を抑えるために、熱重
合禁止剤が添加されることがある。しかしながら、ハイドロキノン系の熱重合禁止剤は、
ラジカルを不活性化する過程で消費されてしまうので効果が持続しない。また、ヒンダー
ドアミン系の熱重合禁止剤でも酸化還元サイクルを回さないと、ハイドロキノン系と同様
に消費されてしまい効果が持続しないといわれている。したがって、活性エネルギー線硬
化型インク組成物には熱重合禁止剤が大量に配合されることとなる。これにより、光硬化
反応の際にもラジカルを不活性化する効果が大きくなってしまい、インク組成物の硬化性
が損なわれることがあった。
【０００５】
　また、ラジカル重合系の光硬化型インク組成物では、一般に、空気中の酸素によっても
重合が阻害される。これを抑える一般的な方法として、アミン化合物を添加することが考
えられるが、その場合アミン化合物が変質し、硬化膜が黄色く変色する問題があった。
【０００６】
　また、保存安定性と硬化性の両立を試みている例としては、たとえば、特開２００３－
３４２４９９号公報に、ポリエン化合物およびポリチオール化合物を含有することを特徴
とする活性光線硬化型インク組成物の提案がある。しかし、該公報に記載の光硬化型のイ
ンク組成物は、重合反応がエン－チオール反応のみからなるため、重合速度が遅く実用的
ではなかった。更に、これら反応は暗反応を起こしゲル化する傾向が高く、保存安定性に
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も劣る（特許文献２）。
【０００７】
　一方、印刷面に金属光沢面が形成された印刷物の需要が高まっている。金属光沢面を有
する印刷物は、従来は、たとえば、平坦性の高い印刷面を有する記録媒体を準備して、こ
れに金属箔を用いて印刷する箔押し印刷法、印刷面が平滑なプラスチックフィルムに対し
て金属を真空蒸着する方法、および、記録媒体に金属顔料インキを塗布し、さらにプレス
加工を行う方法などによって印刷されてきた。
【０００８】
　上述の光硬化型インクの顔料として、金属顔料を用いれば、特性の優れた金属光沢面を
容易に形成できる可能性がある。ところが、従来の光硬化型インクに金属顔料を配合して
も、特に塗膜の硬化性が不十分となり、優れた金属光沢面は得られなかった。たとえば、
光硬化型インクの顔料として金属顔料を用いると、インク塗膜に光を照射しても該金属顔
料によって光が吸収・反射され、光量が不足し塗膜の硬化が不十分となることがあった。
また、塗膜の硬化性を確保するために、強力な光を照射すると、金属顔料に吸収された光
によって熱が発生し記録媒体等がダメージを受けてしまうことがあった。さらにこの強い
光には、反射によって光が周囲に散乱されるなど安全面で問題を生じる可能性があった。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００９】
【特許文献１】特開２００６－２４１１９４号公報
【特許文献２】特開２００３－３４２４９９号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１０】
　本発明の目的の１つは、保存安定性が良好で、硬化感度、重合速度、および硬化性に優
れた光硬化型インク組成物を提供することである。
【００１１】
　本発明の目的の１つは、硬化性インクでありながら、メタリック調を有する画像や、下
地を隠蔽する画像を形成することができ、保存安定性の良好な光硬化型インク組成物を提
供することである。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
　本発明にかかる光硬化型インク組成物は、
　重合性化合物と、
　光ラジカル重合開始剤と、
　ヒンダードアミン化合物と、
　金属顔料と、
を含有し、
　前記重合性化合物は、活性水素を含む官能基を有する。
【００１３】
　このような光硬化型インク組成物は、保存安定性が良好で、硬化感度、重合速度、およ
び硬化性に優れている。
【００１４】
　また、このような光硬化型インク組成物は、保存安定性が良好で、硬化性の良いメタリ
ック調を有する画像や下地の隠蔽性の良好な隠蔽画像を形成することができる。
【００１５】
　本発明にかかる光硬化型インク組成物において、
　前記活性水素を含む官能基は、アミノ基、イミノ基、およびアルコール性水酸基から選
ばれる少なくとも１種であることができる。
【００１６】
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　本発明にかかる光硬化型インク組成物において、
　前記重合性化合物は、さらに不飽和二重結合を有することができる。
【００１７】
　本発明にかかる光硬化型インク組成物において、
　前記不飽和二重結合は、ビニル基およびアリル基の少なくとも１種であることができる
。
【００１８】
　本発明にかかる光硬化型インク組成物は、
　重合性化合物と、
　光ラジカル重合開始剤と、
　連鎖移動剤と、
　ヒンダードアミン化合物と、
　金属顔料と、
を含有し、
　前記連鎖移動剤は、活性水素を含む官能基を有する。
【００１９】
　このような光硬化型インク組成物は、保存安定性が良好で、硬化感度、重合速度、およ
び硬化性が良好である。
【００２０】
　また、このような光硬化型インク組成物は、保存安定性が良好で、硬化性の良いメタリ
ック調を有する画像や下地隠蔽画像を形成することができる。
【００２１】
　本発明にかかる光硬化型インク組成物において、
　前記連鎖移動剤は、チオール化合物であることができる。
【００２２】
　本発明にかかる光硬化型インク組成物において、
　前記重合性化合物として、さらに、活性水素を含む官能基を有する化合物を含有するこ
とができる。
【００２３】
　本発明にかかる光硬化型インク組成物において、
　前記活性水素を含む官能基を有する化合物は、ビニル基またはアリル基を有することが
できる。
【００２４】
　本発明にかかる光硬化型インク組成物において、
　前記重合性化合物として、さらに、アクリル基またはメタアクリル基を有する化合物を
含有することができる。
【００２５】
　本発明にかかる光硬化型インク組成物において、
　前記ヒンダードアミン化合物は、２，２，６，６－テトラメチルピペリジン構造を有す
ることができる。
【００２６】
　本発明にかかる光硬化型インク組成物において、
　前記金属顔料は、アルミニウムまたはアルミニウム合金であることができる。
【００２７】
　本発明にかかる光硬化型インク組成において、
　前記金属顔料は、金属蒸着膜を粉砕して作成されたものであることができる。
【００２８】
　本発明にかかる光硬化型インク組成物において、
　前記金属顔料は、平板状粒子であって、
　該平板状粒子の平面上の長径をＸ、短径をＹ、厚みをＺとした場合、
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　該平板状粒子のＸ－Ｙ平面の面積より求めた円相当径において、５０％平均粒子径Ｒ５
０は、０．５～３μｍであることができる。
【００２９】
　本発明に係る光硬化型インク組成物において、
　前記金属顔料は、光の透過率が０．４％以上であることができる。
【００３０】
　本発明にかかるインクジェット記録方法は、
　インク組成物の液滴を吐出し、該液滴を記録媒体に付着させて記録を行うインクジェッ
ト記録方法であって、
　上述の光硬化型インク組成物を用いて、メタリック調を有する画像を形成する。
【００３１】
　本発明にかかる記録物は、
　上述のインクジェット記録方法によって情報が記録されたものである。
【００３２】
　本発明にかかるインクセットは、
　上述の光硬化型インク組成物を備えている。
【００３３】
　本発明にかかるインクカートリッジは、
　上述のインクセットを備えている。
【００３４】
　本発明にかかるインクジェット記録装置は、
　上述の光硬化型インク組成物、インクセットまたはインクカートリッジを備えている。
【発明の効果】
【００３５】
　本発明にかかるヒンダードアミン化合物と活性水素を有する重合性化合物とを含有した
光硬化型インク組成物は、ヒンダードアミン化合物に関して酸化還元サイクルを形成させ
やすいため保存安定性に優れ、かつ、活性水素を有する重合性化合物の働きによって硬化
性に優れている。
【００３６】
　本発明にかかるヒンダードアミン化合物と活性水素を有する連鎖移動剤とを併用した光
硬化型インク組成物は、保存安定性が良好で、組成物中で酸化還元サイクルと連鎖移動反
応との両者が進行しうるため、酸素阻害の影響を受けにくく硬化性に優れている。
【００３７】
　これらの理由は、具体的には図１ないし図３に示すような反応スキームによって説明で
きる。まず、図１を用いて、酸素阻害の抑制について説明する。まず、光等の刺激により
、活性水素を有するチオール（１）と開始剤由来ラジカル類（２）とでチイルラジカル（
３）が発生する。発生したチイルラジカル（３）は、不飽和二重結合化合物（４）と反応
してカーボンラジカル（５）になる。これが酸素（６）と反応する（酸素阻害を受ける）
とパーオキシラジカル（７）となり、ここでラジカル重合反応は停止し、これ以上反応し
なくなる。しかしながら、活性水素を有するチオール（１）が存在すれば、連鎖移動反応
が生じ、パーオキシラジカル（７）と反応してチイルラジカル（３）を発生する。これに
より再び不飽和二重結合化合物（４）とのラジカル反応を進行させることができる。この
ように、活性水素を有するチオール（１）が系内に存在すれば、連鎖移動反応が生じ、重
合時の酸素阻害が抑制され、重合を停止させることなく進行させることができる。
【００３８】
　次に、図２を用いてヒンダードアミン化合物および活性水素を有する化合物がラジカル
重合反応系内に存在する場合の反応を説明する。酸素阻害によってパーオキシラジカル（
１０）となって反応停止した場合において、ヒンダードアミン（９）が存在すると、両者
が反応してニトロラジカル（１１）が生成する。この反応は、ヒンダードアミン化合物の
ラジカル捕獲作用が、パーオキシラジカルに対して働く結果である。これと活性水素を有



(6) JP 5273412 B2 2013.8.28

10

20

30

40

50

する化合物類（１３）とが反応して、活性水素化合物由来ラジカル類（１４）が発生し、
このラジカルによって再び重合反応が進行する。そして、オキシム（１２）は再びパーオ
キシラジカル（１０）と反応してニトロラジカル（１１）に戻る。このように、活性水素
を有する重合性化合物およびヒンダードアミン化合物が系内に存在すれば、重合時の酸素
阻害が抑制され、重合を停止させることなく進行させることができる。
【００３９】
　また、図３を用いてヒンダードアミン化合物および連鎖移動剤がラジカル重合反応系内
に存在する場合の反応を説明する。この場合は、酸素阻害によってパーオキシラジカル（
１０）となって反応停止したとき、ヒンダードアミン（９）が反応してニトロラジカル（
１１）が生成する。ニトロラジカル（１１）は、活性水素を有するチオール（１）と反応
してオキシム（１２）となり、さらにパーオキシラジカル（１０）と反応して再びニトロ
ラジカル（１１）に戻る。このとき同時にチイルラジカル（３）が発生するので、ラジカ
ル反応が進行する。このように、活性水素を有する連鎖移動剤およびヒンダードアミン化
合物が系内に存在すれば、重合時の酸素阻害が抑制され、重合を停止させることなく進行
させることができる。
【００４０】
　上述のように、本発明の構成によれば、ヒンダードアミン化合物本来のラジカル重合禁
止能を発揮しつつ、酸素阻害による反応の停止を抑制してラジカル重合反応を進行させる
ことができる。したがって、本発明にかかる光硬化型インク組成物は、保存安定性が良好
で、硬化感度、重合速度、および硬化性に優れる。このため、金属顔料を含むインクであ
っても硬化性が良好である。また、本発明にかかる光硬化型インク組成物は、保存安定性
が良好で、硬化性の良いメタリック調を有する画像や下地の隠蔽性の良好な隠蔽画像を形
成することができる。
【００４１】
　本発明によれば、保存安定性および硬化性に優れた光硬化型インク組成物を用いた、優
れた画像形成ができるインクジェット記録方法、記録物、インクセット、インクカートリ
ッジ、およびインクジェット記録装置が提供される。
【図面の簡単な説明】
【００４２】
【図１】連鎖移動反応を概略的に示す図である。
【図２】ヒンダードアミン化合物の酸化還元サイクルを概略的に示す図である。
【図３】系内に活性水素化合物が多く存在するときのヒンダードアミン化合物の酸化還元
サイクルを概略的に示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００４３】
　以下、本発明の好適な実施形態について、詳細に説明する。
【００４４】
　１．第１実施形態
　１．１．光硬化型インク組成物
　本実施形態の光硬化型インク組成物は、重合性化合物と、光ラジカル重合開始剤と、ヒ
ンダードアミン化合物と、金属顔料と、を含有する。
【００４５】
　本実施形態の光硬化型インク組成物は、かかる構成からなるため、保存安定性が良好で
酸素阻害の影響を受けず、硬化感度および重合速度が向上したものである。また、本発明
にかかる光硬化型インク組成物は、かかる構成からなるため、保存安定性が良好で、硬化
性の良いメタリック調を有する画像や隠蔽画像を形成することができる。
【００４６】
　１．１．１．重合性化合物
　本実施形態の光硬化型インク組成物は、重合性化合物を含有する。そして、重合性化合
物は、活性水素を含む官能基を有している。
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【００４７】
　重合性化合物には、ラジカル重合性を有するもの、カチオン重合性を有するもの、およ
び両者を有するものがあるが、本実施形態の光硬化型インク組成物には、いずれでも好適
に用いることができる。
【００４８】
　本実施形態において、重合性化合物は、活性水素を含む官能基を有し、ヒンダードアミ
ン化合物と協働して、酸化・還元反応を円滑に進行させる機能を有する。
【００４９】
　ここでいう活性水素とは、アミノ基、イミノ基、アミド基、ヒドロキシル基、カルボキ
シル基、アルコール性水酸基等から生成する比較的反応性の高い水素原子を指す。
【００５０】
　重合性化合物における活性水素を含む官能基としては、特に、インク粘度を低減すると
いう点で、アミノ基、イミノ基、またはアルコール性水酸基から選ばれる少なくとも１種
が好ましい。
【００５１】
　このような、活性水素を含む官能基を有する重合性化合物の具体例としては、Ｎ－ビニ
ルフォルムアミド、ウレタン系オリゴマー、エチレングリコールモノアリルエーテル、ジ
エチレングリコールモノアルルエーテル、トリメチロールプロパンジアリルエーテル、ト
リメチロールプロパンモノアリルエーテル、グリセリンモノアリルエーテル、アリルグリ
シジルエーテル、ペンタエリスリトールトリアリルエーテル、ヒドロキシブチルビニルエ
ーテル、２－ヒドロキシエチルメタアクリレート、２－ヒドロキシプロピルアクリレート
、４－ヒドロキシブチルアクリレート等が挙げられる。
【００５２】
　ウレタン系オリゴマーとしては、たとえば、市販品であるＵ－４ＨＡ、Ｕ－１５ＨＡ（
新中村化学工業株式会社製）等が挙げられる。
【００５３】
　重合性化合物は、活性水素を含む官能基を有するとともに、さらに不飽和二重結合を有
することができる。重合性化合物が有しうる不飽和二重結合としては、ＣＨ２＝ＣＨ－Ｒ
で表記されるビニル基の不飽和二重結合、およびＣＨ２＝ＣＨ－ＣＯＯＲ、ＣＨ２＝ＣＣ
Ｈ３－ＣＯＯＲで表記されるアクリル基、メタアクリル基の不飽和二重結合、ＣＨ２＝Ｃ
Ｈ－ＣＯ－Ｒ、ＣＨ２＝ＣＣＨ３－ＣＯ－Ｒで表記されるアクリロイル基、メタアクリロ
イル基の不飽和二重結合、およびＲ－ＣＨ２ＣＨ＝ＣＨ２で表記されるアリル基の不飽和
二重結合、Ｒ－Ｏ－ＣＨ２ＣＨ＝ＣＨ２で表記されるアリルエーテル基の不飽和二重結合
などが挙げられる。
【００５４】
　活性水素を含む官能基を有するとともに不飽和二重結合を有する重合性化合物としては
、たとえば、エチレングリコールモノアリルエーテル、アリルグリコール（たとえば、日
本乳化剤株式会社から入手可能）、トリメチロールプロパンジアリルエーテル、ペンタエ
リスリトールトリアリルエーテル、グリセリンモノアリルエーテル、ジエチレングリコー
ルモノアリルエーテル（以上、たとえば、ダイソー株式会社から入手可能）や、ユニオッ
クス、ユニループ、ポリセリン、ユニセーフの商品名であるアリル基を有するポリオキシ
アルキレン化合物（日油株式会社から入手可能）、活性水素を含む官能基を有するととも
に（メタ）アクリロイル基を有する樹枝状ポリマー、ウレタン系オリゴマー等が挙げられ
る。
【００５５】
　本実施形態の光硬化型インク組成物において、アクリル基またはメタクリル基を有する
化合物、およびビニル基またはアリル基を有する化合物は、両者を併用することができ、
このようにすれば、高い重合速度を得る観点から特に好ましい。
【００５６】
　本実施形態の光硬化型インク組成物において、活性水素を含む官能基を有するとともに
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不飽和二重結合を有する重合性化合物を使用する場合には、硬化性の点から、活性水素を
含む官能基を有するとともに（メタ）アクリロイル基を有する樹枝状ポリマー、およびウ
レタン系オリゴマーの少なくとも１種であることがより好ましい。
【００５７】
　以上例示した活性水素を含む官能基を有する重合性化合物は、複数種が光硬化型インク
組成物に含有されてもよい。
【００５８】
　なお、本実施形態の光硬化型インク組成物においては、活性水素を含む官能基を有する
重合性化合物とともに、活性水素を含まない他の重合性化合物を用いることもできる。活
性水素を含まない重合性化合物としては、たとえば、トリプロピレングリコールジアクリ
レート、（メタ）アクリロイル基を有する樹枝状ポリマー［ビスコート＃１０００（大阪
有機化学工業株式会社製）等〕が挙げられる。
【００５９】
　活性水素を含まない重合性化合物のうち単官能モノマーとしては、フェノキシエチルア
クリレート、イソボルニルアクリレート、メトキシジエチレングリコールモノアクリレー
ト、アクロイルモルホリン、メタクリル酸ラウリル、メタクリル酸シクロヘキシル、オキ
セタンメタアクリレート等を挙げることができる。
【００６０】
　活性水素を含まない重合性化合物のうち、二官能モノマーとしては、エチレングリコー
ルジメタクリレート、ジ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メ
タアクリレート、トリプロピレングリコールジアクリレート、１，９－ノナンジオールジ
アクリレート、ポリエチレングリコール＃４００ジアクリレート、テトラエチレングリコ
ールジメタクリレート、１，６－ヘキサンジオールジアクリレート、１，６－ヘキサンジ
オールジメタクリレート、ネオペンチルグリコールジアクリレート、ネオペンチルグリコ
ールジメタクリレート、１，４－ブタンジオールジメタクリレート等を挙げることができ
る。
【００６１】
　活性水素を含まない重合性化合物のうち、多官能モノマーとしては、トリメチロールプ
ロパントリアクリレート、トリメチロールプロパントリメタアクリレート、トリメチロー
ルプロパンＥＯ付加物トリアクリレート、トリメチロールプロパンＰＯ付加物トリアクリ
レート、グリセリンＥＯ付加物トリアクリレート、グリセリンＰＯ付加物トリアクリレー
ト、ジペンタエリストールヘキサアクリレート、ジペンタエリストールポリアクリレート
、アクリロイル基を有する樹枝状ポリマー等が挙げられる。
【００６２】
　活性水素を含まない他の重合性化合物としては、さらに汎用的なラジカル重合性を有す
る化合物を挙げることができる。ラジカル重合性を有する化合物としては、環状オレフィ
ン、鎖状オレフィン、共役ジエン、ビニル化合物、アリル化合物などが挙げられる。これ
らのうち、保存安定性、インク粘度低減の点で、ビニル化合物またはアリル化合物が好ま
しく、更にはアリルエーテル化合物であることが好ましい。
【００６３】
　環状オレフィンとしては、たとえば、シクロヘキセン、シクロオクテン等が挙げられる
。なお、環状オレフィンとは、環が炭素または炭素多重結合からなる環状化合物をいう。
【００６４】
　鎖状オレフィンとしては、たとえば、アルケン類が挙げられる。
【００６５】
　共役ジエンとしては、たとえば、１，２－ペンタジエン、１，４－ヘキサジエン等が挙
げられる。
【００６６】
　ビニル化合物としては、たとえば、Ｎ－ビニル化合物、ビニルエーテル等が挙げられ、
たとえば、Ｎ－ビニルカプロラクタム、メチルビニルエーテル、エチルビニルエーテル、
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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、テトラヒドロフリ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、
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、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。
【００６７】
　アリル化合物としては、たとえば、エチレングリコールモノアリルエーテル、トリメチ
ロールプロパントリアリルエーテル、ジエチレングリコールジアリルエーテル、ペンタエ
リスリトールテトラアリルエーテル、グリセリントリアリルエーテル等が挙げられる。
【００６８】
　樹枝状ポリマーには、活性水素を含む官能基を有するものと、活性水素を含む官能基を
有さないものとがある。本実施形態では、活性水素を含む官能基を有する重合性化合物と
して、活性水素を含む官能基を有する樹枝状ポリマーを用いることができる。また、本実
施形態では、活性水素を含む官能基を有さない樹枝状ポリマーを、上述したような活性水
素を含む官能基を有さない重合性化合物として任意的に含有することができる。
【００６９】
　樹枝状ポリマーは、以下に示すように大きく６つの構造体に分類される（「デンドリテ
ィック高分子－多分岐構造が広げる高機能化の世界－」青井啓吾／柿本雅明監修、株式会
社エヌ・ティー・エス参照）。
【００７０】
　Ｉ　　　デンドリマー
　ＩＩ　　リニアデンドリティックポリマー
　ＩＩＩ　デンドリグラフトポリマー
　ＩＶ　　ハイパーブランチポリマー
　Ｖ　　　スターハイパーブランチポリマー
　ＶＩ　　ハイパーグラフトポリマー
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　この中でもＩ～ＩＩＩは分岐度（ＤＢ：ｄｅｇｒｅｅ　ｏｆ　ｂｒａｎｃｈｉｎｇ）が
１であり、欠陥の無い構造を有しているのに対し、ＩＶ～ＶＩは欠陥を含んでいても良い
ランダムな分岐構造を有している。特にデンドリマーは、一般的に用いられている直線状
の高分子に比べて、反応性の官能基をその最外面に高密度かつ集中的に配置する事が可能
であり、機能性高分子材料として期待が高い。また、ハイパーブランチポリマー、デンド
リグラフトポリマーおよびハイパーグラフトポリマーもデンドリマーほどではないにせよ
、その最外面に反応性の官能基を数多く導入する事が可能であり、硬化性に優れている。
【００７１】
　これら樹枝状ポリマーは、従来の直線状高分子や分岐型高分子とは異なり、３次元的に
枝分かれ構造を繰り返し、高度に分岐している。その為、同一分子量の直線状高分子と比
較して粘度を低く抑える事が可能である。
【００７２】
　本実施形態で使用可能なデンドリマーの合成法には、中心から外に向かって合成するＤ
ｉｖｅｒｇｅｎｔ法と外から中心に向かって行うＣｏｎｖｅｒｇｅｎｔ法を挙げることが
できる。
【００７３】
　本実施形態においてデンドリマー、ハイパーブランチポリマー、デンドリグラフトポリ
マーおよびハイパーグラフトポリマーを使用する場合は、室温で固体であって、数平均分
子量が１０００から１０００００の範囲のものが望ましく、特に２０００～５００００の
範囲のものが好ましく使用される。室温で固体でない場合は、形成される画像の維持性が
悪くなる。また、分子量が上記の範囲より低い場合には定着画像がもろくなり、また、分
子量が上記の範囲より高い場合には、添加量を下げてもインクの粘度が高くなりすぎて飛
翔特性の点で実用的ではなくなる。
【００７４】
　また、本実施形態においてデンドリマー、ハイパーブランチポリマー、デンドリグラフ
トポリマーおよびハイパーグラフトポリマーを使用する場合は、最外面にラジカル重合可
能な官能基を有するデンドリマー、ハイパーブランチポリマー、デンドリグラフトポリマ
ーおよびハイパーグラフトポリマーであることが好ましい。最外面にラジカル重合可能な
構造とすることにより、重合反応を速やかに進行させることができる。
【００７５】
　デンドリマー構造を有するポリマーの例としては、アミドアミン系デンドリマー（米国
特許第４，５０７，４６６号、同４，５５８，１２０号、同４，５６８，７３７号、同４
，５８７，３２９号、同４，６３１，３３７号、同４，６９４，０６４号明細書）、フェ
ニルエーテル系デンドリマー（米国特許第５，０４１，５１６号明細書、Ｊｏｕｒｎａｌ
　ｏｆ　ｔｈｅ　Ａｍｅｒｉｃａｎ　Ｃｈｅｍｉｃａｌ　Ｓｏｃｉｅｔｙ　１１２巻（１
９９０年、７６３８～７６４７頁））等が挙げられる。アミドアミン系デンドリマーにつ
いては、末端アミノ基とカルボン酸メチルエステル基を持つデンドリマーが、Ａｌｄｒｉ
ｃｈ社より「ＳｔａｒｂｕｒｓｔＴＭ（ＰＡＭＡＭ）」として市販されている。また、そ
のアミドアミン系デンドリマーの末端アミノ基を、種々のアクリル酸誘導体およびメタク
リル酸誘導体と反応させ、対応する末端をもったアミドアミン系デンドリマーを合成して
、それらを使用することもできる。
【００７６】
　アミドアミン系デンドリマーの末端アミノ基と反応させるアクリル酸誘導体およびメタ
クリル酸誘導体としては、メチル、エチル、ｎ－ブチル、ｔ－ブチル、シクロヘキシル、
パルミチル、ステアリル等のアクリル酸あるいはメタクリル酸アルキルエステル類、アク
リル酸アミド、イソプロピルアミド等のアクリル酸あるいはメタクリル酸アルキルアミド
類が挙げられるが、これに限られるものではない。
【００７７】
　また、フェニルエーテル系デンドリマーについては、たとえば、上記Ｊｏｕｒｎａｌ　
ｏｆ　ｔｈｅ　Ａｍｅｒｉｃａｎ　Ｃｈｅｍｉｃａｌ　Ｓｏｃｉｅｔｙ　１１２巻（１９
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９０年、７６３８～７６４７頁）には種々のものが記載され、たとえば、３，５－ジヒド
ロキシベンジルアルコールを用い、３，５－ジフェノキシベンジルブロミドと反応させて
第２世代のベンジルアルコールを合成し、そのＯＨ基をＣＢｒ４およびトリフェニルホス
フィンを用いてＢｒに変換した後、同様に３，５－ジヒドロキシベンジルアルコールと反
応させて次世代のベンジルアルコールを合成し、以下、上記反応を繰り返して所望のデン
ドリマーを合成することが記載されている。フェニルエーテル系デンドリマーについても
、末端ベンジルエーテル結合の代わりに、末端を種々の化学構造をもつもので置換するこ
とができる。たとえば、上記Ｊｏｕｒｎａｌ　ｏｆ　ｔｈｅ　Ａｍｅｒｉｃａｎ　Ｃｈｅ
ｍｉｃａｌ　Ｓｏｃｉｅｔｙ　１１２巻に記載のデンドリマーの合成に際して、上記ベン
ジルブロミドの代わりに種々のアルキルハライドを用いれば、相当するアルキル基を有す
る末端構造を有するフェニルエーテル系デンドリマーが得られる。その他ポリアミン系デ
ンドリマー（Ｍａｃｒｏｍｏｌ．Ｓｙｍｐ．７７、２１（１９９４））およびその末端基
を変性した誘導体を使用することができる。
【００７８】
　ハイパーブランチポリマーとしては、たとえば、ハイパーブランチポリエチレングリコ
ール等が使用できる。ハイパーブランチポリマーは、１分子内に分岐部分に相当する２つ
以上の一種の反応点とつなぎ部分に相当する別種のただ１つの反応点とをもち合わせたモ
ノマーを用い、標的ポリマーを１段階で合成することにより得られるものである（Ｍａｃ
ｒｏｍｏｌｅｃｕｌｅｓ、２９巻（１９９６）、３８３１－３８３８頁）。たとえば、ハ
イパーブランチポリマー用モノマーの一例として、３，５－ジヒドロキシ安息香酸誘導体
が挙げられる。ハイパーブランチポリマーの製造例をあげると、１－ブロモ－８－（ｔ－
ブチルジフェニルシロキシ）－３，６－ジオキサオクタンと３，５－ジヒドロキシ安息香
酸メチルとから得られた３，５－ビス〔［８’－（ｔ－ブチルジフェニルシロキシ）－３
’，６’－ジオキサオクチル］オキシ〕安息香酸メチルの加水分解物である３，５－ビス
［（８’－ヒドロキシ－３’，６’－ジオキサオクチル）オキシ］安息香酸メチルをジブ
チル錫ジアセテートと窒素雰囲気下で加熱して、ハイパーブランチポリマーであるポリ［
ビス（トリエチレングリコール）ベンゾエート］を合成することができる。
【００７９】
　また、３，５－ジヒドロキシ安息香酸を用いた場合、ハイパーブランチポリマー末端基
は水酸基となるため、この水酸基に対して、適当なアルキルハライドを用いることにより
、種々の末端基を有するハイパーブランチポリマーを合成することができる。
【００８０】
　デンドリマー構造を有する単分散ポリマーまたはハイパーブランチポリマー等は、主鎖
の化学構造とその末端基の化学構造によりその特性が支配されるが、特に末端基や化学構
造中の置換基の相違によりその特性が大きく異なるものとなる。特に末端に重合性基を有
するものは、その反応性ゆえに、光反応後のゲル化効果が大きく有用である。重合性基を
有するデンドリマーは、末端にアミノ基、置換アミノ基、ヒドロキシル基等の塩基性原子
団を有するものの末端に、重合性基を有する化合物で化学修飾して得られる。
【００８１】
　重合性基を有するデンドリマーは、たとえば、アミノ系デンドリマーに活性水素含有（
メタ）アクリレート系化合物をマイケル付加させてなる多官能化合物に、たとえば、イソ
シアネート基含有ビニル化合物を付加させて合成される。また、アミノ系デンドリマーに
たとえば、（メタ）アクリル酸クロライド等を反応させることで末端に重合性基を有する
デンドリマーが得られる。このような重合性基を与えるビニル化合物としては、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が挙げられ、その例としては、たとえば
、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およびそれらの塩等、後述する種々の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が挙げられる。
【００８２】
　さらに重合性基としては、カチオン重合性基を有する末端基も挙げられる、エポキシ基
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、オキセタニル基等のカチオン重合により高分子化の起こる重合性基を有する、たとえば
、オキシラン、オキセタン類等の環状エーテル化合物類、また、脂環式ポリエポキシド類
、多塩基酸のポリグリシジルエステル類、多価アルコールのポリグリシジルエーテル類等
の化合物を前記アミノ系デンドリマーと反応させることで導入することができる。たとえ
ば、クロロメチルオキシランをアミノ系デンドリマーと反応させ、末端にエポキシタイプ
のカチオン重合性基を導入できる。そのほか、末端基としては、スチレン誘導体、ビニル
ナフタレン誘導体、ビニルエーテル類およびＮ－ビニル化合物類等から選ばれるカチオン
重合基がある。
【００８３】
　本実施形態において、上記のデンドリマー、ハイパーブランチポリマー、デンドリグラ
フトポリマーおよびハイパーグラフトポリマーは、いずれも好適に用いることができ、１
種のみを単独で用いてもよいし、他の種類のデンドリマー、ハイパーブランチポリマー、
デンドリグラフトポリマーおよびハイパーグラフトポリマーと併用してもよい。
【００８４】
　市販されている（メタ）アクリロイル基を有する樹枝状ポリマーとしては、たとえば、
ビスコート＃１０００（大阪有機化学工業株式会社製）が挙げられる。この「ビスコート
＃１０００」、は、ジペンタエリスリトールをコアとして官能基を分岐させていったハイ
パーブランチポリマーであり、活性水素を含む官能基を有さず最外面にアクリロイル基を
有しており、好適に使用可能である。
【００８５】
　本実施形態の光硬化型インク組成物に対する、重合性化合物の含有量は、好ましくは１
０～９０質量％、更に好ましくは２５～７５質量％である。
【００８６】
　１．１．２．光ラジカル重合開始剤
　本実施形態の光硬化型インク組成物は、光ラジカル重合開始剤を含有する。光ラジカル
重合開始剤は、照射される活性光線、たとえば、４００～２００ｎｍの紫外線、遠紫外線
、ｇ線、ｈ線、ｉ線、ＫｒＦエキシマレーザー光、ＡｒＦエキシマレーザー光、電子線、
Ｘ線、分子線またはイオンビームなどに感度を有するものを適宜選択して使用することが
できる。
【００８７】
　具体的な光ラジカル重合開始剤は当業者間で公知のものを制限なく使用でき、具体的に
は、たとえば、Ｂｒｕｃｅ　Ｍ．Ｍｏｎｒｏｅら著、Ｃｈｅｍｉｃａｌ　Ｒｅｖｕｅ，９
３，４３５（１９９３）．や、Ｒ．Ｓ．Ｄａｖｉｄｓｏｎ著、Ｊｏｕｒｎａｌ　ｏｆ　Ｐ
ｈｏｔｏｃｈｅｍｉｓｔｒｙ　ａｎｄ　ｂｉｏｌｏｇｙ　Ａ　：Ｃｈｅｍｉｓｔｒｙ，７
３．８１（１９９３）．や、Ｊ．Ｐ．Ｆａｕｓｓｉｅｒ“Ｐｈｏｔｏｉｎｉｔｉａｔｅｄ
　Ｐｏｌｙｍｅｒｉｚａｔｉｏｎ－　Ｔｈｅｏｒｙ　ａｎｄ　Ａｐｐｌｉｃａｔｉｏｎｓ
”：Ｒａｐｒａ　Ｒｅｖｉｅｗ　ｖｏｌ．９，Ｒｅｐｏｒｔ，Ｒａｐｒａ　Ｔｅｃｈｎｏ
ｌｏｇｙ（１９９８）．や、Ｍ．Ｔｓｕｎｏｏｋａ　ｅｔ　ａｌ．，Ｐｒｏｇ．Ｐｏｌｙ
ｍ．Ｓｃｉ．，２１，１（１９９６）．に多く、記載されている。また、有機エレクトロ
ニクス材料研究会編「イメージング用有機材料」、ぶんしん出版（１９９３年）、１８７
～１９２ページ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が多く
、記載されている。さらには、Ｆ．Ｄ．Ｓａｅｖａ，Ｔｏｐｉｃｓ　ｉｎ　Ｃｕｒｒｅｎ
ｔ　Ｃｈｅｍｉｓｔｒｙ，１５６，５９（１９９０）．、Ｇ．Ｇ．Ｍａｓｌａｋ，Ｔｏｐ
ｉｃｓ　ｉｎ　Ｃｕｒｒｅｎｔ　Ｃｈｅｍｉｓｔｒｙ，１６８，１（１９９３）．、Ｈ．
Ｂ．Ｓｈｕｓｔｅｒ　ｅｔ　ａｌ，ＪＡＣＳ，１１２，６３２９（１９９０）．、Ｉ．Ｄ
．Ｆ．Ｅａｔｏｎ　ｅｔａｌ，ＪＡＣＳ，１０２，３２９８（１９８０）．等に記載され
ているような、増感色素の電子励起状態との相互作用を経て、酸化的もしくは還元的に結
合解裂を生じる化合物群も知られている。
【００８８】
　本実施形態において、好ましい光ラジカル重合開始剤としては（ａ）芳香族ケトン類、
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（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。
【００８９】
　（ａ）芳香族ケトン類の好ましい例としては、「ＲＡＤＩＡＴＩＯＮ　ＣＵＲＩＮＧ　
ＩＮ　ＰＯＬＹＭＥＲ　ＳＣＩＥＮＣＥ　ＡＮＤ　ＴＥＣＨＮＯＬＯＧＹ」Ｊ．Ｐ．ＦＯ
ＵＡＳＳＩＥＲ　Ｊ．Ｆ．ＲＡＢＥＫ　（１９９３）、ｐ７７～１１７記載のベンゾフェ
ノン骨格あるいはチオキサントン骨格を有する化合物等が挙げられる。
【００９０】
　より好ましい（ａ）芳香族ケトン類の例としては、特公昭４７－６４１６記載のα－チ
オベンゾフェノン化合物、特公昭４７－３９８１記載のベンゾインエーテル化合物、特公
昭４７－２２３２６記載のα－置換ベンゾイン化合物、特公昭４７－２３６６４記載ベン
ゾイン誘導体、特開昭５７－３０７０４号公報記載のアロイルホスホン酸エステル、特公
昭６０－２６４８３号公報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号公報記載のベンゾインエーテル類、特公平１－３４２
４２号公報、米国特許第４，３１８，７９１号、ヨーロッパ特許０２８４５６１Ａ１号記
載のα－アミノベンゾフェノン類、特開平２－２１１４５２号公報記載のｐ－ジ（メチル
アミノベンゾイル）ベンゼン、特開昭６１－１９４０６２号公報記載のチオ置換芳香族ケ
トン、特公平２－９５９７号公報記載のアシルホスフィンスルフィド、特公平２－９５９
６号公報記載のアシルホスフィン、特公昭６３－６１９５０号公報記載のチオキサントン
類、特公昭５９－　４２８６４号公報記載のクマリン類等を挙げることができる。
【００９１】
　また、Ｖｉｃｕｒｅ　１０、３０（Ｓｔａｕｆｆｅｒ　Ｃｈｅｍｉｃａｌ社製）、Ｉｒ
ｇａｃｕｒｅ　１２７、１８４、５００、６５１、２９５９、９０７、３６９、３７９、
７５４、１７００、１８００、１８５０、１８７０、８１９、ＯＸＥ０１、ＯＸＥ０２、
Ｄａｒｏｃｕｒ　１１７３、ＴＰＯ、ＩＴＸ（チバ・スペシャルティ・ケミカルズ社製）
、Ｑｕａｎｔａｃｕｒｅ　ＣＴＸ（Ａｃｅｔｏ　Ｃｈｅｍｉｃａｌ社製）、Ｋａｙａｃｕ
ｒｅ　ＤＥＴＸ－Ｓ（日本化薬社製）、ＥＳＡＣＵＲＥ　ＫＩＰ１５０（Ｌａｍｂｅｒｔ
ｉ社製）の商品名で入手可能な光ラジカル重合開始剤も使用することができる。
【００９２】
　上記例示した光ラジカル重合開始剤は、複数種を併用することができる。
【００９３】
　光硬化型インク組成物に対する光ラジカル重合開始剤の含有量は、光硬化型インク組成
物中、１～２０質量％が好ましく、２～１０質量％がより好ましい。
【００９４】
　１．１．３．ヒンダードアミン化合物
　本実施形態の光硬化型インク組成物は、ヒンダードアミン化合物を含有する。ヒンダー
ドアミン化合物としては、たとえば、２，２，６，６－テトラメチルピペリジン基を構造
中に有する化合物、ベンゾトリアゾール、トリアジン、テトラピペリジン化合物等を挙げ
ることができる。
【００９５】
　ヒンダードアミン化合物の具体的例としては、２－（２Ｈ－Ｂｅｎｚｏｔｒｉａｚｏｌ
－２－ｙｌ）－４，６－ｂｉｓ（１－ｍｅｔｈｙｌ－１ｐｈｅｎｙｌｅｔｈｙｌ）ｐｈｅ
ｎｏｌ（Ｃ３０Ｈ２９Ｎ３Ｏ）、２－（２Ｈ－Ｂｅｎｚｏｔｒｉａｚｏｌ－２－ｙｌ）－
６－ｄｏｄｅｃｙｌ－４－ｍｅｔｈｙｌｐｈｅｎｏｌ（Ｃ２５Ｈ３５Ｎ３Ｏ）、Ｂｉｓ（
１－ｏｃｔｙｌｏｘｙ－２，２，６，６－ｔｅｔｒａｍｅｔｈｙｌ－４－ｐｉｐｅｒｉｄ
ｙｌ）ｓｅｂａｃａｔｅ（Ｃ４４Ｈ８４Ｎ２Ｏ６）、Ｂｉｓ（２，２，６，６－ｔｅｔｒ
ａｍｅｔｈｙｌ－４－ｐｉｐｅｒｉｄｙｌ）ｓｅｂａｃａｔｅ（Ｃ２８Ｈ５２Ｎ２Ｏ４）
、Ｂｉｓ（ｏｃｔａｄｅｃｙｌ）ｈｙｄｒｏｘｙｌａｍｉｎｅ（［ＣＨ３（ＣＨ２）１７
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］２ＮＯＨ）、２－（４，６－Ｄｉｐｈｅｎｙｌ－１，３，５－ｔｒｉａｚｉｎ－２－ｙ
ｌ）－５－［（ｈｅｘｙｌ）ｏｘｙ］－ｐｈｅｎｏｌ（Ｃ２７Ｈ２７Ｎ３Ｏ２）、Ｐｏｌ
ｙ（４－ｈｙｄｒｏｘｙ－２，２，６，６－ｔｅｔｒａｍｅｔｈｙｌ－１－ｐｉｐｅｒｉ
ｄｉｎｅｅｔｈａｎｏｌ－ａｌｔ－１，４－ｂｕｔａｎｅｄｉｏｉｃａｃｉｄ）（平均Ｍ
ｎ～３５００，平均Ｍｎ３１００－４０００）（（Ｃ１５Ｈ２９ＮＯ６）ｎ）、Ｐｏｌｙ
｛〔６－［（１，１，３，３－ｔｅｔｒａｍｅｔｈｙｌｂｕｔｙｌ）ａｍｉｎｏ］－ｓ－
ｔｒｉａｚｉｎｅ－２，４－ｄｉｙｌ〕－［（２，２，６，６－ｔｅｔｒａｍｅｔｈｙｌ
－４－ｐｉｐｅｒｉｄｙｌ）ｉｍｉｎｏ］－ｈｅｘａｍｅｔｈｙｌｅｎｅ－［（２，２，
６，６－ｔｅｔｒａｍｅｔｈｙｌ－４－ｐｉｐｅｒｉｄｙｌ）ｉｍｉｎｏ］｝（平均Ｍｎ
～２０００）（（Ｃ３５Ｈ６８Ｎ８）ｎ）、１，５，８，１２－Ｔｅｔｒａｋｉｓ［４，
６－ｂｉｓ（Ｎ－ｂｕｔｙｌ－Ｎ－１，２，２，６，６－ｐｅｎｔａｍｅｔｈｙｌ－４－
ｐｉｐｅｒｉｄｙｌａｍｉｎｏ）－１，３，５－ｔｒｉａｚｉｎ－２－ｙｌ］－１，５，
８，１２－ｔｅｔｒａａｚａｄｏｄｅｃａｎｅ（Ｃ１３２Ｈ２５０Ｎ３２）等が挙げられ
る。
【００９６】
　本実施形態の光硬化型インク組成物に含有されるヒンダードアミン化合物としては、特
に、熱重合禁止による保存安定性向上効果の点から、２，２，６，６－テトラメチルピペ
リジン基を構造中に有する化合物が好ましい。このような化合物の具体例としては、２，
２，６，６－テトラメチルピペリジノオキシ、フリーラジカルやビス（１－オクチロキシ
－２，２，６，６－テトラメチル－４－ピペリジル）セバケート等が挙げられる。またＩ
ｒｇａｓｔａｂＵＶ－１０（チバ・スペシャルティ・ケミカルズ製）等の市販品を用いる
こともできる。
【００９７】
　ヒンダードアミン化合物の配合量は、光硬化型インク組成物中、好ましくは０．０１～
１．０質量％、更に好ましくは０．０５～０．５質量％である。
【００９８】
　１．１．４．金属顔料
　本実施形態にかかる光硬化型インク組成物は、金属顔料を含有する。本実施形態にかか
る光硬化型インク組成物に含有される金属顔料は、光硬化型インク組成物が記録媒体等に
付着されたときに、該付着物にメタリック調の金属光沢を付与する機能を有する。
【００９９】
　金属顔料としては、塗布された際に金属光沢を発現できる限り任意のものを用いること
ができる。金属顔料としては、たとえば、金属光沢を有するものであれば特に限定される
ものではないが、銀、金、白金、ニッケル、クロム、錫、亜鉛、インジウム、チタン、銅
などの粒子を挙げることができ、これらの単体またはこれらの合金およびこれらの混合物
から選ばれる少なくとも１種を用いることができる。
【０１００】
　本実施形態で使用される金属顔料（以下、「メタリック顔料」ともいう。）は、金属光
沢の高さおよびコストの観点から、アルミニウムまたはアルミニウム合金であることが好
ましい。アルミニウム合金を用いる場合、アルミニウムに添加する他の金属元素または非
金属元素としては、金属光沢を有するものであれば特に限定されるものではないが、銀、
金、白金、ニッケル、クロム、錫、亜鉛、インジウム、チタン、銅などを挙げることがで
き、これらの単体またはこれらの合金およびこれらの混合物から選ばれる少なくとも１種
を好ましく用いることができる。
【０１０１】
　本実施形態の光硬化型インク組成物に含有される金属顔料の含有量は、光硬化型インク
組成物中、好ましくは０．５～３．０質量％である。
【０１０２】
　また、金属顔料は、いわゆる平板状粒子であることがより好ましい。このような金属顔
料を用いると、光硬化型インク組成物の硬化の際に、照射する光の金属顔料粒子の透過性
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が高まり、より容易に硬化性の高い印字面を形成することができる。
【０１０３】
　「平板状粒子」とは、略平坦な面（Ｘ－Ｙ平面）を有し、かつ、厚みが略均一である粒
子をいう。金属顔料が、金属蒸着膜を破砕して作製されたものである場合、略平坦な面と
、略均一な厚みの粒子を得ることができる。したがって、この平板状粒子の平面上の長径
をＸ、短径をＹ、厚みをＺと定義することができる。
【０１０４】
　金属顔料を平板状粒子とする場合、該粒子の平面上の長径をＸ、短径をＹ、厚みをＺに
おいて、該平板状粒子のＸ－Ｙ平面の面積より求めた円相当径の５０％平均粒子径Ｒ５０
は、０．５～３μｍであることが好ましい。５０％平均粒子径Ｒ５０は、０．７５～２μ
ｍであることがより好ましい。５０％平均粒子径Ｒ５０が０．５μｍ未満であると、金属
光沢の不足した画像が形成されてしまうことがある。一方、５０％平均粒子径Ｒ５０が３
μｍを超えると、印字安定性が低下することがある。また、前記円相当径の５０％平均粒
子径Ｒ５０と厚みＺとの関係は、さらに、Ｒ５０／Ｚ＞５の条件を満たすことがさらに好
ましい。Ｒ５０／Ｚ＞５の条件を満たすと、高い金属光沢を有する画像を形成することが
できる。Ｒ５０／Ｚが５以下の場合は、金属光沢が不足した画像が形成されてしまうこと
がある。
【０１０５】
　ここで「円相当径」とは、平板状粒子の略平坦な面（Ｘ－Ｙ平面）を、該平板状粒子の
投影面積と同じ投影面積をもつ円と想定したときの当該円の直径である。たとえば、平板
状粒子の略平坦な面（Ｘ－Ｙ平面）が多角形である場合、その多角形の投影面を円に変換
して得られた当該円の直径を円相当径という。
【０１０６】
　また、平板状粒子の円相当径の５０％平均粒子径Ｒ５０とは、円相当径に対する粒子の
個数（頻度）分布を描いたときに、測定した粒子の総個数の５０％部分に相当する円相当
径のことを指す。
【０１０７】
　上記平板状粒子からなる金属顔料は、たとえば、以下のように製造することができる。
シート状基材面に剥離用樹脂層と金属または金属化合物層とが順次積層された構造からな
る複合化顔料原体の前記金属または金属化合物層と前記剥離用樹脂層との界面を境界とし
て前記シート状基材より剥離し粉砕し微細化して平板状粒子を得る。
【０１０８】
　上記金属または金属化合物層は、真空蒸着、イオンプレーティングまたはスパッタリン
グ法により形成されることが好ましい。
【０１０９】
　上記金属または金属化合物層の厚さは、２０ｎｍ以上１００ｎｍ以下で形成されること
が好ましい。これにより、平均厚みが２０ｎｍ以上１００ｎｍ以下の顔料が得られる。２
０ｎｍ以上にすることで、反射性、光沢性に優れ、メタリック顔料としての性能が高くな
る。一方、１００ｎｍ以下にすることで、見かけ比重の増加を抑え、メタリック顔料の分
散安定性を確保することができる。
【０１１０】
　上記複合化顔料原体における剥離用樹脂層は、前記金属または金属化合物のアンダーコ
ート層であるが、シート状基材面との剥離性を向上させるための剥離性層である。この剥
離用樹脂層に用いる樹脂としては、たとえば、ポリビニルアルコール、ポリビニルブチラ
ール、ポリエチレングリコール、ポリアクリル酸、ポリアクリルアミド、セルロース誘導
体、ポリビニルブチラール、アクリル酸重合体または変性ナイロン樹脂が好ましい。
【０１１１】
　上記の１種または２種以上の混合物の溶液をシート基材に塗布し乾燥させると、剥離用
樹脂層を形成することができる。塗布後は粘度調整剤などの添加剤を添加することができ
る。
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【０１１２】
　上記剥離用樹脂層の塗布は、一般的に用いられているグラビア塗布、ロール塗布、ブレ
ード塗布、エクストルージョン塗布、ディップ塗布、スピンコート法など公知の技術を用
いることができる。塗布・乾燥後、必要であれば、カレンダー処理により表面の平滑化を
行うことができる。
【０１１３】
　剥離用樹脂層の厚さは、特に限定されないが、好ましくは０．５～５０μｍであり、よ
り好ましくは１～１０μｍである。０．５μｍ未満では分散樹脂としての量が不足し５０
μｍを超えるとロール化した場合、顔料層との界面で剥離しやすいものとなってしまう。
【０１１４】
　上記シート基材としては、特に限定されないが、ポリテトラフルオロエチレン、ポリエ
チレン、ポリプロピレン、ポリエチレンテレフタレートなどのポリエステルフィルム、ナ
イロン６６、ナイロン６などのポリアミドフィルム、ポリカーボネートフィルム、トリア
セテートフィルム、ポリイミドフィルムなどの離型性フィルムを挙げることができる。こ
れらのうち、ポリエチレンテレフタレートまたはその共重合体が好ましい。
【０１１５】
　シート基材の厚さは、特に限定されないが、好ましくは１０～１５０μｍである。１０
μｍ以上であれば、工程等で取扱い性に問題がなく、１５０μｍ以下であれば、柔軟性に
富み、ロール化、剥離等に問題がない。また、上記金属または金属化合物層は、保護層で
挟まれていてもよい。該保護層としては、酸化ケイ素層、保護用樹脂層を挙げることがで
きる。
【０１１６】
　酸化ケイ素層は、酸化ケイ素を含有する層であれば特に制限されるものではないが、ゾ
ル－ゲル法によって、テトラアルコキシシランなどのシリコンアルコキシドまたはその重
合体から形成されることが好ましい。シリコンアルコキシドまたはその重合体を溶解した
アルコール溶液を塗布し、加熱焼成することにより、酸化ケイ素層の塗膜を形成する。
【０１１７】
　上記保護用樹脂層としては、分散媒に溶解しない樹脂であれば特に限定されるものでは
ないが、たとえば、ポリビニルアルコール、ポリエチレングリコール、ポリアクリル酸、
ポリアクリルアミド、セルロース誘導体等を挙げることができる。これらのうち、ポリビ
ニルアルコールまたはセルロース誘導体から形成されることが好ましい。
【０１１８】
　上記樹脂１種または２種以上の混合物の水溶液を塗布し乾燥させると、上記保護用樹脂
層を形成することができる。塗布液には、粘度調整剤などの添加剤を添加することができ
る。上記酸化ケイ素および樹脂の塗布は、上記剥離用樹脂層の塗布と同様の手法により行
われる。
【０１１９】
　上記保護層の厚さは、特に限定されないが、５０～１５０μｍの範囲が好ましい。５０
ｎｍ未満では機械的強度が不足であり、１５０ｎｍを超えると強度が高くなりすぎるため
粉砕・分散が困難となり、また金属または金属化合物層との界面で剥離してしまう場合が
ある。
【０１２０】
　上記複合化顔料原体としては、上記剥離用樹脂層と金属または金属化合物層との順次積
層構造を複数有する層構成も可能である。その際、複数の金属または金属化合物層からな
る積層構造の全体の厚み、すなわち、シート状基材とその直上の剥離用樹脂層を除いた、
金属または金属化合物層－剥離用樹脂層－金属または金属化合物層、または剥離用樹脂層
－金属または金属化合物層の厚みは５０００ｎｍ以下であることが好ましい。５０００ｎ
ｍ以下であると、複合化顔料原体をロール状に丸めた場合でも、ひび割れ、剥離を生じ難
く、保存性に優れる。また、顔料化した場合も光沢性に優れており好ましいものである。
【０１２１】
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　また、シート状基材面の両面に、剥離用樹脂層と金属または金属化合物層とが順次積層
された構造も挙げられるが、これらに限定されるものではない。
【０１２２】
　上記シート状基材からの剥離処理法としては、特に限定されないが、上記複合化顔料原
体を液体中に浸浸することによりなされる方法、また液体中に浸浸すると同時に超音波処
理を行い、剥離処理と剥離した複合化顔料の粉砕処理を行う方法が好ましい。
【０１２３】
　上記のようにして得られた平板状粒子からなる金属顔料は、剥離用樹脂層が保護コロイ
ドの役割を有し、溶剤中での分散処理を行うだけで安定な分散液を得ることが可能である
。また、該金属顔料を本実施形態の光硬化型インク組成物に用いる場合は、上記剥離用樹
脂層由来の樹脂が紙などの記録媒体に対する接着性を付与する機能も担うことができる。
なお、上記の方法で製造した金属顔料は、製造工程中で形成される金属蒸着膜の性状によ
って特徴付けることができる。すなわち、金属顔料の製造過程における金属蒸着膜は、光
の透過率の測定が容易である。また、これを粉砕して得られる金属顔料は、金属蒸着膜と
同じ光の透過率を有すると考えられる。金属蒸着膜の光の透過率は、たとえば、浜松ホト
ニクス株式会社製　紫外線積算光量計　Ｃ９５３６、Ｈ９５３５シリーズ、コニカミノル
タホールディングス株式会社製　紫外線強度計ＵＭ－１０によって測定することができる
。
【０１２４】
　金属蒸着膜を粉砕する方法により作製した金属粒子は、記録媒体に形成される印刷面を
硬化させるために必要な光量を低減するために、金属蒸着膜の厚み方向に対する光の透過
率、特に硬化処理に使用される波長３５０ｎｍ～４５０ｎｍ付近の光の透過率が０．４％
以上であることがより好ましい。
【０１２５】
　１．１．５．その他の成分
　１．１．５．１．色材
　本実施形態の光硬化型インク組成物には、通常インクに使用することのできる着色剤を
特に制限なく用いることができる。着色剤としては、顔料および染料が挙げられ、特にこ
の場合に用いられる色材は、印刷物の耐久性の点から顔料の方が有利である。
【０１２６】
　本実施形態で使用される染料としては、直接染料、酸性染料、食用染料、塩基性染料、
反応性染料、分散染料、建染染料、可溶性建染染料、反応分散染料、など通常インクジェ
ット記録に使用される各種染料を使用することができる。
【０１２７】
　本実施形態で使用される顔料としては、特別な制限なしに無機顔料、有機顔料を使用す
ることができる。
【０１２８】
　無機顔料としては、酸化チタンおよび酸化鉄に加え、コンタクト法、ファーネス法、サ
ーマル法などの公知の方法によって製造されたカーボンブラックを使用することができる
。また、有機顔料としては、アゾ顔料（アゾレーキ、不溶性アゾ顔料、縮合アゾ顔料、キ
レートアゾ顔料などを含む）、多環式顔料（たとえば、フタロシアニン顔料、ペリレン顔
料、ペリノン顔料、アントラキノン顔料、キナクリドン顔料、ジオキサジン顔料、チオイ
ンジゴ顔料、イソインドリノン顔料、キノフラロン顔料など）、染料キレート（たとえば
、塩基性染料型キレート、酸性染料型キレートなど）、ニトロ顔料、ニトロソ顔料、アニ
リンブラックなどを使用することができる。
【０１２９】
　顔料の具体例としては、カーボンブラックとして、Ｃ．Ｉ．ピグメントブラック７（以
下「ＰＢｋ７」と略記することがある）、三菱化学社製のＮｏ．２３００、Ｎｏ．９００
、ＭＣＦ８８、Ｎｏ．３３、Ｎｏ．４０、Ｎｏ．４５、Ｎｏ．５２、ＭＡ７、ＭＡ８、Ｍ
Ａ１００、Ｎｏ．２２００Ｂ等が、コロンビア社製のＲａｖｅｎ５７５０、同５２５０、
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同５０００、同３５００、同１２５５、同７００等が、キャボット社製のＲｅｇａｌ　４
００Ｒ、同３３０Ｒ、同６６０Ｒ、Ｍｏｇｕｌ　Ｌ、同７００、Ｍｏｎａｒｃｈ８００、
同８８０、同９００、同１０００、同１１００、同１３００、同１４００等が、デグッサ
社製のＣｏｌｏｒ　Ｂｌａｃｋ　ＦＷ１、同ＦＷ２、同ＦＷ２Ｖ、同ＦＷ１８、同ＦＷ２
００、Ｃｏｌｏｒ　Ｂｌａｃｋ　Ｓ１５０、同Ｓ１６０、同Ｓ１７０、Ｐｒｉｎｔｅｘ　
３５、同Ｕ、同Ｖ、同１４０Ｕ、ＳｐｅｃｉａｌＢｌａｃｋ　６、同５、同４Ａ、同４等
が挙げられる。
【０１３０】
　イエロー顔料としては、Ｃ．Ｉ．ピグメントイエロー１、２、３、１２、１３、１４、
１６、１７、７３、７４、７５、８３、９３、９５、９７、９８、１０９、１１０、１１
４、１２０、１２８、１２９、１３８、１５０、１５１、１５４、１５５、１８０、１８
５、２１３（以下「ＰＹ２１３」と略記することがある）等が挙げられる。
【０１３１】
　また、マゼンタ顔料としては、Ｃ．Ｉ．ピグメントレッド５、７、１２、４８（Ｃａ）
、４８（Ｍｎ）、５７（Ｃａ）、５７：１、１１２、１２２、１２３、１６８、１８４、
２０２、２０９、Ｃ．Ｉ．ピグメントヴァイオレット　１９（以下「ＰＶ１９」と略記す
ることがある）等が挙げられる。
【０１３２】
　さらに、シアン顔料としては、Ｃ．Ｉ．ピグメントブルー１、２、３、１５：３（以下
「ＰＢ１５：３」と略記することがある）、１５：４、６０、１６、２２が挙げられる。
【０１３３】
　ホワイト顔料としては、Ｃ．Ｉ．ピグメントホワイト６（以下「ＰＷ６」と略記するこ
とがある）等が挙げられる。
【０１３４】
　本実施形態で顔料を用いる場合は、その平均粒径が１０～２００ｎｍの範囲にあるもの
が好ましく、より好ましくは５０～１５０ｎｍ程度のものである。
【０１３５】
　本実施形態の光硬化型インク組成物に色材を用いる場合、色材の添加量は、０．１～２
５質量％程度の範囲が好ましく、より好ましくは０．５～１５質量％程度の範囲である。
【０１３６】
　本実施形態で顔料を用いる場合は、分散剤または界面活性剤で媒体中に分散させて得ら
れた顔料分散液を用いることができる。好ましい分散剤としては、顔料分散液を調製する
のに慣用されている分散剤、たとえば高分子分散剤を使用することができる。
【０１３７】
　また、本実施形態の光硬化型インク組成物が色材を含有する場合、各色ごとに色材を複
数含有するものであっても良い。たとえば、イエロー、マゼンタ、シアン、ブラックの基
本４色に加えて、それぞれの色毎に同系列の濃色や淡色を加えることができる。すなわち
、マゼンタに加えて淡色のライトマゼンタ、濃色のレッド、シアンに加えて淡色のライト
シアン、濃色のブルー、ブラックに加えて淡色であるグレイ、ライトブラック、濃色であ
るマットブラックを含有させることが例示できる。
【０１３８】
　また、本実施形態の光硬化型インク組成物は、上記の顔料の他、特色顔料を含有するこ
ともできる。特色顔料としては、たとえば、蛍光増白剤が挙げられる。
【０１３９】
　１．１．５．２．添加剤
　本実施形態の光硬化型インク組成物に添加することができる、その他の好ましい添加剤
について以下に説明する。
【０１４０】
　本実施形態の光硬化型インク組成物には、添加剤としてノニオン系界面活性剤を含有さ
せることができる。ノニオン系界面活性剤を添加することによって、インク組成物の記録
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媒体への浸透性が優れたものになり、印刷時に光硬化型インク組成物を記録媒体上に速や
かに定着させることができる。
【０１４１】
　本実施形態で用いることのできるノニオン界面活性剤としては、特に限定されないが、
アセチレングリコール系界面活性剤を例示することができる。このアセチレングリコール
系界面活性剤としては、たとえば、ＢＹＫ－ＵＶ３５７０、ＢＹＫ－ＵＶ３５００、ＢＹ
Ｋ－ＵＶ３５１０、ＢＹＫ-３４７，ＢＹＫ－３４８（商品名、ビックケミー製）を例示
することができ、これらから選ばれる少なくとも１種を本発明のインク組成物に添加する
ことが好ましい。
【０１４２】
　本実施形態においてノニオン系界面活性剤を用いる場合は、好ましくは０．１～５質量
％、さらに好ましくは０．２～２質量％含まれるように、光硬化型インク組成物に添加す
るのがよい。光硬化型インク組成物中にノニオン系界面活性剤を０．１質量％以上含有さ
せることによって、記録媒体に対する光硬化型インク組成物の浸透性を高くすることがで
きる。また光硬化型インク組成物中のノニオン系界面活性剤の含有量を５質量％以下にす
ることにより、記録媒体上に光硬化型インク組成物によって形成された画像がにじみにく
いという効果が得られる。
【０１４３】
　本実施形態の光硬化型インク組成物は、上述した成分から適宜選ばれた成分を含んで調
製されるが、得られる光硬化型インク組成物の粘度は、２０℃において２０ｍＰａ・ｓ未
満であることが好ましい。さらに、本実施形態においてはインク組成物の表面張力を２０
℃において４５ｍＮ／ｍ以下にすることが好ましく、２５～４５ｍＮ／ｍの範囲にするこ
とが特に好ましい。粘度および表面張力をこのように調整することによって、インクジェ
ット記録方法に用いるために好ましい特性を有する光硬化型インク組成物を得ることがで
きる。この粘度および表面張力の調整は、インク組成物に含有させる溶剤および各種添加
剤の添加量、並びにそれらの種類等を適宜調節および選択することによって行うことがで
きる。
【０１４４】
　１．２．光硬化型インク組成物の調製方法
　本実施形態における光硬化型インク組成物の調製方法としては、特に限定されないが、
たとえば、光硬化型インク組成物に含有される各種成分を充分に混合してできるだけ均一
に溶解した後、たとえば孔径０．８μｍのメンブランフィルターで加圧濾過し、さらに得
られた溶液を真空ポンプを用いて脱気処理して調製する方法が例示できる。
【０１４５】
　１．３．光硬化型インク組成物の硬化
　本実施形態の光硬化型インク組成物の硬化処理は、光を照射することによって行うこと
ができる。光は、光硬化型インク組成物に使用される光ラジカル重合開始剤のラジカルを
発生させうるものを照射する。光としては、「１．１．１．光ラジカル重合開始剤」の項
で述べたものと同様である。これらのうち、光としては、波長が３５０～４５０ｎｍの紫
外線を用いることが装置の簡易化や安全性の点でより好ましい。その場合には、波長が３
５０～４５０ｎｍの光によってラジカルを発生しやすい光ラジカル重合開始剤が選択され
ることが望ましい。
【０１４６】
　光源としては、メタルハライドランプ、キセノンランプ、カーボンアーク灯、ケミカル
ランプ、低圧水銀ランプ、高圧水銀ランプなどが挙げられる。また、光源としては、たと
えば、Ｆｕｓｉｏｎ　Ｓｙｓｔｅｍ社等から入手可能なＨランプ、Ｄランプ、Ｖランプ等
の市販されているものを用いることができる。また、光源としては、紫外線発光ダイオー
ド（紫外線ＬＥＤ）や紫外線発光半導体レーザ等の紫外線発光半導体素子を用いることが
でき、このような光源からの紫外線を光硬化型インク組成物に照射することもできる。
【０１４７】
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　光硬化型インク組成物を硬化させるための光の照射量は、光硬化型インク組成物を平面
状に塗布したときに、その平面に対して、好ましくは１０ｍＪ／ｃｍ２以上、２００００
ｍＪ／ｃｍ２以下であり、より好ましくは５０ｍＪ／ｃｍ２以上、１５０００ｍＪ／ｃｍ
２以下の範囲で行うことが好ましい。
【０１４８】
　１．４．インクセット
　本実施形態にかかるインクセットは、「１．光硬化型インク組成物」の項で述べた光硬
化型インク組成物を備えたインク組成物の組である。インクセットに備えることができる
その他の組成物としては、公知のインク組成物が挙げられ、たとえば、シアン、マゼンタ
、イエロー、ライトシアン、ライトマゼンタ、ダークイエロー、レッド、グリーン、ブル
ー、オレンジ、バイオレット等のカラーインク組成物、無色または淡色のクリアインク組
成物、ブラックインク組成物、ライトブラックインク組成物、金属顔料インク組成物、白
色顔料インク組成物等が挙げられる。
【０１４９】
　上述した光硬化型インク組成物は、一種または二種以上のインクセットとして、一体的
に若しくは独立に収容したインクカートリッジとして用いることができ、取り扱いが便利
である点等からも好ましい。インク組成物を含んで構成されるインクカートリッジは当技
術分野において公知であり、公知の方法を適宜用いてインクカートリッジにすることがで
きる。
【０１５０】
　１．５．インクカートリッジ
　本実施形態にかかるインクカートリッジは、「１．３．インクセット」の項で述べたイ
ンクセットを備えることができる。このようなインクカートリッジによれば、上述のイン
クセットを容易に運搬することができる。また、本実施形態の光硬化型インク組成物を用
いたインクカートリッジは、一般の筆記具用、記録計用、ペンプロッター用等に使用する
ことができる。さらに、本実施形態にかかるインクカートリッジは、インクジェット記録
方法に特に好適に用いることができる。
【０１５１】
　１．６．インクジェット記録方法
　本実施形態にかかるインクジェット記録方法は、上述の光硬化型インク組成物の液滴を
吐出し、該液滴を記録媒体に付着させて記録を行うインクジェット記録方法であって、光
硬化型インク組成物を用いて画像を形成するものである。
【０１５２】
　本実施形態のインクジェット記録方法によれば、上述した光硬化型インク組成物を用い
るため、光硬化性に優れた印刷を行うことができる。
【０１５３】
　本実施形態のインクジェット記録方法は、光硬化型インク組成物を細いノズルから液滴
として吐出させ、その液滴を記録媒体に付着させるいかなる記録方法も含む。本実施形態
の光硬化型インク組成物を用いることができるインクジェット記録方法の具体例を以下に
説明する。
【０１５４】
　第一の方法は静電吸引方式とよばれる方法である。静電吸引方式は、ノズルとノズルの
前方に配置された加速電極との間に強電界を印加し、ノズルから液滴状のインクを連続的
に噴射させ、そのインク滴が偏向電極間を通過する間に印刷情報信号を偏向電極に与える
ことによって、インク滴を記録媒体上に向けて飛ばしてインクを記録媒体上に定着させて
画像を記録する方法、または、インク滴を偏向させずに、印刷情報信号に従ってインク滴
をノズルから記録媒体上にむけて噴射させることにより画像を記録媒体上に定着させて記
録する方法である。本実施形態の光硬化型インク組成物はこの静電吸引方式による記録方
法に用いることができる。
【０１５５】
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　第二の方法は、小型ポンプによってインク液に圧力を加えるとともに、インクジェット
ノズルを水晶振動子等によって機械的に振動させることによって、強制的にノズルからイ
ンク滴を噴射させる方法である。ノズルから噴射されたインク滴は、噴射されると同時に
帯電され、このインク滴が偏向電極間を通過する間に印刷情報信号を偏向電極に与えてイ
ンク滴を記録媒体に向かって飛ばすことにより、記録媒体上に画像を記録する方法である
。本実施形態の光硬化型インク組成物はこの記録方法に用いることができる。
【０１５６】
　第三の方法は、インク液に圧電素子によって圧力と印刷情報信号を同時に加え、ノズル
からインク滴を記録媒体に向けて噴射させ、記録媒体上に画像を記録する方法である。本
実施形態の光硬化型インク組成物はこの記録方法に用いることができる。本実施形態のイ
ンクセットまたはインクカートリッジはこの記録方法に好適に用いることができる。
【０１５７】
　第四の方法は、印刷信号情報に従って微小電極を用いてインク液を加熱して発泡させ、
この泡を膨張させることによってインク液をノズルから記録媒体に向けて噴射させて記録
媒体上に画像を記録する方法である。本実施形態の光硬化型インク組成物はこの記録方法
に用いることができる。
【０１５８】
　以上のいずれの方式も本実施形態のインクジェット記録方法に適用することができるが
、高速印刷対応の観点からは、光硬化型インク組成物を吐出する方式が非加熱であること
が好ましい。すなわち、上記の第１の方法、第２の方法、または第３の方法を適用するこ
とが好ましい。
【０１５９】
　上記第３の方法におけるインクジェット記録装置としては、インクジェット式記録ヘッ
ド、本体、トレイ、ヘッド駆動機構、キャリッジを備えたものを例示できる。インクジェ
ット式記録ヘッドは、たとえば、シアン、マゼンタ、イエロー、ブラックの４色のインク
カートリッジを備えており、フルカラー印刷ができるように構成されることができる。本
実施形態で本装置を採用する場合は、少なくとも１つのインクカートリッジに、本実施形
態の光硬化型インク組成物を充填し設置する。また、インクジェット記録装置は、内部に
専用のコントロールボード等を備えており、インクジェット式記録ヘッドのインクの吐出
タイミングおよびヘッド駆動機構の走査を制御することができる。
【０１６０】
　このようなインクジェット記録装置を用いれば、光硬化型インク組成物を記録媒体に噴
射して付着させ容易に印刷を行うことができる。
【０１６１】
　また、インクジェット記録装置内のキャリッジ側面には、紫外線を照射するための、紫
外線照射装置を搭載することができる。光源としては、紫外線発光ダイオード（紫外線Ｌ
ＥＤ）や紫外線発光半導体レーザ等の紫外線発光半導体素子を用いることができ、このよ
うな光源からの紫外線を、インクジェット記録装置内で記録媒体またはこれに付着した液
滴に照射することができる。
【０１６２】
　１．７．記録物
　本実施形態の記録物は、上記の記録方法によって、情報が記録されたものである。記録
媒体としては、特に限定されない。記録媒体としては、たとえば、紙、フィルム、布等の
吸収性記録媒体、金属、ガラス、プラスチック等の非吸収性記録媒体、などが挙げられる
。また、記録媒体は、無色透明、半透明、着色透明、有彩色不透明、無彩色不透明等であ
ってもよい。本発明のインク組成物を用いて記録された記録物は優れた硬化性を有してい
る。
【０１６３】
　１．８．作用効果
　本実施形態の光硬化型インク組成物は、活性水素を含む官能基を有する重合性化合物と
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、ヒンダードアミン化合物とを含有する。そのため、ヒンダードアミン化合物本来のラジ
カル重合禁止能を発揮しつつ、酸素阻害による反応の停止を抑制してラジカル重合反応を
進行させることができる。したがって、本実施形態にかかる光硬化型インク組成物は、暗
反応が抑制されることによって保存安定性が良好で、光硬化の際の硬化感度、重合速度、
および硬化性に優れている。本実施形態にかかる光硬化型インク組成物は、上述の金属顔
料を含有するため、保存安定性が良好で、硬化性の良いメタリック調を有する画像や下地
の隠蔽性の良好な隠蔽画像を形成することができる。
【０１６４】
　また、本実施形態のインクジェット記録方法、インクセット、インクカートリッジ、お
よびインクジェット記録装置は、本実施形態の光硬化型インク組成物を用いるため、硬化
性に優れた画像を形成することができる。さらに本実施形態の記録物は、本実施形態の光
硬化型インク組成物を用いて形成されるため、硬化性に優れている。
【０１６５】
　２．第２実施形態
　２．１．光硬化型インク組成物
　以下に第２の実施形態にかかる光硬化型インク組成物について説明する。
【０１６６】
　本実施形態の光硬化型インク組成物は、重合性化合物と、光ラジカル重合開始剤と、連
鎖移動剤と、金属顔料と、ヒンダードアミン化合物とを含有する。
【０１６７】
　本実施形態の光硬化型インク組成物は、かかる構成からなるため、保存安定性および硬
化性に優れる。
【０１６８】
　２．１．１．重合性化合物
　本実施形態の光硬化型インク組成物は、重合性化合物を含有する。本実施形態の光硬化
型インク組成物に用いられる重合性化合物は、特に制限がなく、種々の重合性基を有する
ものを用いることができる。また、重合性化合物には、ラジカル重合性を有するもの、カ
チオン重合性を有するもの、および両者を有するものがあるが、本実施形態の光硬化型イ
ンク組成物には、いずれも好適に用いることができる。
【０１６９】
　本実施形態では、第１実施形態の「１．１．１．重合性化合物」で例示した重合性化合
物を、活性水素を含む官能基の有無を問わずに用いることができる。よって、本実施形態
の重合性化合物についての詳細な説明を省略する。
【０１７０】
　本実施形態の光硬化型インク組成物に対する重合性化合物の配合量は、光硬化型インク
組成物中、好ましくは１０～９０質量％、更に好ましくは２５～７５質量％である。
【０１７１】
　なお、本実施形態において、第１実施形態で例示した活性水素を含む官能基を有する重
合性化合物を用いると、光硬化型インク組成物の硬化性を一層高めることができる。
【０１７２】
　２．１．２．光ラジカル重合開始剤
　本実施形態の光硬化型インク組成物に用いられる光ラジカル重合開始剤は、第1実施形
態で述べた「１．１．２．光ラジカル重合開始剤」と同様であるため、説明を省略する。
【０１７３】
　光硬化型インク組成物に対する光ラジカル重合開始剤の含有量についても、第１実施形
態と同様であり、光硬化型インク組成物中、１～２０質量％が好ましく、２～１０質量％
がより好ましい。
【０１７４】
　２．１．３．連鎖移動剤
　本実施形態の光硬化型インク組成物は、連鎖移動剤を含有する。そして、連鎖移動剤は
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、活性水素を含む官能基を有している。
【０１７５】
　活性水素を含む官能基を有する連鎖移動剤の具体例としては、たとえば、２，２’－（
エチレンジオキシ）ジエチレンチオール、ペンタエリスリトールテトラキス（３－メルカ
プトアセテート）、ペンタエリスリトールテトラキス（３－メルカプトプロピオネート）
、１，４－ビス（３－メルカプトブチリルオキシ）ブタン（昭和電工株式会社製：カレン
ズＭＴ－ＢＤ１）、ペンタエリスリトールテトラキス（３－メルカプトブチレート）（昭
和電工株式会社製：カレンズＭＴ－ＰＥ１）、１，３，５－トリス（３－メルカプトブチ
ルオキシエチル）－１．３．５－トリアジン－２，４，６（１Ｈ，３Ｈ，５Ｈ）－トリオ
ン（昭和電工株式会社製：カレンズＭＴ－ＮＲ１）等が挙げられる。その他、Ｂｒｏｍｏ
ｔｒｉｃｈｌｏｒｏｍｅｔｈａｎｅ（ＢｒＣＣｌ３）、Ｃｈｌｏｒｏｆｏｒｍ（ＣＨＣｌ

３）、Ｔｅｔｒａｂｒｏｍｏｍｅｔｈａｎｅ（ＣＢｒ４）、１－Ｂｕｔａｎｅｔｈｉｏｌ
（ＣＨ３（ＣＨ２）３ＳＨ）、Ｂｕｔｙｌ－３－ｍｅｒｃａｐｔｏｐｒｏｐｉｏｎａｔｅ
（ＨＳＣＨ２ＣＨ２ＣＯ２（ＣＨ２）３ＣＨ３）、２，２’－（Ｅｔｈｙｌｅｎｅｄｉｏ
ｘｙ）ｄｉｅｔｈａｎｅｔｈｉｏｌ（ＨＳＣＨ２ＣＨ２ＯＣＨ２ＣＨ２ＯＣＨ２ＣＨ２Ｓ
Ｈ）、Ｅｔｈａｎｅｔｈｉｏｌ（Ｃ２Ｈ５ＳＨ）、３－Ｍｅｒｃａｐｔｏｐｒｏｐｉｏｎ
ｉｃａｃｉｄ（ＨＳＣＨ２ＣＨ２ＣＯ２Ｈ）、４－Ｍｅｔｈｙｌｂｅｎｚｅｎｅｔｈｉｏ
ｌ（ＣＨ３Ｃ６Ｈ４ＳＨ）、Ｍｅｔｈｙｌ－３－ｍｅｒｃａｐｔｏｐｒｏｐｉｏｎａｔｅ
（ＨＳＣＨ２ＣＨ２ＣＯＯＣＨ３）、ｔｅｒｔ－Ｎｏｎｙｌｍｅｒｃａｐｔａｎ（（ＣＨ

３）３ＣＣＨ２Ｃ（ＣＨ３）２ＣＨ２ＳＨ）、Ｐｅｎｔａｅｒｙｔｈｒｉｔｏｌｔｅｔｒ
ａｋｉｓ（２－ｍｅｒｃａｐｔｏａｃｅｔａｔｅ）（Ｃ（ＨＳＣＨ２ＣＯ２ＣＨ２）４）
、Ｐｅｎｔａｅｒｙｔｈｒｉｔｏｌｔｅｔｒａｋｉｓ（３－ｍｅｒｃａｐｔｏｐｒｏｐｉ
ｏｎａｔｅ）（Ｃ（ＨＳＣＨ２ＣＨ２ＣＯＯＣＨ２）４）、１－Ｐｅｎｔａｎｅｔｈｉｏ
ｌ（ＣＨ３（ＣＨ２）４ＳＨ）、４，４’－Ｔｈｉｏｂｉｓｂｅｎｚｅｎｅｔｈｉｏｌ（
Ｓ（Ｃ６Ｈ４ＳＨ）２）、Ｉｓｏｏｃｔｙｌ－３－ｍｅｒｃａｐｔｏｐｒｏｐｉｏｎａｔ
ｅ（ＨＳ－ＣＨ２ＣＨ２ＣＯＯＣ８Ｈ１７）、２，４－Ｄｉｐｈｅｎｙｌ－４－ｍｅｔｈ
ｙｌ－１－ｐｅｎｔｅｎｅ（Ｃ６Ｈ５Ｃ（ＣＨ３）２ＣＨ２Ｃ（Ｃ６Ｈ５）＝ＣＨ２）等
の化合物を用いることもできる。
【０１７６】
　活性水素を含む官能基を有する連鎖移動剤としては、重合性化合物との反応性の点で、
上記例示した中でもチオール化合物が好ましい。また、チオール化合物の中でも、アルカ
ンチオール、アルキレンジチオール、多価チオールが更に好ましく、臭気低減の面からア
ルキル鎖長の長い構造や高分子量化したチオール化合物が特に好ましい。
【０１７７】
　チオール化合物が好適である理由としては、ハロゲン化合物では環境への悪影響や印字
媒体を腐食等で劣化させるおそれがあることが挙げられる。
【０１７８】
　なお、上記以外の連鎖移動剤は、電子密度の関係上、アリル化合物を重合させる効果が
得られないことがある。
【０１７９】
　本実施形態の光硬化型インク組成物に対する活性水素を有する連鎖移動剤の配合量は、
光硬化型インク組成物中、好ましくは０．０１～１．０質量％、更に好ましくは０．１～
０．５質量％である。
【０１８０】
　２．１．４．ヒンダードアミン化合物
　本実施形態の光硬化型インク組成物に用いられるヒンダードアミン化合物は、第１実施
形態で述べた「１．１．３．ヒンダードアミン化合物」と同様であるため、説明を省略す
る。ヒンダードアミン化合物の含有量についても、第１実施形態と同様であり、光硬化型
インク組成物中、好ましくは０．０１～１．０質量％、更に好ましくは０．０５～０．５
質量％である。
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【０１８１】
　２．１．５．金属顔料
　本実施形態の光硬化型インク組成物に用いられる金属顔料は、第１実施形態で述べた「
１．１．４．金属顔料」と同様であるため、説明を省略する。金属顔料の含有量について
も、第１実施形態と同様であり、光硬化型インク組成物中、好ましくは０．５～３．０質
量％である。
【０１８２】
　２．１．６．その他の成分
　２．１．６．１．色材
　本実施形態の光硬化型インク組成物には、通常インクに使用することのできる着色剤を
特に制限なく用いることができる。本実施形態の光硬化型インク組成物に用いることがで
きる着色剤は、第1実施形態の「１．１．５．１．色材」で述べたと同様であるため、説
明を省略する。
【０１８３】
　２．１．６．２．添加剤
　本実施形態のインク組成物に添加することができる、その他の好ましい添加剤について
は、第１実施形態の「１．１．５．２．添加剤」で述べたと同様であるため、説明を省略
する。
【０１８４】
　２．２．光硬化型インク組成物の調製方法
　本実施形態における光硬化型インク組成物の調製方法としては、限定されないが、たと
えば、光硬化型インク組成物に含有される各種成分を充分に混合してできるだけ均一に溶
解した後、たとえば孔径０．８μｍのメンブランフィルターで加圧濾過し、さらに得られ
た溶液を真空ポンプを用いて脱気処理して調製する方法が例示できる。
【０１８５】
　２．３．光硬化型インク組成物の硬化
　本実施形態の光硬化型インク組成物の硬化処理は、光を照射することによって行うこと
ができる。本実施形態の光硬化型インク組成物の硬化は、第１実施形態で述べたと同様で
あるため、説明を省略する。
【０１８６】
　２．４．インクセット、インクカートリッジ、インクジェット記録方法、および記録物
　本実施形態のインクセット、インクカートリッジ、インクジェット記録方法、および記
録物は、光硬化型インク組成物を本実施形態のものとする以外は、第１実施形態で述べた
と同様であるため、説明を省略する。
【０１８７】
　２．５．作用効果
　本実施形態の光硬化型インク組成物は、活性水素を含む官能基を有する連鎖移動剤と、
ヒンダードアミン化合物とを含有する。そのため、ヒンダードアミン化合物本来のラジカ
ル重合禁止能を発揮しつつ、酸素阻害による反応の停止を抑制して重合性化合物のラジカ
ル重合反応を進行させることができる。したがって、本実施形態にかかる光硬化型インク
組成物は、暗反応が抑制されることによって保存安定性が良好で、光硬化の際の硬化感度
、重合速度、および硬化性に優れている。本実施形態にかかる光硬化型インク組成物は、
上述の金属顔料を含有するため、保存安定性が良好で、硬化性の良いメタリック調を有す
る画像や下地の隠蔽性の良好な隠蔽画像を形成することができる。
【０１８８】
　また、本実施形態のインクジェット記録方法、インクセット、インクカートリッジ、お
よびインクジェット記録装置は、本実施形態の光硬化型インク組成物を用いるため、硬化
性に優れた画像を形成することができる。さらに本実施形態の記録物は、本実施形態の光
硬化型インク組成物を用いて形成されるため、硬化性に優れている。
【０１８９】
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　３．第３実施形態
　３．１．光硬化型インク組成物
　本実施形態の光硬化型インク組成物は、第１実施形態または第２実施形態の光硬化型イ
ンク組成物に、さらに、上述した以外の成分を含有するものである。
【０１９０】
　３．１．１．セルロースエステル樹脂
　本実施形態の光硬化型インク組成物は、セルロースエステル樹脂を含有することができ
る。本実施形態で使用しうるセルロースエステル樹脂は、１９～４８％のブチル化率を有
するセルロースアセテートブチレート樹脂（以下、「ＣＡＢ樹脂」ともいう。）である。
【０１９１】
　上記セルロースエステル樹脂は、粘度調整剤として用いることができる。セルロースエ
ステル樹脂には、セルロースアセテート（ＣＡ）、セルロースアセテートプロピオネート
（ＣＡＰ）、セルロースアセテートブチレート（ＣＡＢ）、セルロースプロピオネート（
ＣＰ）、セルローストリアセテート（ＣＡＴ）などが存在するが、ＣＡＢ樹脂以外のセル
ロースエステル樹脂を使用すると、クリアな光沢感を有する画像を形成することができず
、マット調な画像となってしまうことがある。
【０１９２】
　また、上記ＣＡＢ樹脂は、１９～４８％のブチル化率を有することが好ましく、３５～
３９％のブチル化率を有することが特に好ましい。ブチル化率が１９％未満であると、Ｃ
ＡＢ樹脂は上記有機溶剤中に溶解することができず、粘度調整剤としての機能を発揮する
ことができない。一方、ブチル化率が４８％を超えると、ＣＡＢ樹脂の上記有機溶剤に対
する溶解度が大きくなりすぎるため、所望の粘度が得られないことがある。
【０１９３】
　上記ＣＡＢ樹脂の重量平均分子量は、６０，０００～９０，０００であることが好まし
く、７０，０００～８０，０００であることがより好ましい。この範囲から外れると、所
望の粘度が得られないことがある。
【０１９４】
　上記ＣＡＢ樹脂の添加量は、光硬化型インク組成物中、０．５質量％以上１０質量％以
下であることが好ましい。ＣＡＢ樹脂の添加量が上記範囲内にあると、記録媒体への顔料
の定着性を向上させることができる。
【０１９５】
　３．１．２．添加剤
　本実施形態にかかる光硬化型インク組成物には、さらに酸化防止剤、紫外線吸収剤、界
面活性剤などを添加してもよい。
【０１９６】
　酸化防止剤としては、２，３－ブチル－４－オキシアニソール（ＢＨＡ）、２，６－ジ
－ｔ－ブチル－ｐ－クレゾール（ＢＨＴ）等を挙げることができる。酸化防止剤の添加量
は、インク組成物中０．０１～０．５質量％であることが好ましい。
【０１９７】
　紫外線吸収剤としては、ベンゾフェノン系化合物、ベンゾトリアゾール系化合物等を挙
げることができる。紫外線吸収剤の添加量は、インク組成物中０．０１～０．５質量％で
あることが好ましい。
【０１９８】
　界面活性剤としては、アニオン性界面活性剤、カチオン性界面活性剤、両性界面活性剤
、非イオン性界面活性剤のいずれの界面活性剤も用いることができる。界面活性剤の添加
量は、インク組成物中０．１～４．０質量％であることが好ましい。
【０１９９】
　３．２．インク組成物の物性
　本実施形態にかかる光硬化型インク組成物の２０℃における粘度は、好ましくは２～１
０ｍＰａ・ｓであり、より好ましくは３～５ｍＰａ・ｓである。光硬化型インク組成物の
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２０℃における粘度が上記範囲内にあると、ノズルからインクが適量吐出され、インクの
飛行曲がりや飛散を防止することができる。
【０２００】
　本実施形態にかかる光硬化型インク組成物の表面張力は、好ましくは２０～５０ｍＮ／
ｍである。表面張力が２０ｍＮ／ｍ未満となると、インクがヘッドの表面に濡れ拡がるか
、またはインクがヘッドから滲み出てしまい、インクがノズルから吐出されにくくなるこ
とがある。一方、表面張力が５０ｍＮ／ｍを超えると、記録媒体上で濡れ拡がらず、良好
な印刷ができないことがある。
【０２０１】
　３．３．光硬化型インク組成物の調製方法
　本実施形態の光硬化型インク組成物は、公知の方法によって調製することができる。た
とえば、最初に上記金属顔料、分散剤、および上記有機溶媒の一部を混合した後、ボール
ミル、ビーズミル、超音波、またはジェットミル等で顔料分散液を調製する。得られた顔
料分散液に、上記有機溶媒の残部、バインダー樹脂、およびその他の添加剤（たとえば、
粘度調整剤や界面活性剤など）を撹拌下に加えて光硬化型インク組成物を得ることができ
る。
【０２０２】
　３．４．インクジェット記録方法
　本実施形態にかかるインクジェット記録方法は、インク組成物の液滴を吐出し、該液滴
を記録媒体に付着させて記録を行うインクジェット記録方法であって、上記光硬化型イン
ク組成物を用いて、金属光沢を有する画像を形成するものである。
【０２０３】
　上記のインクジェット記録方法によれば、上述した金属顔料を含有する光硬化型インク
組成物を用いるため、インクの吐出安定性に優れた印刷を行うことができ、またインクの
硬化性、乾燥性、定着性にも優れた高い金属光沢を有する画像を形成することができる。
【０２０４】
　光硬化型インク組成物を吐出する方法としては、第１実施形態で説明した方法を挙げる
ことができる。
【０２０５】
　記録媒体としては、特に制限はなく、たとえば、普通紙、インクジェット専用紙（マッ
ト紙、光沢紙）、ガラス、塩化ビニルなどのプラスチックフィルム、基材にプラスチック
や受容層をコーティングしたフィルム、金属、プリント配線基板などの種々の記録媒体を
用いることができる。上記記録媒体がインク受容層を有している場合は、熱ダメージを与
えない観点から、上記記録媒体を非加熱で印刷することが好ましい。一方、上記記録媒体
がインク受容層を有していない場合や、有機溶剤を含む場合は、乾燥速度を高め、高光沢
が得られるという観点から、上記記録媒体を加熱して印刷することが好ましい。
【０２０６】
　加熱は、記録媒体に熱源を接触させて加熱する方法、赤外線やマイクロウェーブ（２，
４５０ＭＨｚ程度に極大波長をもつ電磁波）などを照射し、または熱風を吹き付けるなど
記録媒体に接触させずに加熱する方法などを挙げることができる。
【０２０７】
　上記記録媒体の加熱は、印刷の前に行っても、同時に行っても、印刷の後に行ってもよ
く、印刷を行っている間を通して加熱してもよい。加熱温度は記録媒体の種類によるが、
３０～８０℃が好ましく、４０～６０℃がより好ましい。
【０２０８】
　上記記録媒体上に吐出される光硬化型インク組成物の吐出量は、金属光沢を確保する観
点、印刷プロセスの観点およびコストの観点から、０．１～１００ｍｇ／ｃｍ２であるこ
とが好ましく、１．０～５０ｍｇ／ｃｍ２であることがより好ましい。
【０２０９】
　上記記録媒体上で画像を形成する上記金属顔料の乾燥重量は、金属光沢を確保する観点
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ることが好ましい。上記金属顔料の乾燥重量が低いほど、高光沢の金属光沢面を形成する
ことができる。そのため、たとえば、透明記録媒体においてハーフミラー画を形成する場
合などに適している。また、上記金属顔料の乾燥重量が３．０ｍｇ／ｃｍ２を超えると、
金属光沢感は損なわれマット調の金属光沢面となってしまう。
【０２１０】
　３．５．光硬化型インク組成物の硬化
　本実施形態の光硬化型インク組成物の硬化処理は、光を照射することによって行うこと
ができる。本実施形態の光硬化型インク組成物の硬化は、第１実施形態で述べたと同様で
あるため、説明を省略する。なお、金属顔料は光の透過性が比較的小さいが、本実施形態
の光硬化型インク組成物は、第１実施形態または第２実施形態で述べたような、ヒンダー
ドアミン化合物と、活性水素とが、共存する構成を有するため、上記の硬化処理によって
十分に硬化させることができる。
【０２１１】
　３．６．インクセット、インクカートリッジ、およびインクジェット記録装置
　本実施形態のインクセット、インクカートリッジ、およびインクジェット記録方法は、
光硬化型インク組成物を本実施形態のものとする以外は、第１実施形態で述べたと同様で
あるため、説明を省略する。
【０２１２】
　３．７．記録物
　本実施形態にかかるインクジェット記録方法によって得られる記録物は、第１実施形態
または第２実施形態の構成に金属顔料を含有させた光硬化型インク組成物であるため、十
分に硬化した光沢度の高い金属光沢面を有する。さらに、平板状粒子の金属顔料を含有さ
せた場合は、より金属光沢が良好で、より硬化性の良好な金属光沢面を有する。
【０２１３】
　３．８．作用効果
　本実施形態の光硬化型インク組成物は、金属顔料を含有し、かつ、活性水素を含む官能
基を有する化合物と、ヒンダードアミン化合物とを含有する。したがって、硬化の際に、
金属顔料によって遮蔽された微弱な光であっても、重合性化合物のラジカル重合反応を進
行させることができる。したがって、本実施形態にかかる光硬化型インク組成物は、暗反
応が抑制されることによって保存安定性が良好で、光硬化の際の硬化感度、重合速度、お
よび硬化性に優れている。本実施形態にかかる光硬化型インク組成物は、上述の金属顔料
を含有するため、保存安定性が良好で、硬化性の良い金属光沢面や下地の隠蔽性の良好な
隠蔽画像を形成することができる。
【０２１４】
　また、本実施形態のインクジェット記録方法、インクセット、インクカートリッジ、お
よびインクジェット記録装置は、本実施形態の光硬化型インク組成物を用いるため、硬化
性に優れた画像を形成することができる。さらに本実施形態の記録物は、本実施形態の光
硬化型インク組成物を用いて形成されるため、硬化性が良好なメタリック調を有する金属
光沢面を有している。
【０２１５】
　４．実施例、参考例および比較例
　以下、本発明を実施例、参考例および比較例によって詳細に説明するが、本発明はこれ
らに限定されるものではない。各実施例、各参考例および各比較例の組成、配合、評価結
果は、表１にまとめて記載した。
【０２１６】
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【表１】

【０２１７】
　表１中、各成分の詳細は、次の通りである。
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・Ｕ－１５ＨＡ（新中村化学工業株式会社製）：ウレタン系オリゴマー（活性水素を含む
官能基を有する）
・Ｉｒｇａｓｔａｂ　ＵＶ－１０（チバ・スペシャルティ・ケミカルズ社製）：２，２，
６，６－テトラメチルピペリジン基を有するヒンダードアミン化合物（ＨＡＬＳ）
・Ｉｒｇａｃｕｒｅ８１９、Ｉｒｇａｃｕｒｅ１２７（共にチバ・スペシャルティ・ケミ
カルズ社製）：光ラジカル重合開始剤
・ＫａｒｅｎｚＭＴ－ＮＲ１（昭和電工株式会社製）：活性水素を含む官能基を有するチ
オール化合物
・ビスコート＃１０００（大阪有機化学工業株式会社製）：活性水素を含む官能基を有さ
ず、（メタ）アクリロイル基を有する樹枝状ポリマー
・ＢＹＫ－ＵＶ３５００（ビックケミー株式会社製）：界面活性剤
　なお、表中、活性水素を含む官能基を有する重合性化合物としては、Ｎ－ビニルフォル
ムアミド、Ｕ－１５ＨＡ、エチレングリコールモノアリルエーテルである。
【０２１８】
　４．１．インク組成物の調製
　４．１．１．金属顔料分散液の調製
　膜厚１００μｍのＰＥＴフィルム上に、セルロースアセテートブチレート（ＣＡＢ）樹
脂［ブチル化率３５～３９％、関東化学株式会社製］３質量％およびジエチレングリコー
ルジエチルエーテル（日本乳化剤株式会社製）９７質量％からなる樹脂塗工液をバーコー
ト法によって均一に塗布し、６０℃、１０分間乾燥することで、ＰＥＴフィルム上に樹脂
層薄膜を形成した。
【０２１９】
　次に、真空蒸着装置（株式会社真空デバイス製ＶＥ－１０１０型真空蒸着装置）を用い
て、上記の樹脂層薄膜上に平均膜厚２０ｎｍのアルミニウム蒸着層を形成した。この膜厚
における紫外線透過率は、波長３６５ｎｍにおいて８％、波長３９５ｎｍにおいて０．８
％であった。
【０２２０】
　なお、平板状の金属粒子の積層体の厚みを、２００ｎｍまたは２００００ｎｍに変えた
場合の光の透過率は下記、表２のようになった。
【０２２１】
【表２】

【０２２２】
　次に、上記方法にて形成した積層体を、エチレングリコールモノアリルエーテル中に浸
漬し、ＶＳ－１５０型超音波分散機（株式会社アズワン製）を用いて、ＰＥＴフィルムか
らアルミニウム蒸着層を剥離させた。このとき同時に、アルミニウム蒸着層は、微細化さ
れ、溶媒中に分散された。この超音波分散処理は、１２時間行われ、金属顔料分散液が調
製された。
【０２２３】
　得られた金属顔料分散液を、開き目５μｍのＳＵＳメッシュフィルターにてろ過処理を
行い、粗大粒子を除去した。次いで、ろ液を丸底フラスコに入れ、ロータリーエバポレー
ターを用いて過剰のエチレングリコールモノアリルエーテルを留去した。これにより、金
属顔料分散液を濃縮し、熱分析装置（エスアイアイ・ナノテクノロジー株式会社製ＥＸＳ
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ＴＡＲ－６０００ＴＧ／ＤＴＡ）を用いて金属顔料の濃度を求め、金属顔料分散液の濃度
調整を行い、５質量％の濃度の金属顔料分散液を得た。
【０２２４】
　厚み２０ｎｍの金属顔料について、粒子径・粒度分布測定装置（シスメックス社製ＦＰ
ＩＡ－３０００Ｓ）を用いて金属顔料のＸ（長径）Ｙ（短径）平面の円相当径の５０％平
均粒子径Ｒ５０を測定し、さらに、得られたＲ５０とＺ（厚み）の測定値に基づき、Ｒ５
０／Ｚを算出した。その結果、２０ｎｍの厚みの金属顔料は、Ｒ５０＝１．０３μｍ、Ｒ
５０／Ｚ＝５１．５の値を有していた。
【０２２５】
　４．１．２．インク組成物の調製
　上記方法にて調製した金属顔料分散液を用いて、表１の実施例１～実施例９、参考例１
～参考例３、および比較例１～比較例５の組成にて光硬化型インク組成物を調製した。具
体的には、表に記載の金属顔料以外の各物質を混合・溶解した後に、上記方法にて調製し
た金属顔料分散液を添加して、さらに常温・常圧下１２０分間マグネティックスターラー
にて混合・撹拌し、ＳＵＳメッシュフィルターにてろ過を行い、表１の組成に従い、実施
例１～実施例９、参考例１～参考例３、および比較例１～比較例５の光硬化型金属顔料イ
ンク組成物とした。なお、実施例１～実施例９、および比較例１～比較例５の各インク組
成物には、上記の２０ｎｍの厚みの金属顔料を用い、参考例１および参考例２の各インク
組成物には、上記の２００ｎｍの厚みの金属顔料を用いた。さらに、参考例３のインク組
成物には、市販のアルミニウムペースト（東洋アルミニウム株式会社製：ＷＸＭ０６５０
、平均粒径６μｍ）に含まれる略球形のアルミニウム粒子を金属顔料として用いた。その
ため表１中、参考例３の金属顔料厚みの欄には球と記載してある。ＳＵＳメッシュフィル
ターの開き目は、実施例１～９および参考例１～２については５μｍとし、参考例３につ
いては１０μｍとした。
【０２２６】
　４．１．３．比較例にかかる無色透明インク（クリアインク）組成物の調製
　表１に記載した比較例６、比較例７のインク組成物は、金属顔料を含有しない。それぞ
れの組成物に付き、表に記した成分が各配合量となるように混合且つ完全に溶解し、常温
で３０分間混合攪拌した。その後、５μｍのメンブランフィルターでろ過し、比較例６、
比較例７の無色のインク組成物とした。
【０２２７】
　４．２．評価試験
　４．２．１．保存安定性試験
　保存安定性は、各インク組成物の粘度測定を行い、それぞれのインク組成物を遮光性容
器に封入し、遮光した状態の恒温槽中で６０℃の環境下にて５日間保存した後、再度粘度
測定を行い、下記式により粘度の変化を算出して評価した。
［（６０℃・５日静置後の粘度－初期粘度）／（初期粘度）］×１００（％）
　各実施例および各比較例について、得られた数値を表中に記載した。
【０２２８】
　表中、インク組成物を保存した後、ゲル化または固体化して測定不能であった場合は、
ゲル化と記入した。
【０２２９】
　この数値が＋１０％を超える値であった場合、およびインク組成物がゲル化、固体化し
て測定不能であった場合をＮＧとし、＋１０％以下であった場合をＯＫとして判定し、各
表に記載した。なお、表１における「１０％＞」の記載は、上記数値が＋１０％以下であ
ったことを示している。
【０２３０】
　粘度測定は日本シーベルヘグナー株式会社製レオメーター　ＭＣＲ－３００を用いて行
った。
【０２３１】
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　４．２．２．硬化性試験
　保存安定性が良好（ＯＫ）であったインク組成物について、硬化性試験を行った。
【０２３２】
　実施例１～実施例９、参考例１～参考例３、比較例１、および比較例３～比較例７の各
インク組成物を、セイコーエプソン株式会社製インクジェットプリンタ　ＰＭ－　Ｇ９２
０のフォトブラック列に充填し、常温・常圧下にて、印刷画像のインク組成物の最大膜厚
が５μｍになるようにベタ印刷を行った。記録媒体にはＡ４サイズのＯＨＰフィルム（富
士ゼロックス株式会社製、ＸＥＲＯＸ　ＦＩＬＭ＜枠なし＞）を用いた。そして１２０ｍ
Ｗ／ｃｍ２の照射量を有する紫外線照射光源により、積算光量が３０００ｍＪ／ｃｍ２に
なるように紫外線を照射し、硬化処理を行った。そして、得られた印刷物の表面を爪で一
定の力をかけて擦り、傷発生の有無を目視で観察して評価した。表面に傷が付かない場合
をＡＡ、表面にわずかに傷が付く場合をＡ、表面に傷が付くがタッキングを生じない場合
をＢ、タッキングを生じる場合をＣとして結果を表１に示した。
【０２３３】
　４．２．３．印字安定性
　上記のインクジェットプリンタを用いて、各インク組成物について連続印刷を行い、印
字安定性を評価した。印字安定性の評価は、以下の指標に基づいた。
【０２３４】
　ＡＡ：１日Ａ４換算で１０００枚分の印刷を実施し、特に問題なく３日間合計３０００
枚の印刷が可能であった。Ａ：１日Ａ４換算で１０００枚分の印刷を実施し、印刷不良の
発生は認められるものの、通常のクリーニング作業で復帰可能で、３日間合計３０００枚
の印刷が可能であった。Ｂ：１日Ａ４換算で１０００枚分の印刷を実施し、１日目でヘッ
ド詰まりにより印刷が継続できなくなった。Ｃ：１日Ａ４換算で１０００枚分の印刷が不
可能であった。
【０２３５】
　４．２．４．メタリック調の評価
　硬化性試験において、判定がＢよりも良好であった印字物について、目視にてメタリッ
ク感の評価を行った。印字物に光沢またはマット調の金属光沢感が生じているものはＯＫ
と判定し、メタリック感のないものをＮＧと判定した。
【０２３６】
　４．３．評価結果
　表１において、実施例１～実施例９、および参考例１～参考例２の光硬化型インク組成
物は、いずれも、活性水素を含む官能基を有する重合性化合物と、ヒンダードアミン化合
物と、光ラジカル重合開始剤と、金属顔料と、を含んでいる。これらの光硬化型インク組
成物は、すべて保存安定性が良好で、硬化性、印字安定性に優れ、金属光沢感が得られる
ことが判明した。参考例３の光硬化型インク組成物は、活性水素を含む官能基を有する重
合性化合物と、ヒンダードアミン化合物と、光ラジカル重合開始剤と、金属顔料と、を含
んでいる。参考例３の光硬化型インク組成物は、印字安定性がやや劣るものの、保存安定
性が良好で、硬化性に優れ、金属光沢感が得られることが判明した。また、実施例の光硬
化型インク組成物に関して、ベタ印刷の結果を、目視により観察したところ、下地の隠蔽
性の良好なメタリック感が得られていることが判明した。
【０２３７】
　これに対して、比較例１のインク組成物は、活性水素を含む官能基を有する重合性化合
物、および活性水素を含む官能基を有する連鎖移動剤を共に含まない例であり、硬化性が
不十分であることが判明した。比較例２のインク組成物は、ヒンダードアミン化合物を含
まない例であり、保存安定性、および印字安定性が不十分であった。また、比較例３～比
較例５のインク組成物は、光ラジカル重合開始剤を含まない例であり、硬化性および印字
安定性が不十分であることが判明した。
【０２３８】
　比較例６および比較例７のインク組成物は、いずれも金属顔料を含有せず、保存安定性
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、硬化性、および印字安定性に優れていたが、印字物に金属光沢感が無かった。
【０２３９】
　本発明は、上述した実施形態に限定されるものではなく、さらに種々の変形が可能であ
る。たとえば、本発明は、実施形態で説明した構成と実質的に同一の構成（たとえば、機
能、方法および結果が同一の構成、あるいは目的および効果が同一の構成）を含む。また
、本発明は、実施形態で説明した構成の本質的でない部分を置き換えた構成を含む。また
、本発明は、実施形態で説明した構成と同一の作用効果を奏する構成または同一の目的を
達成することができる構成を含む。また、本発明は、実施形態で説明した構成に公知技術
を付加した構成を含む。

【図１】

【図２】

【図３】
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