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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　（ａ－１）多官能オキセタン化合物と、
　（ａ－２）多官能オキシラン化合物と、
　（ｂ）高極性単官能オキセタン化合物及び／又は高極性単官能オキシラン化合物と、
　（ｃ）低極性単官能オキセタン化合物及び／又は低極性単官能オキシラン化合物と、
　（ｄ）カチオン重合開始剤と、
　（ｅ）着色剤とを含有し、
　高極性単官能オキセタン化合物及び／又は高極性単官能オキシラン化合物が、高極性基
として、ポリアルキレングリコール構造を有し、かつ前記ポリアルキレングリコール構造
がオキセタン環又はオキシラン環の炭素原子にアルキレン基を介して連結している化合物
であり、
　低極性単官能オキセタン化合物及び／又は低極性単官能オキシラン化合物は、エステル
結合、カーボネート結合、ヒドロキシル基、アミノ基、ウレタン結合、アミド結合、ウレ
ア結合、ビスフェノキシ結合、含窒素環状化合物基、オキシラニル基及びオキセタニル基
以外の含酸素環状化合物基、並びに、アルキレングリコール構造よりなる群から選ばれた
高極性基を有さず、
　高極性単官能オキセタン化合物及び／又は高極性単官能オキシラン化合物が分子内に有
する酸素原子の総数は、３以上であり、
　低極性単官能オキセタン化合物及び／又は低極性単官能オキシラン化合物が、分子内の
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酸素原子の総数が１又は２であり、前記酸素原子が全てエーテル結合を形成している化合
物であることを特徴とする
　インク組成物。
【請求項２】
　高極性単官能オキセタン化合物及び／又は高極性単官能オキシラン化合物が分子内に有
する酸素原子の総数が、３～７である請求項１に記載のインク組成物。
【請求項３】
　低極性単官能オキセタン化合物及び／又は低極性単官能オキシラン化合物が、１つ又は
２つのエーテル結合、及び、炭化水素鎖のみから構成される化合物である請求項１又は２
に記載のインク組成物。
【請求項４】
　低極性単官能オキセタン化合物及び／又は低極性単官能オキシラン化合物が、下記式（
I）で表される構造単位を１つ有する化合物である請求項１～３のいずれか１つに記載の
インク組成物。

【化１】

（式（I）中、Ｒ1はアルキル基、シクロアルキル基、又は、アリール基を表す。）
【請求項５】
　インクジェット記録用である請求項１～４のいずれか１つに記載のインク組成物。
【請求項６】
　（ａ）被記録媒体上にインク組成物を吐出する工程、及び、
　（ｂ）吐出されたインク組成物に活性放射線を照射してインク組成物を硬化する工程、
　を含むインクジェット記録方法であって、
　前記インク組成物が請求項１～５のいずれか１つに記載のインク組成物である
　インクジェット記録方法。
【請求項７】
　請求項６に記載のインクジェット記録方法によって記録された印刷物。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、インクジェット記録用として好適に用いられるインク組成物、インクジェッ
ト記録方法、及び、これを用いた印刷物に関するものである。詳しくは、放射線の照射に
対して、高感度で硬化し、高画質の画像を形成することができ、かつ、保存安定性の良好
なインクジェット記録用に好適なインク組成物、インクジェット記録方法、及び、これを
用いた印刷物に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　画像データ信号に基づき、紙などの被記録媒体に画像を形成する画像記録方法として、
電子写真方式、昇華型及び溶融型熱転写方式、インクジェット方式などがある。電子写真
方式は、感光体ドラム上に帯電及び露光により静電潜像を形成するプロセスを必要とし、
システムが複雑となり、結果的に製造コストが高価になるなどの問題がある。また熱転写
方式は、装置は安価であるが、インクリボンを用いるため、ランニングコストが高くかつ
廃材が出るなどの問題がある。一方インクジェット方式は、安価な装置で、且つ必要とさ
れる画像部のみにインクを吐出し被記録媒体上に直接画像形成を行うため、インクを効率
良く使用でき、ランニングコストが安い。更に、騒音が少なく、画像記録方式として優れ
ている。
【０００３】
　紫外線などの放射線の照射により硬化可能なインク組成物、特にインクジェット記録用
インク（放射線硬化型インクジェット記録用インク）は、十分に高い感度及び高画質の提
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供が求められている。高感度化を達成することにより、放射線に対し高い硬化性が付与さ
れ、消費電力低減、放射線発生器への負荷軽減による高寿命化、不十分硬化に基づく低分
子物質の発生の防止等、多くの利益が生じる。
【０００４】
　特許文献１には、光重合性に優れ、硬化性が良い活性エネルギー線硬化型インクとして
、１）オキシラン基含有化合物１０～５０重量％、２）オキセタン環含有化合物５０～９
０重量％、及び３）ビニルエーテル化合物０～４０重量％からなる液状成分に、４）顔料
を分散してなることを特徴とする活性エネルギー線硬化型インクジェットインキが開示さ
れている。
　また、特許文献２には、文字品質に優れ、色混じりの発生がなく、高精細な画像を記録
することができ、かつ印刷物のしわやカールの発生が無いインクジェット記録方法による
画像形成方法、印刷物及び記録装置を提供することを目的として、光酸発生剤と疎水性基
を有するオキセタン化合物とを含有するインクが開示されている。
　更に特許文献３には、有機溶剤を用いずに顔料分散性、硬化性、耐溶剤性が良好なジェ
ットインク記録用紫外線硬化型インク組成物を提供することを目的として、顔料分散に用
いる分散剤と、該分散剤を溶解するモノマー及び／又はオリゴマーを含有することを特徴
とする無溶剤系の紫外線硬化型ジェットインク組成物が開示されている。
　しかし、これらのインク組成物では、活性エネルギー線に対する感度、印刷物の密着性
及びインクの保存安定性を全て十分に満足することができなかった。
【０００５】
【特許文献１】特開２００２－１８８０２５号公報
【特許文献２】特開２００４－１８５７７号公報
【特許文献３】特開２００２－１７９９６７号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　本発明の目的は、活性放射線の照射により高感度で硬化し、密着性に優れ、保存安定性
の良好であるインク組成物、並びに、前記インク組成物を用いたインクジェット記録方法
及び印刷物を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　上記目的は、以下の＜１＞、＜６＞及び＜７＞に記載の手段により達成された。好まし
い実施態様である＜２＞～＜５＞と共に以下に示す。
＜１＞　（ａ）多官能オキセタン化合物及び／又は多官能オキシラン化合物、（ｂ）高極
性単官能オキセタン化合物及び／又は高極性単官能オキシラン化合物、（ｃ）低極性単官
能オキセタン化合物及び／又は低極性単官能オキシラン化合物、（ｄ）カチオン重合開始
剤、並びに、（ｅ）着色剤を含有することを特徴とするインク組成物、
＜２＞　低極性単官能オキセタン化合物及び／又は低極性単官能オキシラン化合物が、分
子内の酸素原子の総数が１又は２であり、前記酸素原子が全てエーテル結合を形成してい
る化合物である上記＜１＞に記載のインク組成物、
＜３＞　低極性単官能オキセタン化合物及び／又は低極性単官能オキシラン化合物が、１
つ又は２つのエーテル結合、及び、炭化水素鎖のみから構成される化合物である上記＜１
＞又は＜２＞に記載のインク組成物、
＜４＞　低極性単官能オキセタン化合物及び／又は低極性単官能オキシラン化合物が、下
記式（I）で表される構造単位を１つ有する化合物である上記＜１＞～＜３＞のいずれか
１つに記載のインク組成物、
【０００８】
【化１】
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（式（I）中、Ｒ1はアルキル基、シクロアルキル基、又は、アリール基を表す。）
＜５＞　インクジェット記録用である上記＜１＞～＜４＞のいずれか１つに記載のインク
組成物。
＜６＞　（ａ）被記録媒体上にインク組成物を吐出する工程、及び、（ｂ）吐出されたイ
ンク組成物に活性放射線を照射してインク組成物を硬化する工程、を含むインクジェット
記録方法であって、前記インク組成物が上記＜１＞～＜５＞のいずれか１つに記載のイン
ク組成物であるインクジェット記録方法、
＜７＞　上記＜６＞に記載のインクジェット記録方法によって記録された印刷物。
【発明の効果】
【０００９】
　本発明によれば、放射線の照射に対して高感度で硬化し、密着性に優れ、保存安定性の
良好なインク組成物、並びに、前記インク組成物を用いたインクジェット記録方法及び印
刷物を提供することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１０】
　本発明のインク組成物（以下、単に「インク」ともいう。）は、（ａ）多官能オキセタ
ン化合物及び／又は多官能オキシラン化合物、（ｂ）高極性単官能オキセタン化合物及び
／又は高極性単官能オキシラン化合物、（ｃ）低極性単官能オキセタン化合物及び／又は
低極性単官能オキシラン化合物、（ｄ）カチオン重合開始剤、並びに、（ｅ）着色剤を含
有することを特徴とする。
　以下、本発明について詳細に説明する。
【００１１】
（１）インク組成物に含まれる成分
　本発明のインク組成物は、放射線により硬化可能であり、（ａ）多官能オキセタン化合
物及び／又は多官能オキシラン化合物、（ｂ）高極性単官能オキセタン化合物及び／又は
高極性単官能オキシラン化合物、（ｃ）低極性単官能オキセタン化合物及び／又は低極性
単官能オキシラン化合物、（ｄ）カチオン重合開始剤、並びに、（ｅ）着色剤を含有し、
必要に応じて、（ｆ）増感剤、（ｇ）共増感剤、（ｈ）他の重合性化合物、（ｉ）他の重
合開始剤、（ｊ）その他の成分を含んでいてもよい。
　本発明で言う「放射線」とは、その照射によりインク組成物中において開始種を発生さ
せうるエネルギーを付与することができる活性放射線であれば、特に制限はなく、広くα
線、γ線、Ｘ線、紫外線、可視光線、電子線などを包含するものであるが、なかでも、硬
化感度及び装置の入手容易性の観点から紫外線及び電子線が好ましく、特に紫外線が好ま
しい。したがって、本発明のインク組成物としては、放射線として、紫外線を照射するこ
とにより硬化可能なインク組成物が好ましい。
【００１２】
　尚、本発明において、特定の部分を「基」と称した場合には、特に断りのない限りな、
一種以上の（可能な最多数までの）置換基で置換されていても、置換されていなくても良
いことを意味する。例えば「アルキル基」とは、置換又は無置換のアルキル基を意味する
。
　また、本発明において特定の部分を「環」と称した場合、あるいは「基」に「環」が含
まれる場合は、特に断りのない限りは単環でも縮環でも良く、置換されていても無置換で
も良い。例えば「アリール基」はフェニル基でもナフチル基でも良く、置換フェニル基で
も良い。
　また、本発明においては、オキセタン化合物とオキシラン化合物とを総称し、「環状エ
ーテル化合物」ともいう。
【００１３】
（ａ）多官能オキセタン化合物、多官能オキシラン化合物（多官能環状エーテル化合物）
　本発明のインク組成物は、少なくとも多官能オキセタン化合物又は多官能オキシラン化
合物（以下、これらを単に「（ａ）成分」又は「多官能環状エーテル化合物」ともいう。
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　また、本発明のインク組成物は、多官能オキセタン化合物及び多官能オキシラン化合物
の両方を含有することが好ましい。多官能オキセタン化合物及び多官能オキシラン化合物
の両方を併用すると、良好な硬化特性が得られるため好ましい。
　本発明のインク組成物は、多官能環状エーテル化合物（多官能オキセタン化合物と多官
能オキシラン化合物との総量）の含有率が、インク全体の２０～７０重量％であることが
好ましく、３０～６０重量％であることがより好ましい。尚、本発明における「含有率」
とは、固形分換算の含有率であり、インク組成物から溶媒等の揮発成分を除いた成分中の
含有率を意味する。
【００１４】
（ａ－１）多官能オキセタン化合物
　多官能オキセタン化合物とは、同一分子内にオキセタン環を２つ以上有する化合物であ
る。本発明において、多官能オキセタン化合物は、１種類を単独で使用することもできる
し、２種以上を併用して使用することもできる。
　多官能オキセタン化合物は、オキセタン環を分子内に２つ以上有するが、２～６つ有す
ることが好ましく、２～４つ有することがより好ましい。分子内に有するオキセタン環の
数が上記範囲内であると、良好な硬化性と、良好な硬化膜の柔軟性が得られるので好まし
い。
【００１５】
　分子内に２個のオキセタン環を有する化合物としては、下記式（１）、（２）で示され
る化合物等が例示できる。
【００１６】
【化２】

【００１７】
　Ｒa1は、水素原子、炭素数１～６のアルキル基、炭素数１～６のフルオロアルキル基、
アリル基、アリール基、フリル基又はチエニル基を表す。分子内に２つのＲa1が存在する
場合、それらは同じであっても異なるものであってもよい。
　アルキル基としては、メチル基、エチル基、プロピル基、ブチル基等が挙げられ、フル
オロアルキル基としては、これらアルキル基の水素のいずれかがフッ素原子で置換された
ものが好ましく挙げられる。
【００１８】
　Ｒa3は、線状又は分枝状アルキレン基、線状又は分枝状ポリ（アルキレンオキシ）基、
線状又は分枝状不飽和炭化水素基、カルボニル基又はカルボニル基を含むアルキレン基、
カルボキシル基を含むアルキレン基、カルバモイル基を含むアルキレン基、又は、以下に
示す基を表す。アルキレン基としては、例えば、エチレン基、プロピレン基、ブチレン基
が挙げられ、ポリ（アルキレンオキシ）基としては、ポリ（エチレンオキシ）基、ポリ（
プロピレンオキシ）基等が挙げられる。不飽和炭化水素基としては、プロペニレン基、メ
チルプロペニレン基、ブテニレン基等が挙げられる。
【００１９】
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【化３】

【００２０】
　Ｒa3が上記多価基である場合、Ｒa4は、水素原子、炭素数１～４個のアルキル基、炭素
数１～４個のアルコキシ基、ハロゲン原子、ニトロ基、シアノ基、メルカプト基、低級ア
ルキルカルボキシル基、カルボキシル基、又はカルバモイル基を表す。
　Ｒa5は、酸素原子、硫黄原子、メチレン基、ＮＨ、ＳＯ、ＳＯ2、Ｃ（ＣＦ3）2、又は
、Ｃ（ＣＨ3）2を表す。
　Ｒa6は、炭素数１～４個のアルキル基、又は、アリール基を表し、ｎは０～２，０００
の整数である。Ｒa7は炭素数１～４個のアルキル基、アリール基、又は、下記構造を有す
る１価の基を表す。下記式中、Ｒa8は炭素数１～４個のアルキル基、又はアリール基であ
り、ｍは０～１００の整数である。
【００２１】

【化４】

【００２２】
　式（１）で表される化合物としては、１，４－ビス［（３－エチル－３－オキセタニル
メトキシ）メチル］ベンゼン（ＯＸＴ－１２１：東亞合成（株）が好ましく例示できる。
また、式（２）で表される化合物としては、ビス（３－エチル－３－オキセタニルメチル
）エーテル（ＯＸＴ－２２１：東亞合成（株））が好ましく例示できる。
【００２３】
　分子内に３～４個のオキセタン環を有する化合物としては、下記式（３）で示される化
合物が例示できる。
【００２４】
【化５】

【００２５】
　式（３）において、Ｒa1は、前記式（１）におけるのと同義である。また、多価連結基
であるＲa9としては、例えば、下記Ａ～Ｃで示される基等の炭素数１～１２の分枝状アル
キレン基、下記Ｄで示される基等の分枝状ポリ（アルキレンオキシ）基又は下記Ｅで示さ
れる基等の分枝状ポリシロキシ基等が挙げられる。ｊは、３又は４である。
【００２６】
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【化６】

【００２７】
　上記Ａにおいて、Ｒa10はメチル基、エチル基又はプロピル基を表す。また、上記Ｄに
おいて、ｐは１～１０の整数である。
【００２８】
　また、本発明に好適に用いることができるオキセタン化合物の別の態様として、側鎖に
オキセタン環を有する下記式（４）で示される化合物が例示できる。
【００２９】
【化７】

【００３０】
　式（４）において、Ｒa1及びＲa8は前記式におけるのと同義である。Ｒa11はメチル基
、エチル基、プロピル基又はブチル基等の炭素数１～４のアルキル基又はトリアルキルシ
リル基であり、ｒは１～４である。
【００３１】
　このようなオキセタン環を有する化合物については、特開２００３－３４１２１７号公
報、段落番号００２１ないし００８４に詳細に記載され、ここに記載の化合物は本発明に
も好適に用いることができる。また、特開２００４－９１５５６号公報に記載されたオキ
セタン化合物も本発明に用いることができる。段落番号００２２ないし００５８に詳細に
記載されている。



(8) JP 4878177 B2 2012.2.15

10

20

30

40

50

【００３２】
（ａ－２）多官能オキシラン化合物
　多官能オキシラン化合物とは、同一分子内にオキシラン環を２つ以上有する化合物であ
る。本発明において、多官能オキシラン化合物は、１種類を単独で使用することもできる
し、２種以上を併用して使用することもできる。
　本発明において、多官能オキシラン化合物は、分子内にオキシラン環を２つ以上有する
が、２～６つ有することが好ましく、２～４つ有することがより好ましい。分子内に有す
るオキシラン環の数が上記範囲内であると、良好な硬化性と、良好な硬化膜の柔軟性が得
られるため好ましい。
【００３３】
　多官能オキシラン化合物としては、多官能芳香族オキシラン化合物、多官能脂環式オキ
シラン化合物、多官能脂肪族オキシラン化合物などが挙げられ、芳香族オキシラン化合物
としては、少なくとも１個の芳香族核を有する多価フェノールあるいはそのアルキレンオ
キサイド付加体とエピクロルヒドリンとの反応によって製造されるジ又はポリグリシジル
エーテルが挙げられ、例えば、ビスフェノールＡあるいはそのアルキレンオキサイド付加
体のジ又はポリグリシジルエーテル、水素添加ビスフェノールＡあるいはそのアルキレン
オキサイド付加体のジ又はポリグリシジルエーテル、並びにノボラック型エポキシ樹脂等
が挙げられる。ここでアルキレンオキサイドとしては、エチレンオキサイド及びプロピレ
ンオキサイド等が挙げられる。
【００３４】
　多官能脂環式オキシラン化合物としては、少なくとも２個のシクロへキセン環又はシク
ロペンテン環等のシクロアルカン環を有する化合物を、過酸化水素、過酸等の適当な酸化
剤でエポキシ化することによって得られる、シクロヘキセンオキサイド又はシクロペンテ
ンオキサイド含有化合物が好ましく挙げられる。また、シクロヘキサジエン環又はシクロ
ペンタジエン環等のシクロアルカジエン環を有する化合物をエポキシ化することによって
得られる、シクロヘキセンジオキサイド、シクロペンテンジオキサイド含有化合物も例示
できる。
　多官能脂肪族オキシラン化合物としては、例えば、脂肪族多価アルコールあるいはその
アルキレンオキサイド付加体のジ又はポリグリシジルエーテル等があり、その代表例とし
ては、エチレングリコールのジグリシジルエーテル、プロピレングリコールのジグリシジ
ルエーテル又は１，６－ヘキサンジオールのジグリシジルエーテル等のアルキレングリコ
ールのジグリシジルエーテル、グリセリンあるいはそのアルキレンオキサイド付加体のジ
又はトリグリシジルエーテル等の多価アルコールのポリグリシジルエーテル、ポリエチレ
ングリコールあるいはそのアルキレンオキサイド付加体のジグリシジルエーテル、ポリプ
ロピレングリコールあるいはそのアルキレンオキサイド付加体のジグリシジルエーテルに
代表されるポリアルキレングリコールのジグリシジルエーテル等が挙げられる。ここでア
ルキレンオキサイドとしては、エチレンオキサイド及びプロピレンオキサイド等が挙げら
れる。
【００３５】
　本発明に用いることのできる多官能オキシラン化合物を詳しく例示する。
　例えば、ビスフェノールＡジグリシジルエーテル、ビスフェノールＦジグリシジルエー
テル、ビスフェノールＳジグリシジルエーテル、臭素化ビスフェノールＡジグリシジルエ
ーテル、臭素化ビスフェノールＦジグリシジルエーテル、臭素化ビスフェノールＳジグリ
シジルエーテル、エポキシノボラック樹脂、水添ビスフェノールＡジグリシジルエーテル
、水添ビスフェノールＦジグリシジルエーテル、水添ビスフェノールＳジグリシジルエー
テル、３，４－エポキシシクロヘキシルメチル－３’，４’－エポキシシクロヘキサンカ
ルボキシレート、２－（３，４－エポキシシクロヘキシル－５，５－スピロ－３，４－エ
ポキシ）シクロヘキサン－メタ－ジオキサン、ビス（３，４－エポキシシクロヘキシルメ
チル）アジペート、ビス（３，４－エポキシ－６－メチルシクロヘキシルメチル）アジペ
ート、３，４－エポキシ－６－メチルシクロヘキシル－３’，４’－エポキシ－６’－メ
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チルシクロヘキサンカルボキシレート、メチレンビス（３，４－エポキシシクロヘキサン
）、ジシクロペンタジエンジエポキサイド、エチレングリコールのジ（３，４－エポキシ
シクロヘキシルメチル）エーテル、エチレンビス（３，４－エポキシシクロヘキサンカル
ボキシレート）、エポキシヘキサヒドロフタル酸ジオクチル、エポキシヘキサヒドロフタ
ル酸ジ－２－エチルヘキシル、１，４－ブタンジオールジグリシジルエーテル、１，６－
ヘキサンジオールジグリシジルエーテル、グリセリントリグリシジルエーテル、トリメチ
ロールプロパントリグリシジルエーテル、ポリエチレングリコールジグリシジルエーテル
、ポリプロピレングリコールジグリシジルエーテル類、１，１３－テトラデカジエンジオ
キサイド、リモネンジオキサイド、１，２，７，８－ジエポキシオクタン、１，２，５，
６－ジエポキシシクロオクタン等が挙げられる。
【００３６】
　これらの多官能オキシラン化合物のなかでも、多官能芳香族オキシラン化合物及び多官
能脂環式オキシラン化合物が、硬化速度に優れるという観点から好ましく、特に多官能脂
環式オキシラン化合物が好ましい。
【００３７】
（ｂ）高極性単官能オキセタン化合物、高極性単官能オキシラン化合物（高極性環状エー
テル化合物）
　本発明のインク組成物は、（ｂ）高極性単官能オキセタン化合物及び／又は高極性単官
能オキシラン化合物（以下、これらを単に「（ｂ）成分」又は「高極性環状エーテル化合
物」ともいう。）を含有する。
　高極性単官能オキセタン化合物又は高極性単官能オキシラン化合物とは、極性の高いオ
キセタン又はオキシラン化合物であり、より詳しくは、分子内に高極性基を有するオキセ
タン又はオキシラン化合物である。
　本発明のインク組成物は、高極性単官能環状エーテル化合物を含有することにより、良
好な分散性を得ることができる。
　高極性単官能オキセタン化合物及び高極性単官能オキシラン化合物は、１種類を単独で
使用することもできるし、２種以上を併用して使用することもできる。また、高極性単官
能オキセタン化合物のみを使用することもできるし、高極性単官能オキシラン化合物のみ
を使用することもできるし、両者を併用することもできる。
　尚、本発明にて使用される高極性単官能化合物としては、分子のｌｏｇＰ値（オクタノ
ール／水分配係数）が１．０未満の化合物であり、低極性単官能化合物としては、分子の
ｌｏｇＰ値が１．０以上の化合物が挙げられる。
【００３８】
　本発明において、高極性基とは、エステル結合、カーボネート結合、ヒドロキシル基、
置換基を有していてもよい、アミノ基、ウレタン結合、アミド結合、ウレア結合、ビスフ
ェノキシ結合、含窒素環状化合物基、オキシラニル基及びオキセタニル基以外の含酸素環
状化合物基、アルキレングリコール構造等の高極性基を含有する官能基を示す。アルキレ
ングリコール構造としては、エチレングリコール鎖、プロピレングリコール鎖、テトラエ
チレングリコール鎖等のアルキレングリコール鎖及び、ポリエチレングリコール鎖、ポリ
プロピレングリコール鎖、ポリテトラエチレングリコール鎖等のポリアルキレングリコー
ル鎖が挙げられる。
　本発明に用いることができる高極性単官能オキセタン化合物又は高極性単官能オキシラ
ン化合物は、高極性基としてアルキレングリコール構造、又は、ポリアルキレングリコー
ル構造を有することが好ましく、エチレングリコール構造、ポリエチレングリコール構造
、プロピレングリコール構造、又は、ポリプロピレングリコール構造を有することがより
好ましい。
　高極性単官能環状エーテル化合物が分子内に有する酸素原子の総数は、３以上であるこ
とが好ましく、３～７であることがより好ましい。酸素原子の総数が３以上であると、十
分高い極性が得られ、良好な分散安定性が得られるので好ましい。
【００３９】
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　また、本発明において、高極性単官能オキセタン化合物又は高極性単官能オキシラン化
合物は、水素結合性基を有しないことが好ましい。ここで水素結合を有する置換基とは、
水素原子を置換基として有する電気陰性度の高いヘテロ原子を有する分子間で水素結合可
能な官能基、又は、連結基を含む置換基を意味し、具体的には、ヒドロキシル基、モノ、
ジヒドロ置換アミノ基、チオール基、アミド結合、ウレア結合等を含む置換基があげられ
る。置換基として水素結合を有さないと、インク組成物を低粘度に保ちかつ良好な分散安
定性を与えるので好ましい。
【００４０】
　本発明に用いることができる高極性単官能オキセタン化合物及び高極性単官能オキシラ
ン化合物は、環状エーテルを含む部分構造（オキセタン環又はオキシラン環。以下、適宜
「環状エーテル構造」ともいう。）と、下記式（II）で表される部分構造（以下、適宜「
アルキレングリコール構造」ともいう。）とをその分子構造内に有する化合物であること
が特に好ましい。
【００４１】

【化８】

　式（II）で表される部分構造中、Ｒ1は、アルキレン基、シクロアルキレン基、アリー
レン基、又は、これらの基を２以上組み合わせた基を表す。ｎは１以上の整数を示す。尚
、ｎが２以上の場合、アルキレングリコール構造は、ポリアルキレングリコール構造であ
る。
【００４２】
　高極性単官能オキセタン化合物及び高極性単官能オキシラン化合物は、環状エーテル構
造を１つ有する。
　環状エーテル構造は、炭素原子数２又は３のエーテル環、すなわち、オキシラン環又は
オキセタン環構造である。
　高極性単官能オキセタン化合物及び高極性単官能オキシラン化合物における環状エーテ
ル構造を含む分子構造として、具体的には、反応性や入手容易性の観点から、下記に示す
構造が好ましく例示できる。尚、波線部は他の構造との結合部位である。
【００４３】

【化９】

【００４４】
　高極性単官能オキセタン化合物及び高極性単官能オキシラン化合物における環状エーテ
ル構造は、導入可能な場合にはエーテル環上に更に置換基を有していてもよい。
　該置換基としては、例えば、アルキル基、シクロアルキル基、アリール基、ハロゲン原
子、アルコキシ基、アリールオキシ基、ニトロ基、アミノ基が挙げられる。
　これら置換基は、可能な場合には、前記置換基が更に前記置換基で置換されていてもよ
い。また、２つの置換基が連結し環構造を形成していてもよく、環状エーテル構造以外の
他の構造部分と連結し環構造を形成していてもよい。
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【００４５】
　前記式（II）で表される部分構造（アルキレングリコール構造）中、Ｒ1は、アルキレ
ン基、シクロアルキレン基、アリーレン基、又は、これらの基を２以上組み合わせた基を
表す。
　Ｒ1で表されるアルキレン基としては、炭素原子数２～１２のアルキレン基が好ましく
挙げられ、炭素原子数２～８であることがより好ましく、炭素原子数２～６であることが
更に好ましい。具体的には、エチレン基、プロピレン基、イソプロピレン基、ブチレン基
、ペンチレン基、ヘキシレン基等が好ましく挙げられる。
　Ｒ1で表されるシクロアルキレン基としては、炭素原子数４～１２のシクロアルキレン
基が好ましく挙げられ、炭素原子数４～８であることがより好ましく、炭素原子数５～７
であることが更に好ましい。具体的には、シクロヘプチル基、シクロへキシル基、シクロ
ペンチル基、ビシクロ環基等の基から水素原子を１個除した基が好ましく挙げられる。
　Ｒ1で表されるアリーレン基としては、炭素原子数６～１８のアリーレン基が好ましく
挙げられ、炭素原子数６～１２であることがより好ましく、炭素原子数６～８であること
が更に好ましい。具体的には、フェニル基、ビフェニル基、ナフチル基等の基から水素原
子を１個除した基が好ましく挙げられ、フェニル基から水素原子を１個除した基であるこ
とがより好ましい。
　また、Ｒ1としては、これらの基を２以上組み合わせた基であってもよく、ベンジル基
から水素原子を１個除した基であることがより好ましい。
【００４６】
　Ｒ1は、導入可能な場合、置換基を有していてもよい。
　該置換基としては、例えば、ハロゲン原子、アルコキシ基、アリールオキシ基、ニトロ
基、アミノ基が挙げられる。
　Ｒ1としては、置換基を有さないアルキレン基、置換基を有さないシクロアルキレン基
、又は、置換基を有さないアリーレン基であることが特に好ましい。
【００４７】
　ｎは１以上の整数を示し、１～８の整数が好ましく、１～６の整数がより好ましく、２
～４の整数が特に好ましい。
【００４８】
　前記アルキレングリコール構造は、環状エーテル（オキセタン環又はオキシラン環）中
の任意の炭素原子に、アルキレン基等の連結基を介して連結することが好ましい。
　また、前記アルキレングリコール構造は、高極性単官能オキセタン化合物、高極性単官
能オキシラン化合物の分子構造中に１個含まれていてもよいし、２個以上含まれていても
よい。
【００４９】
　（ｂ）成分としては、高極性基を有する単官能オキセタン化合物又は単官能オキシラン
化合物であり、Ｒ1が炭素数１～４のアルキレン基及びｎが２～４の整数である化合物で
あることが好ましい。また、高極性基を有する単官能オキセタン化合物又は単官能オキシ
ラン化合物の総酸素原子数が３以上である総酸素原子数は、３～７であることがより好ま
しい。総酸素原子数が３以上であると、良好な分散安定性を与えるであるので好ましい。
　本発明において、高極性基としてアルキレングリコール構造を有することが好ましく、
特にポリアルキレングリコール構造を有することが好ましい。更に、エチレングリコール
構造、プロピレングリコール構造、ポリエチレングリコール構造、及びポリプロピレング
リコール構造を有することが好ましい。
【００５０】
　以下、本発明に用いることができるの代表的な具体例〔例示化合物（１）～（５７）〕
を挙げるが、本発明はこれらの具体例に何ら限定されるものではない。尚、下記例示化合
物の一部において、炭化水素鎖を炭素（Ｃ）及び水素（Ｈ）の記号を省略した簡略構造式
で記載する。また、後述する化合物においても簡略構造式で記載することがある。
【００５１】



(12) JP 4878177 B2 2012.2.15

10

20

30

40

【化１０】

【００５２】
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【化１２】

【００５４】
　本発明のインク組成物における（ｂ）成分の含有率が、インク全体の２～６０重量％で
あることが好ましく、５～４０重量％であることがより好ましく、５～３０重量％である
ことが更に好ましい。
　（ｂ）成分の含有率が上記範囲であると、良好な分散安定性が得られるので好ましい。
【００５５】
（ｃ）低極性単官能オキセタン化合物、低極性単官能オキシラン化合物（低極性環状エー
テル化合物）
　本発明のインク組成物は、（ｃ）低極性単官能オキセタン化合物及び／又は低極性単官
能オキシラン化合物（以下、これらを単に「（ｃ）成分」又は「低極性環状エーテル化合
物」ともいう。）を含有する。
　低極性単官能オキセタン化合物又は低極性単官能オキシラン化合物とは、極性の低いオ
キセタン又はオキシラン化合物であり、より詳しくは、分子内に高極性基のないオキセタ
ン又はオキシラン化合物である。
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　本発明に用いることができる低極性単官能環状エーテル化合物は、分子内の酸素原子の
総数が１つ又は２つであり、前記酸素原子の全てがエーテル結合を形成している化合物で
あることが好ましく、オキセタン環又はオキシラン環以外の分子構造が、炭化水素鎖のみ
、又は、炭化水素鎖及び１つのエーテル結合で構成されている化合物であることがより好
ましい。
【００５６】
　本発明に用いることができる低極性単官能オキセタン化合物及び低極性単官能オキシラ
ン化合物は、環状エーテルを含む部分構造と、下記式（I）で表される部分構造（以下、
適宜「アルコキシ構造」ともいう。）とをそれぞれ１つ、その分子構造内に有する化合物
であることが好ましい。
【００５７】
【化１３】

（式（I）中、Ｒ1はアルキル基、シクロアルキル基、又は、アリール基を表す。）
【００５８】
　式（I）中、Ｒ1は、アルキル基、シクロアルキル基、又は、アリール基を表し、置換基
を有していてもよい炭素数１以上のアルキル基、置換基を有していてもよい炭素数４以上
のシクロアルキル基、又は、置換基を有していてもよいアリール基であることが好ましい
。
【００５９】
　低極性単官能オキセタン化合物及び低極性単官能オキシラン化合物は、環状エーテル構
造を１つ有する。
　低極性単官能オキセタン化合物及び低極性単官能オキシラン化合物における環状エーテ
ル構造は、炭素原子数２又は３のエーテル環、すなわち、オキシラン環又はオキセタン環
構造である。
　低極性単官能オキセタン化合物及び低極性単官能オキシラン化合物における環状エーテ
ル構造を含む分子構造として、具体的には、反応性や入手容易性の観点から、下記に示す
構造が好ましく例示できる。尚、波線部は他の構造との結合部位である。
【００６０】
【化１４】

【００６１】
　前記環状エーテル構造及び式（Ｉ）におけるＲ1は、導入可能な場合には置換基を有し
ていてもよい。
　該置換基としては、アルキル基、シクロアルキル基、アリール基が挙げられ、具体的に
は、メチル基、エチル基、フェニル基等が例示できる。
　これら置換基は、可能な場合には、前記置換基が更に前記置換基で置換されていてもよ
い。また、２つの置換基が連結し環構造を形成していてもよく、環状エーテル構造以外の
他の構造部分と連結し環構造を形成していてもよい。ただし、分子内にオキセタン構造及
びオキシラン構造が合計２つ以上の形成されることはない。
【００６２】
　式（I）で表される部分構造を表す。
　Ｒ1で表されるアルキル基としては、置換基を有していてもよい炭素数１以上のアルキ
ル基が挙げられる。また、炭素数３０以下であること好ましい。具体的には、メチル基、
エチル基、ｎ－プロピル基、イソプロピル基、ブチル基、イソブチル基、ターシャリーブ
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チル基、ペンチル基、ネオペンチル基、ｎ－ヘキシル基、ｎ－ヘプチル基、ｎ－オクチル
基、２－エチルヘキシル基、ｎ－ノニル基、ｎ－デシル基、ｎ－ドデシル基、ｎ－トリデ
シル基、ｎ－ステアリル基、ベンジル基等が例示できる。
　Ｒ1で表されるシクロアルキル基としては、置換基を有していてもよい炭素数４以上の
脂環式炭化水素基が挙げられる。また、炭素数３０以下であること好ましい。具体的には
、シクロヘプチル基、シクロへキシル基、シクロペンチル基、ビシクロ環基等が例示でき
る。
　Ｒ1で表されるアリール基としては、置換基を有していてもよい炭素原子数６～１８の
アリール基が好ましく挙げられ、炭素原子数６～１２であることがより好ましく、炭素原
子数６～８であることが更に好ましい。具体的には、フェニル基、ビフェニル基、ナフチ
ル基、ｐ－ノニルフェニル基等が例示できる。
【００６３】
　前記アルコキシ構造は、環状エーテル中の炭素原子に、アルキレン基等の連結基を介し
て連結する。連結基としては２価の炭化水素基であることが好ましく、アルキレン基であ
ることがより好ましい。
　前記アルコキシ構造は、低極性単官能オキセタン化合物中、又は、低極性単官能オキシ
ラン化合物中に１個含まれていてもよいし、２個以上含まれていてもよい。
【００６４】
　以下、本発明に用いることができる低極性単官能オキセタン化合物又は低極性単官能オ
キシラン化合物の好ましい具体例〔例示化合物（１）～（３０）〕を挙げるが、本発明は
これらの具体例に何ら限定されるものではない。
【００６５】
【化１５】

【００６６】
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【化１７】

【００６８】
　単官能オキセタン化合物及び単官能オキシラン化合物（高極性及び低極性の両方を含む
）の含有率がインク全体の５重量％～７０重量％であり、多官能オキセタン化合物の含有
率がインク全体の１０重量％以上５０重量％未満であり、多官能オキシラン化合物の含有
率がインク全体の１０重量％以上５０重量％未満であり、多官能オキセタン化合物と多官
能オキシラン化合物とを合計した多官能環状エーテル化合物の含有率がインク全体の７０
重量％以下ことが好ましい。より好ましくは単官能オキセタン化合物及び単官能オキシラ
ン化合物の含有率がインク全体の５重量％～４０重量％であり、更に好ましくは５重量％
～３０重量％である。
　本発明のインク組成物における、低極性単官能オキセタン化合物及び低極性単官能オキ
シラン化合物と、高極性単官能オキセタン化合物及び高極性単官能オキシラン化合物との
重量比は、５：９５～９５：５が好ましい。より好ましくは５：９５～７０：３０であり
、更に好ましくは１０：９０～５０：５０である。
【００６９】
（ｄ）カチオン重合開始剤
　本発明のインク組成物は、（ｄ）カチオン重合開始剤を含有する。本発明に用いること
ができるカチオン重合開始剤（光酸発生剤）としては、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ページ
参照）。本発明に好適なカチオン重合開始剤の例を以下に挙げる。
【００７０】
　第１に、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（Ｃ6Ｆ5）4

-、ＰＦ6
-、ＡｓＦ6

-、ＳｂＦ6
-、ＣＦ3ＳＯ3

-塩を挙げることができる。第２に、スルホン酸を発生するスルホン化物を挙げることが
できる。第３に、ハロゲン化水素を光発生するハロゲン化物も用いることができる。第４
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に、鉄アレン錯体を挙げることができる。
【００７１】
　本発明に用いることができる（ｄ）カチオン重合開始剤は、単独で使用しても、２種以
上の併用してもよい。本発明において、（ｄ）カチオン重合開始剤は、カチオン重合性化
合物１００重量部に対して、好ましくは０．０１～２０重量部、より好ましくは０．５～
１０重量部の範囲で含有されるのが適当である。
【００７２】
（ｅ）着色剤
　本発明のインク組成物は、（ｅ）着色剤を含有する。
　本発明に用いることのできる着色剤としては、特に制限はないが、耐候性に優れ、色再
現性に富んだ顔料及び油溶性染料が好ましく、溶解性染料等の任意の公知の着色剤から選
択して使用することができる。本発明のインク組成物又はインクジェット記録用インク組
成物に好適に使用し得る着色剤は、硬化反応である重合反応において重合禁止剤として機
能しないことが好ましい。これは、活性放射線による硬化反応の感度を低下させないため
である。
【００７３】
（ｅ－１）顔料
　本発明に用いることのできる顔料としては、特に限定されるわけではないが、例えばカ
ラーインデックスに記載される下記の番号の有機又は無機顔料が使用できる。
【００７４】
　即ち、赤あるいはマゼンタ顔料としては、Ｐｉｇｍｅｎｔ Ｒｅｄ ３、５、１９、２２
、３１、３８、４３、４８：１、４８：２、４８：３、４８：４、４８：５、４９：１、
５３：１、５７：１、５７：２、５８：４、６３：１、８１、８１：１、８１：２、８１
：３、８１：４、８８、１０４、１０８、１１２、１２２、１２３、１４４、１４６、１
４９、１６６、１６８、１６９、１７０、１７７、１７８、１７９、１８４、１８５、２
０８、２１６、２２６、２５７、Ｐｉｇｍｅｎｔ Ｖｉｏｌｅｔ ３、１９、２３、２９、
３０、３７、５０、８８、Ｐｉｇｍｅｎｔ Ｏｒａｎｇｅ １３、１６、２０、３６、青又
はシアン顔料としては、Ｐｉｇｍｅｎｔ Ｂｌｕｅ １、１５、１５：１、１５：２、１５
：３、１５：４、１５：６、１６、１７－１、２２、２７、２８、２９、３６、６０、緑
顔料としては、Ｐｉｇｍｅｎｔ Ｇｒｅｅｎ ７、２６、３６、５０、黄顔料としては、Ｐ
ｉｇｍｅｎｔ Ｙｅｌｌｏｗ １、３、１２、１３、１４、１７、３４、３５、３７、５５
、７４、８１、８３、９３、９４，９５、９７、１０８、１０９、１１０、１３７、１３
８、１３９、１５３、１５４、１５５、１５７、１６６、１６７、１６８、１８０、１８
５、１９３、黒顔料としては、Ｐｉｇｍｅｎｔ Ｂｌａｃｋ ７、２８、２６、白色顔料と
しては、Ｐｉｇｍｅｎｔ Ｗｈｉｔｅ ６，１８，２１などが目的に応じて使用できる。
【００７５】
（ｅ－２）油溶性染料
　以下に、本発明に用いることのできる油溶性染料について説明する。
　本発明に用いることのできる油溶性染料とは、水に実質的に不溶な染料を意味する。具
体的には、２５℃での水への溶解度（水１００ｇに溶解できる染料の質量）が１ｇ以下で
あり、好ましくは０．５ｇ以下、より好ましくは０．１ｇ以下であるものを指す。従って
、油溶性染料とは、所謂水に不溶性の顔料や油溶性色素を意味し、これらの中でも油溶性
色素が好ましい。
【００７６】
　本発明においては、油溶性染料は１種単独で用いてもよく、また、数種類を混合して用
いてもよい。また、本発明の効果を阻害しない範囲で、必要に応じて、他の水溶性染料、
分散染料、顔料等の着色剤が含有されていてもよい。
【００７７】
　本発明に用いることのできる前記油溶性染料のうち、イエロー染料としては、任意のも
のを使用することができる。例えばカップリング成分としてフェノール類、ナフトール類
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、アニリン類、ピラゾロン類、ピリドン類、開鎖型活性メチレン化合物類を有するアリー
ル若しくはヘテリルアゾ染料；例えばカップリング成分として開鎖型活性メチレン化合物
類を有するアゾメチン染料；例えばベンジリデン染料やモノメチンオキソノール染料等の
ようなメチン染料；例えばナフトキノン染料、アントラキノン染料等のようなキノン系染
料；等が挙げられ、これ以外の染料種としてはキノフタロン染料、ニトロ・ニトロソ染料
、アクリジン染料、アクリジノン染料等を挙げることができる。
【００７８】
　本発明に用いることのできる前記油溶性染料のうち、マゼンタ染料としては、任意のも
のを使用することができる。例えばカップリング成分としてフェノール類、ナフトール類
、アニリン類を有するアリール若しくはヘテリルアゾ染料；例えばカップリング成分とし
てピラゾロン類、ピラゾロトリアゾール類を有するアゾメチン染料；例えばアリーリデン
染料、スチリル染料、メロシアニン染料、オキソノール染料のようなメチン染料；ジフェ
ニルメタン染料、トリフェニルメタン染料、キサンテン染料のようなカルボニウム染料；
例えばナフトキノン、アントラキノン、アントラピリドンなどのようなキノン系染料；例
えばジオキサジン染料等のような縮合多環系染料；等を挙げることができる。
【００７９】
　本発明に用いることのできる前記油溶性染料のうち、シアン染料としては、任意のもの
を使用することができる。例えばインドアニリン染料、インドフェノール染料あるいはカ
ップリング成分としてピロロトリアゾール類を有するアゾメチン染料；シアニン染料、オ
キソノール染料、メロシアニン染料のようなポリメチン染料；ジフェニルメタン染料、ト
リフェニルメタン染料、キサンテン染料のようなカルボニウム染料；フタロシアニン染料
；アントラキノン染料；例えばカップリング成分としてフェノール類、ナフトール類、ア
ニリン類を有するアリール若しくはヘテリルアゾ染料；インジゴ・チオインジゴ染料；等
を挙げることができる。
【００８０】
　前記の各染料は、クロモフォアの一部が解離して初めてイエロー、マゼンタ、シアンの
各色を呈するものであってもよく、その場合の対カチオンはアルカリ金属や、アンモニウ
ムのような無機のカチオンであってもよいし、ピリジニウム、４級アンモニウム塩のよう
な有機のカチオンであってもよく、更にはそれらを部分構造に有するポリマーカチオンで
あってもよい。
【００８１】
　以下に限定されるものではないが、好ましい具体例としては、例えば、Ｃ．Ｉ．ソルベ
ント・ブラック　３，７，２７，２９及び３４；Ｃ．Ｉ．ソルベント・イエロー　１４，
１６，１９，２９，３０，５６，８２，９３及び１６２；Ｃ．Ｉ．ソルベント・レッド　
１，３，８，１８，２４，２７，４３，４９，５１，７２，７３，１０９，１２２，１３
２及び２１８；Ｃ．Ｉ．ソルベント・バイオレット　３；Ｃ．Ｉ．ソルベント・ブルー　
２，１１，２５，３５，３８，６７及び７０；Ｃ．Ｉ．ソルベント・グリーン　３及び７
；並びにＣ．Ｉ．ソルベント・オレンジ　２；等が挙げられる。これらの中で特に好まし
いものは、Ｎｕｂｉａｎ　Ｂｌａｃｋ　ＰＣ－０８５０、Ｏｉｌ　Ｂｌａｃｋ　ＨＢＢ　
、Ｏｉｌ　Ｙｅｌｌｏｗ　１２９、Ｏｉｌ　Ｙｅｌｌｏｗ　１０５、Ｏｉｌ　Ｐｉｎｋ　
３１２、Ｏｉｌ　Ｒｅｄ　５Ｂ、Ｏｉｌ　Ｓｃａｒｌｅｔ　３０８、Ｖａｌｉ　Ｆａｓｔ
　Ｂｌｕｅ　２６０６、Ｏｉｌ　Ｂｌｕｅ　ＢＯＳ（オリエント化学（株）製）、Ａｉｚ
ｅｎ　Ｓｐｉｌｏｎ　Ｂｌｕｅ　ＧＮＨ（保土ヶ谷化学（株）製）、ＮｅｏｐｅｎＹｅｌ
ｌｏｗ　０７５、Ｎｅｏｐｅｎ　Ｍａｚｅｎｔａ　ＳＥ１３７８、Ｎｅｏｐｅｎ　Ｂｌｕ
ｅ　８０８、Ｎｅｏｐｅｎ　Ｂｌｕｅ　ＦＦ４０１２、Ｎｅｏｐｅｎ　Ｃｙａｎ　ＦＦ４
２３８（ＢＡＳＦ社製）等である。
【００８２】
　また、本発明においては、水非混和性有機溶媒に溶解する範囲で分散染料を用いること
もできる。その好ましい具体例としては、Ｃ．Ｉ．ディスパースイエロー　５，４２，５
４，６４，７９，８２，８３，９３，９９、１００，１１９，１２２，１２４，１２６，
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１６０，１８４：１，１８６，１９８，１９９，２０１，２０４，２２４及び２３７；Ｃ
．Ｉ．ディスパーズオレンジ　１３，２９，３１：１，３３，４９，５４，５５，６６，
７３，１１８，１１９及び１６３；Ｃ．Ｉ．ディスパーズレッド　５４，６０，７２，７
３，８６，８８，９１，９２，９３，１１１，１２６，１２７，１３４，１３５，１４３
，１４５，１５２，１５３，１５４，１５９，１６４，１６７：１，１７７，１８１，２
０４，２０６，２０７，２２１，２３９，２４０，２５８，２７７，２７８，２８３，３
１１，３２３，３４３，３４８，３５６及び３６２；Ｃ．Ｉ．ディスパーズバイオレット
　３３；Ｃ．Ｉ．ディスパーズブルー　５６，６０，７３，８７，１１３，１２８，１４
３，１４８，１５４，１５８，１６５，１６５：１，１６５：２，１７６，１８３，１８
５，１９７，１９８，２０１，２１４，２２４，２２５，２５７，２６６，２６７，２８
７，３５４，３５８，３６５及び３６８；並びにＣ．Ｉ．ディスパーズグリーン　６：１
及び９；等が挙げられる。
【００８３】
　特に好ましい油溶性染料としては、下記式（１）又は（２）で表されるアゾ又はアゾメ
チン染料を挙げることができる。下記式（２）で表される染料は、写真材料において酸化
によりカプラー及び現像主薬から生成する染料として知られている。
【００８４】
【化１８】

【００８５】
　前記式（１）及び（２）において、Ｒ1、Ｒ2、Ｒ3及びＲ4はそれぞれ独立に、水素原子
、ハロゲン原子、脂肪族基、芳香族基、複素環基、シアノ基、ヒドロキシ基、ニトロ基、
アミノ基、アルキルアミノ基、アルコキシ基、アリールオキシ基、アミド基、アリールア
ミノ基、ウレイド基、スルファモイルアミノ基、アルキルチオ基、アリールチオ基、アル
コキシカルボニルアミノ基、スルホンアミド基、カルバモイル基、スルファモイル基、ス
ルホニル基、アルコキシカルボニル基、ヘテロ環オキシ基、アゾ基、アシルオキシ基、カ
ルバモイルオキシ基、シリルオキシ基、アリールオキシカルボニル基、アリールオキシカ
ルボニルアミノ基、イミド基、ヘテロ環チオ基、スルフィニル基、ホスホリル基、アシル
基、カルボキシル基又はスルホ基を表す。
【００８６】
　前記式（１）及び（２）において、特に、Ｒ2は上記置換基のうち、水素原子、ハロゲ
ン原子、脂肪族基、アルコキシ基、アリールオキシ基、アミド基、ウレイド基、スルフア
モイルアミノ基、アルコキシカルボニルアミノ基又はスルホンアミド基であることが好ま
しい。
【００８７】
　尚、本発明において、脂肪族基はアルキル基、置換アルキル基、アルケニル基、置換ア
ルケニル基、アルキニル基、置換アルキニル基、アラルキル基及び置換アラルキル基を意
味する。前記脂肪族基は分岐を有していてもよく、また環を形成していてもよい。脂肪族
基の炭素原子数は１～２０であることが好ましく、１～１８であることが更に好ましい。
アラルキル基及び置換アラルキル基のアリール部分はフェニル又はナフチルであることが
好ましく、フェニルが特に好ましい。置換アルキル基、置換アルケニル基、置換アルキニ
ル基及び置換アラルキル基のアルキル部分の置換基の例には、Ｒ1～Ｒ4の説明で挙げた置
換基を挙げることができる。置換アラルキル基のアリール部分の置換基の例は、下記置換
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アリール基の置換基の例と同様である。
【００８８】
　また、本発明において、芳香族基はアリール基及び置換アリール基を意味する。アリー
ル基は、フェニル又はナフチルであることが好ましく、フェニルが特に好ましい。置換ア
リール基のアリール部分は、上記アリール基と同様である。置換アリール基の置換基の例
には、Ｒ1～Ｒ4の説明で挙げた置換基を挙げることができる。
【００８９】
　前記式（１）及び（２）において、Ａは－ＮＲ5Ｒ6又はヒドロキシ基を表し、Ｒ5及び
Ｒ6はそれぞれ独立に、水素原子、脂肪族基、芳香族基又は複素環基を表す。Ａは－ＮＲ5

Ｒ6であることが好ましい。Ｒ5とＲ6とは互いに結合して環を形成していてもよい。Ｒ5及
びＲ6はそれぞれ、水素原子、アルキル基、置換アルキル基、アリール基又は置換アリー
ル基であるのがより好ましく、水素原子、炭素原子数が１～１８のアルキル基又は炭素原
子数が１～１８の置換アルキル基であることが最も好ましい。
【００９０】
　前記式（１）及び（２）において、Ｂ1は＝Ｃ（Ｒ3）－又は＝Ｎ－を表し、Ｂ2は－Ｃ
（Ｒ4）＝又は－Ｎ＝を表す。Ｂ1及びＢ2が同時に－Ｎ＝にならない場合が好ましく、Ｂ1

が＝Ｃ（Ｒ3）－で且つＢ2が－Ｃ（Ｒ4）＝となる場合が更に好ましい。Ｒ1とＲ5、Ｒ3と
Ｒ6及びＲ1とＲ2のいずれかが、互いに結合して芳香族環又は複素環を形成していてもよ
い。
【００９１】
　前記式（１）において、Ｙは不飽和複素環基を表す。Ｙとしては、５員又は６員環の不
飽和複素環が好ましい。複素環に、脂肪族環、芳香族環又は他の複素環が縮合していても
よい。複素環のヘテロ原子の例としては、Ｎ、Ｏ、及びＳを挙げることができる。
　前記不飽和複素環としては、例えば、ピラゾール環、イミダゾール環、チアゾール環、
イソチアゾール環、チアジアゾール環、チオフェン環、ベンゾチアゾール環、ベンゾオキ
サゾール環、ベンゾイソチアゾール環、ピリミジン環、ピリジン環、及びキノリン環等が
好ましい。また、前記不飽和複素環基は、前記Ｒ1～Ｒ4で挙げた置換基を有していてもよ
い。
【００９２】
　前記式（２）において、Ｘはカラー写真カプラーの残基を表す。前記カラー写真カプラ
ーの残基としては以下に挙げるものが好ましい。
　イエローカプラー：米国特許３，９３３，５０１号、同４，０２２，６２０号、同４，
３２６，０２４号、同４，４０１，７５２号、同４，２４８，９６１号、特公昭５８－１
０７３９号、英国特許１，４２５，０２０号、同１，４７６，７６０号、米国特許３，９
７３，９６８号、同４，３１４，０２３号、同４，５１１，６４９号、欧州特許２４９，
４７３Ａ号、同５０２，４２４Ａ号の式（Ｉ），（II）で表されるカプラー、同５１３，
４９６Ａ号の式（１），（２）で表されるカプラー（特に１８頁のＹ－２８）、同５６８
，０３７Ａ号のクレーム１の式（Ｉ）で表されるカプラー、米国特許５，０６６，５７６
号のカラム１の４５～５５行の式（Ｉ）で表されるカプラー、特開平４－２７４４２５号
公報の段落０００８の式（Ｉ）で表されるカプラー、欧州特許４９８，３８１Ａ１号の４
０頁のクレーム１に記載のカプラー（特に１８頁のＤ－３５）、同４４７，９６９Ａ１号
の４頁の式（Ｙ）で表されるカプラー（特に、Ｙ－１（１７頁），Ｙ－５４（４１頁））
、米国特許４，４７６，２１９号のカラム７の３６～５８行の式（II）～（IV）で表され
るカプラー（特にII－１７、１９（カラム１７）、II－２４（カラム１９））。
【００９３】
　マゼンタカプラー：米国特許４，３１０，６１９号、同４，３５１，８９７号、欧州特
許７３，６３６号、米国特許３，０６１，４３２号、同３，７２５，０６７号、リサーチ
・ディスクロージャーＮｏ．２４２２０（１９８４年６月）、同Ｎｏ．２４２３０（１９
８４年６月）、特開昭６０－３３５５２号、同６０－４３６５９号、同６１－７２２３８
号、同６０－３５７３０号、同５５－１１８０３４号、同６０－１８５９５１号、米国特
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許４，５００，６３０号、同４，５４０，６５４号、同４，５５６，６３０号、国際公開
ＷＯ８８／０４７９５号、特開平３－３９７３７号（Ｌ－５７（１１頁右下）、Ｌ－６８
（１２頁右下）、Ｌ－７７（１３頁右下））、欧州特許４５６，２５７号の〔Ａ－４〕－
６３（１３４頁），〔Ａ－４〕－７３，－７５（１３９頁）、同４８６，９６５号のＭ－
４，－６（２６頁），Ｍ－７（２７頁）、同５７１，９５９Ａ号のＭ－４５（１９頁）、
特開平５－２０４１０６号公報のＭ－１（６頁）、同４－３６２６３１号公報の段落０２
３７のＭ－２２、米国特許３，０６１，４３２号、同３，７２５，０６７号。
【００９４】
　シアンカプラー：米国特許４，０５２，２１２号、同４，１４６，３９６号、同４，２
２８，２３３号、同４，２９６，２００号、欧州特許７３，６３６号、特開平４－２０４
８４３号公報のＣＸ－１，３，４，５，１１，１２，１４，１５（１４～１６頁）；特開
平４－４３３４５のＣ－７，１０（３５頁），３４，３５（３７頁），（Ｉ－１），（Ｉ
－１７）（４２～４３頁）；特開平６－６７３８５号公報の請求項１の式（Ｉａ）又は（
Ｉｂ）で表されるカプラー。
【００９５】
　その他、特開昭６２－２１５２７２号公報（９１頁）、特開平２－３３１４４号公報（
３頁，３０頁）、ＥＰ　３５５，６６０Ａ（４頁，５頁，４５頁，４７頁）記載のカプラ
ーも有用である。
【００９６】
　前記式（１）で表される油溶性染料のうち、マゼンタ染料としては下記式（３）で表わ
される染料が特に好ましく用いられる。
【００９７】
【化１９】

【００９８】
　前記式（３）において、Ｚ1はハメットの置換基定数σｐ値が０．２０以上の電子吸引
性基を表す。Ｚ1はσｐ値が０．３０以上１．０以下の電子吸引性基であるのが好ましい
。好ましい具体的な置換基については後述する電子吸引性置換基を挙げることができるが
、中でも、炭素数２～１２のアシル基、炭素数２～1２のアルキルオキシカルボニル基、
ニトロ基、シアノ基、炭素数１～１２のアルキルスルホニル基、炭素数６～１８のアリー
ルスルホニル基、炭素数１～１２のカルバモイル基及び炭素数１～１２のハロゲン化アル
キル基が好ましい。特に好ましいものは、シアノ基、炭素数１～１２のアルキルスルホニ
ル基、炭素数６～１８のアリールスルホニル基であり、最も好ましいものはシアノ基であ
る。
【００９９】
　前記式（３）において、Ｚ2は水素原子、脂肪族基又は芳香族基を表す。
　前記式（３）において、Ｒ1～Ｒ6は、前記式（１）の各々と同義である。
【０１００】
　前記式（３）において、Ｑは水素原子、脂肪族基、芳香族基又は複素環基を表す。中で
も、Ｑは５～８員環を形成するのに必要な非金属原子群からなる基が好ましい。その中で
も特に芳香族基又は複素環基が好ましい。前記５～８員環は置換されていてもよいし、飽
和環であっても不飽和結合を有していてもよい。好ましい非金属原子としては、窒素原子
、酸素原子、イオウ原子又は炭素原子が挙げられる。そのような環構造の具体例としては
、例えばベンゼン環、シクロペンタン環、シクロヘキサン環、シクロヘプタン環、シクロ
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、トリアジン環、イミダゾール環、ベンゾイミダゾール環、オキサゾール環、ベンゾオキ
サゾール環、オキサン環、スルホラン環及びチアン環等が挙げられ、これらの環が更に置
換基を有する場合、該置換基としては、前記式（１）の置換基Ｒ1～Ｒ4で例示した基が挙
げられる。
【０１０１】
　尚、前記式（３）で表される化合物の好ましい構造については、特開２００１－３３５
７１４号明細書に記載されている。
【０１０２】
　前記式（２）で表される染料のうち、マゼンタ染料としては下記式（４）で表される染
料が特に好ましく用いられる。
【０１０３】
【化２０】

【０１０４】
　前記式（４）において、Ｇは水素原子、脂肪族基、芳香族基、複素環基、シアノ基、ア
ルコキシ基、アリールオキシ基、アルキルチオ基、アリールチオ基、エステル基、アミノ
基、カルバモイル基、スルホニル基、スルファモイル基、ウレイド基、ウレタン基、アシ
ル基、アミド基又はスルホンアミド基を表す。
【０１０５】
　前記式（４）において、Ｒ1、Ｒ2、Ａ、Ｂ1及びＢ2は、前記式（２）の各々と同義であ
り、それらの好ましい範囲も同じである。
【０１０６】
　前記式（４）において、Ｌは脂肪族基、芳香族基、複素環基、シアノ基、アルコキシ基
、アリールオキシ基、アルキルチオ基、アリールチオ基、エステル基、アミノ基、カルバ
モイル基、スルホニル基、スルファモイル基、ウレイド基、ウレタン基、アシル基、アミ
ド基及びスルホンアミド基の少なくとも１つで置換されていてもよい５員又は６員の含窒
素複素環を形成する原子群を表し、この複素環は更に別の環と縮合環を形成していてもよ
い。
【０１０７】
　前記式（４）で表される化合物において、Ａは－ＮＲ5Ｒ6が好ましく、Ｌは５員の含窒
素複素環を形成するのが好ましく、５員の含窒素複素環の例にはイミダゾール環、トリア
ゾール環及びテロラゾール環が含まれる。
【０１０８】
　以下に、前記式（１）及び前記式（２）で表される染料のうち、マゼンタ染料の例示化
合物（Ｍ－０～６、ａ－２１～２５）を示すが、これらは、本発明を詳しく説明するため
のものであって、これらにより本発明は限定されるものではない。
　また、本発明において、Ｍ－０、Ｍ－４、Ｍ－６、ａ－２１を用いることができ、特に
Ｍ－４、Ｍ－６、ａ－２１を好ましく用いることができる。
【０１０９】
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【０１１０】
【化２２】

【０１１１】
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【化２３】

【０１１２】

【表１】
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【０１１３】
　その他、本発明に用いることができる着色剤の化合物としては、例えば、特開２００１
－２４０７６３号明細書、同２００１－１８１５４９号明細書、特開２００１－３３５７
１４号明細書に記載されているが、これらに限定されるものではない。
【０１１４】
　前記式（３）で表される化合物は、例えば、特開２００１－３３５７１４号明細書、特
開昭５５－１６１８５６号公報に記載された方法を参考にして合成することができる。ま
た、前記式（４）で表される化合物は、例えば、特開平４－１２６７７２号及び特公平７
－９４１８０号等の各公報、並びに特開２００１－２４０７６３号明細書に記載された方
法を参考にして合成することができる。
【０１１５】
　前記式（２）で表される染料のうち、シアン染料としては、下記式（５）で表されるピ
ロロトリアゾールアゾメチン染料が特に好ましく用いることができる。
【０１１６】

【化２４】

【０１１７】
　前記式（５）において、Ａ、Ｒ1、Ｒ2、Ｂ1及びＢ2は、前記式（２）の各々と同義であ
り、それらの好ましい範囲も同じである。
【０１１８】
　前記式（５）において、Ｚ3及びＺ4はそれぞれ独立に、前記式（４）におけるＧと同義
である。また、Ｚ3とＺ4は互いに結合して、環構造を形成してもよい。Ｚ3がハメット置
換基定数σｐ値０．３０以上の電子吸引性基であるものは、吸収がシャープであり、より
好ましい。更に、Ｚ3はハメット置換基定数σｐ値０．４５以上の電子吸引性基であるの
がより好ましく、ハメット置換基定数σｐ値０．６０以上の電子吸引性基が最も好ましい
。そして、Ｚ3及びＺ4のハメット置換基定数σｐ値の和が０．７０以上のものはシアン色
として優れた色相を呈し、更に好ましい。
【０１１９】
　前記式（５）において、Ｍは前記式（５）中の５員環に縮合した１，２，４－トリアゾ
ール環を形成する原子団であって、５員環との縮合部の２つの原子Ｂ3及びＢ4は、いずれ
か一方が窒素原子で、他方が炭素原子である。
【０１２０】
　尚、前記式（５）で表される化合物は、シアン染料として用いるのが好ましいが、置換
基の変更でマゼンタ染料として用いることもできる。
【０１２１】
　ここで、本明細書中で用いられるハメットの置換基定数σｐ値について説明する。ハメ
ット則はベンゼン誘導体の反応又は平衡に及ぼす置換基の影響を定量的に論ずるために１
９３５年にL. P. Hammettにより提唱された経験則であるが、これは今日広く妥当性が認
められている。ハメット則に求められた置換基定数にはσｐ値とσｍ値があり、これらの
値は多くの一般的な成書に見出すことができるが、例えば、J. A. Dean編、「Lange's Ha
ndbook of Chemistry」第１２版、１９７９年（Mc Graw-Hill）や「化学の領域」増刊、
１２２号、９６～１０３頁、１９７９年（南光堂）に詳しい。尚、本発明において各置換
基をハメットの置換基定数σｐにより限定したり、説明したりするが、これは上記の成書
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中に見出せる、文献既知の値がある置換基にのみ限定されるという意味ではなく、その値
が文献未知であってもハメット則に基づいて測定した場合にその範囲内に包まれるであろ
う置換基をも含むことはいうまでもない。また、前記式（１）～（５）の中には、ベンゼ
ン誘導体ではないものも含まれるが、置換基の電子効果を示す尺度として、置換位置に関
係なくσｐ値を使用する。本発明において、σｐ値をこのような意味で使用する。
【０１２２】
　ハメット置換基定数σｐ値が０．６０以上の電子吸引性基としては、シアノ基、ニトロ
基、アルキルスルホニル基（例えばメタンスルホニル基、アリールスルホニル基（例えば
ベンゼンスルホニル基）を例として挙げることができる。ハメットσｐ値が０．４５以上
の電子吸引性基としては、上記に加えアシル基（例えばアセチル基）、アルコキシカルボ
ニル基（例えばドデシルオキシカルボニル基）、アリールオキシカルボニル基（例えば、
ｍ－クロロフェノキシカルボニル）、アルキルスルフィニル基（例えば、ｎ－プロピルス
ルフィニル）、アリールスルフィニル基（例えばフェニルスルフィニル）、スルファモイ
ル基（例えば、Ｎ－エチルスルファモイル、Ｎ，Ｎ－ジメチルスルファモイル）、ハロゲ
ン化アルキル基（例えば、トリフルオロメチル）を挙げることができる。
【０１２３】
　ハメット置換基定数σｐ値が０．３０以上の電子吸引性基としては、上記に加え、アシ
ルオキシ基（例えば、アセトキシ）、カルバモイル基（例えば、Ｎ－エチルカルバモイル
、Ｎ，Ｎ－ジブチルカルバモイル）、ハロゲン化アルコキシ基（例えば、トリフルオロメ
チルオキシ）、ハロゲン化アリールオキシ基（例えば、ペンタフルオロフェニルオキシ）
、スルホニルオキシ基（例えば、メチルスルホニルオキシ）、ハロゲン化アルキルチオ基
（例えば、ジフルオロメチルチオ）、２つ以上のσｐ値が０．１５以上の電子吸引性基で
置換されたアリール基（例えば、２，４－ジニトロフェニル、ペンタクロロフェニル）、
及び複素環（例えば、２－ベンゾオキサゾリル、２－ベンゾチアゾリル、１－フェニル－
２－ベンズイミダゾリル）を挙げることができる。σｐ値が０．２０以上の電子吸引性基
の具体例としては、上記に加え、ハロゲン原子などが挙げられる。
【０１２４】
　また、本発明において、下記式（Ａ－Ｉ）で表される油溶性染料を好ましく用いること
ができる。
【０１２５】
【化２５】

【０１２６】
　式（Ａ－Ｉ）中：Ｘ1、Ｘ2、Ｘ3及びＸ4は、それぞれ独立に、－ＳＯ－Ｚ、－ＳＯ2－
Ｚ、－ＳＯ2ＮＲ1Ｒ2、－ＣＯＮＲ1Ｒ2、－ＣＯ2Ｒ1及びスルホ基から選択される基を表
す。ここで、Ｚは置換若しくは無置換のアルキル基、置換若しくは無置換のシクロアルキ
ル基、置換若しくは無置換のアルケニル基、置換若しくは無置換のアラルキル基、置換若
しくは無置換のアリール基、又は置換若しくは無置換のヘテロ環基を表す。Ｒ1、Ｒ2は、
それぞれ独立に、水素原子、置換若しくは無置換のアルキル基、置換若しくは無置換のシ
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基、置換若しくは無置換のアリール基、又は置換若しくは無置換のヘテロ環基を表す。た
だしＲ1、Ｒ2の両方が水素原子であることはない。Ｍは、水素原子、金属元素、金属酸化
物、金属水酸化物又は金属ハロゲン化物を表す。Ｙ1、Ｙ2、Ｙ3及びＹ4は、それぞれ独立
に、水素原子又は一価の置換基を表す。ａ1～ａ4、ｂ1～ｂ4は、Ｘ1～Ｘ4、Ｙ1～Ｙ4の数
を表し、それぞれ独立に、０～４の整数である。ただし、ａ1～ａ4の総和は２以上である
。
【０１２７】
　前記式（Ａ－Ｉ）で表される油溶性染料のうち、下記式（Ａ－II）で表される油溶性染
料が特に好ましく使用できる。
【０１２８】
【化２６】

【０１２９】
　式（Ａ－II）中：Ｘ11～Ｘ14、Ｙ11～Ｙ18及びＭは、式（Ａ－Ｉ）の中のＸ1～Ｘ4、Ｙ

1～Ｙ4、Ｍとそれぞれ同義である。ａ11～ａ14は、それぞれ独立に、１又は２の整数を表
す。
【０１３０】
　前記式（Ａ－II）の具体例として、例示化合物（ＡII－１７）を示すが、これは、本発
明を詳しく説明するためのものであって、これらにより本発明は限定されるものではない
。
【０１３１】
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【化２７】

【０１３２】
　本発明では、酸化電位が１．０Ｖ（ＳＣＥ）よりも貴である油溶性染料を用いることが
好ましい。酸化電位は貴であるほど好ましく、酸化電位が１．１Ｖ（ＳＣＥ）よりも貴で
あるものがより好ましく、１．２Ｖ（ＳＣＥ）より貴であるものが最も好ましい。
【０１３３】
　酸化電位の値（Ｅox）は当業者が容易に測定することができる。この方法に関しては、
例えばP. Delahay著“New Instrumental Methods in Electrochemistry”（１９５４年、
Interscience Publishers社刊）やA. J. Bard他著“Electrochemical Methods”（１９８
０年、John Wiley & Sons社刊）、藤嶋昭他著“電気化学測定法”（１９８４年、技報堂
出版社刊）に記載されている。
【０１３４】
　具体的に酸化電位は、過塩素酸ナトリウムや過塩素酸テトラプロピルアンモニウムとい
った支持電解質を含むジメチルホルムアミドやアセトニトリルのような溶媒中に、被験試
料を１×１０-4～１×１０-6モル／リットル溶解して、サイクリックボルタンメトリーや
直流ポーラログラフィー装置により、作用極として炭素（ＧＣ）を、対極として回転白金
電極を用いて酸化側（貴側）に掃引したときの酸化波を直線で近似して、この直線と残余
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電流・電位直線との交点と、直線と飽和電流直線との交点（又はピーク電位値を通る縦軸
に平行な直線との交点）とで作られる線分の中間電位値をＳＣＥ（飽和カロメル電極）に
対する値として測定する。この値は、液間電位差や試料溶液の液抵抗などの影響で、数１
０ミルボルト程度偏位することがあるが、標準試料（例えばハイドロキノン）を入れて電
位の再現性を保証することができる。また、用いる支持電解質や溶媒は、被験試料の酸化
電位や溶解性により適当なものを選ぶことができる。用いることができる支持電解質や溶
媒については藤嶋昭他著“電気化学測定法”（１９８４年、技報堂出版社刊）１０１～１
１８ページに記載がある。
　尚、上記の測定溶媒とフタロシアニン化合物試料の濃度範囲では、非会合状態の酸化電
位が測定される。
【０１３５】
　Ｅoxの値は試料から電極への電子の移りやすさを表し、その値が大きい（酸化電位が貴
である）ほど試料から電極への電子の移りにくい、言い換えれば、酸化されにくいことを
表す。
　酸化電位が低い染料を使用すると、染料による重合阻害が大きく、硬化性が低下する。
酸化電位が貴である染料を使用した場合には、重合阻害がほとんど無い。
【０１３６】
　本発明に用いることができる着色剤は、本発明のインク組成物又はインクジェット記録
用インク組成物に添加された後、適度に当該インク内で分散することが好ましい。着色剤
の分散には、例えば、ボールミル、サンドミル、アトライター、ロールミル、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の各分散装置を用いることができる。
　また、着色剤の分散を行う際に分散剤を添加することも可能である。分散剤としては、
その種類に特に制限はないが、好ましくは高分子分散剤を用いることであり、高分子分散
剤としては、例えば、Ｚｅｎｅｃａ社のＳｏｌｓｐｅｒｓｅシリーズが挙げられる。また
、分散助剤として、各種顔料に応じたシナージストを用いることも可能である。本発明に
おいて、これらの分散剤及び分散助剤は、着色剤１００重量部に対し、１～５０重量部添
加することが好ましい。
　着色剤は、本発明のインク組成物に直接添加してもよいが、分散性向上のため、あらか
じめ溶剤又は本発明に使用する重合性化合物のような分散媒体に添加してもよい。本発明
において、溶剤が硬化画像に残留する場合の耐溶剤性の劣化並びに残留する溶剤のＶＯＣ
（Ｖｏｌａｔｉｌｅ Ｏｒｇａｎｉｃ Ｃｏｍｐｏｕｎｄ：揮発性有機化合物）の問題を避
けるためにも、着色剤は、重合性化合物に添加することが好ましい。更に使用する重合性
化合物としては、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。
【０１３７】
　本発明において、着色剤粒子の平均粒径は、好ましくは０．００５～０．５μｍ、より
好ましくは０．０１～０．４５μｍ、更に好ましくは、０．０１５～０．３μｍである。
また、着色剤の最大粒径は、好ましくは０．３～１０μｍ、より好ましくは０．３～３μ
ｍである。このような最大粒径となるよう、着色剤、分散剤、分散媒体の選定、分散条件
、ろ過条件を設定することが好ましい。この粒径管理によって、ヘッドノズルの詰まりを
抑制し、インクの保存安定性、インク透明性及び硬化感度を維持することができるので好
ましい。
【０１３８】
　着色剤はインク組成物中、インク組成物全体の重量で１～２０重量％添加されることが
好ましく、２～１５重量％がより好ましい。
【０１３９】
（ｆ）増感剤
　本発明のインク組成物は、オニウム型重合開始剤の酸発生効率の向上、感光波長の長波
長化の目的で、増感剤を含有することも好ましい。増感剤としては、オニウム型重合開始
剤に対し、電子移動機構又はエネルギー移動機構で増感させるものが好ましい。増感剤と
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　本発明に使用する増感色素としては、以下に列挙する化合物類に属しており、且つ３０
０ｎｍ～４５０ｎｍの波長領域に吸収波長を有するものが挙げられる。
　好ましい増感色素の例としては、以下の化合物類に属しており、かつ３５０ｎｍから４
５０ｎｍ域に吸収波長を有するものを挙げることができる。
　例えば、多核芳香族類（例えば、フェナントレン、アントラセン、ピレン、ペリレン、
トリフェニレン、９，１０－ジアルコキシアントラセン）、キサンテン類（例えば、フル
オレッセイン、エオシン、エリスロシン、ローダミンＢ、ローズベンガル）、チオキサン
トン類（イソプロピルチオキサントン、ジエチルチオキサントン、クロロチオキサントン
）、シアニン類（例えばチアカルボシアニン、オキサカルボシアニン）、メロシアニン類
（例えば、メロシアニン、カルボメロシアニン）、フタロシアニン類、チアジン類（例え
ば、チオニン、メチレンブルー、トルイジンブルー）、アクリジン類（例えば、アクリジ
ンオレンジ、クロロフラビン、アクリフラビン）、アントラキノン類（例えば、アントラ
キノン）、スクアリウム類（例えば、スクアリウム）、アクリジンオレンジ、クマリン類
（例えば、７－ジエチルアミノ－４－メチルクマリン）、ケトクマリン、フェノチアジン
類、フェナジン類、スチリルベンゼン類、アゾ化合物、ジフェニルメタン、トリフェニル
メタン、ジスチリルベンゼン類、カルバゾール類、ポルフィリン、スピロ化合物、キナク
リドン、インジゴ、スチリル、ピリリウム化合物、ピロメテン化合物、ピラゾロトリアゾ
ール化合物、ベンゾチアゾール化合物、バルビツール酸誘導体、チオバルビツール酸誘導
体等が挙げられ、更に欧州特許第５６８，９９３号明細書、米国特許第４，５０８，８１
１号明細書、同５，２２７，２２７号明細書、特開２００１－１２５２５５号公報、特開
平１１－２７１９６９号公報等に記載の化合物等などが挙げられる。
【０１４０】
　中でも本発明における増感剤には、多核芳香族類（例えば、フェナントレン、アントラ
セン、ピレン、ペリレン、トリフェニレン、９，１０－ジアルコキシアントラセン）、チ
オキサントン類、ジスチリルベンゼン類、スチリルベンゼン類と組み合わせるのが開始効
率の観点で好ましく、ジスチリルベンゼン類、スチリルベンゼン、ジフェニルブタジエン
類と組み合わせるが最も好ましい。
　具体的には以下の化合物が例示できる。尚、下記の化合物中、Ｍｅはメチル基、Ｂｕは
ブチル基を表す。
【０１４１】
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【化２８】

【０１４２】
　本発明のインク組成物において、増感剤として増感色素を使用する場合、その含有量は
、インクの着色性の観点から、インク組成物の全重量に対し、０．０１～２０重量％が好
ましく、０．１～１５重量％がより好ましく、更に好ましくは０．５～１０重量％の範囲
である。
　増感剤は、１種単独で用いてもよいし、２種以上を併用してもよい。
　また、増感剤とオニウム型重合開始剤とのインク組成物中における含有比としては、オ
ニウム型重合開始剤の分解率向上と照射した光の透過性の観点から、重量比で、（オニウ
ム型重合開始剤）／（増感剤）＝１００～０．５が好ましく、５０～１がより好ましく、
１０～１．５が更に好ましい。
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【０１４３】
（ｇ）共増感剤
　本発明のインク組成物は、（ｇ）共増感剤を含有することも好ましい。本発明において
共増感剤は、増感色素の活性放射線に対する感度を一層向上させる、あるいは酸素による
重合性化合物の重合阻害を抑制する等の作用を有する。
　この様な共増感剤の例としては、アミン類、例えばM. R. Sanderら著「Journal of Pol
ymer Society」第１０巻３１７３頁（１９７２）、特公昭４４－２０１８９号公報、特開
昭５１－８２１０２号公報、特開昭５２－１３４６９２号公報、特開昭５９－１３８２０
５号公報、特開昭６０－８４３０５号公報、特開昭６２－１８５３７号公報、特開昭６４
－３３１０４号公報、Research Disclosure ３３８２５号記載の化合物等が挙げられ、具
体的には、トリエタノールアミン、ｐ－ジメチルアミノ安息香酸エチルエステル、ｐ－ホ
ルミルジメチルアニリン、ｐ－メチルチオジメチルアニリン等が挙げられる。
【０１４４】
　共増感剤の別の例としてはチオール及びスルフィド類、例えば、特開昭５３－７０２号
公報、特公昭５５－５００８０６号公報、特開平５－１４２７７２号公報記載のチオール
化合物、特開昭５６－７５６４３号公報のジスルフィド化合物等が挙げられ、具体的には
、２－メルカプトベンゾチアゾール、２－メルカプトベンゾオキサゾール、２－メルカプ
トベンゾイミダゾール、２－メルカプト－４（３Ｈ）－キナゾリン、β－メルカプトナフ
タレン等が挙げられる。
【０１４５】
　また別の例としては、アミノ酸化合物（例、Ｎ－フェニルグリシン等）、特公昭４８－
４２９６５号公報記載の有機金属化合物（例、トリブチル錫アセテート等）、特公昭５５
－３４４１４号公報記載の水素供与体、特開平６－３０８７２７号公報記載のイオウ化合
物（例、トリチアン等）、特開平６－２５０３８７号公報記載のリン化合物（ジエチルホ
スファイト等）、特願平６－１９１６０５号記載のＳｉ－Ｈ、Ｇｅ－Ｈ化合物等が挙げら
れる。
【０１４６】
　共増感剤はインク組成物中、インク組成物全体の重量（固形分換算）で１～２０重量％
添加されることが好ましく、１～５重量％がより好ましい。上記範囲であると、良好な感
度を適度な使用量で得られるため好ましい。
【０１４７】
（ｈ）他の重合性化合物
　本発明のインク組成物は、多官能オキセタン化合物、多官能オキシラン化合物、単官能
オキセタン化合物、単官能オキシラン化合物と共に（ｈ）他の重合性化合物を併用するこ
ともできる。本発明に併用することのできる重合性化合物としては、（ａ）～（ｃ）に該
当しないカチオン重合性化合物や、ラジカル重合性化合物が挙げられる。ラジカル重合性
化合物としては、例えば、特開平７－１５９９８３号、特公平７－３１３９９号、特開平
８－２２４９８２号、特開平１０－８６３号、特願平７－２３１４４４号等の各公報に記
載されている光重合性組成物を用いた光硬化型材料が知られている。
【０１４８】
　本発明に用いることができるラジカル重合性化合物は、ラジカル重合可能な炭素－炭素
二重結合（エチレン性不飽和結合）を１つ以上有する化合物であり、分子中にラジカル重
合可能なエチレン性不飽和結合を１つ有する化合物であればどのようなものでもよく、モ
ノマー、オリゴマー、ポリマー等の化学形態を持つものが含まれる。ラジカル重合性化合
物は１種のみ用いてもよく、また目的とする特性を向上するために任意の比率で２種以上
を併用してもよい。
【０１４９】
　ラジカル重合可能なエチレン性不飽和結合を有する重合性化合物の例としては、アクリ
ル酸、メタクリル酸、イタコン酸、クロトン酸、イソクロトン酸、マレイン酸等の不飽和
カルボン酸及びそれらの塩、エチレン性不飽和基を有する無水物、アクリロニトリル、ス
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チレン、更に種々の不飽和ポリエステル、不飽和ポリエーテル、不飽和ポリアミド、不飽
和ウレタン等のラジカル重合性化合物が挙げられる。
　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、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等のメタクリル誘導体、その他、アリルグリシジルエーテル等のア
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）」（１
９８５年、高分子刊行会）；ラドテック研究会編、「ＵＶ・ＥＢ硬化技術の応用と市場」
、７９頁、（１９８９年、シーエムシー）；滝山栄一郎著、「ポリエステル樹脂ハンドブ
ック」、（１９８８年、日刊工業新聞社）等に記載の市販品若しくは業界で公知のラジカ
ル重合性乃至架橋性のモノマー、オリゴマー及びポリマーを用いることができる。
　ラジカル重合性化合物とカチオン重合性化合物を併用すると、ラジカル重合の特徴であ
る高感度性と、カチオン重合の特徴である低体積収縮性より、高感度性、及び、密着性を
兼備した印刷物、又は、平版印刷版が得られるので好ましい。
【０１５０】
　また、カチオン重合性化合物であるビニルエーテル化合物を併用することもできる。ビ
ニルエーテル化合物としては、例えば、エチレングリコールジビニルエーテル、ジエチレ
ングリコールジビニルエーテル、トリエチレングリコールジビニルエーテル、プロピレン
グリコールジビニルエーテル、ジプロピレングリコールジビニルエーテル、ブタンジオー
ルジビニルエーテル、ヘキサンジオールジビニルエーテル、シクロヘキサンジメタノール
ジビニルエーテル、トリメチロールプロパントリビニルエーテル等のジ又はトリビニルエ
ーテル化合物、エチルビニルエーテル、ｎ－ブチルビニルエーテル、イソブチルビニルエ
ーテル、オクタデシルビニルエーテル、シクロヘキシルビニルエーテル、ヒドロキシブチ
ルビニルエーテル、２－エチルヘキシルビニルエーテル、シクロヘキサンジメタノールモ
ノビニルエーテル、ｎ－プロピルビニルエーテル、イソプロピルビニルエーテル、イソプ
ロペニルエーテル－Ｏ－プロピレンカーボネート、ドデシルビニルエーテル、ジエチレン
グリコールモノビニルエーテル等のモノビニルエーテル化合物等が挙げられる。
【０１５１】
　以下に、単官能ビニルエーテルと多官能ビニルエーテルを詳しく例示する。
　単官能ビニルエーテルとしては、例えば、メチルビニルエーテル、エチルビニルエーテ
ル、プロピルビニルエーテル、ｎ－ブチルビニルエーテル、ｔ－ブチルビニルエーテル、
２－エチルヘキシルビニルエーテル、ｎ－ノニルビニルエーテル、ラウリルビニルエーテ
ル、シクロヘキシルビニルエーテル、シクロヘキシルメチルビニルエーテル、４－メチル
シクロヘキシルメチルビニルエーテル、ベンジルビニルエーテル、ジシクロペンテニルビ
ニルエーテル、２－ジシクロペンテノキシエチルビニルエーテル、メトキシエチルビニル
エーテル、エトキシエチルビニルエーテル、ブトキシエチルビニルエーテル、メトキシエ
トキシエチルビニルエーテル、エトキシエトキシエチルビニルエーテル、メトキシポリエ
チレングリコールビニルエーテル、テトラヒドロフルフリルビニルエーテル、２－ヒドロ
キシエチルビニルエーテル、２－ヒドロキシプロピルビニルエーテル、４－ヒドロキシブ
チルビニルエーテル、４－ヒドロキシメチルシクロヘキシルメチルビニルエーテル、ジエ
チレングリコールモノビニルエーテル、ポリエチレングリコールビニルエーテル、クロル
エチルビニルエーテル、クロロブチルビニルエーテル、クロロエトキシエチルビニルエー
テル、フェニルエチルビニルエーテル、フェノキシポリエチレングリコールビニルエーテ
ル等が挙げられる。
【０１５２】
　また、多官能ビニルエーテルとしては、例えば、エチレングリコールジビニルエーテル
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、ジエチレングリコールジビニルエーテル、ポリエチレングリコールジビニルエーテル、
プロピレングリコールジビニルエーテル、ブチレングリコールジビニルエーテル、ヘキサ
ンジオールジビニルエーテル、ビスフェノールＡアルキレンオキサイドジビニルエーテル
、ビスフェノールＦアルキレンオキサイドジビニルエーテルなどのジビニルエーテル類；
トリメチロールエタントリビニルエーテル、トリメチロールプロパントリビニルエーテル
、ジトリメチロールプロパンテトラビニルエーテル、グリセリントリビニルエーテル、ペ
ンタエリスリトールテトラビニルエーテル、ジペンタエリスリトールペンタビニルエーテ
ル、ジペンタエリスリトールヘキサビニルエーテル、エチレンオキサイド付加トリメチロ
ールプロパントリビニルエーテル、プロピレンオキサイド付加トリメチロールプロパント
リビニルエーテル、エチレンオキサイド付加ジトリメチロールプロパンテトラビニルエー
テル、プロピレンオキサイド付加ジトリメチロールプロパンテトラビニルエーテル、エチ
レンオキサイド付加ペンタエリスリトールテトラビニルエーテル、プロピレンオキサイド
付加ペンタエリスリトールテトラビニルエーテル、エチレンオキサイド付加ジペンタエリ
スリトールヘキサビニルエーテル、プロピレンオキサイド付加ジペンタエリスリトールヘ
キサビニルエーテルなどの多官能ビニルエーテル類等が挙げられる。
　ビニルエーテル化合物としては、ジ又はトリビニルエーテル化合物が、硬化性、被記録
媒体との密着性、形成された画像の表面硬度などの観点から好ましく、特にジビニルエー
テル化合物が好ましい。
【０１５３】
（ｉ）他の重合開始剤
　本発明のインク組成物は、（ｄ）カチオン重合開始剤と、（ｉ）他の重合開始剤を併用
することもできる。併用する重合開始剤としては、公知のラジカル重合開始剤が挙げられ
る。前記他の重合開始剤は、単独で使用してもよく、２種以上を併用してもよい。
　本発明のインク組成物に用いることのできるラジカル重合開始剤は、外部エネルギーを
吸収して重合開始種を生成する化合物である。重合を開始するために使用される外部エネ
ルギーは、熱及び活性放射線に大別され、それぞれ、熱重合開始剤及び光重合開始剤が使
用される。活性放射線には、γ線、β線、電子線、紫外線、可視光線、赤外線が例示でき
る。本発明に用いることのできる重合開始剤は、活性放射線に感応する放射線感応型ラジ
カル重合開始剤、いわゆる光ラジカル重合開始剤が好ましい。
【０１５４】
　本発明で併用され得る好ましいラジカル重合開始剤としては（ａ）芳香族ケトン類、（
ｂ）有機過酸化物、（ｃ）チオ化合物、（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、並びに（ｋ）アルキルアミン化合物等が挙げられる。これらのラジカル重合開始剤
は、上記（ａ）～（ｋ）の化合物を単独若しくは組み合わせて使用してもよい。
【０１５５】
（ｊ）その他の成分
　本発明のインク組成物には、必要に応じて、他の成分を添加することができる。その他
の成分としては、例えば、塩基性化合物、ラジカル重合禁止剤、溶剤等が挙げられる。
　塩基性化合物は、インク組成物の保存安定性を向上させる観点から添加することが好ま
しい。本発明に用いることができる塩基性化合物としては、公知の塩基性化合物を用いる
ことができ、例えば、無機塩等の塩基性無機化合物や、アミン類等の塩基性有機化合物を
好ましく用いることができる。
　ラジカル重合禁止剤は、保存性を高める観点から添加することが好ましい。また、本発
明のインク組成物をインクジェト記録用インク組成物として使用する場合には、４０～８
０℃の範囲で加熱、低粘度化して吐出することが好ましく、熱重合によるヘッド詰まりを
防ぐためにも、重合禁止剤を添加することが好ましい。重合禁止剤は、本発明のインク組
成物全量に対し、２００～２０，０００ｐｐｍ添加することが好ましい。重合禁止剤とし
ては、例えば、ハイドロキノン、ベンゾキノン、ｐ－メトキシフェノール、ＴＥＭＰＯ、
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ＴＥＭＰＯＬ、クペロンＡｌ等が挙げられる。
【０１５６】
　本発明のインク組成物及びインクジェット記録用インク組成物が放射線硬化型インク組
成物であることに鑑み、インク組成物着弾直後に速やかに反応しかつ硬化し得るよう、溶
剤を含まないことが好ましい。しかし、インク組成物の硬化速度等に影響がない限り、所
定の溶剤を含めることができる。本発明において、溶剤としては、有機溶剤、水が使用で
きる。特に、有機溶剤は、被記録媒体（紙などの支持体）との密着性を改良するために添
加され得る。有機溶剤を添加すると、揮発性有機化合物（ＶＯＣ）の問題が回避できるの
で有効である。有機溶剤の量は、本発明のインク組成物全体の重量に対し、例えば、０．
１～５重量％、好ましくは０．１～３重量％の範囲である。
　インク組成物に用いることのできる着色剤の遮光効果による感度低下を防ぐ手段として
、カチオン重合性化合物とカチオン重合開始剤との組み合わせ、及び、ラジカル重合性化
合物とラジカル重合開始剤との組み合わせの他、これらの重合性化合物及び重合開始剤を
併用したラジカル・カチオンのハイブリッド型硬化インクとしてもよい。
【０１５７】
　この他に、必要に応じて公知の化合物を本発明のインク組成物に添加することができる
。例えば、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
ス類等を適宜選択して添加することができる。また、ポリオレフィンやＰＥＴ等の被記録
媒体への密着性を改善するために、重合を阻害しないタッキファイヤーを含有させること
も好ましい。具体的には、特開２００１－４９２００号公報の５～６頁に記載されている
高分子量の粘着性ポリマー（例えば、（メタ）アクリル酸と炭素数１～２０のアルキル基
を有するアルコールとのエステル、（メタ）アクリル酸と炭素数３～１４の脂環族アルコ
ールとのエステル、（メタ）アクリル酸と炭素数６～１４の芳香族アルコールとのエステ
ルからなる共重合物）や、重合性不飽和結合を有する低分子量粘着付与性樹脂などが挙げ
られる。
【０１５８】
（２）インク組成物の性質
　得られたインク組成物を、インクジェット記録用として用いる場合には、吐出性を考慮
し、吐出時の温度（例えば、４０～８０℃、好ましくは２５～３０℃）において、インク
組成物の粘度が、好ましくは７～３０ｍＰａ・ｓであり、より好ましくは７～２０ｍＰａ
・ｓである。例えば、本発明のインク組成物の室温（２５～３０℃）での粘度は、好まし
くは７～５００ｍＰａ・ｓ、より好ましくは７～２００ｍＰａ・ｓである。本発明のイン
ク組成物は、粘度が上記範囲になるように適宜組成比を調整することが好ましい。室温で
の粘度を高く設定することにより、多孔質な被記録媒体を用いた場合でも、被記録媒体中
へのインク浸透を回避し、未硬化モノマーの低減、臭気低減が可能となる。更にインク液
滴着弾時のインクの滲みを抑えることができ、その結果として画質が改善されるので好ま
しい。
【０１５９】
　本発明のインク組成物の表面張力は、例えば好ましくは２０～３５ｍＮ／ｍ、より好ま
しくは２３～３３ｍＮ／ｍである。ポリオレフィン、ＰＥＴ、コート紙、非コート紙など
様々な被記録媒体へ記録する場合、滲み及び浸透の観点から、２０ｍＮ／ｍ以上が好まし
く、濡れ性の点はで３５ｍＮ／ｍ以下が好ましい。
【０１６０】
（３）インクジェット記録方法及び装置
　本発明のインク組成物は、インクジェット記録用として使用されることが好ましい。
　本発明に好適に採用され得るインクジェット記録方法について、以下説明する。
【０１６１】
（３－１）インクジェット記録方法
　本発明は、上記インク組成物を、被記録媒体（支持体、記録材料等）上に吐出し、被記
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録媒体上に吐出されたインク組成物に活性放射線を照射し、もってインクを硬化して画像
を形成する方法を提供する。即ち、本発明は、
　（ａ）被記録媒体上にインク組成物を吐出する工程、及び
　（ｂ）吐出されたインク組成物に活性放射線を照射してインク組成物を硬化する工程、
　を含むインクジェット記録方法であって、
前記インク組成物が本発明のインク組成物であるインクジェット記録方法に関する。
　硬化したインク組成物は、被記録媒体上に画像を形成する。
　活性放射線のピーク波長は２００～６００ｎｍであることが好ましく、３００～４５０
ｎｍであることがより好ましく、３５０～４２０ｎｍであることがより好ましい。また、
活性放射線の出力は、２，０００ｍＪ／ｃｍ2以下であることが好ましく、より好ましく
は、１０～２，０００ｍＪ／ｃｍ2であり、更に好ましくは、２０～１，０００ｍＪ／ｃ
ｍ2であり、特に好ましくは、５０～８００ｍＪ／ｃｍ2である。
【０１６２】
（３－１－２）インク組成物を被記録媒体上に吐出する工程
　本発明のインク組成物又はインクジェット記録用インク組成物を被記録媒体の表面上に
吐出する場合、インク組成物又はインクジェット記録用インク組成物を好ましくは４０～
８０℃、より好ましくは２５～３０℃に加熱して、インク組成物の粘度を好ましくは７～
３０ｍＰａ・ｓ、より好ましくは７～２０ｍＰａ・ｓに下げた後に吐出することが好まし
い。特に、２５℃におけるインク粘度が７～５００ｍＰ・ｓのインク組成物を用いると大
きな効果を得ることが出来るので好ましい。この方法を用いることにより、高い吐出安定
性を実現することができる。本発明のインク組成物のような放射線硬化型インク組成物は
、概して通常インク組成物又はインクジェット記録用インクで使用される水性インクより
粘度が高いため、吐出時の温度変動による粘度変動が大きい。インクの粘度変動は、液滴
サイズの変化及び液滴吐出速度の変化に対して大きな影響を与え、ひいては画質劣化を引
き起こす。従って、吐出時のインクの温度はできるだけ一定に保つことが必要である。よ
って、本発明において、温度の制御幅は、設定温度の±５℃、好ましくは設定温度の±２
℃、より好ましくは設定温度±１℃とすることが適当である。
【０１６３】
（３－１－３）吐出されたインク組成物に活性放射線を照射して、前記インク組成物を硬
化させる工程
　被記録媒体の表面上に吐出された上記インク組成物は、活性放射線を照射することによ
って硬化する。これは、本発明の上記インク組成物に含まれる重合開始系中のカチオン重
合開始剤が放射線を吸収して酸を発生し、重合性化合物がカチオン重合して硬化するため
である。
　ここで、使用される活性放射線は、α線、γ線、電子線、Ｘ線、紫外線、可視光又は赤
外光などが使用され得る。活性放射線のピーク波長は、増感色素の吸収特性にもよるが、
例えば、２００～６００ｎｍ、好ましくは、３００～４５０ｎｍ、より好ましくは、３５
０～４５０ｎｍであることが適当である。また、本発明では、重合開始系は、低出力の活
性放射線であっても十分な感度を有するものである。従って、活性放射線の出力は、例え
ば、２，０００ｍＪ／ｃｍ2以下、好ましくは、１０～２，０００ｍＪ／ｃｍ2、より好ま
しくは、２０～１，０００ｍＪ／ｃｍ2、更に好ましくは、５０～８００ｍＪ／ｃｍ2の照
射エネルギーであることが適当である。また、活性放射線は、露光面照度が、例えば、１
０～２，０００ｍＷ／ｃｍ2、好ましくは、２０～１，０００ｍＷ／ｃｍ2で照射されるこ
とが適当である。
【０１６４】
　本発明の上記インク組成物は、このような活性放射線に、例えば、０．０１～１２０秒
、好ましくは、０．１～９０秒照射されることが適当である。
　活性放射線の照射条件並びに基本的な照射方法は、特開昭６０－１３２７６７号公報に
開示されている。具体的には、インクの吐出装置を含むヘッドユニットの両側に光源を設
け、いわゆるシャトル方式でヘッドユニットと光源を走査することによって行われる。活
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性放射線の照射は、インク着弾後、一定時間（例えば、０．０１～０．５秒、好ましくは
０．０１～０．３秒、より好ましくは０．０１～０．１５秒）をおいて行われることにな
る。このようにインク着弾から照射までの時間を極短時間に制御することにより、被記録
媒体に着弾したインクが硬化前に滲むことを防止するこが可能となる。また、多孔質な被
記録媒体に対しても光源の届かない深部までインクが浸透する前に露光することができる
為、未反応モノマーの残留を抑えられ、その結果として臭気を低減することができる。
　更に、駆動を伴わない別光源によって硬化を完了させてもよい。ＷＯ９９／５４４１５
号では、照射方法として、光ファイバーを用いた方法やコリメートされた光源をヘッドユ
ニット側面に設けた鏡面に当て、記録部へＵＶ光を照射する方法が開示されている。
【０１６５】
　上述したようなインクジェット記録方法を採用することにより、表面の濡れ性が異なる
様々な被記録媒体に対しても、着弾したインクのドット径を一定に保つことができ、画質
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。明度の低いインクから順に重ねることにより、下部のインクまで照射線が到達し
やすくなり、良好な硬化感度、残留モノマーの低減、臭気の低減、密着性の向上が期待で
きる。また、照射は、全色を吐出してまとめて露光することが可能だが、１色毎に露光す
るほうが、硬化促進の観点で好ましい。
　このようにして、本発明の上記インク組成物は、活性放射線の照射により硬化し、疎水
性画像を前記親水性支持体表面上に形成する。
【０１６６】
（３－２）インクジェット記録装置
　本発明に用いられるインクジェット記録装置としては、特に制限はなく、市販のインク
ジェット記録装置が使用できる。即ち、本発明においては、市販のインクジェット記録装
置を用いて被記録媒体へ記録することができる。
　本発明で用いることのできるインクジェット記録装置としては、例えば、インク供給系
、温度センサー、活性放射線源を含む。
　インク供給系は、例えば、本発明の上記インク組成物を含む元タンク、供給配管、イン
クジェットヘッド直前のインク供給タンク、フィルター、ピエゾ型のインクジェットヘッ
ドからなる。ピエゾ型のインクジェットヘッドは、１～１００ｐｌ、好ましくは、８～３
０ｐｌのマルチサイズドットを例えば、３２０×３２０～４，０００×４，０００ｄｐｉ
、好ましくは、４００×４００～１，６００×１，６００ｄｐｉ、より好ましくは、７２
０×７２０ｄｐｉの解像度で吐出できるよう駆動することができる。尚、本発明でいうｄ
ｐｉとは、２．５４ｃｍ当たりのドット数を表す。
【０１６７】
　上述したように、放射線硬化型インクは、吐出されるインクを一定温度にすることが望
ましいことから、インク供給タンクからインクジェットヘッド部分までは、断熱及び加温
を行うことができる。温度コントロールの方法としては、特に制約はないが、例えば温度
センサーを各配管部位に複数設け、インク流量、環境温度に応じた加熱制御をすることが
好ましい。温度センサーは、インク供給タンク及びインクジェットヘッドのノズル付近に
設けることができる。また、加熱するヘッドユニットは、装置本体を外気からの温度の影
響を受けないよう、熱的に遮断若しくは断熱されていることが好ましい。加熱に要するプ
リンター立上げ時間を短縮するため、あるいは熱エネルギーのロスを低減するために、他
部位との断熱を行うとともに、加熱ユニット全体の熱容量を小さくすることが好ましい。
【０１６８】
　活性放射線源としては、水銀ランプやガス・固体レーザー等が主に利用されており、紫
外線光硬化型インクジェットには、水銀ランプ、メタルハライドランプが広く知られてい
る。しかしながら、現在環境保護の観点から水銀フリー化が強く望まれており、ＧａＮ系
半導体紫外発光デバイスへの置き換えは産業的、環境的にも非常に有用である。更にＬＥ
Ｄ（ＵＶ－ＬＥＤ），ＬＤ（ＵＶ－ＬＤ）は小型、高寿命、高効率、低コストであり光硬
化型インクジェット用光源として期待されている。
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　また、発光ダイオード（ＬＥＤ）及びレーザーダイオード（ＬＤ）を活性放射線源とし
て用いることが可能である。特に、紫外線源を要する場合、紫外ＬＥＤ及び紫外ＬＤを使
用することができる。例えば、日亜化学（株）は、主放出スペクトルが３６５ｎｍと４２
０ｎｍとの間の波長を有する紫色ＬＥＤを上市している。更に一層短い波長が必要とされ
る場合、米国特許番号第６，０８４，２５０号明細書は、３００ｎｍと３７０ｎｍとの間
に中心付けされた活性放射線を放出し得るＬＥＤを開示している。また、他の紫外ＬＥＤ
も、入手可能であり、異なる紫外線帯域の放射を照射することができる。本発明で特に好
ましい活性放射線源は、熱発生による基材へのダメージが少ないことから、ＵＶ－ＬＥＤ
が好ましく、特に好ましくは、３５０～４２０ｎｍにピーク波長を有するＵＶ－ＬＥＤで
ある。
　また、ＬＥＤの被記録媒体上での最高照度は１０～２，０００ｍＷ／ｃｍ2であること
が好ましく、２０～１，０００ｍＷ／ｃｍ2であることがより好ましく、特に好ましくは
５０～８００ｍＷ／ｃｍ2である。
【実施例】
【０１６９】
　以下に実施例及び比較例を示し、本発明をより具体的に説明する。但し、本発明はこれ
らの実施例によって限定されるものではない。
【０１７０】
　本実施例で使用した化合物を以下に記載する。
（顔料）
　Ｃ顔料（シアン顔料）：ＩＲＧＡＬＩＴＴＥ　ＢＬＵＥ　ＧＬＶＯ（チバスペシャリテ
ィーケミカルズ社製）
　Ｍ顔料（マゼンタ顔料）：ＣＩＮＱＵＡＳＩＡ　ＭＡＧＥＮＴＡ　ＲＴ－３３５　Ｄ（
チバスペシャリティーケミカルズ社製）
　Ｙ顔料（イエロー顔料）：ＮＯＶＯＰＥＲＭ　ＹＥＬＬＯＷ　Ｈ２Ｇ（クラリアント社
製）
　Ｋ顔料（ブラック顔料）：ＳＰＥＣＩＡＬ　ＢＬＡＣＫ　２５０（チバスペシャリティ
ーケミカルズ社製）
（分散剤）
　ＢＹＫ１６８（ＢＹＫ　Ｃｈｅｍｉｅ社製）
【０１７１】
（多官能オキセタン化合物）
　ＯＸＴ－２２１（東亞合成（株）製）
　化合物Ａ：下記構造の化合物
【０１７２】
【化２９】

【０１７３】
【化３０】

【０１７４】
（多官能オキシラン化合物）
　Ｃｙｌａｃｕｒｅ　ＵＶＲ６１０５（Ｄｏｗ　Ｃｈｅｍｉｃａｌ社製）
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　セロキサイド３０００（ダイセル化学工業社製）
【０１７５】
【化３１】

【０１７６】
【化３２】

【０１７７】
（高極性単官能オキセタン化合物）
　　例示化合物（１）
（高極性単官能オキシラン化合物）
　　例示化合物（２０）
（低極性単官能オキセタン化合物）
　　例示化合物（５８）
（低極性単官能オキシラン化合物）
　　例示化合物（７３）
【０１７８】
（重合開始剤）
　Ｅｓａｃｕｒｅ１０６４（Ｌａｍｂｅｒｔｉ社製）
（添加剤）
　ＴＰＭ：トリプロピレングリコールモノメチルエーテル（Ｄｏｗ　Ｃｈｅｍｉｃａｌ社
製）
（界面活性剤）
　ＢＹＫ３０７（ＢＹＫ　Ｃｈｅｍｉｅ社製）
【０１７９】
（シアンミルベースＡの調製）
　ＩＲＧＡＬＩＴＴＥ　ＢＬＵＥ　ＧＬＶＯ　　　　　　　　　　　３００重量部
　ＯＸ２２１　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　５００重量部
　ＢＹＫ１６８　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２００重量部
　以上の成分を撹拌混合し、シアンミルベースＡを得た。尚、顔料ミルベースの調製は分
散機モーターミルＭ５０（アイガー社製）に入れて、直径０．６５ｍｍのジルコニアビー
ズを用い、周速９ｍ／ｓで６時間分散を行った。
【０１８０】
（マゼンタミルベースＢの調製）
　ＣＩＮＱＵＡＳＩＡ　ＭＡＧＥＮＴＡ　ＲＴ－３３５　Ｄ　　　　３００重量部
　ＯＸ２２１　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　３００重量部
　ＢＹＫ１６８　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　４００重量部
　以上の成分を撹拌混合し、マゼンタミルベースＢを得た。尚、顔料ミルベースの調製は
分散機モーターミルＭ５０（アイガー社製）に入れて、直径０．６５ｍｍのジルコニアビ
ーズを用い、周速９ｍ／ｓで１０時間分散を行った。
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【０１８１】
（イエローミルベースＣの調製）
　ＮＯＶＯＰＥＲＭ　ＹＥＬＬＯＷ　Ｈ２Ｇ　　　　　　　　　　　３００重量部
　ＯＸ２２１　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　３００重量部
　ＢＹＫ１６８　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　４００重量部
　以上の成分を撹拌混合し、イエローミルベースＣを得た。尚、顔料ミルベースの調製は
分散機モーターミルＭ５０（アイガー社製）に入れて、直径０．６５ｍｍのジルコニアビ
ーズを用い、周速９ｍ／ｓで１０時間分散を行った。
【０１８２】
（ブラックミルベースＤの調製）
　ＳＰＥＣＩＡＬ　ＢＬＡＣＫ　２５０　　　　　　　　　　　　　３００重量部
　ＯＸ２２１　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　３００重量部
　ＢＹＫ１６８　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　４００重量部
　以上の成分を撹拌混合し、ブラックミルベースＤを得た。尚、顔料ミルベースの調製は
分散機モーターミルＭ５０（アイガー社製）に入れて、直径０．６５ｍｍのジルコニアビ
ーズを用い、周速９ｍ／ｓで１０時間分散を行った。
【０１８３】
（インクの調製）
　ミルベースＡ～Ｄ、各重合成化合物、重合開始剤、添加剤をそれぞれ表１に示す処方で
混合し、高速撹拌することでインク組成物を得た。
【０１８４】
（実施例２～２０、比較例１～７）
　実施例１で使用した各成分を下記表に示したように変更した以外は全く同様にしてイン
ク組成物を調製した。
【０１８５】
《インク粘度の測定》
　調製した各インク組成物の２５℃における粘度をＢ型粘度計（ＬＶＤＶ－１、Ｂｒｏｏ
ｋｆｉｒｌｄ社製）を用いて測定した。結果を表２に示す。
【０１８６】
《インクジェット画像記録》
　次に、ピエゾ型インクジェットノズルを有する市販のインクジェット記録装置を用いて
、被記録媒体への記録を行った。インク供給系は、元タンク、供給配管、インクジェット
ヘッド直前のインク供給タンク、フィルター、ピエゾ型のインクジェットヘッドから成り
、インク供給タンクからインクジェットヘッド部分までを断熱及び加温を行った。温度セ
ンサーは、インク供給タンク及びインクジェットヘッドのノズル付近にそれぞれ設け、ノ
ズル部分が常に４０℃±２℃となるよう、温度制御を行った。ピエゾ型のインクジェット
ヘッドは、８～３０ｐｌのマルチサイズドットを７２０×７２０ｄｐｉの解像度で射出で
きるよう駆動した。着弾後はＵＶ光を露光面照度７００ｍＷ／ｃｍ2、に集光し、被記録
媒体上にインク着弾した０．１秒後に照射が始まるよう露光系、主走査速度及び射出周波
数を調整した。また、露光時間を可変とし、露光エネルギーを照射した。紫外線ランプに
は、ＨＡＮ２５０ＮＬ　ハイキュア水銀ランプ（（株）ジーエス・ユアサ　コーポレーシ
ョン製）を使用した。尚、本発明でいうｄｐｉとは、２．５４ｃｍ当たりのドット数を表
す。被記録媒体として、エステルフィルムＥ５０００（膜厚１２５μｍ、東洋紡績（株）
製）を用いた。
【０１８７】
《インクジェット画像の評価》
　次いで、各形成した画像について、下記に記載の方法に準じて、硬化に必要な感度、膜
柔軟性、保存安定性の評価を行った。
【０１８８】
（硬化感度の測定）
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　上記インクジェット記録方法に従い、平均膜厚が１２μｍのベタ画像の描画を行い、紫
外線照射後の画像面において、粘着感の無くなる露光エネルギー量（ｍＪ／ｃｍ2）を硬
化感度と定義した。数値が小さいものほど高感度であることを表す。
　また、硬化感度は以下の基準で評価した。
　　　３・・・　１５０ｍＪ／ｃｍ2以下
　　　２・・・　１５０ｍＪ／ｃｍ2を超えて６００ｍＪ／ｃｍ2未満
　　　１・・・　６００ｍＪ／ｃｍ2以上
【０１８９】
（折り曲げテスト）
　被記録媒体として、エステルフィルムＥ５０００（膜厚１２５μｍ、東洋紡績（株）製
）を用い、露光エネルギーを９００（ｍＪ／ｃｍ2）で一定として、画像部の平均膜厚が
１２μｍ、２４μｍ、３６μｍの３つのベタ画像を描画した。折り曲げテストは画像を形
成した被記録材を２５℃条件下で１回折り曲げ、画像部の割れの有無によって評価した。
一般に平均膜厚が厚くなると、画像部を折り曲げた際に画像部にかかる歪が大きくなり、
割れを生じやすくなる。即ち、より厚い膜厚で画像部に割れが生じないかをテストするこ
とで、柔軟性の尺度とすることができる。
　評価基準は以下の通りである。
　　　４・・・　平均膜厚１２μｍ、２４μｍ、３６μｍ全てのサンプルで割れが発生し
ない。
　　　３・・・　平均膜厚１２μｍ、２４μｍのサンプルでは割れが発生しないが、平均
膜厚３６μｍのサンプルで、画像部の折り曲げた部分に割れが入る。
　　　２・・・　平均膜厚１２μｍのサンプルでは割れが発生しないが、平均膜厚２４μ
ｍ、３６μｍのサンプルで、画像部の折り曲げた部分に割れが入る。
　　　１・・・　平均膜厚１２μｍ、２４μｍ、３６μｍすべてのサンプルで、画像部の
折り曲げた部分に割れが入る。
【０１９０】
（密着性評価）
　被記録媒体として、ポリカーボネート板（レキサン９０３４クリア、膜厚２ｍｍ、旭ガ
ラス社製）、アクリル板（レプソールキャストアクリルクリアー、膜厚２ｍｍ、Repsol社
製）、ＰＶＣ板（Sintra、膜厚２ｍｍ、Alcan composites社製）を用い、露光エネルギー
を９００（ｍＪ／ｃｍ2）で一定として、画像部の平均膜厚が１２μｍのベタ画像を描画
した。画像を形成した被記録材上に２５℃条件下で縦、横に１０本（それぞれ長さ５ｃｍ
）のクロス状の切りきずを入れ、その上に粘着テープを貼り、勢い良くはがした際の、画
像部の剥がれの程度を評価した（一般にいうクロスハッチテストを実施した）。
　評価基準は以下の通りである。
　　　３・・・　テープが粘着された部分のうち、１０％以下の面積しか画像が剥がれな
い。
　　　２・・・　テープが粘着された部分のうち、１０％以上、８０％以下の面積の画像
が剥がれた。
　　　１・・・　テープが粘着された部分のうち、８０％以上の面積の画像が剥がれた。
【０１９１】
（保存安定性の評価）
　作製したインクを７５％ＲＨ、６０℃で３日保存した後、射出温度でのインク粘度を測
定し、インク粘度の増加分を、保存後／保存前の粘度比で表した。粘度が変化せず１．０
に近いほうが保存安定性が良好であり、１．５を超えると射出時に目詰まりを起こす場合
があり好ましくない。
　保存安定性は以下の基準で評価した。
　　　３　・・・　保存後／保存前の粘度比が１．０以上１．２０未満
　　　２　・・・　保存後／保存前の粘度比が１．２０以上１．５０未満
　　　１　・・・　保存後／保存前の粘度比が１．５０以上
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　これらの評価結果を表２に示す。
【０１９２】
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【表２】

【０１９３】
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（実施例２１～２６、比較例８～１４）
《インクジェット画像記録》
　次に、ピエゾ型インクジェットノズルを有する市販のインクジェット記録装置を用いて
、被記録媒体への記録を行った。インク供給系は、元タンク、供給配管、インクジェット
ヘッド直前のインク供給タンク、フィルター、ピエゾ型のインクジェットヘッドから成り
、インク供給タンクからインクジェットヘッド部分までを断熱及び加温を行った。温度セ
ンサーは、インク供給タンク及びインクジェットヘッドのノズル付近にそれぞれ設け、ノ
ズル部分が常に４０℃±２℃となるよう、温度制御を行った。ピエゾ型のインクジェット
ヘッドは、８～３０ｐｌのマルチサイズドットを７２０×７２０ｄｐｉの解像度で射出で
きるよう駆動した。着弾後はＵＶ―ＬＥＤ光を露光面照度３００ｍＷ／ｃｍ2、に集光し
、被記録媒体上にインク着弾した０．１秒後に照射が始まるよう露光系、主走査速度及び
射出周波数を調整した。また、露光時間を可変とし、露光エネルギーを照射した。ＵＶ－
ＬＥＤランプには、ＮＣＣＵ０３３（日亜化学社製）を使用した。尚、本発明でいうｄｐ
ｉとは、２．５４ｃｍ当たりのドット数を表す。被記録媒体として、エステルフィルムＥ
５０００（膜厚１２５μｍ、東洋紡社製）を用いた。
　硬化性試験の判定基準を下記とする以外は、実施例（１～２０）と同様にして、硬化性
、柔軟性、密着性試験を行った。保存安定性試験に関しては、インクそのものの特性であ
るので、省略した。結果を表３に示す。
　また、硬化感度は以下の基準で評価した。
　　　３　・・・　３００ｍＪ／ｃｍ2以下
　　　２　・・・　３００ｍＪ／ｃｍ2を超えて９００ｍＪ／ｃｍ2未満
　　　１　・・・　９００ｍＪ／ｃｍ2以上
【０１９４】
【表３】

【０１９５】
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　表３より、本発明の（ａ）多官能オキセタン化合物及び／又は多官能オキシラン化合物
、（ｂ）高極性単官能オキセタン化合物及び／又は高極性単官能オキシラン化合物、（ｃ
）低極性単官能オキセタン化合物及び／又は低極性単官能オキシラン化合物、（ｄ）カチ
オン重合開始剤、並びに、（ｅ）着色剤を含有することを特徴とするインク組成物は、高
感度であり、密着性に優れ、また、保存安定性の良好であることが分かる。
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