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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　着色剤、水、光開始剤、ＵＶ硬化性ポリウレタン分散物、疎水性の放射線硬化性モノマ
ー、ならびに水溶性の放射線硬化性モノマーもしくは水混和性の放射線硬化性モノマーを
含む光硬化性インク組成物であって、
　インク組成物の全重量に基づいて２０重量％までの着色剤を含み、
　インク組成物の全重量に基づいて２０～９０重量％の水を含み、
　インク組成物の全重量に基づいて１～１５重量％の疎水性の放射線硬化性モノマーを含
み、
　水溶性の放射線硬化性モノマーもしくは水混和性の放射線硬化性モノマーが、アクリル
酸もしくはメタクリル酸のポリエチレングリコールとのエステル、またはアクリル酸もし
くはメタクリル酸のモノ－価、ジ－価、トリ－価もしくはテトラ－価のアルコールとのエ
ステルであって、分子量２００未満のモノ－価、ジ－価、トリ－価もしくはテトラ－価の
脂肪族アルコールとエチレンオキシドとのエトキシ化に由来するものを含む、
光硬化性インク組成物。
【請求項２】
　水溶性の放射線硬化性モノマーもしくは水混和性の放射線硬化性モノマーが、組成物の
全重量に基づいて１～１５重量％の範囲の量でインク組成物中に存在する、請求項１に記
載の光硬化性インク組成物。
【請求項３】
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　着色剤が顔料である、請求項１又は２に記載の光硬化性インク組成物。
【請求項４】
　水溶性の放射線硬化性モノマーもしくは水混和性の放射線硬化性モノマーが、２００～
１５００の分子量を持つポリエチレングリコールから得られるポリエチレングリコールの
アクリラートエステル、又は９～３０のエトキシラート残基を持つエトキシル化トリメチ
ロールプロパンのアクリル酸エステルである、請求項１～３の何れか１項記載の光硬化性
インク組成物。
【請求項５】
　水溶性の放射線硬化性モノマーもしくは水混和性の放射線硬化性モノマーが、エトキシ
化トリメチロールプロパン－トリアクリラートである、請求項１～４の何れか１項に記載
の光硬化性インク組成物。
【請求項６】
　水溶性の放射線硬化性モノマーもしくは水混和性の放射線硬化性モノマーが、アクリル
アミドモノマーである、請求項１～３の何れか１項に記載の光硬化性インク組成物。
【請求項７】
　ＵＶ硬化性ポリウレタン分散物が、組成物の全重量に基づいて１重量％～２５重量％を
表す量で存在する、請求項１～６の何れか１項に記載の光硬化性インク組成物。
【請求項８】
　疎水性の放射線硬化性モノマーがアクリラートモノマーもしくはビニルモノマーである
、請求項１～７の何れか１項に記載の光硬化性インク組成物。
【請求項９】
　疎水性の放射線硬化性モノマーが、ビニルカプロラクタム、ヘキサンジオールジアクリ
ラート、トリメチロールプロパントリアクリラートおよびプロポキシ化ネオペンチルグリ
コールジアクリラートからなる群より選択される、請求項１～８の何れか１項に記載の光
硬化性インク組成物。
【請求項１０】
　印刷物を形成する方法であって、
ａ）着色剤、水、光開始剤、ＵＶ硬化性ポリウレタン分散物、疎水性の放射線硬化性モノ
マーならびに水溶性の放射線硬化性モノマーもしくは水混和性の放射線硬化性モノマーを
含む、請求項１～９の何れか１項記載の光硬化性インク組成物を提供するステップ、
ｂ）媒体基材を提供するステップ、
ｃ）前記光硬化性インク組成物の滴の流れを媒体基材上に投下するステップ、
ｄ）媒体基材上に印刷された前記インク組成物を固定するステップ、
ｅ）前記インク組成物を乾燥するステップ、ならびに
ｆ）インク組成物に対して光エネルギーを適用するステップであって、ここで前記光エネ
ルギーが光硬化性インク組成物を硬化するのに好適な波長とエネルギーレベルとを持つス
テップ、
を含む、印刷物を形成する方法。
【請求項１１】
　媒体基材へのインク組成物の滴の流れの投下が、圧電プリントヘッドによって実行され
る、請求項１０に記載の印刷物を形成する方法。
【請求項１２】
　インクジェット印刷システムであって、
ａ）媒体基材、
ｂ）着色剤、水、光開始剤、ＵＶ硬化性ポリウレタン分散物、疎水性の放射線硬化性モノ
マーならびに水溶性の放射線硬化性モノマーもしくは水混和性の放射線硬化性モノマーを
含む少なくとも一つの、請求項１～９の何れか１項記載の光硬化性インク組成物、ならび
に
ｃ）基材上にいったん印刷されたインク組成物へと光エネルギーを適用するよう構成され
る光エネルギー源であって、前記光エネルギーが光硬化性インク組成物を固定し、乾燥し
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、そして硬化するのに好適な波長およびエネルギーレベルを持つ、光エネルギー源、
を含む、インクジェット印刷システム。
【請求項１３】
　光エネルギー源がＵＶ光源である、請求項１２に記載のシステム。
【請求項１４】
　請求項１～９の何れか１項記載の光硬化性インク組成物を調製するための方法であって
、
ａ）着色剤、水、光開始剤、ＵＶ硬化性ポリウレタン分散物、疎水性放射線硬化性モノマ
ーならびに水溶性の放射線硬化性モノマーもしくは水混和性の放射線硬化性モノマーの混
合物を提供するステップ、
ｂ）インク組成物が実質的に均一になるような条件に混合物を供するステップ、ならびに
ｃ）混合物をろ過に供するステップ
を含む、方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　インクジェット技術は経済的で高品質な多色印刷を作製する能力のために、その用途を
家庭用や事務用に加えて、高速の、業務用印刷および産業用印刷にまで拡張してきた。こ
の技術は、広範な基材に堆積可能なインクの滴もしくはインクの流れを、電気信号が制御
して方向付けるノンインパクト印刷方法である。そのような技術において使用されるイン
クは、液体分産物、液体もしくはエマルションであってよく、油性インク、非水溶媒系イ
ンク、水性インクおよび固形インクを含み得る。現在のインクジェット印刷技術は、イン
ク滴を、小さなノズルを通して、熱吐出、圧電圧力又は振動によって媒体の表面へと付着
させることを含む。堆積されたインク滴は、その後、例えば熱もしくは強制換気を用いて
乾燥させられるか、または周囲条件下で乾燥する。
【背景技術】
【０００２】
　最近、放射線、およびとくに紫外線（ＵＶ）硬化が普及してきた。これらの場合、特別
なインクが使用され、画像は放射線源へと曝露されて硬化される。そのような放射線硬化
性（もしくは光硬化性）インクの使用および、硬化プロセスは、急速に、確立された従来
の乾燥プロセスに対する代替物となりつつある。
【０００３】
　インクジェット印刷産業は、油性インク、溶媒系（非水性）インク、水性インク、およ
び固形インク（分配の準備において溶解される）のような、異なる型の記録流体を使用す
る。溶媒系インクは、急速に乾燥し、そして結果として産業印刷において広く使用される
。結合剤および他の成分を含む溶媒系インクが基材上へと噴射されると、溶媒は部分的に
もしくはすべて、インクから蒸発し、結合剤および顔料のような他の成分を印刷された基
材上に乾燥フィルムの形状で残す。乾燥プロセスにおいて、しばしば揮発性有機化合物で
ある溶媒は蒸気を放出し、そしてそれゆえに環境を汚染し得る。大量のインクが基材上へ
と堆積するようなより早い印刷速度もしくは大判の印刷にとって、環境汚染問題はより重
要になる。
【０００４】
　このこと、および他の懸念の結果、環境にやさしいインクの調製に関する努力が、水性
インクの方向へといくつかの研究を動かしてきた。しかしながら、放射線硬化性（もしく
は光硬化性）の水性インク組成物は、その特徴的な性質のために、利用可能な選択肢の中
で著しく制限されている。したがって、印刷されると、例えば噴射性能ならびに向上した
接着のような特別な優れた印刷性能を示す放射線硬化性インク組成物を開発する研究が続
けられてきた。
【図面の簡単な説明】
【０００５】
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　図面は本方法の実施態様を例示し、本明細書の一部である。
【図１】図１は、本開示のある実施態様による印刷物を作成するための方法を例示する。
【発明を実施するための形態】
【０００６】
　本開示の特定の実施態様を開示する前に、本開示は本明細書に開示されるプロセスもし
くは物質を限定するものではないことは理解されるべきである。本明細書において使用さ
れる技術は、具体的な実施態様を記載するためのみに使用されるものであり、限定を意図
するものではなく、保護される範囲は請求項およびその均等物によって定義されるべきで
あることもまた理解されるべきである。組成物および方法を記載する場合およびそれらを
請求項に記載する場合において、以下の用語が使用されるであろう。単数形である「ａ」
、「ａｎ」及び「ｔｈｅ」は、文脈が明らかに他のものを記述しているのでなければ、複
数の意味を含む。例えば、「ａ　ｐｉｇｍｅｎｔ（顔料）」と示すことは、一つもしくは
それ以上のそのような物質を示すことを含む。本明細書において、濃度、量および他の数
値は範囲の形式で示され得る。そのような範囲の形式は単に利便性と簡潔さのためにのみ
使用されるものであって、範囲の臨界点として明示的に示される数値を含むだけでなく、
あたかもそれぞれの数値範囲とサブ範囲とが明示的に示されているように、その範囲内に
包含される数値もしくはサブ範囲（ｓｕｂ－ｒａｎｇｅ）をもまた含むものであると柔軟
に解釈されるべきである。例えば、「約１重量％から約２０重量％」という数値範囲は、
明示的に示された約１重量％から約２０重量％という範囲のみを含むのではなく、２重量
％、３重量％、４重量％のような個々の値と５重量％～１５重量％、１０重量％～２０重
量％などのようなサブ範囲とをも含むと解釈されるべきである。他に示されない限り、す
べてのパーセントは重量パーセントである。
【０００７】
　本開示は、着色剤、水、光開始剤、ＵＶ硬化性ポリウレタン分散物、疎水性の放射線硬
化性モノマーならびに水溶性の放射線硬化性モノマーもしくは水混和性の放射線硬化性モ
ノマーを含む光硬化性インク組成物を対象とする。
【０００８】
　前記光硬化性インク組成物により印刷物を作製するための方法、ならびに前記光硬化性
インク組成物を含むインクジェット印刷システムもまた開示される。本開示はまた、着色
剤、水、光開始剤、ＵＶ硬化性ポリウレタン分散物、疎水性の放射線硬化性モノマーなら
びに水溶性の放射線硬化性モノマーもしくは水混和性の放射線硬化性モノマーを含む光硬
化性インク組成物を調製する方法もまた示す。
【０００９】
　本明細書に記載される光硬化性インク組成物は、未処理のプラスチック、紙、ダンボー
ル、発泡ボード、および布地のような柔軟性および剛性の、多孔質基材を含む幅広い範囲
の基材上に印刷でき、前記多様な基材に対し良好な接着性を持つ。光硬化性インク組成物
は、良好な印刷品質を可能にし、かつインクジェット用途に好適なインクを配合できるよ
うにし得る良好な粘性を持つ。本開示の光硬化性インク組成物は高速印刷を可能にし、か
つデジタルインクジェット印刷における使用に非常に好適である。
【００１０】
　基材上に印刷され、硬化されると、前記インク組成物は非極性表面に対し向上した接着
を持つ。組成物はまた、良好な耐擦傷性および耐候性を持つ。それゆえ、水性光硬化性イ
ンク組成物は、信頼できる噴射、高速乾燥および硬化を可能にし、さまざまな媒体基材上
への印刷を可能にし、一方で優れた印刷品質および接着を持つ。
【００１１】
　インク組成物は光硬化性（またはＵＶ硬化性もしくは放射線硬化性）インク組成物であ
る。前記組成物は、噴射可能なインク組成物を意図し、それゆえインクはインクジェット
印刷装置と共に使用できる。本開示での使用のとき、用語「硬化」は例えば紫外線（ＵＶ
）照射のような光照射のような化学線への曝露によってインクのような液体を固体に転換
することを指す。しかしながら、例えば紫外線（ＵＶ）光、電子ビームエネルギーなどの
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ような好適な硬化エネルギー源への曝露の際、架橋ポリマーネットワークが形成される。
そのようなインク組成物は一般的に「エネルギー硬化性」インクと呼ばれ、「溶媒系」イ
ンクとは区別される。
【００１２】
　インク組成物は、水性光硬化性インク組成物を意図し、それゆえそれは、溶媒として特
定量の水を含む。インク組成物中の水の量は、例えばインク組成物の他の成分の量による
。インク組成物中の水の量は、懸濁液およびインク組成物の他の成分中の水の量に加えて
添加される水の量を含む。ある例において、インク組成物中の水の量は、インク組成物の
全量の約１０～約９０重量％の範囲であり、他の例においてインク組成物の全量の約２０
～約８０重量％の範囲であり、さらに他の例において約３０～約７０重量％である。
【００１３】
　ある例において、インク組成物は、２５℃において約７０ｃｐｓ（センチポアズ）より
大きくない粘度、約５０ｃｐｓより大きくない粘度、もしくは３０ｃｐｓより大きくない
粘度を持つ。ある他の例において、約２０℃～約５５℃の噴射温度において、インク組成
物の粘度は、約２ｃｐｓ～約２０ｃｐｓの範囲である。インク組成物は、２５℃において
約４０ダイン／ｃｍより大きくない静的表面張力を、または約２０ｃｐｓ～約４０ダイン
／ｃｍの範囲の静的表面張力を持ち得る。
【００１４】
ＵＶ硬化性ポリウレタン分散物
　本開示によるインク組成物は、ＵＶ硬化性ポリウレタン分散物、すなわちＵＶ－ＰＵＤ
を含む。ポリウレタン分散物によって、本明細書においては、液体ベヒクル中に分散した
ポリウレタン粒子を意味する。いずれの理論にもとらわれず、このようなＵＶ硬化性ポリ
ウレタン分散物は、インクが塗布される媒体上に改善されたインクフィルム性能をもたら
す。乾燥とＵＶ－ＰＵＤの架橋とによって形成されるそのようなフィルムは光沢を持ち、
そして柔軟性を保ちつつ硬い。
【００１５】
　ある例において、ポリウレタン分散物（ＰＵＤ）は、水中で安定なポリウレタンポリマ
ー粒子の分散物であり、ポリウレタンポリマー粒子の粒径は約２０ｎｍ～約２００ｎｍの
範囲である。ポリウレタン分散物は、約１，０００～１００，０００の範囲のＭｗ、また
は約５，０００～約５０，０００の範囲のＭｗを持ち得る。ポリウレタンポリマー粒子は
、ある例において、インク組成物の全量の約１重量％～約２５重量％の量、または約５重
量％～約２０重量％の範囲の量で存在し得る。
【００１６】
　ポリウレタンポリマー粒子は、分岐した内部コアを持つコア－シェル構造を持ち得、こ
こでコアが約０．１重量％～約１重量％のアミン架橋剤を含み、シェルが約０．５重量％
～約２重量％の量でポリオール架橋剤を含む。
【００１７】
　分岐した内部コア構造は、環状ジイソシアナートであり得る分岐したジイソシアナート
によって提供され得る。分岐した内部コア構造は、分岐したジオールもしくは環状ジオー
ルによってもまた提供され得る。ポリウレタン粒子は、さらにポリオール、分岐したジイ
ソシアナート、および酸性ポリオールを含む重合化したモノマーを含有し得る。ポリウレ
タンポリマー粒子は、（ジイソシアナートを含む）ハードセグメント、およびソフトセグ
メントを含み得、そして鎖伸長剤をも含み得る。鎖伸長剤は、鎖伸長剤がポリウレタンの
ハードセグメント中になるように、ジイソシアナートと重合化できる任意の成分であって
よい。
【００１８】
　ポリウレタンポリマー粒子は、ポリウレタン粒子のハードセグメント中で重合化するジ
オールとして存在し得るさまざまなポリオールを含む。ある例において、ポリオールは、
環状ジオール、１，３－シクロヘキサンジメタノール、１，４－シクロヘキサンジメタノ
ール、脂肪族ポリカーボナートジオール、ポリエーテルジオール、ポリエチレングリコー
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ル、ポリプロピレングリコール、ポリテトラメチレングリコール、ポリ（エチレンオキシ
ド）ポリマー、ポリ（プロピレンオキシド）ポリマー、ポリ（テトラメチレンオキシド）
ポリマー、ジオールを含む多価化合物から誘導される末端ヒドロキシル基を持つそれらの
コポリマーならびにそれらの組み合わせからなる群より選択し得る。ある態様において、
ジオールは環状ジオールであってよい。他の態様において、ジオールは脂肪族環状ジオー
ルであってよい。さらに他の態様において、ジオールは１，４－シクロヘキサンジメタノ
ールであってよい。ジイソシアナートは、脂環式ジイソシアナート、ビス（４－イソシア
ナトシクロヘキシル）メタン、メチレンジフェニルジイソシアナート、ヘキサメチレンジ
イソシアナート、ｐ－テトラメチルキシレンジイソシアナート、ｍ－テトラメチルキシレ
ンジイソシアナート、ビトリレンジジイソシアナート、トルエンジイソシアナート、メチ
レン－ビス（４－シクロヘキシル）ジイソシアナート、ｐ－フェニレンジイソシアナート
、イソホロンジイソシアネート、１，５－ナフタレンジイソシアナート、ならびにそれら
の組み合わせからなる群より選択し得る。ある態様において、ジイソシアナートは、脂環
式ジイソシアナートであってよい。酸ポリオールは、構造ＨＯ－（ＣＨ２）ｎ（ＣＲ１Ｒ

２）ｍ（ＣＨ２）ｐ－ＯＨを持ち得、式中Ｒ１およびＲ２は独立してＨ、ヒドロキシル、
アルキル基もしくは酸基であり、ｎは０～２０の範囲であり、ｐは０～２０の範囲であり
、ｍは１～２０の範囲であり、Ｒ１およびＲ２の少なくとも一つは酸基である。
【００１９】
　ポリウレタンポリマー粒子は、さまざまな濃度のポリオール（ハードセグメントおよび
ソフトセグメントの両方において）、酸ポリオールおよびジイソシアナートを持ち得る。
ジイソシアナートは、ポリウレタン粒子中に約１０重量％～約７０重量％で存在し得る。
酸ポリオールは、ポリウレタン粒子中に約１重量％～約４０重量％で存在し得る。さらに
ジオールは約１重量％～約３重量％で存在し得る。
【００２０】
　ある例において、ＵＶ－ＰＵＤは、水分散性アクリル官能性ポリウレタン分散物である
。他の例において、ＵＶ－ＰＵＤは、水分散性（メタ）アクリル化ポリウレタン分散物で
ある。本明細書において、水分散性（メタ）アクリル化ポリウレタンは、水と混合される
ときに水に分散した小粒子の二相系を形成し得るポリマーを意味する。
【００２１】
　そのようなポリウレタン分散物は、少なくとも一つのポリイソシアナート化合物（任意
選択で少なくとも一つのポリオール）、イソシアナト基と反応し得る少なくとも一つの反
応基を含有し、かつ直接的に、または塩をもたらす中和剤との反応の後に水性媒体中にポ
リウレタンを分散可能にできる、少なくとも一つの親水性化合物、ならびにイソシアナト
基と反応し得る少なくとも一つの反応基を含有する少なくとも一つの（メタ）アクリル化
化合物の反応により得ることができる。
【００２２】
　水分散性（メタ）アクリル化ポリウレタンは、例えば、Ｃｙｔｅｃより入手可能なＵｃ
ｅｃｏａｔ（登録商標）６５５８、Ｕｃｅｃｏａｔ（登録商標）６５５９、Ｅｂｅｃｒｙ
ｌ（登録商標）２００２およびＥｂｅｃｒｙｌ（登録商標）２００３の名称で市販される
化合物のような水分散性樹脂であってよい。そのような水分散性樹脂は、例えば１０重量
％の水と９０重量％のポリマーとを含有する溶液のように適当な水との溶解率において混
合されるとき、水溶液を形成し得る。
【００２３】
　ある実施態様において、ＵＶ硬化性ポリウレタン分散物（ＵＶ－ＰＵＤ）は、水分散性
（メタ）アクリル化ポリウレタンであり、ＮｅｏＲｅｓｉｎｓ（Ａｖｅｃｉａ）によりＮ
ｅｏＲａｄ（登録商標）Ｒ４４１の商品名で販売される。ＵＶ－ＰＵＤの、他の代表的か
つ非限定的な例は、Ｕｃｅｃｏａｔ（登録商標）７７１０、Ｕｃｅｃｏａｔ（登録商標）
７６５５（Ｃｙｔｅｃより入手可能）、Ｎｅｏｒａｄ（登録商標）Ｒ４４０、Ｎｅｏｒａ
ｄ（登録商標）Ｒ４４１、Ｎｅｏｒａｄ（登録商標）Ｒ４４７、Ｎｅｏｒａｄ（登録商用
）Ｒ４４８（ＤＳＭ　ＮｅｏＲｅｓｉｎｓより入手可能）、Ｂａｙｈｙｄｒｏｌ（登録商
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標）ＵＶ２３１７、Ｂａｙｈｙｄｒｏｌ（登録商標）ＵＶ　ＶＰ　ＬＳ２３４８（Ｂａｙ
ｅｒより入手可能）、Ｌｕｘ（登録商標）４３０、Ｌｕｘ（登録商標）３９９、Ｌｕｘ（
登録商標）４８４（Ａｌｂｅｒｄｉｎｇｋ　Ｂｏｌｅｙより入手可能）、Ｌａｒｏｍｅｒ
（登録商標）ＬＲ８９４９、Ｌａｒｏｍｅｒ（登録商標）ＬＲ８９８３、Ｌａｒｏｍｅｒ
（登録商標）ＰＥ２２ＷＮ、Ｌａｒｏｍｅｒ（登録商標）ＰＥ５５ＷＮ、Ｌａｒｏｍｅｒ
（登録商標）ＵＡ９０６０（ＢＡＳＦより入手可能）を含む。
【００２４】
　疎水性の放射線硬化性モノマー
　本明細書に記載される光硬化性インク組成物は一つもしくはそれ以上の疎水性の放射線
硬化性モノマーを含み得る。所望の性能基準を受けて、十分な加水分解安定性を持つ任意
の疎水性の放射線硬化性モノマーもしくはそれらの組み合わせを、本明細書に記載される
インク組成物へと混合し得る。従って、インク組成物は、任意のそのような性能が満たさ
れる限り、さまざまな態様における特定の種類の疎水性の放射線硬化性モノマーへと限定
されない。
【００２５】
　疎水性の放射線硬化性モノマーは、モノ－、ジ－、トリ－、テトラ－であってよく、ま
たは、放射線硬化性部分の観点で多官能性であってよい。ある例において、ＵＶ硬化性ポ
リウレタン分散物および疎水性モノマーは、インク組成物中に非水性相を形成し、それは
インク組成物中の全重量の約２０重量％～約５０重量％を表し得る。
【００２６】
　疎水性の放射線硬化性モノマーは、光開始剤の溶媒として、粘性調整剤として、硬化す
る際の結合剤として、および／もしくは架橋剤として機能し得る。インク中に混合される
そのような疎水性の放射線硬化性モノマーの量は、生じる組成物の位置される使用に応じ
て広い範囲で変化し得る。疎水性のモノマーは、インク組成物の全重量に基づいて約１～
約１５重量％の濃度で存在し得る。ある例において、疎水性のモノマーは、インク組成物
の全重量に基づいて約３～約８重量％を表す量で存在する。疎水性のモノマーは、インク
組成物中で乳化され得る。
【００２７】
　ある例において、疎水性の放射線硬化性モノマーは、疎水性の単官能の放射線硬化性モ
ノマーである。他の例において、疎水性の放射線硬化性モノマーは、アクリラートモノマ
ーもしくはビニルモノマーである。
【００２８】
　単官能の疎水性の放射線硬化性モノマーは、アクリラートモノマーであってよい。アク
リラートモノマーは、２－フェノキシエチルアクリラート、イソホリルアクリラート、イ
ソデシルアクリラート、トリデシルアクリラート、ラウリルアクリラート、２－（２－エ
トキシ－エトキシ）エチルアクリラート、テトラヒドロフルフリルアクリラート、イソボ
ルニルアクリラート、プロポキシル化アクリラート、テトラヒドロフルフリルメタクリラ
ート、２－フェノキシエチルメタクリラート、イソボルニルメタクリラート、ならびにそ
れらの二つもしくはそれ以上の組み合わせからなる群より選択できる。
【００２９】
　単官能の疎水性の放射線硬化性モノマーはビニルモノマーであってよい。ビニルモノマ
ーは、ビニルカプロラクタム、ビニルエーテルおよびそれらの任意の組み合わせからなる
群より選択できる。ある例において、本明細書において使用される疎水性の放射線硬化性
モノマーは、Ｘｉ、または、例えばＳａｒｔｏｍｅｒよりＳＲ３３９Ｃの商品名で入手可
能な２－フェノキシ－エチルアクリラートのような他の危険なシンボルによる標識を必要
としない。
【００３０】
　ある実施態様において、疎水性の放射線硬化性モノマーは、ビニルカプロラクタム、ヘ
キサンジオールジアクリラート、トリメチルプロパントリアクリラートおよびプロポキシ
ル化ネオペンチルグリコールジアクリラートからなる群より選択される。他の例において
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、疎水性の放射線硬化性モノマーはビニルカプロラクタムである。
【００３１】
　疎水性の放射線硬化性モノマーは、疎水性の多官能の放射線硬化性モノマーであってよ
い。そのうなより高い官能性の、放射線硬化性モノマーの例は、ヘキサンジオール時アク
リラート、エトキシ化ビスフェノールＡジアクリラート、トリメチロールプロパントリア
クリラート、トリス（２－ヒドロキシエチル）イソシアヌラートトリアクリラート、それ
らの組み合わせなどを含む。ある例において、本明細書において使用される多官能性の放
射線硬化性モノマーは、Ｘｉ、または、例えばＳａｒｔｏｍｅｒよりＳＲ９００３の商品
名で入手可能なプロポキシル化ネオペンチルグリコールジアクリラートのような他の危険
なシンボルによる標識を必要としない。
【００３２】
　水溶性の放射線硬化性モノマーもしくは水混和性の放射線硬化性モノマー
　本開示によるインク組成物は、一つもしくはそれ以上の水溶性の放射線硬化性モノマー
もしくは水混和性の放射線硬化性モノマーを包含する。本明細書において、水溶性の放射
線硬化性モノマーもしくは水混和性の放射線硬化性モノマーは、十分な水溶性および加水
分解安定性を持つ任意の放射線硬化性モノマーを意味する。そのようなモノマーは、放射
線によって重合可能であるべきであり、かつ水溶性もしくは水混和性であるべきである。
【００３３】
　水溶性の放射線硬化性モノマーもしくは水混和性の放射線硬化性モノマーは、モノ－、
ジ－、トリ－、テトラ－であってよく、または、放射線硬化性部分の観点で多官能性であ
ってよい。ある例において、水溶性のモノマーもしくは水混和性のモノマーは、後述する
印刷方法の印刷段階において所望のポリマーネットワーク形成を達成するための架橋剤と
して機能する。水溶性の放射線硬化性モノマーもしくは水混和性の放射線硬化性モノマー
は、インク組成物の全重量の約１～約１５重量％、もしくは約２～１０重量％、もしくは
３～８重量％の範囲の量で存在し得る。
【００３４】
　好適な水溶性モノマーの例は、アクリル酸もしくはメタクリル酸のポリエチレングリコ
ールとのエステル、またはアクリル酸もしくはメタクリル酸のモノ－価、ジ－価、トリ－
価もしくはテトラ－価のアルコールとのエステルであって、分子量２００未満のモノ－価
、ジ－価、トリ－価もしくはテトラ－価の脂肪族アルコールとエチレンオキシドとのエト
キシ化に由来するものを含む。
【００３５】
　エチレン性不飽和化合物の例は、約２００～約１５００、もしくは約４００～約８００
の分子量を持つポリエチレングリコールから得られるポリエチレングリコールのアクリラ
ートエステル；また、９～３０のエトキシラート残基、もしくは１０～２０のエトキシラ
ート残基を持つエトキシル化トリメチロールプロパンのアクリル酸エステルである。エチ
レン性不飽和化合物の他の例は、約２００～約１５００の分子量を持つポリエチレングリ
コールから得られるポリエチレングリコールのアクリラートエステル、及び９～３０エト
キシラート残基を持つエトキシ化トリメチロールプロパンのアクリル酸エステルである。
【００３６】
　水溶性のモノマーもしくは水混和性のモノマーの代表的かつ非限定的な例は、ポリエチ
レングリコール（６００）ジアクリラート、ポリエチレングリコール（４００）ジアクリ
ラート、メトキシポリエチレングリコール（５５０）モノ－アクリラート、ポリエチレン
グリコール（６）モノ－アクリラート、３０エトキシ化ビスフェノール－Ａジアクリラー
ト、エトキシ化（２０）トリメチロールプロパン－トリアクリラート、（１５）エトキシ
化トリメチロールプロパン－トリアクリラート、トリス－トリルフェノール１８ＥＯアク
リラート、グリセロール１２ＥＯトリアクリラートを含む。他の例において、水溶性の放
射線硬化性モノマーは、エトキシル化トリ－メチルプロパントリアクリラートである。
【００３７】
　好適な市販の物質は、Ｓａｒｔｏｍｅｒより入手可能なＳＲ４１５（登録商標）（エト
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キシ化（２０）トリメチロールプロパン－トリアクリラート）、ＣＮ４３５（登録商標）
もしくはＳＲ９０１５（登録商標）のようなＵＶ硬化性物質を含む。他の例の市販の水溶
性モノマーもしくは水分散性モノマーは、Ｓａｒｔｏｍｅｒより入手可能なＣＤ５５０（
登録商標）（メトキシポリエチレングリコール（３５０）モノ－メタクリラート）、ＣＤ
５５２（登録商標）（メトキシポリエチレングリコール（５５０）モノ－メタクリラート
）、ＳＲ２５９（登録商標）（ポリエチレングリコール（２００）ジアクリラート）、Ｓ
Ｒ３４４（登録商標）（ポリエチレングリコール（４００）ジアクリラート）、ＳＲ６０
３（登録商標）（ポリエチレングリコール（４００）ジ－メタクリラート）、ＳＲ６１０
（登録商標）（ポリエチレングリコール（６００）ジアクリラート）、ＳＲ２５２（登録
商標）（ポリエチレングリコール（６００）ジ－メタクリラート）、ＳＲ６０４（登録商
標）（ポリプロピレングリコールモノ－メタクリラートＳＲ３５６（登録商標）（２－（
２－エトキシエトキシ）エチルアクリラート）、ＳＲ９０３５（エトキシ化（１５）トリ
メチロールプロパントリアクリラート）、ＵＣＢより入手可能なＥｂｅｃｒｙｌ（登録商
標）１１（ポリエチレングリコールジアクリラート）およびＥｂｅｃｒｙｌ（登録商標）
１２（ポリエーテルトリアクリラート）、Ｒａｈｎより入手可能なＧｅｎｏｍｅｒ（登録
商標１２５１）（ポリエチレングリコール４００ジアクリラート）、Ｇｅｎｏｍｅｒ（登
録商標）１３４３（エトキシ化トリメチロールプロパントリアクリラート）、Ｇｅｎｏｍ
ｅｒ（登録商標）１３４８（グリセロール－プロポキシトリアクリラート）、Ｇｅｎｏｍ
ｅｒ（登録商標）１４５６（ポリエーテルポリオールテトラ－アクリラート）、および希
釈剤０２－６４５（エトキシエチルアクリラート）を含む。
【００３８】
　ある例において、水溶性放射線硬化性モノマーはアクリルアミドモノマーである。アク
リルアミド水溶性モノマーもしくはアクリルアミド水分散性モノマーの代表的で非限定的
な例は、Ｎ－（２－ヒドロキシエチル）アクリルアミド、Ｎ，Ｎ’－メチレンビス－アク
リルアミドおよび／もしくはＮ－イソプロピルアクリルアミドを含む。市販の水溶性モノ
マーもしくは水分散性モノマーは、例えば、ＳＮＦ　ＦＬＯＥＲＧＥＲ（フランス）より
入手可能なＦｌｏｃｒｙｌ（登録商標）ＭＢＡ、Ｊａｒｃｈｅｍ（ＵＳＡ、ＮＪ）より入
手可能なＪａｒｃｈｅｍ（登録商標）ＨＥＡＡもしくはＪａｒｃｈｅｍ（登録商標）ＮＩ
ＰＡＭを含む。
【００３９】
　光開始剤
　本明細書に記載される光硬化性インク組成物は、光開始剤を含む。光開始剤、もしくは
ＵＶ開始剤は、所望の波長のＵＶ光に曝露されると反応を開始して、インク受容物質もし
くはインク受容基材へと塗布された後の本明細書に記載されるようなインク組成物を硬化
する剤である。ある例において、光開始材は、ラジカル光開始剤である。光開始剤は、単
一の化合物であってもよいし、二つもしくはそれ以上の化合物の混合物であってもよい。
それは、塗布されたインク組成物を硬化するのに十分な量でインク組成物中に存在できる
。ある例において、光開始剤は、インク組成物の全重量に基づいて約０．０１～約１０重
量％を表す量、もしくは約１～約５重量％を表す量で存在する。
【００４０】
　光開始剤は、水溶性光開始剤もしくは水分散性光開始剤であってよく、インク組成物の
水相に組み込まれ得る。ある例において、光開始剤は疎水性光開始剤であり、疎水性放射
線硬化性モノマーへと組み込まれる。疎水性モノマーは乳化によって、合成中にＵＶ－Ｐ
ＵＤへと組み込まれ得、および／もしくはインクへと組み込まれ得る。他の例において、
光開始剤は疎水性放射線硬化性モノマー中に溶解する。光開始剤は、異なる波長で吸収す
るいくつかの光開始剤の混合物であってよい。
【００４１】
　ラジカル光開始剤の例は、限定ではなく例示として、１－ヒドロキシ－シクロヘキシル
フェニルケトン、ベンゾフェノン、２，４，６－トリメチルベンゾ－フェノン、４－メチ
ルベンゾフェノン、ジフェニル－（２，４，６－トリメチルベンゾイル）ホスフィンオキ
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シド、フェニルビス（２，４，６－トリメチルベンゾイル）ホスフィンオキシド、２－ヒ
ドロキシ－２－メチル－１－フェニル－１－プロパノン、ベンジル－ジメチルケタル、２
－メチル－１－[４－（メチルチオ）フェニル]－２－モルホリノプロパン－１－オン、も
しくはそれらの二つもしくはそれ以上の組み合わせを含む。例えば、エチル－４－ジメチ
ルアミノベンゾアート、２－エチルヘキシル－４－ジメチルアミノベンゾアートのような
アミン相乗剤もまた使用できる。
【００４２】
　光硬化性インク組成物は、ＵＶ安定剤、すなわちフリーラジカルを捕捉するのを助ける
剤を含み得る。ＵＶ安定剤の例は、限定ではなく例示として、キニーネメチド（ＢＡＳＦ
　ＣｏｒｏｐｏｒａｔｉｏｎからのＩｒｇａｓｔａｂ（登録商標））およびＧｅｎｏｒａ
ｄ（登録商標）１６（Ｒａｈｎ　ＵＳＡ　Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ）ならびにそれらの組
み合わせを含む。
【００４３】
　ある例において、光増感剤も、インク組成物の全重量に基づいて約０．０１～約１０重
量％の範囲の量、もしくは約１～約５重量％の範囲の量で光開始剤と共に使用できる。光
増感剤はエネルギーを吸収し、そして通常は光開始剤であるような他の分子にそれを転送
する。光増感剤はしばしば、システムの光吸収の性質を変換するために添加される。好適
な光増感剤の例は、チオキサントン、２－イソプロピルチオキサントンおよび４－イソプ
ロピルチオキサントンを含むがそれらには限定されない。
【００４４】
　着色剤
　本明細書に記載される光硬化性インク組成物は、着色剤として顔料もしくは染料を含み
得る。ある例において、インク組成物は、着色剤として一つもしくはそれ以上の顔料を含
む。不溶性の顔料の着色剤は、より良い画像性能を達成する助けとなし得る。顔料は、自
己分散型顔料、ポリマーコート顔料、もしくは例えば粉砕顔料のような一般的な顔料であ
ってよい。別の分散剤もまたインク組成物中の顔料の適切な懸濁を可能にするために使用
できる。粒子状の顔料は無機であっても有機であってもよい。顔料は、ブラック、ブルー
、ブラウン、シアン、グリーン、ホワイト、バイオレット、マゼンタ、レッド、オレンジ
およびイエロー、ならびにそれらの混合より得られるスポットカラーを含むがそれらに限
定されない任意の色であってよい。
【００４５】
　光硬化性インク組成物中に存在し得る有機顔料の例は、限定ではなく例示として、ペリ
レン、フタロシアニン顔料（例えば、フタログリーン、フタロブルー）、シアニン顔料（
Ｃｙ３、Ｃｙ５およびＣｙ７）、ナフタロシアニン顔料、ニトロソ顔料、モノアゾ顔料、
ジアゾ顔料、ジアゾ縮合顔料、塩基性染料顔料、アルカリブルー顔料、ブルーレーキ顔料
、フロキシン顔料、キナクリドン顔料、イソインドリノン顔料、ジオキサジン顔料、カル
バゾールジオキサジンバイオレット顔料、アリザリンレーキ顔料、フタロキシアミン顔料
、カーマインレーキ顔料、テトラクロロイソインドリノン顔料、ペリノン顔料、チオイン
ジコ顔料、アントラキノン顔料およびキノフタロン顔料、ならびにそれらの二つもしくは
それ以上の混合物、ならびにそれらの誘導体を含む。インク組成物において存在し得る無
機顔料は、例えば、金属酸化物（例えば、二酸化チタン、導電性二酸化チタン、酸化鉄（
例えば、赤色酸化鉄、黄色酸化鉄、黒色酸化鉄及び透明酸化鉄）、酸化アルミニウム、酸
化ケイ素）、カーボンブラック顔料（例えば、ファーネスブラック）、金属硫化物、金属
塩化物、ならびにそれらの二つもしくはそれ以上の混合物を含む。
【００４６】
　使用し得る顔料着色剤の例は、限定ではなく例示として、色指数ＰＹ８３、ＰＹ１５１
、ＰＹ１５０、ＰＹ１５５、ＰＹ１３９、ＰＹ１２０、ＰＹ１８０、ＰＹ１２９およびＰ
Ｙ１５４、ＰＹ２１３を持つイエロー顔料を含む。マゼンタ顔料は、色指数ＰＲ２０２、
ＰＲ２５４、ＰＲ１２２、ＰＲ１４９、ＰＲ１８５、ＰＲ２２５、ＰＲ１４６を持つレッ
ド顔料からなり、色指数ＰＶ１９、ＰＶ１２，ＰＶ３７およびＰＶ２９を持つバイオレッ
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ト顔料もまた使用できる。色指数ＰＢ１５：３、ＰＢ１５：４、ＰＢ１５：２およびＰＢ
１５：１を持つブルー顔料、ならびに色指数ＰＢＬブラック７を持つブラック顔料もまた
使用できる。ＴｉＯ２型のホワイト顔料のような無機顔料もまた使用できる。色指数ＰＯ
４６、ＰＯ６４、ＰＯ３４を持つ有機顔料および色指数ＰＧ７を持つグリーン顔料もまた
使用できる。
【００４７】
　顔料成分は、例えば、商標Ｐａｌｉｏｔｏｌ（登録商標）、Ｈｅｌｉｏｇｅｎ（登録商
標）、Ｃｈｒｏｍｏｐｈｔａｌ（登録商標）、Ｉｒｇａｌｉｔｅ（登録商標）、Ｃｉｎｑ
ｕａｓｉａ（登録商標）（ＢＡＳＦより入手可能）、Ｈｏｓｔａｐｅｒｍ（登録商標）、
Ｎｏｖｏｐｅｒｍ（登録商標）（Ｃｌａｒｉａｎｔより入手可能）、Ｓｕｎｆａｓｔ（登
録商標）、Ｑｕｉｎｄｏ（登録商標）（ＳｕｎＣｈｅｍｉｃａｌより入手可能）、Ｓｐｅ
ｃｉａｌ　Ｂｌａｃｋ（Ｄｅｇｕｓｓａより入手可能）、Ｋｒｏｎｏｓ（登録商標）（Ｋ
ｒｏｎｏｓより入手可能）、Ｋｅｍｉｒａ（登録商標）（Ｋｅｍｉｒａ　Ｐｉｇｍｅｎｔ
より入手可能）として入手可能な顔料のような分散性顔料であってよい。
【００４８】
　光硬化性インク組成物中の顔料の量は、例えば顔料の性質、インク組成物の用途の性質
、インクのための噴射機構の性質、および添加剤の性質のようないくつもの要素に依存す
る。インク組成物は２０重量％までの顔料を含み得る。ある例において、光硬化性インク
組成物中の顔料の量は、約０．１～約２０重量％、もしくは約１～約１５重量％、もしく
は約５～約１０重量％である。
【００４９】
　溶媒
　本明細書に記載される光硬化性インク組成物は、有機溶媒を含み得る。有機溶媒は水に
可溶(水溶性)もしくは水に混和性（水混和性）であり得る。このような水溶性溶媒もしく
は水混和性溶媒は、顔料分散、発色および安定性を最適化するために顔料濃縮物を製粉す
る間にインク組成物へと添加できる。インク組成物中の有機溶媒の量は、例えばフィルム
形成プロセス、噴射信頼性およびインク組成物の低ＶＯＣ含量を維持することのようない
くつもの要素に依存する。
【００５０】
　有機溶媒が存在するとき、インク組成物中の有機溶媒の量は、インク組成物の全重量に
基づいて約０．１重量％～約５重量％である。有機溶媒の性質は、例えば、有機溶媒の蒸
発量もしくは有機溶媒の揮発性に依存する。単一の有機溶媒も使用できるし、二つもしく
はそれ以上の有機溶媒の混合物も使用できる。ある例において、有機溶媒は、炭素原子お
よびヘテロ原子を持つ極性有機溶媒である。例えば、有機溶媒は約２～約５０の炭素原子
、もしくは約１０～約３０の炭素原子を持ち得る。ヘテロ原子は、例えばアルコール部分
、エーテル部分、ケトン部分、アルデヒド部分、アミン部分およびアミド部分の一つもし
くはそれ以上の形態であってよい。有機溶媒は、例えば約１７０℃～約２５０℃の沸点、
もしくは約１９０℃～約２２０℃の沸点を持ち得る。
【００５１】
　有機溶媒は、限定ではなく例示として、アルコール、多価アルコール、例えばエーテル
もしくはエステルのようなグリコール誘導体、アミン、アミド、および例えばジメチル－
スルホキシド、スルホラン、２－ピロリドン、２－オキサゾリドン、１，３－ジメチル－
２－イミジゾリジノンのような他の有機溶媒であってよい。上述の有機溶媒は二つもしく
はそれ以上の混合物として使用できる。ある例において、有機溶媒は、グリコール、グリ
コールエーテル、アルコールもしくはヘテロ環ケトン、またはそれらの二つもしくはそれ
以上の混合物である。具体的な有機溶媒のいくつかの例は、限定ではなく例示として、例
えばトリ－プロピレングリコールモノメチルエーテル（Ｄｏｗａｎｏｌ（登録商標）ＴＰ
Ｍ）、ジプロピレングリコールエーテル（Ｄｏｗａｎｏｌ（登録商標）ＤＰＧ）、ジプロ
ピレングリコールジメチルエーテル（Ｐｒｏｇｌｙｄｅ（登録商標）ＤＭＭ）（すべてＤ
ｏｗ　Ｃｈｅｍｉｃａｌ　Ｃｏｍｐａｎｙ、ミッドランド　ＭＩから入手可能）のような
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グリコールエーテル溶媒を含む。
【００５２】
　他の成分および添加剤も、インクの性質および性能を向上させるために光硬化性インク
組成物中に存在し得る。添加剤は、一つもしくはそれ以上の界面活性剤、分散剤、レオロ
ジー調整剤、殺生物剤、消泡剤、およびＵＶ安定剤を含むがそれらに限定されない。ある
例において、本開示による光硬化性インク組成物は、界面活性剤、分散剤、ＵＶ安定剤、
消泡剤、レオロジー調整剤および殺生物剤の一つもしくはそれ以上の添加剤をさらに含む
。インク組成物中の添加剤の重量の全量は、例えば約０．１～約１重量％、もしくは約０
．２～約０．５重量％である。
【００５３】
　界面活性剤は、例えば、商標ＷＥＴ（登録商標）およびＧＬＩＤＥ（登録商標）（Ｅｖ
ｏｎｉｋ　Ｔｅｇｏ　Ｃｈｅｍｉｅ　ＧｍｂＨ、エッセン、ドイツより）、ＢＹＫ（登録
商標）（ＢＹＫ　Ｃｈｅｍｉｅ　ＧｍｂＨ、ウェーゼル、ドイツより）、Ｄｙｎａｘ（登
録商標）（Ｄｙｎａｘ　Ｃｏｒｐ．、ポンドリッジ、ＮＹより）、３Ｍ　Ｎｏｖｅｃ（登
録商標）（３Ｍ　Ｅｎｅｒｇｙ　ａｎｄ　Ａｄｖａｎｃｅｄ　Ｍａｔｅｒｉａｌｓ、セン
トポール、ＭＮより）、およびＦＳＯ（ＤｕＰｏｎｔ　ｄｅ　Ｎｅｍｏｕｒｓ　Ｃｏｍｐ
ａｎｙ、ウィルミントン　ＤＥより）によって市販されるものを含む。
【００５４】
　消泡剤の例は、商標Ｆｏａｍｅｘ（登録商標）およびＴｗｉｎ（登録商標）（Ｅｖｏｎ
ｉｋ　Ｔｅｇｏ　Ｃｈｅｍｉｅ　Ｓｅｒｖｉｃｅ　ＧｍｂＨより）、ＢＹＫ（登録商標）
（ＢＹＫ　Ｃｈｅｍｉｅ　ＧｍｂＨより）、およびＳｕｒｆｙｎｏｌ（登録商標）（Ａｉ
ｒ　Ｐｒｏｄｕｃｔｓ　ａｎｄ　Ｃｈｅｍｉｃａｌｓ、　Ｉｎｃ．より）によって市販さ
れるものである。
【００５５】
　分散剤の例は、含量と親和性を持つ基を備える高分子量コポリマーを含む。分散物の具
体例は、商標ＢＹＫ（登録商標）でＢＹＫ　Ｃｈｅｍｉｅ　ＧｍｂＨより市販されるもの
を含む。
【００５６】
　レオロジー調整剤の例は、商品名Ａｃｒｙｓｏｌ（登録商標）（Ｒｏｈｍ　＆　Ｈａａ
ｓより）、Ｂｏｒｃｈｉｇｅｌ（登録商標）（ＯＭＧ　Ｂｏｒｃｈｅｒｓ　ＧｍｂＨ、ラ
ンゲンフェルト、ドイツより）、ＢＹＫ(登録商標)（ＢＹＫ　Ｃｈｅｍｉｅ　ＧｍｂＨよ
り）、およびＤＳＸ（登録商標）（Ｃｏｇｎｉｓ　ＧｍｂＨ、モーンハイム・アム・ライ
ン、ドイツより）で市販されるものを含む。
【００５７】
　印刷物形成のための方法および印刷システム
　ある実施態様において、印刷物を形成する方法は、着色剤、ＵＶ硬化性ポリウレタン分
散物、水、光開始剤、疎水性の放射線硬化性モノマーならびに水溶性の放射線硬化性モノ
マーもしくは水混和性の放射線硬化性モノマーを含む光硬化性インク組成物を提供するス
テップ、媒体基材を提供するステップ、前記光硬化性インク組成物の滴の流れを媒体基材
上に投下（もしくは噴射）するステップ、媒体基材上に塗布された前記インクを固定して
乾燥するステップ、ならびにインク組成物に対して光エネルギーを適用するステップを含
み、ここで前記光エネルギーは、光硬化性インク組成物を硬化するのに好適な波長とエネ
ルギーレベルとを持つ。
【００５８】
　図１は、本開示のいくつかの実施態様による印刷物を作製するための方法を例示する。
図１に例示されるように、ＵＶ硬化性ポリウレタン分散物（ＵＶ－ＰＵＤ）、水、光開始
剤、着色剤、疎水性放射線硬化性モノマーならびに水溶性放射線硬化性モノマーもしくは
水分散性放射線硬化性モノマーを含む光硬化性インク組成物がインク滴の流れの投下によ
って印刷可能媒体へと塗布される（１１０）。印刷可能媒体上へのインク組成物の滴の流
れの投下は、インクジェット印刷技術によってなされ得る。本開示による印刷物を作製す
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るための方法は、固定プロセス（１２０）、乾燥プロセス（１３０）および硬化プロセス
（１４０）を含む。
【００５９】
　ある例において、媒体基材上へのインク組成物の滴の流れの投下（１１０）は、インク
ジェット印刷可能技術によってなされる。インク組成物は任意の好適な印刷技術によって
物質上に構成され得、そのような印刷技術はサーマルインクジェット印刷、音響連続イン
クジェット印刷、および圧電インクジェット印刷を含む。インクジェット印刷装置におい
て、液体インク滴は、制御された方法によって、インクジェット印刷装置もしくはインク
ジェットプリンターのプリンタヘッド中の複数のノズル、もしくはオリフィスからインク
滴を噴射することによりインク受容基材、もしくは媒体基材へと塗布される。ドロップオ
ンデマンドシステムにおいて、インク滴は、デジタルデータ信号により制御される例えば
圧電装置、音響装置もしくはサーマルプロセスによって生み出される圧力によってインク
受容基材もしくは媒体基材の表面の位置へと直接的にオリフィスから噴射される。インク
ジェット印刷のために、インク組成物は、基材表面へとインク組成物を噴射する前に、適
切な分注温度にまで加熱されるか、または冷却されるかされ得る。ある例においてインク
組成物の滴の流れの媒体基材への投下は圧電印刷ヘッドによってなされ得る。
【００６０】
　ある例において、光硬化性インク組成物は、約５℃から約１５℃の噴射温度で媒体基材
へと塗布／噴射され得る。インクの温度を制御することによって、インクの作業点の周囲
環境への依存性を減少させるかまたは消失させる。システムはより安定になり、より使い
やすくなる。いずれかの理論にとらわれることなく、インク組成物が大量の水を含むので
、インクの温度を１５℃もしくはそれ未満に減少させることによって、噴射信頼性が十分
に増加し、インク組成物がよりユーザーフレンドリーになると考えられている。本明細書
に記載されるそのようなインク組成物の例は、２５℃で機能する他の水系インクと比較し
て噴射信頼性を持ち得る一方で、さらにより速い基材上での乾燥速度を持ち、最小の添加
溶媒（ＶＯＣ）を可能にする
【００６１】
　インクジェット印刷のために、インク組成物は、基材表面へとインク組成物を噴射する
前に、例えば、上述の分注温度のような適切な分注温度にまで加熱されるかまたは冷やさ
れる。インク組成物の特定の温度および粘度は、例えば、インクジェット印刷を実施する
特定の方法および装置に依存する。インク組成物の温度及び粘度に関する判断は、例えば
液滴のサイズおよび液滴の噴射速度に関連する。ある例において、温度は比較的一定に保
たれ、これは、温度変化が、例えば±１℃、もしくは±０．５℃、もしくは±０．２℃、
もしくは±０．１℃を超える変化が存在しないように制御されていることを意味する。温
度の制御は例えば適切な温度センサによって達成される。
【００６２】
　インク組成物が媒体基材上にいったん塗布されると、それは、固定プロセス（１２０）
および乾燥プロセス（１３０）へと供される。
【００６３】
　ある実施態様において、噴射された後、インク組成物は媒体表面へと定着化（もしくは
固定化）される（１２０）。固定プロセスは、例えばＬＥＤによって供給されるような、
低光エネルギーもしくは低エネルギーＵＶ照射を適用することによって実施できる。ある
例において、「低レベル」エネルギーは、約１～約３Ｗ／ｃｍ２の範囲のエネルギーを指
す。ＵＶ　ＬＥＤは、インク滴を噴射後すぐに固定するためにインク固定放射線源として
利用でき、一方で基体上での制御された広がりを可能にする。水はこの段階ではまだ蒸発
しないので、インクは完全には架橋せず、インク滴の粘度は上昇し、滴は完全には定着せ
ず、滴の更なる広がりは可能であると信じられている。
【００６４】
　印刷されるか、または噴射されたインク組成物が、インクの水分の蒸発を考慮して媒体
基体上であらかじめ決められたパターンにおいて、乾燥プロセスで乾燥される。乾燥ステ
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ージは、限定ではなく例示として、温風、電気ヒーターもしくは光照射(例えばＩＲラン
プ)によって、またはそのような乾燥方法の組み合わせによって、実施され得る。目的と
する性能レベルを達成するために、基材に許容される最大温度でインクを乾燥させること
が望ましく、それにより基材の変形なしに良好な画質を可能にする。乾燥に用いられる温
度は、さまざまなプラスチック基材物質が、高温で折れ曲がったり変形したりする傾向が
あるという事実を考慮に入れて選択されるべきである。結果的に、乾燥中に基材の変形温
度を超えるべきではない。乾燥中の温度の例は、例えば約４０℃～約１５０℃、もしくは
約４０℃～約７０℃を含む。本明細書の原理によるインク組成物は、硬いプラスチック材
料を印刷することも可能であり、例えば約４０℃～約７０℃、もしくは約５０℃～約６０
℃の比較的低い温度における乾燥をする一方で、素早い乾燥時間と良好な画質を達成する
。
【００６５】
　乾燥プロセス（１３０）において、乾燥温風システムもしくはＩＲ放射システムまたは
その両者の組み合わせを、インク組成物に存在する残余の水を蒸発させる目的で印刷媒体
とともに使用できる。ある例において、そのような乾燥段階は、プラスチック基体上に印
刷するときの媒体の変形を避けるために６０℃未満の温度において起こる。
【００６６】
　ある実施態様において、印刷されるかまたは噴射されたインク組成物は、インク組成物
に光エネルギーを適用することによって硬化され（１４０）、ここで前記光エネルギーは
インク組成物を硬化するのに好適な波長とエネルギーレベルとを持つ。ある硬化ステップ
において、水銀もしくはその類似のランプが、インク組成物を完全に硬化して媒体基材へ
と完全に架橋させるために使用され得る。光エネルギーを適用するために、媒体基材上の
光硬化性インク組成物が、本明細書に記載される原理によるインク組成物を硬化するため
に好適な光源へと供され得る。紫外線(ＵＶ)照射が上述のインク組成物を硬化するのに使
用され得る。硬化照射は、例えばＵＶランプ、ブルーレーザー、ＵＶレーザーもしくは紫
外線ＬＥＤによって照射されるＵＶ照射であり得る。硬化照射は、連続モードの紫外線照
射源の操作によって供給され得る。硬化照射はまた、フラッシュモードもしくはパルスモ
ードの紫外線源の操作によっても提供され得る。ある例では、硬化プロセス（１４０）に
おいて、インク組成物は、インクを完全に硬化し、架橋するために、例えば幅広いアーク
水銀ランプを用いて硬化される。
【００６７】
　本明細書に記載される原理によると、光硬化性インク組成物は、インクジェットプリン
ターのためのインクジェットインクとしての用途を見出した。ある例において、光硬化性
インク組成物は、インクジェット技術およびその装置を用いて広範囲の基材表面へと分注
され得る。本方法による好適なインクジェットプリンターは、印刷、固定、乾燥およびイ
ンク硬化のプロセスを実施するよう構成される装置である。プリンターは、シングルパス
インクジェットプリンターもしくはマルチパスインクジェットプリンターであってよい。
プリンターは、インク噴射温度の範囲の維持を確かにするのに有効な温度維持モジュール
を含み得る。
【００６８】
　ある例において、光硬化性インク組成物は、前処理された媒体表面へと塗布される。イ
ンクジェット受容層は、要求される画質を得るために、画像を噴射する前の前処理ステー
ジにおいて特定の基材上に塗布され得る。インク受容層は、前処理段階において、圧電プ
リントヘッドによってインク受容層を適用することによってデジタルに適用され得るか、
またはインク受容層は、前処理段階において、例えばスプレーガンもしくはローラーコー
ターのようなアナログの方法によって適用され得る。インク受容層は、部分的には基材状
のインク滴の動きを阻止し、基材表面に分注されたインク組成物のための固定剤として機
能し、ここではそのような動きは画質に負の影響をもたらし得る。
【００６９】
　上述のように、光硬化性インク組成物は媒体基材上に噴射される。媒体基材は、平面で
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あり、滑らかであるかまたは荒いものであってよく、または、用いられる特定の目的に好
適である任意の他の形態を持っていてもよい。媒体基材は、約０．１ｍｍ～約１０ｍｍの
範囲の厚さ、もしくは約１ｍｍ～約５ｍｍの範囲の厚さを持ち得る。媒体基材は、例えば
、多孔質もしくは非多孔質であってよく、剛性、半剛性もしくは可撓性であってよい。平
面の媒体基材は、限定ではなく例示として、例えば、フィルム、プレート、ボードもしく
はシートの形態であってよい。
【００７０】
　媒体基材の例は、プラスチック基材（例えばポリエチレンフタラート、ポリエチレン、
ポリスチレンポリプロピレン、ポリカーボナート、およびアクリル）、紙、プラスチック
（例えばポリエチレン、ポリプロピレンもしくはポリスチレン）でラミネートされた紙、
カードボード、ペーパーボード、フォームボード、および布地を含むがそれらに限定され
ない。媒体はまた、剛性ＰＶＣ（剛性ポリビニルクロリド基材）もしくはＰＥＴＧ（ポリ
エチレンテレフタラートグリコール変性）であってもよい。ある例において、媒体基材は
、非多孔質であり、低表面張力である。非限定的な例は、プラスチック、ＰＶＣ、バナー
紙、およびポリプロピレン、ならびにＹｕｐｏ（登録商標）合成紙のような合成紙を含む
。バーナー紙はバナー印刷に特異的に構成され、滑らかな表面を持ち、しばしばカラー印
刷のために設計される。用語「非多孔質」は、比較的貧弱な水透過性、水吸収および／ま
たは水吸着を持ち得る表面を含む。ビニルおよび他のプラスチックシートもしくはフィル
ム、金属、コートされたオフセット媒体、ガラス、ならびに他の類似の基材は、非多孔質
であると考えられる。ある実施態様において、媒体基材はプラスチック基材であり得る。
他の実施態様において、媒体基材は、合成のプラスチック基材である。ある例において、
媒体基材はポリプロピレン、ポリビニルクロリド（ＰＶＣ）、アクリルもしくはポリカー
ボナートの基材である。他の例において、媒体基材は、ポリビニルクロリド（ＰＶＣ）、
もしくはポリカーボナートの基材である。媒体基材は、非膨潤性であってよく、ならびに
／または非極性である。本明細書において、非膨潤性は、基材表面がインクの任意の成分
によっても膨潤せず、インクと基材との間に化学結合がまったく形成されないことを意味
する。本明細書において、非極性は、基材表面が電荷的に中性であることによりそれへの
接着が達成困難であることを意味する。
【００７１】
　ある実施態様において、本開示は、媒体基材、ＵＶ硬化性ポリウレタン分散物（ＵＶ－
ＰＵＤ）、水、光開始剤、着色剤、疎水性放射線硬化性モノマーならびに水溶性の放射線
硬化性モノマーもしくは水混和性の放射線硬化性モノマーを含む少なくとも一つの光硬化
性インク組成物、基材上にいったん印刷されたインク組成物へと光エネルギーを適用する
よう構成された光エネルギー源を含むインクジェット印刷システムに言及し、ここで光エ
ネルギーは、インク組成物を固定し、乾燥し、および硬化するために好適な波長およびエ
ネルギーレベルを持つ。
【００７２】
　ある他の実施態様において、本開示は上述の光硬化性インク組成物を調製する方法に言
及する。方法は、ＵＶ硬化性ポリウレタン分散物（ＵＶ－ＰＵＤ）、水、光開始剤、着色
剤、疎水性放射線硬化性モノマーならびに水溶性の放射線硬化性モノマーもしくは水混和
性の放射線硬化性モノマーを含むインク組成物を混合して提供するステップ、混合物を、
インク組成物が実質的に均一になり、かつ噴射に好適な粘度および表面張力を持つように
なるような条件に供するステップ、ならびに混合物をろ過に供するステップを含む。
【００７３】
　ある例において、インク組成物を実質的に均一な分散物とする条件は、例えば、混合、
攪拌、振とう、ホモジナイズ、超音波処理、超音波処理、マイクロ流動化、ビーズミル、
ブレンディング、もしくはそれらの組み合わせの一つもしくはそれ以上を含む。ある例に
おいて、上述の手順における温度は、例えば、約１０℃～約４０℃、もしくは約２０℃～
約３０℃であってよい。ある例において、温度は周囲温度である。用語「実質的に均一」
は、可視の相分離がないこと、ならびに、引きおろされて塗布されたインク組成物が、例
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えば脱湿潤、塊形成、もしくは気泡のような欠陥のない均一のフィルムを生じることを意
味する。インク組成物は、信頼できる噴射を不可能にし得るような大きな粒子を除去する
ためにろ過され得る。ろ過は、限定ではなく例示として、例えばメンブレンろ過、表面ろ
過、デプス濾過、スクリーンろ過、ろ過助剤の一つもしくはそれ以上を用いて実施され得
る。
【実施例】
【００７４】
　成分表
【表１】

【００７５】
　インク組成物の配合
　インク組成物Ｉは、二つの異なるパート、パートＡ（疎水性層）およびパートＢ（水層
）を混合して調製された。パートＡは、Ｎ－ビニルカプロラクタム、Ｉｒｇａｃｕｒｅ（
登録商標）８１９およびＯｍｎｉｒａｄ（登録商標）ＩＴＸを含む。パートＡは、均一の
溶液が得られれるまでＤｉｓｐｅｒｍａｔ（登録商標）ミキサー（Ｂｙｋより入手可能）
によって約３０分間混合される。パートＢは、Ｎｅｏｒａｄ（登録商標）Ｒ４４１、ＳＲ
（登録商標）４１５および水を含む。そののち、パートＡはパートＢと、均一の分散物が
得られるまでＤｉｓｐｅｒｍａｔ（登録商標）ミキサーによって約１時間混合され、その
のちに、顔料調製物と界面活性剤とがインクへと添加され、さらに１５分間混合された。
インクはそれから、１．２ミクロン（マイクロメートル）のアブソリュートメンブレンフ
ィルターを通してろ過された。Ｈａａｋｅ（登録商標）ＲＳ－６００レオメーター（Ｔｈ
ｅｒｍｏ　Ｅｌｅｃｔｒｏｎ、ニューイントン、ＮＨ）がインクの粘度を測定するのに使
用され、それは２０℃で約４ｃｐｓであった。Ｌａｕｄａ（登録商標）張力計（ＬＡＵＤ
Ａ　Ｂｒｉｎｋｍａｎｎ　ＬＰ、デルラン、ＮＪ）によって測定されるインクの表面張力
は、室温で約３０ダイン／ｃｍであった。
【００７６】
　インク組成物ＩＩは、比較のインク配合物であり、水溶性モノマーをまったく含まない
。インク組成物ＩＩは、パートＡ（疎水性層Ａ）および水層Ｂの二つの部分で調製された
。パートＡは、Ｎ－ビニルカプロラクタム、Ｉｒｇａｃｕｒｅ（登録商標）８１９および
Ｏｍｎｉｒａｄ（登録商標）ＩＴＸを含む。パートＡは、均一の溶液が得られれるまでＤ
ｉｓｐｅｒｍａｔ（登録商標）ミキサーによって約３０分間混合される。パートＢは、Ｎ
ｅｏｒａｄ（登録商標）Ｒ４４１および水を含む。パートＡはパートＢと、均一の分散物
が得られるまで約１時間混合され、そののちに、顔料と界面活性剤とがインクへと添加さ
れ、さらに１５分間混合された。インクはそれから、１．２ミクロン（マイクロメートル
）のアブソリュートメンブレンフィルターを通してろ過された。Ｈａａｋｅ（登録商標）
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ＲＳ－６００レオメーターがインクの粘度を測定するのに使用され、それは２０℃で約３
．３ｃｐｓであった。Ｌａｕｄａ（登録商標）張力計によって測定されるインクの表面張
力は、室温で約３０ダイン／ｃｍであった。
【００７７】
　インク組成物ＩおよびＩＩは、下のテーブル（ｂ）に示される。すべてのパーセントは
全組成物の重量パーセントで表される。
【表２】

【００７８】
　インク組成物の性能
　固定化能試験方法：多孔質の媒体基材（ダンボール）は、それぞれ１００ｄｐｉで４回
のパスによりインチ当たり４００ドットのベタ画像で印刷される。媒体は、ＸＹ印刷試験
ベッド上で、印刷方法Ａもしくは印刷方法Ｂを用いて印刷される。インク組成物は、シン
グルのＨＰ　Ｓｃｉｔｅｘ　Ｘ２　Ｐｉｅｚｏプリントヘッドによって噴射される。固定
ステップは低エネルギー光源（３９５ｎｍ　ＬＥＤモデルＲＸ　Ｓｔａｒｆｉｒｅ（登録
商標）　ＡＣ（Ｐｈｏｓｅｏｎ　Ｔｅｃｈより））によって実施された。乾燥ステップは
、ヘアドライヤー、（モデルＳｉｌｅｎｃｉｏ（登録商標）１１００Ｗ（Ｂｒａｕｎより
））を用いて実施された。硬化ステップは、水銀ＵＶランプ（モデルＵＶ－ＳＫ　１．６
ｋＷ、１６０Ｗ／ｃｍ、Ｄｒ．Ｈｏｎｌｅ　ＡＧより）を用いて実施された。
【００７９】
　方法（Ａ）において、媒体基材は、乾燥ステップと硬化ステップのみを含む方法によっ
て印刷された。そのような方法Ａは、固定ステップをまったく包含しない。媒体基材は、
インク組成物Ｉおよびインク組成物ＩＩによって印刷され、約４０℃の温風下での１分間
の乾燥があとに続く。乾燥のすぐ後に、印刷された画像を広範囲のＵＶランプに約０．５
ｍ／ｓの速度で一度通すことによって印刷された画像を硬化する。
【００８０】
　方法（Ｂ）において、媒体基材は、組成物Ｉおよび組成物ＩＩを用いて、固定ステップ
、乾燥ステップおよび硬化ステップを含む方法によって印刷される。インクは、ＬＥＤ光
へと曝露することによって固定される。ＬＥＤの強度は０～１００％で変化する。ＬＥＤ
は印刷方向でプリントヘッドのすぐ後に配置され、インクを印刷したすぐ後にＬＥＤに暴
露するようになっている。印刷は一方向のモードで作成され、プリントヘッドが次のパス
を開始するためにもとの場所に移動するときに、ＬＥＤは消灯された。この固定ステップ
において、画像は、それぞれの印刷パスに対応して合計で４回ＬＥＤに曝露される。第二
のステップにおいて、印刷された画像は、約４０℃の温度で約１分間温風で乾燥される。
第三の最後のステップにおいて、画像を広範囲のＵＶランプに約０．５ｍ／ｓの速度で一
度通すことによって印刷された画像を硬化する。
【００８１】
　ＡとＢの両方の方法において、生じる印刷物に対する光学濃度と光沢度とが評価される
。光学濃度は、Ｘ－Ｒｉｔｅ　ＳｐｅｃｔｒｏＥｙｅの方法によって測定される。７５°
での光沢度は、Ｂｙｋ－Ｇａｒｄｎｅｒからの光沢計によって測定される。結果は下の表
（ｃ）に示される。
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【表３】

【００８２】
　この結果は、固定プロセス、乾燥プロセスおよび硬化プロセスを包含する印刷方法にお
いて本開示によるインク組成物Ｉを用いるとき、生じる印刷物は、固定プロセスを一切含
まない印刷方法において同一のインク組成物を用いるときと比較してより高い光沢と、よ
り高い光学濃度とを持つことを証明する。この結果はまた、両方の印刷方法ＡおよびＢに
おいてインク組成物ＩＩを用いるとき、生じる印刷物は良好な光沢および良好な光学濃度
をもたらさないことを証明する。
　

【図１】
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