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(57) 【 要 約 】
【課題】インク吸収性の不均一な普通紙や再生紙、インク吸収性のない透明な記録媒体、
明度が低い記録媒体、白色度の低い記録媒体などに対しても良好な視認性を有し、又画像
品質や乾燥性、基材接着性、耐久性等においても優れた印字性を示すインクジェット用イ
ンクセット及びこれを用いた画像形成方法を提供すること。
【解決手段】少なくとも着色剤、重合性化合物及び光重合開始剤とを含有したインク組成
物からなるカラー画像用のインクジェット用インクセットであって、記録媒体の下地処理
に用いる白色インクを含むことを特徴とするインクジェット用インクセット。
【選択図】
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
少なくとも着色剤、重合性化合物及び光重合開始剤とを含有したインク組成物からなるカ
ラー画像用のインクジェット用インクセットであって、記録媒体の下地処理に用いる白色
インクを含むことを特徴とするインクジェット用インクセット。
【請求項２】
少なくとも着色剤、重合性化合物及び光重合開始剤とを含有したインク組成物からなるカ
ラー画像用のインクジェット用インクセットであって、カラー画像の背景色に用いる白色
インクを含むことを特徴とするインクジェット用インクセット。
【請求項３】
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インク組成物の３０℃における粘度が１０〜５００ｍＰａ・ｓで、４０℃以上に加熱する
ことにより粘度が７〜３０ｍＰａ・ｓになることを特徴とする請求項１又は２に記載のイ
ンクジェット用インクセット。
【請求項４】
着色剤が白色顔料である白色インクを含むことを特徴とする請求項１〜３の何れか１項に
記載のインクジェット用インクセット。
【請求項５】
白色顔料が白色無機顔料であることを特徴とする請求項４に記載のインクジェット用イン
クセット。
【請求項６】

20

白色顔料が酸化チタンであることを特徴とする請求項４に記載のインクジェット用インク
セット。
【請求項７】
白色顔料が白色有機顔料であることを特徴とする請求項４に記載のインクジェット用イン
クセット。
【請求項８】
白色顔料の粒径が０．１〜１．０μｍであることを特徴とする請求項４〜７の何れか１項
に記載のインクジェット用インクセット。
【請求項９】
少なくとも白色顔料、重合性化合物及び光重合開始剤を含有した白色インクを用いてイン
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クジェット画像形成を行うに際し、前記白色インクで記録媒体の下地処理を行うことを特
徴とするインクジェット画像形成方法。
【請求項１０】
記録媒体の色に応じて白色インクの吐出量を制御することを特徴とする請求項９に記載の
インクジェット画像形成方法。
【請求項１１】
少なくとも白色顔料、重合性化合物及び光重合開始剤を含有した白色インクを含むカラー
画像用のインクジェット用インクセットを用いて記録媒体にインクジェット画像形成を行
うに際し、前記白色インクでカラー画像の背景を形成することを特徴とするインクジェッ
ト画像形成方法。
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【請求項１２】
カラー画像の濃度に応じて白色インクの吐出量を制御することを特徴とする請求項１１に
記載のインクジェット画像形成方法。
【請求項１３】
少なくとも白色顔料、重合性化合物及び光重合開始剤を含有した白色インクを用いてイン
クジェット画像形成を行うに際し、前記白色インクを記録媒体の画像形成可能な領域の全
面に吐出することを特徴とするインクジェット画像形成方法。
【請求項１４】
少なくとも白色顔料、重合性化合物及び光重合開始剤を含有した白色インクを含むカラー
画像用のインクジェット用インクセットを用いて記録媒体にインクジェット画像形成を行
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うに際し、カラー画像が形成される領域、又はそれ以上に白色インクを吐出することを特
徴とするインクジェット画像形成方法。
【請求項１５】
インクを４０〜８０℃に加熱して吐出することを特徴とする請求項９〜１４の何れか１項
に記載のインクジェット画像形成方法。
【請求項１６】
記録媒体にインクを付与した後、次いで放射線を照射することを特徴とする請求項９〜１
５の何れか１項に記載のインクジェット画像形成方法。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
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【発明の属する技術分野】
本発明はインクジェット用インクセット及びインクジェット画像形成方法に関する。
【０００２】
【従来の技術】
インクジェット記録方式は簡便、安価に画像を作製でき、又近年の画質の向上に伴い、各
種印刷分野でも充分に対応できる高画質記録が可能な技術として注目を浴びている。
【０００３】
これらのインクジェット記録装置においては、高精細なカラー画像を印刷するために、イ
エロー、マゼンタ、ライトマゼンタ、シアン、ライトシアン等のカラーインクを組み合わ
せたインクセットが用いられている。このような、従来のインクセットを用いたインクジ
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ェット記録装置を使って得られるカラー画像の鮮やかさは、記録媒体の被印刷面の地色に
影響される。このため、鮮やかなカラー画像を再現するために、被印刷面の地色の白色度
の高いインクジェット専用紙、インクジェット専用光沢紙等の記録媒体が一般に用いられ
ているが、これら記録媒体が高価である。
【０００４】
これに対し特開２００２−３８０６３には、白色インクを含むインクセットを用い、地色
が黄ばんだ再生紙、官製はがき、白色以外の地色を持つ有色紙などに印字を行う方法が記
載されているが、低粘度インクのため、上記再生紙や官製はがきなどに印字した場合、滲
んでしまい高精細なカラー画像を形成することが困難であったり、滲み防止のために一定
時間を空けたり、溶媒を除去するための乾燥に時間を要してしまうといった問題があった
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。
【０００５】
更に、従来のインクジェット記録方式の殆どがインク吸収性のある白色系の記録媒体への
印字を対象としており、例えば吸収性の不均一な普通紙や再生紙、吸収性の低い白色プラ
スチックシートや一般のコート紙、更には軟包装で用いられているような透明な基材や明
度の低い基材に印字することは困難である。
【０００６】
【発明が解決しようとする課題】
本発明は上記課題に鑑みてなされたものであり、その目的はインク吸収性の不均一な普通
紙や再生紙、インク吸収性のない透明な記録媒体、明度が低い記録媒体、白色度の低い記
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録媒体などに対しても良好な視認性を有し、又画像品質や乾燥性、基材接着性、耐久性等
においても優れ、良好な印字性を示すインクジェット用インクセット及びこれを用いた画
像形成方法を提供することにある。
【０００７】
【課題を解決するための手段】
本発明の上記目的は、以下の構成により達成された。
【０００８】
１．少なくとも着色剤、重合性化合物及び光重合開始剤とを含有したインク組成物からな
るカラー画像用のインクジェット用インクセットであって、記録媒体の下地処理に用いる
白色インクを含むことを特徴とするインクジェット用インクセット。
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【０００９】
２．少なくとも着色剤、重合性化合物及び光重合開始剤とを含有したインク組成物からな
るカラー画像用のインクジェット用インクセットであって、カラー画像の背景色に用いる
白色インクを含むことを特徴とするインクジェット用インクセット。
【００１０】
３．インク組成物の３０℃における粘度が１０〜５００ｍＰａ・ｓで、４０℃以上に加熱
することにより粘度が７〜３０ｍＰａ・ｓになることを特徴とする前記１又は２に記載の
インクジェット用インクセット。
【００１１】
４．着色剤が白色顔料である白色インクを含むことを特徴とする前記１〜３の何れか１項
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に記載のインクジェット用インクセット。
【００１２】
５．白色顔料が白色無機顔料であることを特徴とする前記４に記載のインクジェット用イ
ンクセット。
【００１３】
６．白色顔料が酸化チタンであることを特徴とする前記４に記載のインクジェット用イン
クセット。
【００１４】
７．白色顔料が白色有機顔料であることを特徴とする前記４に記載のインクジェット用イ
ンクセット。
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【００１５】
８．白色顔料の粒径が０．１〜１．０μｍであることを特徴とする前記４〜７の何れか１
項に記載のインクジェット用インクセット。
【００１６】
９．少なくとも白色顔料、重合性化合物及び光重合開始剤を含有した白色インクを用いて
インクジェット画像形成を行うに際し、前記白色インクで記録媒体の下地処理を行うこと
を特徴とするインクジェット画像形成方法。
【００１７】
１０．記録媒体の色に応じて白色インクの吐出量を制御することを特徴とする前記９に記
載のインクジェット画像形成方法。
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【００１８】
１１．少なくとも白色顔料、重合性化合物及び光重合開始剤を含有した白色インクを含む
カラー画像用のインクジェット用インクセットを用いて記録媒体にインクジェット画像形
成を行うに際し、前記白色インクでカラー画像の背景を形成することを特徴とするインク
ジェット画像形成方法。
【００１９】
１２．カラー画像の濃度に応じて白色インクの吐出量を制御することを特徴とする前記１
１に記載のインクジェット画像形成方法。
【００２０】
１３．少なくとも白色顔料、重合性化合物及び光重合開始剤を含有した白色インクを用い
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てインクジェット画像形成を行うに際し、前記白色インクを記録媒体の画像形成可能な領
域の全面に吐出することを特徴とするインクジェット画像形成方法。
【００２１】
１４．少なくとも白色顔料、重合性化合物及び光重合開始剤を含有した白色インクを含む
カラー画像用のインクジェット用インクセットを用いて記録媒体にインクジェット画像形
成を行うに際し、カラー画像が形成される領域、又はそれ以上に白色インクを吐出するこ
とを特徴とするインクジェット画像形成方法。
【００２２】
１５．インクを４０〜８０℃に加熱して吐出することを特徴とする前記９〜１４の何れか
１項に記載のインクジェット画像形成方法。
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【００２３】
１６．記録媒体にインクを付与した後、次いで放射線を照射することを特徴とする前記９
〜１５の何れか１項に記載のインクジェット画像形成方法。
（インクジェット用インクセット）
本発明は記録媒体の下地処理に用いる白色インク、又はカラー画像の背景色に用いる白色
インクを含むことを特徴とするカラー画像用のインクジェット用インクセットである。
【００２４】
本発明における「インクセット」とは、少なくとも着色剤、重合性化合物及び光重合開始
剤とを含有したカラーインクと、上記の白色インクから構成されるインク、即ちカラーイ
ンクセットを意味している。
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【００２５】
カラーインクとしては例えばイエローインク、マゼンタインク、シアンインク、ブラック
インクの４色からなり、更に、写真調の画像を得るためにライトマゼンタインクやライト
シアンインクなどを備えることも好ましい。又、印刷代替として用いられる場合は、オレ
ンジインク、バイオレットインク、グリーンインクを備えることにより、より印刷に近い
画像が得られる。
【００２６】
本発明における記録媒体の下地処理に用いる白色インク、又はカラー画像の背景色に用い
る白色インクは着色剤として白色顔料を用いることが出来る。
【００２７】
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白色顔料はインク組成物を白色にするものであればよく、通常、この分野に用いられる白
色顔料を用いることが出来る。このような白色顔料としては、例えば白色無機顔料や白色
有機顔料、白色の中空ポリマー微粒子を用いることができる。白色無機顔料としては、硫
酸バリウム等のアルカリ土類金属の硫酸塩、炭酸カルシウム等のアルカリ土類金属の炭酸
塩、微粉ケイ酸、合成ケイ酸塩等のシリカ類、ケイ酸カルシウム、アルミナ、アルミナ水
和物、酸化チタン、酸化亜鉛、タルク、クレイ等が挙げられる。特に酸化チタンは隠蔽性
及び着色性、分散粒径が好ましい白色顔料として知られている。
【００２８】
白色有機顔料としては、特開平１１−１２９６１３号に示される有機化合物塩や特開平１
１−１４０３６５号、特開２００１−２３４０９３に示されるアルキレンビスメラミン誘
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導体が挙げられる。白色有機顔料の具体的な商品としては、ＳｈｉｇｅｎｏｘＯＷＰ、Ｓ
ｈｉｇｅｎｏｘＯＷＰＬ、ＳｈｉｇｅｎｏｘＦＷＰ、ＳｈｉｇｅｎｏｘＦＷＧ、Ｓｈｉｇ
ｅｎｏｘＵＬ、ＳｈｉｇｅｎｏｘＵ（以上、ハッコールケミカル社製、何れも商品名）な
どが挙げられる。
【００２９】
白色の中空ポリマー微粒子としては、米国特許第４，０８９，８００号明細書に開示され
ている、実質的に有機重合体で作られた熱可塑性を示す微粒子などが挙げられる。
【００３０】
本発明においては、上述した白色顔料は単独で用いても良いし、併用しても良い。
【００３１】
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一方、カラーインクに用いられる着色剤としては重合性化合物の主成分に溶解又は分散で
きる色材が使用出来るが、耐候性の点で顔料が好ましい。顔料としては以下のものを使用
出来るが、これに限られる訳ではない。
Ｃ．Ｉ

Ｐｉｇｍｅｎｔ

Ｙｅｌｌｏｗ−１，３，１２，１３，１４，１７，４２，７４

，８１，８３，８７，９５，１０９，１２８，１８０，１８５、
Ｃ．Ｉ

Ｐｉｇｍｅｎｔ

Ｏｒａｎｇｅ−１６，３６，３８、

Ｃ．Ｉ

Ｐｉｇｍｅｎｔ

Ｒｅｄ−５，９，１２，２２，３８，４８：１，４８：２，４

８：４，４９：１，５３：１，５７：１，６３：１，１０１，１２２，１４４，１４６，
１８４，１８５，１８８、
Ｃ．Ｉ

Ｐｉｇｍｅｎｔ

Ｖｉｏｌｅｔ−１９，２３、
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Ｐｉｇｍｅｎｔ

Ｂｌｕｅ−１５：１，１５：３，１５：４，１８，６０，２７

Ｃ．Ｉ

Ｐｉｇｍｅｎｔ

Ｇｒｅｅｎ−７，３６、

Ｃ．Ｉ

Ｐｉｇｍｅｎｔ

Ｗｈｉｔｅ−６，１８，２１、

Ｃ．Ｉ

Ｐｉｇｍｅｎｔ

Ｂｌａｃｋ−７

，２９、

白色顔料及びカラーインクに用いられる顔料の分散には、ボールミル、サンドミル、アト
ライター、ロールミル、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、ペイントシェーカー等を用いることができる。
【００３２】
又、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。分散剤は高分子分散剤を
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用いることが好ましい。高分子分散剤としてはＺｅｎｅｃａ社のＳｏｌｓｐｅｒｓｅシリ
ーズが挙げられる。又、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％に対し、１〜５０質量％
添加することが好ましい。分散媒体は溶剤又は重合性化合物で行うが、本発明に用いるイ
ンク類は、インク着弾直後に反応・硬化させるため、無溶剤であることが好ましい。溶剤
が硬化画像に残ってしまうと、耐溶剤性の劣化、残留する溶剤のＶＯＣ（Ｖｏｌａｔｉｌ
ｅ

Ｏｒｇａｎｉｃ

Ｃｏｍｐｏｕｎｄ）の問題が生じる。よって、分散媒体は溶剤では

なく重合性化合物、その中でも最も粘度の低いモノマーを選択することが分散適性上好ま
しい。又、この時に分散性及び保存性を向上させる目的で、反応に寄与しない樹脂を１〜
３０％の範囲で添加してもよい。
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【００３３】
顔料の分散は、平均粒径を０．１〜１．０μｍとすることが好ましく、最大粒径は０．３
〜１０μｍ、好ましくは０．３〜３μｍ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、インク隠蔽性及び硬化感度を維持することが出来る。
【００３４】
白色顔料はインク全体の１〜５０質量％、好ましくは２〜３０質量％の範囲で、カラー顔
料はインク全体の０．５〜３０質量％、好ましくは１〜２０質量％の範囲で含有されるこ
とが好ましい。含有量がこれより少ないと隠蔽性や濃度を得るために厚膜になり質感が悪
くなってしまう。これより多いとインクジェットによる出射性が悪くなり、目詰まりなど
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の原因になる。
【００３５】
重合性化合物は、ラジカル重合性化合物、例えば特開平７−１５９９８３号、特公平７−
３１３９９号、特開平８−２２４９８２号、同１０−８６３号、特願平７−２３１４４４
号等の各号及び同７−２３１４４４号に記載されている光重合性組成物を用いた光硬化型
材料と、カチオン重合系の光硬化性樹脂が知られており、最近では可視光以上の長波長域
に増感された光カチオン重合系の光硬化性樹脂も、例えば特開平６−４３６３３号、同８
−３２４１３７号等に公開されている。
【００３６】
ラジカル重合性化合物は、ラジカル重合可能なエチレン性不飽和結合を有する化合物であ

40

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
あればどの様なものでもよく、モノマー、オリゴマー、ポリマー等の化学形態を持つもの
が含まれる。ラジカル重合性化合物は１種のみ用いてもよく、又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。又、単官能化合物よりも官能基を２つ
以上持つ多官能化合物の方がより好ましい。更に好ましくは多官能化合物を２種以上併用
して用いることが、反応性、物性などの性能を制御する上で好ましい。
【００３７】
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の例としては、アクリル酸、メ
タクリル酸、イタコン酸、クロトン酸、イソクロトン酸、マレイン酸等の不飽和カルボン
酸及びそれらの塩、エステル、ウレタン、アミドや無水物、アクリロニトリル、スチレン
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、更に種々の不飽和ポリエステル、不飽和ポリエーテル、不飽和ポリアミド、不飽和ウレ
タン等のラジカル重合性化合物が挙げられる。具体的には、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
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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
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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）等に記載の市販品もしくは業界で公
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。上記ラジカル重合性化合物の添加量は好ましくは１〜９７質量％であり、より好まし
くは３０〜９５質量％である。
【００３８】

30

ラジカル重合開始剤としては、特公昭５９−１２８１号、同６１−９６２１号、及び特開
昭６０−６０１０４号等の各公報記載のトリアジン誘導体、特開昭５９−１５０４号及び
特開昭６１−２４３８０７号等の各公報に記載の有機過酸化物、特公昭４３−２３６８４
号、同４４−６４１３号、同４４−６４１３号及び同４７−１６０４号等の各公報並びに
米国特許第３，５６７，４５３号に記載のジアゾニウム化合物、米国特許第２，８４８，
３２８号、同第２，８５２，３７９号及び同２，９４０，８５３号各明細書に記載の有機
アジド化合物、特公昭３６−２２０６２号、同３７−１３１０９号、同３８−１８０１５
号、同４５−９６１０号等の各公報に記載のオルト−キノンジアジド類、同５５−３９１
６２号、特開昭５９−１４０２３号等の各公報及び「マクロモレキュルス（Ｍａｃｒｏｍ
ｏｌｅｃｕｌｅｓ）、第１０巻、第１３０７頁（１９７７年）に記載の各種オニウム化合
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物、特開昭５９−１４２２０５号に記載のアゾ化合物、特開平１−５４４４０号、ヨーロ
ッパ特許第１０９，８５１号、ヨーロッパ特許第１２６，７１２号等の各明細書、「ジャ
ーナル・オブ・イメージング・サイエンス」（Ｊ．Ｉｍａｇ．Ｓｃｉ．）」、第３０巻、
第１７４頁（１９８６年）に記載の金属アレン錯体、特願平４−５６８３１号及び同４−
８９５３５号に記載の（オキソ）スルホニウム有機ホウ素錯体、特開昭６１−１５１１９
７号に記載のチタノセン類、「コーディネーション・ケミストリー・レビュー（Ｃｏｏｒ
ｄｉｎａｔｉｏｎ

Ｃｈｅｍｉｓｔｒｙ

Ｒｅｖｉｅｗ）」、第８４、第８５巻・第２７

７頁（１９８８年）及び特開平２−１８２７０１号に記載のルテニウム等の遷移金属を含
有する遷移金属錯体、同３−２０９４７７号に記載の２，４，５−トリアリールイミダゾ
ール二量体、四臭化炭素や特開昭５９−１０７３４４号記載の有機ハロゲン化合物等が挙
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げられる。これらの重合開始剤はラジカル重合可能なエチレン不飽和結合を有する化合物
１００質量％に対して０．０１から１０質量％の範囲で含有されるのが好ましい。
【００３９】
カチオン重合系光硬化樹脂としては、各種公知のカチオン重合性のモノマーが使用出来る
。例えば、特開平６−９７１４、特開２００１−３１８９２、特開２００１−４００６８
、特開２００１−５５５０７、特開２００１−３１０９３８、特開２００１−３１０９３
７、特開２００１−２２０５２６に例示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。前記エポキシ化合物には芳香族系、脂環式系、
脂肪族系等がある。
【００４０】

10

芳香族エポキシドとして好ましいものは、少なくとも１個の芳香族核を有する多価フェノ
ール或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であり、例えばビスフェノールＡ或いはそのアルキ
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或い
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。
【００４１】
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
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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
化合物が好ましい。
【００４２】
脂肪族エポキシドの好ましいものとしては、脂肪族多価アルコール或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、グリセリン或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
或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
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ール或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等のポリアルキレン
グリコールのジグリシジルエーテル等が挙げられる。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。
【００４３】
これらのエポキシドのうち、速硬化性を考慮すると、芳香族エポキシド及び脂環式エポキ
シドが好ましく、特に脂環式エポキシドが好ましい。本発明では、上記エポキシドの１種
を単独で使用してもよいが、２種以上を適宜組み合わせて使用してもよい。
【００４４】
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
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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。

50

(9)

JP 2004‑18546 A 2004.1.22

【００４５】
これらのビニルエーテル化合物のうち、硬化性、密着性、表面硬度を考慮すると、ジ又は
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。本発明
では、上記ビニルエーテル化合物の１種を単独で使用してもよいが、２種以上を適宜組み
合わせて使用してもよい。
【００４６】
オキセタン化合物は、オキセタン環を有する化合物のことであり、特開２００１−２２０
５２６、特開２００１−３１０９３７に紹介されているような公知のあらゆるオキセタン
化合物を使用できる。
【００４７】
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オキセタン環を５個以上有する化合物を使用すると、組成物の粘度が高くなるため取扱い
が困難になったり、又組成物のガラス転移温度が高くなるため、得られる硬化物の粘着性
が十分でなくなってしまう。本発明で使用するオキセタン環を有する化合物は、オキセタ
ン環を１〜４個有する化合物が好ましい。
【００４８】
カチオン重合系光硬化樹脂の開始剤としては光酸発生剤を用いることができるが、例えば
、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用いられる（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頁参照）。
【００４９】
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本発明に好適に用いられるものとして、ジアゾニウム、アンモニウム、ヨードニウム、ス
ルホニウム、ホスホニウムなどの芳香族オニウム化合物のＢ（Ｃ６ Ｆ５ ）４
，ＡｓＦ６

−

，ＳｂＦ６

−

，ＣＦ３ ＳＯ３

−

−

，ＰＦ６

−

塩を挙げることができ、対アニオンとしてボ

レート化合物を持つものが酸発生能力が高く好ましい。又、スルホン酸を発生するスルホ
ン化物、ハロゲン化水素を光発生するハロゲン化物、鉄アレン錯体を用いることもできる
。
【００５０】
更に本発明のインクには、特開平８−２４８５６１号、同９−０３４１０６号を始めとし
て、既に公知となっている活性光線の照射で発生した酸により新たに酸を発生する酸増殖
剤を含有することが好ましい。酸増殖剤を用いることで、更なる吐出安定性向上を可能と
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する。
（その他の成分）
本発明のインクジェット用インクセットにおけるインクには、必要に応じて、その他の成
分を添加することが出来る。
【００５１】
照射光として電子線、Ｘ線等を用いる場合開始剤は不要であるが、光源としてＵＶ光、可
視光、赤外光を用いる場合は、それぞれの波長に応じたラジカル重合開始剤、開始助剤、
増感色素を添加する。これらの量はインク組成物全体の１〜１０質量％が必要となる。開
始剤系は公知の様々な化合物を使用することが出来るが、上記重合性化合物に溶解するも
のから選択する。具体的な開始剤としては、キサントン又はチオオキサントン系、ベンゾ
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フェノン系、キノン系、フォスフィンオキシド系が挙げられる。
【００５２】
又、保存性を高めるために、重合禁止剤を２００〜２００００ｐｐｍ添加することが出来
る。インクは４０〜８０℃の範囲で加熱、低粘度化して射出することが好ましいので、熱
重合によるヘッド詰まりを防ぐためにも重合禁止剤を入れることが好ましい。
【００５３】
この他に、必要に応じて界面活性剤、レベリング添加剤、マット剤、膜物性を調整するた
めのポリエステル系樹脂、ポリウレタン系樹脂、ビニル系樹脂、アクリル系樹脂、ゴム系
樹脂、ワックス類を添加することが出来る。オレフィンやＰＥＴ等の記録媒体への密着性
を改善するためには、重合を阻害しないタッキファイヤーを含有させることが好ましい。

50

(10)

JP 2004‑18546 A 2004.1.22

具体的には、特開２００１−４９２００号５〜６頁に記載されている、高分子量の粘着性
ポリマー（（メタ）アクリル酸と炭素数１〜２０のアルキル基を有するアルコールとのエ
ステル、（メタ）アクリル酸と炭素数３〜１４の脂環属アルコールとのエステル、（メタ
）アクリル酸と炭素数６〜１４の芳香属アルコールとのエステル、からなる共重合物）や
、重合性不飽和結合を持つ低分子量粘着付与性樹脂などである。
【００５４】
記録媒体との密着性を改善するため、乾燥性に影響しない極微量の有機溶剤を添加しても
よい。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０．１〜５％、好ましくは０．１〜３％である。
【００５５】

10

又、遮光効果のため、感度を防ぐ手段として、開始剤寿命の長いカチオン重合性モノマー
と開始剤を組み合わせ、ラジカル・カチオンのハイブリッド型硬化インクとすることも可
能である。
【００５６】
本発明においては、インク組成物の３０℃における粘度が１０〜５００ｍＰａ・ｓで、４
０℃以上に加熱することにより粘度が７〜３０ｍＰａ・ｓとなる各成分の組成比を決める
ことが好ましい。
【００５７】
室温での粘度を前記の粘度にすることで、吸収性のない記録媒体上でのドット形成が可能
になる。又、吸収性の高い記録媒体や吸収性の不均一な記録媒体上でもインクの浸透を防

20

ぐことができ、着弾時のドット滲みやドットのバラツキを抑えることができ、画質が改善
される。更に、表面張力の違う基材間でも同じようなドットが形成されるため、同じよう
な画質が得られる。３０℃における粘度が１０ｍＰａ・ｓ未満では滲み防止効果が小さく
、５００ｍＰａ・ｓより大きいとインク液の供給に問題が生じる。
【００５８】
又、安定な出射性を得るためにはインク組成物が出射時に７〜３０ｍＰａ．ｓとなること
が好ましく、本発明においては加熱により粘度を低下する手段が好適に用いられる。
【００５９】
次に、本発明におけるインクジェット画像形成方法の形態について述べるが、本発明はこ
れに限定されるものではない。
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（インクジェット画像形成方法）
本発明におけるインクジェット画像形成方法の第一の形態は、例えばイエローインク、マ
ゼンタインク、ライトマゼンタ、シアンインク、ライトシアン、ブラックインク及び白色
インクの７色から構成されるインクセットを備えたインクジェットプリンタを使用し、記
録媒体の地色に応じて、記録媒体上に白インクの吐出量を制御しながら下地処理を行うこ
とによりなされる。
【００６０】
この制御方法としては、白色インクを記録媒体全面に打ち込むことにより、該記録媒体の
地色を白色とする。もしくは、白色インクを記録媒体の画像形成領域に打ち込むことによ
り、該画像形成領域の地色を白色とする。この時、記録媒体の地色の白色度が高ければ少

40

量のインクを、白色度が低ければ多量のインクを吐出し、所望の白色度に近づける。又、
記録媒体が透明な場合は隠蔽性が得られるように吐出量を制御する必要がある。白色イン
クを用いて下地処理を行った後、カラーインクによりカラー画像の形成を行う。引き続き
、このように記録媒体上に吐出したインクに対して放射線を照射することによりインクを
硬化させ、発色性に優れた鮮やかなカラー画像を形成することができる。
【００６１】
本発明におけるインクジェット画像形成方法の第二の形態は、例えばイエローインク、マ
ゼンタインク、ライトマゼンタ、シアンインク、ライトシアン、ブラックインク及び白色
インクの７色から構成されるインクセットを備えたインクジェットプリンタを使用して、
白色インクでカラー画像の背景を形成することによりなされる。
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【００６２】
白色インクの吐出量はカラー画像の濃度やデザインで制御され、よりコントラストのある
画像を得たい場合は吐出量を増やすことで可能となる。透明記録媒体上にカラーインクを
用いカラー画像を逆像で描画した後、画像領域上又はそれより大きい領域に白色インクを
吐出し放射線を照射することで、透明記録媒体を介して見た時に白色の背景上に発色性に
優れた正像の鮮やかなカラー画像を形成することができる。
【００６３】
本発明におけるインクジェットヘッドのノズル径は、白インク用のほうが、白インク以外
の着色剤を含有するカラーインク用のものより大きいことが好ましく、より好ましくは１
．２倍以上５０倍以下である。白インク用のノズル径がカラーインク用と同じか、それよ

10

り小さい場合、白色の濃度が低くなり、鮮明な画像が得られなかったり、高濃度で白色を
射出するために記録速度が遅くなったり、ノズルの目詰まりによる画像欠陥の頻度が高く
なってしまう。カラーインク用のノズル径は１０〜４０μｍが好ましい。更に好ましくは
１５〜３５μｍである。ノズル径が小さすぎると、インクの目詰まりによる画像欠陥が発
生したり、インクの射出速度が低下し、画像ムラの原因になる。ノズル径が大きすぎると
高解像度の射出を安定してできなくなる。又、白色インク用のヘッドを複数個にすること
も、白色濃度を高濃度に安定させるのに効果があるが、ヘッドの数が増えるため、装置が
高額になる、制御が複雑になる等のデメリットもある。
【００６４】
インクの射出条件としては、インクを４０〜８０℃に加熱し、インク粘度を下げて射出す

20

ることが射出安定性の点で好ましい。照射線硬化型インクは、概して水性インクより粘度
が高いため、温度変動による粘度変動幅が大きい。粘度変動はそのまま液滴サイズ、液滴
射出速度に大きく影響を与え、画質劣化を起こすため、インク温度を出来るだけ一定に保
つ こ と が 必 要 で あ る 。 イ ン ク 温 度 の 制 御 幅 は 設 定 温 度 ±５ ℃ 、 好 ま し く は 設 定 温 度 ±２ ℃
、 更 に 好 ま し く は 設 定 温 度 ±１ ℃ で あ る 。
【００６５】
記録媒体にインクを付与し、次いで放射線を照射することは好ましい態様である。本発明
における基本的な照射方法は、特開昭６０−１３２７６７号に開示されている。これによ
ると、インクジェットヘッドのユニット両側に光源を設け、シャトル方式でヘッドと光源
を走査する。放射線の照射はインク着弾後、一定時間を置いて行われることになる。更に

30

、駆動を伴わない別光源によって硬化を完了させる。又、ＷＯ９９５４４１５号では、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インクジェットヘ
ッドの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。
【００６６】
本発明の画像形成方法においては、これらの照射方法を用いることが可能であり、又イン
クジェットヘッドの背面から照射することが好ましい。
【００６７】
ヘッド背面から露光する方式は、光ファイバーや高価な光学系を用いることなく、着弾直
後のインクに放射線を速やかに照射することが出来る。又、ヘッド背面からの照射である

40

ため、記録媒体からの反射線による、ノズル界面のインク硬化を防ぐ効果もある。光源は
記録媒体へ投影形状を、走査一回分の記録幅を持つ帯状とさせることが好ましい。具体的
には、帯状のメタルハライドランプ管、紫外線ランプ管が好ましい。光源は、実質的に記
録装置に固定化し、稼動部を無くすことで、安価な構成とすることが可能である。
【００６８】
又、何れの露光方式でも光源は２種用意し、第２の光源によって、硬化を完了させること
が好ましい形態の一つである。これは、２色目の着弾インクの濡れ性、インク間の接着性
を得ることと、光源を安価に組むことに寄与する。尚、第１の光源と第２の光源とは、露
光波長又は露光照度を変えることが好ましい。第一照射エネルギーを第二の照射エネルギ
ーより小さく、即ち第一の照射エネルギーを照射エネルギー総量の１〜２０％、好ましく
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は１〜１０％、更に好ましくは１〜５％とする。照度を変えた照射を行うことで、硬化後
の分子量分布が好ましいものとなる。即ち、一度に高照度の照射を行ってしまうと、重合
率は高められるものの、重合したポリマーの分子量は小さく、強度が得られない。インク
ジェットインクのように極端に粘度の低い組成では、顕著な効果が得られる。
【００６９】
又、第一の照射を第二の照射より長波長とすることで、第一の照射にてインクの表層を硬
化させてインクの滲みを抑え、第二の照射にて照射線が届き難い記録媒体近傍のインクを
硬化させ、密着性を改善することが出来る。インク内部の硬化促進のためにも、第二の照
射線波長は長波長であることが好ましい。又、二段階照射することにより記録媒体とイン
ク組成物の硬化収縮率の差を低減させることが出来るため、カールや波打ちなどを改善す

10

ることも可能となる。
【００７０】
インクを一定温度に加温するとともに、着弾から照射までの時間を０．０１〜０．３秒、
好ましくは０．０１〜０．１５秒とすることが好ましい。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、着弾インクが硬化前に滲むことを防止するこができる。又、
多孔質な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
が出来る為、未反応モノマーの残留が抑えられ、臭気を低減出来る。このような記録方法
を取ることで、表面の濡れ性が異なる様々な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出来、画質が向上する。尚、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。明度の低いインクを最後に重ねると、下部の

20

インクまで照射線が到達しにくく、硬化感度の阻害、残留モノマーの増加及び臭気の発生
、密着性の劣化が生じやすい。又、照射は、全色を射出してまとめて露光することが可能
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。
【００７１】
放射線としては、ＵＶ−Ａ、ＵＶ−Ｂ、ＵＶ−Ｃなどの紫外線、真空紫外線などを用いる
ことが出来る。紫外線の光源としては、高圧水銀ランプ、メタルハライドランプ、ブラッ
クライト、冷陰極管、ＬＥＤを用いることが出来る。反応に寄与しない赤外線などの熱線
は公知の手法でカットすることが、フィルム等への記録ではカール防止の点で特に好まし
い。
【００７２】

30

本発明は、インクジェットで用いられる記録媒体はもちろん、従来インクジェット記録が
難しかった基材、例えば透明や不透明なプラスチック基材、インク吸収性の不均一な基材
、インク吸収性のない基材などにも適用できる。特にプラスチック基材に適しており、こ
のような基材としては、ポリエステル、ポリオレフィン、ポリアミド、ポリエステルアミ
ド、ポリエーテル、ポリイミド、ポリアミドイミド、ポリスチレン、ポリカーボネート、
ポリ−ρ−フェニレンスルフィド、ポリエーテルエステル、ポリ塩化ビニル、ポリ（メタ
）アクリル酸エステル、ポリエチレン、ポリプロピレン、ナイロンが好ましい。又、これ
らの共重合体やブレンド物、更には、架橋したものが挙げられる。中でも延伸したポリエ
チレンテレフタレート、ポリスチレン、ポリプロプレン、ナイロンが透明性、寸法安定性
、剛性、環境負荷、コストの面で好ましい。フィルムの厚みは２〜１００μｍ程度、更に

40

好ましくは６〜５０μｍ程度が良好である。
【００７３】
形成する層との接着強度の調整、良好な塗布性を得る為に公知の方法で基材表面にコロナ
放電処理や、易接着処理などの表面処理を施すことが好ましい。不透明基材としては樹脂
被覆紙、顔料入り不透明フィルム、発泡フィルム等の従来公知のものが何れも使用できる
。
【００７４】
【実施例】
以下、実施例にて本発明を更に詳細に説明するが、これに限定されるものではない。尚、
以下の「部」は「質量部」を意味する。
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【００７５】
下記の白色インク及びカラーインクからなるインクジェット用インクセットを作製した。
〈インクセット１〉
各色、フェノキシエチルアクリレートとアクリル系樹脂の少量とそれ以外の以下の組成を
加圧ニーダーによりプレ分散し充分に顔料表面を濡らした後、３本ロールミルによって練
肉を行った。次いで残りのフェノキシエチルアクリレートを足し、ビーズミルにより分散
を行い、顔料分散物を得た。
白色顔料分散物（Ｗ１）
白色有機顔料（ＳｈｉｇｅｎｏｘＯＷＰ：ハッコーケミカル社製）
１５．０部
ノニオン系界面活性剤
フェノキシエチルアクリレート
アクリル系樹脂（酸価０）

10
１．５部
８０．０部
３．５部

イエロー顔料分散物（Ｙ１）
ピグメントイエロー１８０
ノニオン系界面活性剤
フェノキシエチルアクリレート
アクリル系樹脂（酸価０）

１５．０部
１．５部
８０．０部
３．５部

マゼンタ顔料分散物（Ｍ１）
ピグメントバイオレット１９
ノニオン系界面活性剤
フェノキシエチルアクリレート
アクリル系樹脂（酸価０）

１５．０部

20

１．５部
８０．０部
３．５部

シアン顔料分散物（Ｃ１）
ピグメントブルー１５：３
ノニオン系界面活性剤
フェノキシエチルアクリレート
アクリル系樹脂（酸価０）

１５．０部
１．５部
８０．０部
３．５部

ブラック顔料分散物（Ｋ１）
ピグメントブラック７

１５．０部

ノニオン系界面活性剤

１．５部

フェノキシエチルアクリレート
アクリル系樹脂（酸価０）

30

８０．０部
３．５部

これらの顔料分散物を用い、表１に示すように各色のインクを調合し、インクセット１を
作製した。表中の数値の単位は質量％である。
【００７６】
インクは、顔料分散物以外の全ての材料を配合し、十分に溶解したことを確認してから、
前記の顔料分散物を少しづつ加え、ディゾルバーを用い十分に攪拌した後、０．８μｍの
フィルターにてろ過を行った。前処理として１０μｍのプレろ過を行った。ろ過工程では
圧損の発生も少なく、十分なろ過速度が得られた。
【００７７】
次いでインクを５０℃に加温・攪拌しながら、減圧することにより、溶解している空気及
び水分を取り除き、インクとした。インクの３０℃における粘度は２０〜３５ｍＰａ・ｓ
、表面張力は０．３〜０．４Ｎ／ｍ、６０℃における粘度は１０〜２０ｍＰａ・ｓであっ
た。顔料の平均粒径は０．０８〜０．３μｍ、含水率は０．７〜１．２％である。
【００７８】
【表１】
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10

【００７９】
・ＤＰＣＡ６０：日本火薬製、ＫＡＹＡＲＡＤ

ＤＰＣＡ（カプロラクタム変性ジペンタ

エリスリトールヘキサアクリレート）
・ＴＥＧＤＡ：大阪有機製、ビスコート＃３３５ＨＰ（テトラエチレングリコールジアク
リレート）
・ＰＯ−Ａ：共栄社化学製、ライトアクリレートＰＯ−Ａ（フェノキシエチルアクリレー
ト）

20

・Ｉ３６９：チバ・スペシャリティ・ケミカル製、Ｉｒｇａｃｕｒｅ３６９（２−ベンジ
ル−２−ジメチルアミノ−１−（４−モルフォリノフェニル）−ブタノン−１）
〈インクセット２〉
各色、オキセタン化合物の少量とそれ以外の以下の組成を加圧ニーダーによりプレ分散し
充分に顔料表面を濡らした後、３本ロールミルによって練肉を行った。次いで残りのオキ
セタン化合物を足し、ビーズミルにより分散を行い、顔料分散物を得た。
白色顔料分散物（Ｗ２）
酸化チタン（平均粒径０．１５μｍ、屈折率２．５２）
高分子分散剤
オキセタン化合物

１５．０部
１．０部
８４．０部

30

イエロー顔料分散物（Ｙ２）
ピグメントイエロー１８０
高分子分散剤
オキセタン化合物

１５．０部
１．０部
８４．０部

マゼンタ顔料分散物（Ｍ２）
ピグメントバイオレット１９
高分子分散剤
オキセタン化合物

１５．０部
１．０部
８４．０部

シアン顔料分散物（Ｃ２）
ピグメントブルー１５：３
高分子分散剤
オキセタン化合物

１５．０部

40

１．０部
８４．０部

ブラック顔料分散物（Ｋ２）
ピグメントブラック７
高分子分散剤
オキセタン化合物

１５．０部
１．０部
８４．０部

これらの顔料分散物を用い、表２に示すように各色のインクを調合し、インクセット２を
作製した。表中の数値の単位は質量％である。
【００８０】
インクは、顔料分散物以外の全ての材料を配合し、十分に溶解したことを確認してから、
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前記の顔料分散物を少しづつ加え、ディゾルバーを用い十分に攪拌した後、０．８μｍの
フィルターにてろ過を行った。前処理として１０μｍのプレろ過を行った。ろ過工程では
圧損の発生も少なく、十分なろ過速度が得られた。
【００８１】
次いでインクを５０℃に加温・攪拌しながら、減圧することにより、溶解している空気及
び水分を取り除き、インクとした。インクの３０℃における粘度は２５〜４０ｍＰａ・ｓ
、表面張力は０．３〜０．３５Ｎ／ｍ、６０℃における粘度は１０〜２０ｍＰａ・ｓであ
った。顔料の平均粒径は０．０８〜０．３μｍ、含水率は０．７〜１．２％である。
【００８２】
【表２】

10

20

【００８３】
・ＯＸＴ：東亜合成製、オキセタン化合物

ＯＸＴ−２２１（ジ［１−エチル（３−オキ

セタニル）］メチルエーテル）
・２０２１Ｐ：ダイセル製、エポキシ化合物

セロキサイド２０２１Ｐ（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）
・ＢＢＩ１０２：みどり化学製、光酸発生剤（４，４

−ｔｅｒｔブチルジフェニルヨー

ドニウムヘキサフルオロフォスフェート）

30

・ＤＥＴＸ：日本化薬製、増感剤（２、４−ジエチルチオキサントン）
〈インクジェット記録〉
次にノズル径２４μｍ、１２８ノズルのピエゾ型インクジェットノズルを用いたインクジ
ェット記録装置によって、記録媒体への記録を行った。
【００８４】
インク供給系は、インクタンク、供給パイプ、ヘッド直前の前室インクタンク、フィルタ
ー付き配管、ピエゾヘッドから成り、前室タンクからヘッド部分まで断熱及び加温と遮光
を行った。温度センサーは前室タンク及びピエゾヘッドのノズル付近にそれぞれ設け、ノ
ズ ル 部 分 が 常 に ６ ０ ℃ ±２ ℃ と な る よ う 、 温 度 制 御 を 行 っ た 。 液 滴 サ イ ズ は 約 ７ ｐ ｌ と し
、 ７ ２ ０ ×７ ２ ０ ｄ ｐ ｉ （ 尚 、 ｄ ｐ ｉ と は ２ ． ５ ４ ｃ ｍ 当 た り の ド ッ ト の 数 を い う ） の 解
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像度で射出できるよう、駆動周波数１０ｋＨｚにて駆動した。
【００８５】
ヘッドキャリッジにＹ、Ｍ、Ｃ、Ｋ、ＬＭ、ＬＣ、Ｗの７色ヘッドを搭載した７色フルカ
ラープリンターに上記インクセットをセットし評価を行った。キャリッジの両端には、Ｕ
Ｖ−Ａ光を発する低圧水銀ランプを搭載し、ヘッドを走査することで、インク着弾後１０
００ｍｓ以内にＵＶ光を照射出来る。
【００８６】
実施例１
上記インクセット１を用いて以下の各記録媒体の地色に応じて、全面に白インクを打ち込
んで硬化させた後、その上からカラーインクを用いてカラー画像を形成した。白インクの
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印字は濃度階調を持たせベタ濃度を１００％とし、それぞれの必要濃度に応じ打ち込み量
を制御した。
【００８７】
記録媒体

打ち込み量

インクジェット用記録紙
シュリンク用透明ＰＥＴ
ホワイトＰＥＴ

−
１００％
３０％

再生紙

３０％

有色紙

７０％

その結果、シュリンク用透明ＰＥＴや白色度の低いホワイトＰＥＴ、再生紙や有色紙に対

10

してもインクジェット用記録紙と同様に鮮やかで視認性の良い滲みのないカラー画像が形
成出来た。
【００８８】
実施例２
上記インクセット２を用いて、表面の濡れ指数を０．４６Ｎ／ｍになるようプラズマ処理
した透明なＯＰＳ（延伸ポリスチレン）フィルムに、ブラック→シアン→マゼンタ→イエ
ローの順で高精細なカラー画像を形成した後、カラー画像領域以上の領域に白色インクで
打ち込み量１００％で印字した。露光はインク着弾後０．１秒後に１色ごとに露光面照度
３０ｍＷ／ｃｍ

２

に集光したピーク波長２５４ｎｍの低圧水銀ランプを照射して半硬化さ

せた後、白インク層側から露光面照度１００ｍＷ／ｃｍ

２

に集光したピーク波長３６５ｎ
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ｍの高圧水銀ランプを用いて全面露光し完全硬化を行った。
【００８９】
その結果、吸収性のない透明なＯＰＳフィルム上にも鮮やかで視認性の良い滲みのないカ
ラー画像が形成出来た。
【００９０】
実施例３
上記インクセット２を用いて、包装用の透明なＯＰＰ（延伸ポリプロピレン）フィルムに
、ブラック→シアン→マゼンタ→イエローの順で半透明なカラー画像を形成した後、記録
媒体全面に白色インクで打ち込み量３０％で印字し、硬化を行った。
【００９１】
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得られた記録媒体で印字画像が内面になるように包装体に加工したところ、デザイン性に
優れたマット調の背景及び画像が得られた。
【００９２】
実施例４（比較例）
実施例１と同様の組成のイエローインク、シアンインク、マゼンタインク、ライトシアン
インク、ライトマゼンタインクからなるインクジェット記録用カラーインクセット（白色
インクが無いインクセット）を用いて、実施例１記載の各記録媒体に対して画像形成を行
った。
【００９３】
その結果、透明な記録媒体ではコントラストが得られず、視認性の悪い画像になってしま
った。又、ホワイトＰＥＴや再生紙、有色紙では地色の影響を受け、色の濁った画像にな
ってしまった。
【００９４】
【発明の効果】
本発明によれば、インク吸収性の不均一な普通紙やインク吸収性のない透明な記録媒体、
明度が低い記録媒体、白色度の低い記録媒体などに対しても良好な視認性を有し、更に画
像品質や乾燥性、基材接着性、耐久性等においても優れた画像形成を行うことができると
いう顕著な効果を奏する。
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