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(57)【要約】
【課題】低粘度であり、かつ硬化性、保存安定性に優れる活性エネルギー線硬化型インク
組成物を提供することを目的とする。
【解決手段】水酸基含有（メタ）アクリレート系化合物（ａ１）、多価イソシアネート系
化合物（ａ２）及びポリオール系化合物（ａ３）を反応させてなるウレタン（メタ）アク
リレート系化合物（Ａ）、水酸基含有（メタ）アクリレート系化合物（ｂ１）及び多価イ
ソシアネート系化合物（ｂ２）を反応させてなるウレタン（メタ）アクリレート系化合物
（Ｂ）、色材（Ｃ）を含有することを特徴とする活性エネルギー線硬化型インク組成物。
【選択図】なし
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　水酸基含有（メタ）アクリレート系化合物（ａ１）、多価イソシアネート系化合物（ａ
２）及びポリオール系化合物（ａ３）を反応させてなるウレタン（メタ）アクリレート系
化合物（Ａ）、
　水酸基含有（メタ）アクリレート系化合物（ｂ１）及び多価イソシアネート系化合物（
ｂ２）を反応させてなるウレタン（メタ）アクリレート系化合物（Ｂ）、及び、
　色材（Ｃ）、
を含有することを特徴とする活性エネルギー線硬化型インク組成物。
【請求項２】
　ポリオール系化合物（ａ３）の分子量が、２００～６０００であることを特徴とする請
求項１記載の活性エネルギー線硬化型インク組成物。
【請求項３】
　ウレタン（メタ）アクリレート系化合物（Ａ）の重量平均分子量が、５００～５０００
０であることを特徴とする請求項１または２記載の活性エネルギー線硬化型インク組成物
。
【請求項４】
　ウレタン（メタ）アクリレート系化合物（Ｂ）の重量平均分子量が、３０００以下であ
ることを特徴とする請求項１～３いずれか記載の活性エネルギー線硬化型インク組成物。
【請求項５】
　重合性モノマー（Ｄ）を含有することを特徴とする請求項１～４いずれか記載の活性エ
ネルギー線硬化型インク組成物。
【請求項６】
　ウレタン（メタ）アクリレート系化合物（Ａ）とウレタン（メタ）アクリレート系化合
物（Ｂ）の含有割合が、重量比で、（Ａ）：（Ｂ）＝９９：１～６０：４０であることを
特徴とする請求項１～５いずれか記載の活性エネルギー線硬化型インク組成物。
【請求項７】
　活性エネルギー線硬化型インク組成物中におけるウレタン（メタ）アクリレート系化合
物（Ａ）及びウレタン（メタ）アクリレート系化合物（Ｂ）の合計の含有量が、（A)～（
D)成分の合計１００重量部に対して、０．１～２０重量部であることを特徴とする請求項
５いずれか記載の活性エネルギー線硬化型インク組成物。
【請求項８】
　水酸基含有（メタ）アクリレート系化合物（ａ１）、多価イソシアネート系化合物（ａ
２）及びポリオール系化合物（ａ３）を反応させてなるウレタン（メタ）アクリレート系
化合物（Ａ）、及び、
　水酸基含有（メタ）アクリレート系化合物（ｂ１）及び多価イソシアネート系化合物（
ｂ２）を反応させてなるウレタン（メタ）アクリレート系化合物（Ｂ）、
を含有することを特徴とするインク用樹脂組成物。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、活性エネルギー線硬化型インク組成物に関し、更に詳しくは低粘度でありか
つ硬化性に優れる活性エネルギー線硬化型インク組成物に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来より、紫外線硬化型のインクを用いて、インクジェット記録方式等により印刷を行
う技術は広く知られており、例えば特許文献１においては、色材、ウレタン系オリゴマー
、三官能以上の反応基を有するモノマーおよび水性溶媒を含有する光硬化型インクジェッ
ト記録用インク組成物が記載されている。
【０００３】
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　かかる紫外線硬化型インク組成物は、紫外線を照射することにより高分子化する成分を
含んでなるインク組成物であり、インク組成物を記録媒体に付着させた後、紫外線を照射
することにより、インク組成物中の光重合開始剤がラジカル等を生成し、これによって、
オリゴマー、モノマーが重合して硬化するため、インク組成物中の色材が記録媒体上に固
着するものである。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】日本国特開２０００－３３６２９５号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、紫外線硬化成分としてオリゴマー成分を用いると、インク組成物の粘度
が上昇したり、保存安定性が低下する傾向があるため、例えばインクジェット記録方式で
の印刷においては、かかる紫外線硬化型インク組成物をインクジェット記録装置の記録ヘ
ッドに充填し、目詰まり等が発生せず安定した吐出により、インク組成物の小滴を飛翔さ
せることは難しいものであり、粘度と物性のバランスのとれた紫外線硬化型インク組成物
の開発が求められていた。
【０００６】
　そこで、本発明は、このような背景下において、低粘度であり、かつ硬化性に優れた活
性エネルギー線硬化型インク組成物を提供することを目的とするものである。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　しかるに本発明者等は、かかる事情に鑑み鋭意研究を重ねた結果、インク組成物中のオ
リゴマー成分として、ポリオール成分由来の構造部位を含有するウレタン（メタ）アクリ
レート系化合物と、ポリオール成分由来の構造部位を有さないウレタン（メタ）アクリレ
ート系化合物を併用することにより、低粘度であり、かつ硬化性に優れた活性エネルギー
線硬化型インク組成物が得られることを見出し、本発明を完成させるに至った。
【０００８】
　即ち、本発明の要旨は、水酸基含有（メタ）アクリレート系化合物（ａ１）、多価イソ
シアネート系化合物（ａ２）及びポリオール系化合物（ａ３）を反応させてなるウレタン
（メタ）アクリレート系化合物（Ａ）、水酸基含有（メタ）アクリレート系化合物（ｂ１
）及び多価イソシアネート系化合物（ｂ２）を反応させてなるウレタン（メタ）アクリレ
ート系化合物（Ｂ）、色材（Ｃ）を含有することを特徴とする活性エネルギー線硬化型イ
ンク組成物に関するものである。
　また、本発明においては、水酸基含有（メタ）アクリレート系化合物（ａ１）、多価イ
ソシアネート系化合物（ａ２）及びポリオール系化合物（ａ３）を反応させてなるウレタ
ン（メタ）アクリレート系化合物（Ａ）、水酸基含有（メタ）アクリレート系化合物（ｂ
１）及び多価イソシアネート系化合物（ｂ２）を反応させてなるウレタン（メタ）アクリ
レート系化合物（Ｂ）を含有するインク用樹脂組成物をも提供するものである。
【発明の効果】
【０００９】
　本発明の活性エネルギー線硬化型インク組成物は、低粘度であって、かつ硬化性、強度
、伸びに優れるものであり、また、保存安定性、耐薬品性にも優れるものである。
【発明を実施するための形態】
【００１０】
　以下に本発明を詳細に説明する。
　なお、本発明において、（メタ）アクリルとはアクリルあるいはメタクリルを、（メタ
）アクリロイルとはアクリロイルあるいはメタクリロイルを、（メタ）アクリレートとは
アクリレートあるいはメタクリレートをそれぞれ意味するものである。
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【００１１】
　本発明におけるウレタン（メタ）アクリレート系化合物（Ａ）は、水酸基含有（メタ）
アクリレート系化合物（ａ１）、多価イソシアネート系化合物（ａ２）及びポリオール系
化合物（ａ３）を反応させて得られるものであり、その構造中にポリオール（ａ３）由来
の構造部位を有することを特徴とするものである。
【００１２】
　水酸基含有（メタ）アクリレート系化合物（ａ１）としては、例えば、２－ヒドロキシ
エチル（メタ）アクリレート、２－ヒドロキシプロピル（メタ）アクリレート、２－ヒド
ロキシブチル（メタ）アクリレート、４－ヒドロキシブチル（メタ）アクリレート、６－
ヒドロキシヘキシル（メタ）アクリレート等のヒドロキシアルキル（メタ）アクリレート
、２－ヒドロキシエチルアクリロイルホスフェート、２－（メタ）アクリロイロキシエチ
ル－２－ヒドロキシプロピルフタレート、カプロラクトン変性２－ヒドロキシエチル（メ
タ）アクリレート、ジプロピレングリコール（メタ）アクリレート、脂肪酸変性－グリシ
ジル（メタ）アクリレート、ポリエチレングリコールモノ（メタ）アクリレート、ポリプ
ロピレングリコールモノ（メタ）アクリレート、２－ヒドロキシ－３－（メタ）アクリロ
イロキシプロピル（メタ）アクリレート、グリセリンジ（メタ）アクリレート、２－ヒド
ロキシ－３－アクリロイル－オキシプロピルメタクリレート、ペンタエリスリトールトリ
（メタ）アクリレート、カプロラクトン変性ペンタエリスリトールトリ（メタ）アクリレ
ート、エチレンオキサイド変性ペンタエリスリトールトリ（メタ）アクリレート、ジペン
タエリスリトールペンタ（メタ）アクリレート、カプロラクトン変性ジペンタエリスリト
ールペンタ（メタ）アクリレート、エチレンオキサイド変性ジペンタエリスリトールペン
タ（メタ）アクリレート等が挙げられる。
　これらの中でも、硬化収縮を抑えることができインク組成物として使用し易くなる点で
ヒドロキシアルキル（メタ）アクリレートが好ましく用いられ、更に好ましくは２－ヒド
ロキシエチルアクリレートである。
　また、これらは１種または２種以上組み合わせて使用することができる。
【００１３】
　多価イソシアネート系化合物（ａ２）としては、例えば、芳香族系ポリイソシアネート
、脂肪族系ポリイソシアネート、脂環式系ポリイソシアネート等のポリイソシアネートが
挙げられる。
　具体的には、トリレンジイソシアネート、ジフェニルメタンジイソシアネート、水添化
ジフェニルメタンジイソシアネート、ポリフェニルメタンポリイソシアネート、変性ジフ
ェニルメタンジイソシアネート、水添化キシリレンジイソシアネート、キシリレンジイソ
シアネート、ヘキサメチレンジイソシアネート、トリメチルヘキサメチレンジイソシアネ
ート、テトラメチルキシリレンジイソシアネート、イソホロンジイソシアネート、ノルボ
ルネンジイソシアネート、１，３－ビス（イソシアナトメチル）シクロヘキサン、フェニ
レンジイソシアネート、リジンジイソシアネート、リジントリイソシアネート、ナフタレ
ンジイソシアネート等のポリイソシアネート、前記ポリイソシアネートの３量体化合物、
前記ポリイソシアネートの多量体化合物が挙げられる。また、アロファネート型ポリイソ
シアネート、ビュレット型ポリイソシアネート、日本ポリウレタン工業（株）製の「アク
アネート１００」、「アクアネート１１０」、「アクアネート２００」、「アクアネート
２１０」等の水分散型ポリイソシアネート、等も挙げられる。
【００１４】
　これらの中でも、脂肪族ポリイソシアネート系化合物が硬化塗膜の黄変が少ない点や、
硬化収縮が小さい点で好ましく、更に好ましくは、イソホロンジイソシアネート、水添化
ジフェニルメタンジイソシアネート、水添化キシリレンジイソシアネートである。
【００１５】
　ポリオール系化合物（ａ３）としては、例えば、ポリエーテル系ポリオール、ポリエス
テル系ポリオール、ポリカーボネート系ポリオール、ポリオレフィン系ポリオール、ポリ
ブタジエン系ポリオール、（メタ）アクリル系ポリオール、ポリシロキサン系ポリオール
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等が挙げられる。これらの中でも、ポリエステル系ポリオール、ポリエーテル系ポリオー
ルが、生成するウレタン（メタ）アクリレート系化合物の粘度が低くなる点で好ましい。
【００１６】
　前記ポリエーテル系ポリオールとしては、例えば、ポリエチレングリコール、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、ポリブチレングリコール、ポリヘキ
サメチレングリコール等のアルキレン構造含有ポリエーテル系ポリオールや、これらポリ
アルキレングリコールのランダム或いはブロック共重合体が挙げられる。
【００１７】
　前記ポリエステル系ポリオールとしては、例えば、（ｉ）多価アルコールと多価カルボ
ン酸との縮合重合物、（ｉｉ）環状エステル（ラクトン）の開環重合物、（ｉｉｉ）多価
アルコール、多価カルボン酸及び環状エステルの３種類の成分による反応物などが挙げら
れる。
【００１８】
　前記多価アルコールとしては、例えば、エチレングリコール、ジエチレングリコール、
プロピレングリコール、ジプロピレングリコール、トリメチレングリコール、１，４－テ
トラメチレンジオール、１，３－テトラメチレンジオール、２－メチル－１，３－トリメ
チレンジオール、１，５－ペンタメチレンジオール、ネオペンチルグリコール、１，６－
ヘキサメチレンジオール、３－メチル－１，５－ペンタメチレンジオール、２，４－ジエ
チル－１，５－ペンタメチレンジオール、グリセリン、トリメチロールプロパン、トリメ
チロールエタン、シクロヘキサンジオール類（１，４－シクロヘキサンジオールなど）、
ビスフェノール類（ビスフェノールＡなど）、糖アルコール類（キシリトールやソルビト
ールなど）などが挙げられる。
【００１９】
　前記多価カルボン酸としては、例えば、マロン酸、マレイン酸、フマル酸、コハク酸、
グルタル酸、アジピン酸、スベリン酸、アゼライン酸、セバシン酸、ドデカンジオン酸等
の脂肪族ジカルボン酸；１，４－シクロヘキサンジカルボン酸等の脂環式ジカルボン酸；
テレフタル酸、イソフタル酸、オルトフタル酸、２，６－ナフタレンジカルボン酸、パラ
フェニレンジカルボン酸、トリメリット酸等の芳香族ジカルボン酸などが挙げられる。
【００２０】
　前記環状エステルとしては、例えば、プロピオラクトン、β－メチル－δ－バレロラク
トン、ε－カプロラクトンなどが挙げられる。
【００２１】
　前記ポリカーボネート系ポリオールとしては、例えば、（ｉ）多価アルコールとホスゲ
ンとの反応物、（ｉｉ）アルキレンカーボネート等の環状炭酸エステルの開環重合物など
が挙げられる。
　前記多価アルコールとしては、前記ポリエステル系ポリオールの説明中で例示の多価ア
ルコール等が挙げられ、前記アルキレンカーボネートとしては、例えば、エチレンカーボ
ネート、トリメチレンカーボネート、テトラメチレンカーボネート、ヘキサメチレンカー
ボネートなどが挙げられる。
　なお、ポリカーボネート系ポリオールは、分子内にカーボネート結合を有し、末端がヒ
ドロキシル基である化合物であればよく、カーボネート結合とともにエステル結合を有し
ていてもよい。
【００２２】
　前記ポリオレフィン系ポリオールとしては、飽和炭化水素骨格としてエチレン、プロピ
レン、ブテン等のホモポリマーまたはコポリマーを有し、その分子末端に水酸基を有する
ものが挙げられる。
【００２３】
　ポリブタジエン系ポリオールとしては、炭化水素骨格としてブタジエンの共重合体を有
し、その分子末端に水酸基を有するものが挙げられる。
　ポリブタジエン系ポリオールは、その構造中に含まれるエチレン性不飽和基の全部また
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は一部が水素化された水添化ポリブタジエンポリオールであってもよい。
【００２４】
　前記（メタ）アクリル系ポリオールとしては、（メタ）アクリル酸エステルの重合体又
は共重合体の分子内にヒドロキシル基を少なくとも２つ有しているものが挙げられる。か
かる（メタ）アクリル酸エステルとしては、例えば、（メタ）アクリル酸メチル、（メタ
）アクリル酸エチル、（メタ）アクリル酸プロピル、（メタ）アクリル酸ブチル、（メタ
）アクリル酸ヘキシル、（メタ）アクリル酸オクチル、（メタ）アクリル酸２－エチルヘ
キシル、（メタ）アクリル酸デシル、（メタ）アクリル酸ドデシル、（メタ）アクリル酸
オクタデシル等の（メタ）アクリル酸アルキルエステル等が挙げられ、好ましくはアルキ
ル基の炭素数が１～２０、特に好ましくは１～１０の（メタ）アクリル酸アルキルエステ
ル等が挙げられる。
【００２５】
　前記ポリシロキサン系ポリオールとしては、例えば、ジメチルポリシロキサンポリオー
ルやメチルフェニルポリシロキサンポリオール等が挙げられる。
【００２６】
　ポリオール系化合物（ａ３）の分子量としては、２００～６０００が好ましく、より好
ましくは５００～４０００、更に好ましくは１０００～３０００である。
ポリオール系化合物（ａ３）の分子量が大きすぎると粘度が高くなる傾向があり、インク
組成物とした場合、ヘッドの目詰まりの原因や安定に吐出できなくなる傾向がある。小さ
すぎると硬化の際の収縮が大きくなる傾向があり、密着性が低下したり、印刷面が割れた
りする傾向がある。
【００２７】
　ウレタン（メタ）アクリレート系化合物（Ａ）の製造法は、公知一般の方法に従い製造
すればよく、通常、上記水酸基含有（メタ）アクリレート系化合物（ａ１）、多価イソシ
アネート系化合物（ａ２）、ポリオール系化合物（ａ３）を、反応器に一括又は別々に仕
込み反応させればよい。
【００２８】
　特には、ポリオール系化合物（ａ３）と多価イソシアネート系化合物（ａ２）とを予め
反応させて得られる末端イソシアネート基含有反応生成物に、水酸基含有（メタ）アクリ
レート系化合物（ａ１）を反応させるのが、反応の安定性や副生成物の低減等の点で有用
であり好ましい。
【００２９】
　ポリオール系化合物（ａ３）と多価イソシアネート系化合物（ａ２）との反応は、公知
の反応手段を用いて反応させることができる。その際、例えば、多価イソシアネート系化
合物（ａ２）中のイソシアネート基：ポリオール系化合物（ａ３）中の水酸基とのモル比
を通常２ｎ：（２ｎ－２）（ｎは２以上の整数）程度にすることにより、イソシアネート
基を残存させ、水酸基含有（メタ）アクリレート系化合物（ａ１）との付加反応を可能に
する。
【００３０】
　前記ポリオール系化合物（ａ３）と多価イソシアネート系化合物（ａ２）とを予め反応
させて得られる末端イソシアネート基含有反応生成物と、水酸基含有（メタ）アクリレー
ト系化合物（ａ１）との付加反応も、公知の反応手段を用いて反応させればよい。
【００３１】
　末端イソシアネート基含有反応生成物と水酸基含有（メタ）アクリレート系化合物（ａ
１）との反応モル比は、例えば、末端イソシアネート基含有反応生成物のイソシアネート
基が２個で、水酸基含有（メタ）アクリレート系化合物（ａ１）の水酸基が１個である場
合は、通常、末端イソシアネート基含有反応生成物：水酸基含有（メタ）アクリレート系
化合物（ａ１）が１：２程度であり、末端イソシアネート基含有反応生成物のイソシアネ
ート基が３個で、水酸基含有（メタ）アクリレート系化合物（ａ１）の水酸基が１個であ
る場合は、通常、末端イソシアネート基含有反応生成物：水酸基含有（メタ）アクリレー
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ト系化合物（ａ１）が１：３程度である。
　この末端イソシアネート基含有反応生成物と水酸基含有（メタ）アクリレート系化合物
（ａ１）との付加反応においては、反応系の残存イソシアネート基含有率が、通常０．５
重量％以下になる時点で反応を終了させることにより、ウレタン（メタ）アクリレート系
化合物（Ａ）を得ることができる。
【００３２】
　かかるポリオール系化合物（ａ３）と多価イソシアネート系化合物（ａ２）との反応、
更にその末端イソシアネート基含有反応生成物と水酸基含有（メタ）アクリレート系化合
物（ａ１）との反応においては、反応を促進する目的で触媒を用いることも好ましい。
【００３３】
　かかる触媒としては、例えば、ジブチル錫ジラウレート、トリメチル錫ヒドロキシド、
テトラ－ｎ－ブチル錫等の有機金属化合物、オクトエ酸亜鉛、オクトエ酸錫、ナフテン酸
コバルト、塩化第１錫、塩化第２錫等の金属塩、トリエチルアミン、ベンジルジエチルア
ミン、１，４－ジアザビシクロ［２，２，２］オクタン、１，８－ジアザビシクロ［５，
４，０］ウンデセン、Ｎ，Ｎ，Ｎ′，Ｎ′－テトラメチル－１，３－ブタンジアミン、Ｎ
－エチルモルホリン等のアミン系触媒、硝酸ビスマス、臭化ビスマス、ヨウ化ビスマス、
硫化ビスマス等の他、ジブチルビスマスジラウレート、ジオクチルビスマスジラウレート
等の有機ビスマス化合物や、２－エチルヘキサン酸ビスマス塩、ナフテン酸ビスマス塩、
イソデカン酸ビスマス塩、ネオデカン酸ビスマス塩、ラウリル酸ビスマス塩、マレイン酸
ビスマス塩、ステアリン酸ビスマス塩、オレイン酸ビスマス塩、リノール酸ビスマス塩、
酢酸ビスマス塩、ビスマスリビスネオデカノエート、ジサリチル酸ビスマス塩、ジ没食子
酸ビスマス塩等の有機酸ビスマス塩等のビスマス系触媒等が挙げられる。これらの中でも
、ジブチル錫ジラウレート、１，８－ジアザビシクロ［５，４，０］ウンデセンが好適で
ある。
【００３４】
　またポリオール系化合物（ａ３）と多価イソシアネート系化合物（ａ２）との反応、更
にその末端イソシアネート基含有反応生成物と水酸基含有（メタ）アクリレート系化合物
（ａ１）との反応においては、イソシアネート基に対して反応する官能基を有しない有機
溶剤、例えば、酢酸エチル、酢酸ブチル等のエステル類、メチルエチルケトン、メチルイ
ソブチルケトン等のケトン類、トルエン、キシレン等の芳香族類等の有機溶剤を用いるこ
とができる。
【００３５】
　また、反応温度は、通常３０～９０℃、好ましくは４０～８０℃であり、反応時間は、
通常２～１０時間、好ましくは３～８時間である。
【００３６】
　得られたウレタン（メタ）アクリレート系化合物（Ａ）の重量平均分子量としては、５
００～５００００であることが好ましく、更には１０００～３００００であることが好ま
しい。かかる重量平均分子量が小さすぎると硬化塗膜が脆くなり、印刷面に割れが発生す
る傾向があり、大きすぎると高粘度となりノズルから安定的に吐出できにくくなる傾向が
ある。
【００３７】
　尚、前記の重量平均分子量とは、標準ポリスチレン分子量換算による重量平均分子量で
あり、高速液体クロマトグラフィー（日本Ｗａｔｅｒｓ社製、「Ｗａｔｅｒｓ　２６９５
（本体）」と「Ｗａｔｅｒｓ　２４１４（検出器）」）に、カラム：Ｓｈｏｄｅｘ　ＧＰ
Ｃ　ＫＦ－８０６Ｌ（排除限界分子量：２×１０7、分離範囲：１００～２×１０7、理論
段数：１０、０００段／本、充填剤材質：スチレン－ジビニルベンゼン共重合体、充填剤
粒径：１０μｍ）の３本直列を用いることにより測定される。
【００３８】
　また、ウレタン（メタ）アクリレート系化合物（Ａ）の６０℃における粘度が１００，
０００ｍＰａ・ｓ以下であることが好ましく、特には７０，０００ｍＰａ・ｓ以下、更に
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は５０，０００ｍＰａ・ｓ以下であることが好ましい。かかる粘度が前記範囲外では塗工
性が低下する場合があり好ましくない。なお、かかる粘度の下限としては、通常１００ｍ
Ｐａ・ｓである。
　ここで、前記の粘度の測定法はＥ型粘度計によるものである。
【００３９】
　本発明におけるウレタン（メタ）アクリレート系化合物（Ｂ）は、水酸基含有（メタ）
アクリレート系化合物（ｂ１）及び多価イソシアネート系化合物（ｂ２）を反応させて得
られるものであり、該ウレタン（メタ）アクリレート系化合物（Ｂ）は、ポリオール成分
由来の構造部位を有さないものである。
【００４０】
　水酸基含有（メタ）アクリレート系化合物（ｂ１）としては、前記水酸基含有（メタ）
アクリル酸系化合物（ａ１）で例示したものと同様のものが挙げられる。例えば、２－ヒ
ドロキシエチル（メタ）アクリレート、２－ヒドロキシプロピル（メタ）アクリレート、
２－ヒドロキシブチル（メタ）アクリレート、４－ヒドロキシブチル（メタ）アクリレー
ト、６－ヒドロキシヘキシル（メタ）アクリレート等のヒドロキシアルキル（メタ）アク
リレート、２－ヒドロキシエチルアクリロイルホスフェート、２－（メタ）アクリロイロ
キシエチル－２－ヒドロキシプロピルフタレート、カプロラクトン変性２－ヒドロキシエ
チル（メタ）アクリレート、ジプロピレングリコール（メタ）アクリレート、脂肪酸変性
－グリシジル（メタ）アクリレート、ポリエチレングリコールモノ（メタ）アクリレート
、ポリプロピレングリコールモノ（メタ）アクリレート、２－ヒドロキシ－３－（メタ）
アクリロイロキシプロピル（メタ）アクリレート、グリセリンジ（メタ）アクリレート、
２－ヒドロキシ－３－アクリロイル－オキシプロピルメタクリレート、ペンタエリスリト
ールトリ（メタ）アクリレート、カプロラクトン変性ペンタエリスリトールトリ（メタ）
アクリレート、エチレンオキサイド変性ペンタエリスリトールトリ（メタ）アクリレート
、ジペンタエリスリトールペンタ（メタ）アクリレート、カプロラクトン変性ジペンタエ
リスリトールペンタ（メタ）アクリレート、エチレンオキサイド変性ジペンタエリスリト
ールペンタ（メタ）アクリレート等が挙げられる。
　これらの中でも、１個のエチレン性不飽和基を含有する化合物を用いることが、ウレタ
ン（メタ）アクリレートの粘度が低くなる点で好ましい。
【００４１】
　多価イソシアネート系化合物（ｂ２）としては、前記多価イソシアネート系化合物（ａ
２）で例示したものと同様のものが挙げられ、例えば、芳香族系ポリイソシアネート、脂
肪族系ポリイソシアネート、脂環式系ポリイソシアネート等のポリイソシアネートが挙げ
られる。具体的には、トリレンジイソシアネート、ジフェニルメタンジイソシアネート、
水添化ジフェニルメタンジイソシアネート、ポリフェニルメタンポリイソシアネート、変
性ジフェニルメタンジイソシアネート、水添化キシリレンジイソシアネート、キシリレン
ジイソシアネート、ヘキサメチレンジイソシアネート、トリメチルヘキサメチレンジイソ
シアネート、テトラメチルキシリレンジイソシアネート、イソホロンジイソシアネート、
ノルボルネンジイソシアネート、１，３－ビス（イソシアナトメチル）シクロヘキサン、
フェニレンジイソシアネート、リジンジイソシアネート、リジントリイソシアネート、ナ
フタレンジイソシアネート等のポリイソシアネート、前記ポリイソシアネートの３量体化
合物、前記ポリイソシアネートの多量体化合物が挙げられる。
　また、アロファネート型ポリイソシアネート、ビュレット型ポリイソシアネート、日本
ポリウレタン工業（株）製の「アクアネート１００」、「アクアネート１１０」、「アク
アネート２００」、「アクアネート２１０」等の水分散型ポリイソシアネート等も挙げら
れる。
【００４２】
　これらの中でも、脂肪族多価イソシアネート系化合物が好ましく、更に好ましくは、硬
化塗膜の黄変が少ない点や、硬化収縮が小さい点で、イソホロンジイソシアネート、水添
化ジフェニルメタンジイソシアネート、水添化キシリレンジイソシアネートである。
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【００４３】
　なお、エチレン性不飽和基の個数を調整するためには、水酸基含有（メタ）アクリレー
ト系化合物（ｂ１）と、多価イソシアネート系化合物（ｂ２）とを、適宜選択して用いれ
ばよい。
　例えば、水酸基含有（メタ）アクリレート系化合物（ｂ１）として１個のエチレン性不
飽和基を有するものを用いて、多価イソシアネート化合物（ｂ２）として、トリイソシア
ネート化合物を用いる場合には、ウレタン（メタ）アクリレート系化合物（Ｂ）中のエチ
レン性不飽和基数は３個となる。
【００４４】
　ウレタン（メタ）アクリレート系化合物（Ｂ）の製造方法については、特に限定される
ものではなく、前記ウレタン（メタ）アクリレート系化合物（Ａ）の製造方法に準じて製
造すればよい。
【００４５】
　なお、多価イソシアネート系化合物（ｂ２）と水酸基含有（メタ）アクリレート系化合
物（ｂ１）との反応モル比は、例えば、多価イソシアネート系化合物（ｂ２）のイソシア
ネート基が２個で、水酸基含有（メタ）アクリレート系化合物（ｂ１）の水酸基が１個で
ある場合は、通常、反応生成物：水酸基含有（メタ）アクリレート系化合物（ｂ１）が１
：２程度であり、多価イソシアネート系化合物（ｂ２）のイソシアネート基が３個で、水
酸基含有（メタ）アクリレート系化合物（ｂ１）の水酸基が１個である場合は、通常、反
応生成物：水酸基含有（メタ）アクリレート系化合物（ｂ１）が１：３程度である。
　この反応生成物と水酸基含有（メタ）アクリレート系化合物（ｂ１）との付加反応にお
いては、反応系の残存イソシアネート基含有率が通常０．５重量％以下になる時点で反応
を終了させることにより、ウレタン（メタ）アクリレート系化合物（Ｂ）を得ることがで
きる。
【００４６】
　得られたウレタン（メタ）アクリレート系化合物（Ｂ）の重量平均分子量としては３０
００以下であることが好ましく、更には１５００以下であることが好ましい。かかる重量
平均分子量が大きすぎると樹脂粘度が高くなる傾向がある。なお、重量平均分子量の下限
としては、通常１５０であり、好ましくは２００である。
【００４７】
　ここで、前記の重量平均分子量は、ウレタン（メタ）アクリレート（Ａ）での測定方法
と同様にして測定される。
【００４８】
　また、ウレタン（メタ）アクリレート系化合物（Ｂ）の６０℃における粘度が１０，０
００ｍＰａ・ｓ以下であることが好ましく、特には７，０００Ｐａ・ｓ以下、更には５，
０００ｍＰａ・ｓ以下であることが好ましい。
　かかる粘度が前記範囲外では塗工性が悪くなる場合があり好ましくなく、かかる粘度の
下限としては、通常１００ｍＰａ・ｓである。
　ここで、前記の粘度の測定法はＥ型粘度計によるものである。
【００４９】
　本発明の活性エネルギー線硬化型インク組成物は、ウレタン（メタ）アクリレート系化
合物（Ａ）とウレタン（メタ）アクリレート系化合物（Ｂ）を含有するものであるが、こ
の場合、ウレタン（メタ）アクリレート系化合物（Ａ）とウレタン（メタ）アクリレート
系化合物（Ｂ）とをそれぞれ別々に製造したうえで混合してもよいし、また、ウレタン（
メタ）アクリレート系化合物（Ａ）とウレタン（メタ）アクリレート系化合物（Ｂ）の原
料を一括仕込みして同時に反応させることによりウレタン（メタ）アクリレート系化合物
（Ａ）とウレタン（メタ）アクリレート系化合物（Ｂ）の混合物としてもよい。
【００５０】
　また、本発明におけるウレタン（メタ）アクリレート系化合物（Ａ）とウレタン（メタ
）アクリレート系化合物（Ｂ）を構成する多価イソシアネート系化合物および水酸基含有
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（メタ）アクリレート系化合物に関しては、ウレタン（メタ）アクリレート系化合物（Ａ
）、ウレタン（メタ）アクリレート系化合物（Ｂ）それぞれ同じものを用いてもよいし、
異なるものを用いてもよい。特には、ウレタン（メタ）アクリレート系化合物（Ａ）及び
ウレタン（メタ）アクリレート系化合物（Ｂ）が、同じ多価イソシアネート系化合物およ
び水酸基含有（メタ）アクリレート系化合物からなる場合が、製造効率がよい点で好まし
い。
【００５１】
　具体的には、ウレタン（メタ）アクリレート系化合物（Ａ）とウレタン（メタ）アクリ
レート系化合物（Ｂ）の原料を一括して仕込み反応させて、（Ａ）と（Ｂ）の混合物を製
造する場合の原料の反応モル比としては、水酸基含有（メタ）アクリレート系化合物：多
価イソシアネート系化合物：ポリオール系化合物＝１～１．５：１：０．２～０．５であ
ることが好ましい。
【００５２】
　活性エネルギー線硬化型インク組成物中のウレタン（メタ）アクリレート系化合物（Ａ
）及びウレタン（メタ）アクリレート系化合物（Ｂ）の含有量（（Ａ）と（Ｂ）の和）と
しては、後述の色材（C）及び重合性モノマー（D）を含む場合において、（A）～（D）成
分の合計１００重量部に対して、０．１～２０重量部であることが好ましく、特に好まし
くは１～１７重量部、殊に好ましくは３～１５重量部である。
　ウレタン（メタ）アクリレート系化合物（Ａ）およびウレタン（メタ）アクリレート系
化合物（Ｂ）の含有量が少なすぎると、硬化性が低下し強度が低下する傾向があり、多す
ぎると粘度が高くなり塗工適正が低下する傾向がある。
【００５３】
　また、ウレタン（メタ）アクリレート系化合物（Ａ）とウレタン（メタ）アクリレート
系化合物（Ｂ）の含有割合（重量比）としては、（Ａ）：（Ｂ）＝９９：１～６０：４０
であることが好ましく、特に好ましくは（Ａ）：（Ｂ）＝９５：５～７０：３０、殊に好
ましくは（Ａ）：（Ｂ）＝９０：１０～７５：２５である。
　ウレタン（メタ）アクリレート系化合物（Ａ）の含有割合が多すぎると、粘度が高くな
り塗工性が低下する傾向があり、少なすぎると硬化収縮が大きくなり塗膜が割れやすくな
る傾向がある。
【００５４】
　本発明における色材（Ｃ）とは、染料、顔料のいずれであってもよいが、印刷物の耐久
性の点で顔料の方が好ましい。
【００５５】
　前記染料としては、例えば、直接染料、酸性染料、食用染料、塩基性染料、反応性染料
、分散染料、建染染料、可溶性建染染料、反応分散染料、など通常インクジェット記録に
使用される各種染料を使用することができる。
【００５６】
　前記顔料としては、特に限定されるものではなく、無機顔料、有機顔料のどちらを用い
てもよい。
【００５７】
　かかる無機顔料としては、例えば、酸化チタン、酸化鉄、コンタクト法、ファーネス法
、サーマル法などの公知の方法によって製造されたカーボンブラック等を使用することが
できる。
【００５８】
　また、かかる有機顔料としては、例えば、アゾレーキ、不溶性アゾ顔料、縮合アゾ顔料
、キレートアゾ顔料等のアゾ顔料、フタロシアニン顔料、ペリレン顔料、ペリノン顔料、
アントラキノン顔料、キナクリドン顔料、ジオキサジン顔料、チオインジゴ顔料、イソイ
ンドリノン顔料、キノフラロン顔料等の多環式顔料、塩基性染料型キレート、酸性染料型
キレート等の染料キレート、ニトロ顔料、ニトロソ顔料、アニリンブラック等を使用する
ことができる。
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【００５９】
　顔料の具体例としては、カーボンブラックとして、Ｃ．Ｉ．ピグメントブラック７；三
菱化学社製のＮｏ．２３００、Ｎｏ．９００、ＭＣＦ８８、Ｎｏ．３３、Ｎｏ．４０、Ｎ
ｏ．４５、Ｎｏ．５２、ＭＡ７、ＭＡ８、ＭＡ１００、Ｎｏ．２２００Ｂ等；、コロンビ
ア社製のＲａｖｅｎ５７５０、同５２５０、同５０００、同３５００、同１２５５、同７
００等；、キャボット社製のＲｅｇａｌ ４００Ｒ、同３３０Ｒ、同６６０Ｒ、Ｍｏｇｕ
ｌ Ｌ、同７００、Ｍｏｎａｒｃｈ８００、同８８０、同９００、同１０００、同１１０
０、同１３００、同１４００等；デグサ社製のＣｏｌｏｒ Ｂｌａｃｋ ＦＷ１、同ＦＷ２
、同ＦＷ２Ｖ、同ＦＷ１８、同ＦＷ２００、Ｃｏｌｏｒ Ｂｌａｃｋ Ｓ１５０、同Ｓ１６
０、同Ｓ１７０、Ｐｒｉｎｔｅｘ ３５、同Ｕ、同Ｖ、同１４０Ｕ、Ｓｐｅｃｉａｌ Ｂｌ
ａｃｋ ６、同５、同４Ａ、同４等；が挙げられる。
【００６０】
　イエローインクに使用される顔料としては、Ｃ．Ｉ．ピグメントイエロー１、２、３、
１２、１３、１４、１６、１７、７３、７４、７５、８３、９３、９５、９７、９８、１
０９、１１０、１１４、１２０、１２８、１２９、１３８、１５０、１５１、１５４、１
５５、１８０、１８５、２１３等が挙げられる。
【００６１】
　また、マゼンタインクに使用される顔料としては、Ｃ．Ｉ．ピグメントレッド５、７、
１２、４８（Ｃａ）、４８（Ｍｎ）、５７（Ｃａ）、５７：１、１１２、１２２、１２３
、１６８、１８４、２０２、２０９、Ｃ．Ｉ．ピグメントヴァイオレット １９等が挙げ
られる。
【００６２】
　さらに、シアンインクに使用される顔料としては、Ｃ．Ｉ．ピグメントブルー１、２、
３、１５：３、１５：４、６０、１６、２２が挙げられる。
【００６３】
　かかる顔料の平均粒径については、１０～２００ｎｍであることが好ましく、より好ま
しくは５０～１５０ｎｍである。
【００６４】
　また、金、銀、銅、アルミニウム、真鍮、チタニウム等の金属単体及び／又はそれらの
合金による金属顔料や中空白色樹脂エマルジョン顔料を色材として用いる事も可能であり
、この場合には、平均粒子径が１００ｎｍ～５μｍの範囲にあることが好ましく、より好
ましくは３００ｎｍ～３μｍ程度である。
【００６５】
　インク組成物における色材（Ｃ）の含有量は、後述の重合性モノマー（Ｄ）を含む場合
において、（Ａ）～（Ｄ）成分の合計１００重量部に対して、０．１～２５重量部である
ことが好ましく、より好ましくは０．５～１５重量部である。
【００６６】
　本発明の好ましい態様によれば、これらの顔料は、分散剤または界面活性剤でモノマー
媒体中に分散させて得られた顔料分散液としてインク組成物とすることができる。好まし
い分散剤としては、顔料分散液を調製するのに慣用されている分散剤、例えば高分子分散
剤（ポリオキシアルキレンポリアルキレンポリアミンなど）を使用することができる。
【００６７】
　また、インク組成物が色材を含有する場合、その色材を含有するインク組成物は、各色
毎の複数有するものであっても良い。例えば、イエロー、マゼンタ、シアン、ブラックの
基本４色に加えて、それぞれの色毎に同系列の濃色や淡色を加える場合、マゼンタに加え
て淡色のライトマゼンタ、濃色のレッド、シアンに加えて淡色のライトシアン、濃色のブ
ルー、ブラックに加えて淡色であるグレイ、ライトブラック、濃色であるマットブラック
が挙げられる。
【００６８】
　本発明のインク組成物は、前記（Ａ）～（Ｃ）成分の他に、重合性モノマー（Ｄ）、光
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重合開始剤（Ｅ）を用いることができる。
【００６９】
　前記重合性モノマー（Ｄ）としては、ラジカル重合型モノマーとカチオン重合性モノマ
ー等を用いることが可能であるが、硬化乾燥速度の速いインクが得られる点で、ラジカル
重合性モノマーを用いることが好ましく、特に好ましくはエチレン性不飽和モノマーを用
いることが好ましい。
【００７０】
　かかるエチレン性不飽和モノマーとしては、１分子中に１個以上のエチレン性不飽和基
を有するエチレン性不飽和モノマー、例えば、単官能モノマー、２官能モノマー、３官能
以上のモノマーが挙げられる。
【００７１】
　単官能モノマーとしては、エチレン性不飽和基を１つ含有するモノマーであればよく、
例えば、スチレン、ビニルトルエン、クロロスチレン、α－メチルスチレン、メチル（メ
タ）アクリレート、エチル（メタ）アクリレート、アクリロニトリル、酢酸ビニル、２－
ヒドロキシエチル（メタ）アクリレート、２－ヒドロキシプロピル（メタ）アクリレート
、２－ヒドロキシブチル（メタ）アクリレート、フェノキシエチル（メタ）アクリレート
、２－フェノキシ－２－ヒドロキシプロピル（メタ）アクリレート、２－ヒドロキシ－３
－フェノキシプロピル（メタ）アクリレート、３－クロロ－２－ヒドロキシプロピル（メ
タ）アクリレート、グリセリンモノ（メタ）アクリレート、グリシジル（メタ）アクリレ
ート、ラウリル（メタ）アクリレート、シクロヘキシル（メタ）アクリレート、イソボル
ニル（メタ）アクリレート、トリシクロデカニル（メタ）アクリレート、ジシクロペンテ
ニル（メタ）アクリレート、ｎ－ブチル（メタ）アクリレート、ヘキシル（メタ）アクリ
レート、ヘプチル（メタ）アクリレート、オクチル（メタ）アクリレート、ノニル（メタ
）アクリレート、デシル（メタ）アクリレート、イソデシル（メタ）アクリレート、ドデ
シル（メタ）アクリレート、ｎ－ステアリル（メタ）アクリレート、ベンジル（メタ）ア
クリレート、フェノールエチレンオキサイド変性（メタ）アクリレート、ノニルフェノー
ルプロピレンオキサイド変性（メタ）アクリレート、２－（メタ）アクリロイルオキシ－
２－ヒドロキシプロピルフタレート等のフタル酸誘導体のハーフエステル（メタ）アクリ
レート、フルフリル（メタ）アクリレート、カルビトール（メタ）アクリレート、ベンジ
ル（メタ）アクリレート、ブトキシエチル（メタ）アクリレート、アリル（メタ）アクリ
レート、アクリロイルモルフォリン、２－ヒドロキシエチルアクリルアミド、Ｎ－メチロ
ール（メタ）アクリルアミド、Ｎ－ビニルピロリドン、２－ビニルピリジン、２－（メタ
）アクリロイルオキシエチルアシッドホスフェートモノエステル等が挙げられる。
【００７２】
　また、前記の単官能モノマーの他にアクリル酸のミカエル付加物あるいは２－アクリロ
イルオキシエチルジカルボン酸モノエステルも挙げられ、アクリル酸のミカエル付加物と
しては、アクリル酸ダイマー、メタクリル酸ダイマー、アクリル酸トリマー、メタクリル
酸トリマー、アクリル酸テトラマー、メタクリル酸テトラマー等が挙げられる。また、特
定の置換基をもつカルボン酸である２－アクリロイルオキシエチルジカルボン酸モノエス
テルとしては、例えば２－アクリロイルオキシエチルコハク酸モノエステル、２－メタク
リロイルオキシエチルコハク酸モノエステル、２－アクリロイルオキシエチルフタル酸モ
ノエステル、２－メタクリロイルオキシエチルフタル酸モノエステル、２－アクリロイル
オキシエチルヘキサヒドロフタル酸モノエステル、２－メタクリロイルオキシエチルヘキ
サヒドロフタル酸モノエステル等が挙げられる。更に、オリゴエステルアクリレートも挙
げられる。
【００７３】
　２官能モノマーとしては、エチレン性不飽和基を２つ含有するモノマーであればよく、
例えば、エチレングリコールジ（メタ）アクリレート、ジエチレングリコールジ（メタ）
アクリレート、テトラエチレングリコールジ（メタ）アクリレート、ポリエチレングリコ
ールジ（メタ）アクリレート、プロピレングリコールジ（メタ）アクリレート、ジプロピ
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レングリコールジ（メタ）アクリレート、ポリプロピレングリコールジ（メタ）アクリレ
ート、ブチレングリコールジ（メタ）アクリレート、ネオペンチルグリコールジ（メタ）
アクリレート、エチレンオキサイド変性ビスフェノールＡ型ジ（メタ）アクリレート、プ
ロピレンオキサイド変性ビスフェノールＡ型ジ（メタ）アクリレート、１，６－ヘキサン
ジオールジ（メタ）アクリレート、１，６－ヘキサンジオールエチレンオキサイド変性ジ
（メタ）アクリレート、グリセリンジ（メタ）アクリレート、ペンタエリスリトールジ（
メタ）アクリレート、エチレングリコールジグリシジルエーテルジ（メタ）アクリレート
、ジエチレングリコールジグリシジルエーテルジ（メタ）アクリレート、フタル酸ジグリ
シジルエステルジ（メタ）アクリレート、ヒドロキシピバリン酸変性ネオペンチルグリコ
ールジ（メタ）アクリレート、イソシアヌル酸エチレンオキサイド変性ジアクリレート、
２－（メタ）アクリロイルオキシエチルアシッドホスフェートジエステル等が挙げられる
。
【００７４】
　３官能以上のモノマーとしては、エチレン性不飽和基を３個以上含有するモノマーであ
ればよく、例えば、トリメチロールプロパントリ（メタ）アクリレート、ペンタエリスリ
トールトリ（メタ）アクリレート、ペンタエリスリトールテトラ（メタ）アクリレート、
ジペンタエリスリトールペンタ（メタ）アクリレート、ジペンタエリスリトールヘキサ（
メタ）アクリレート、トリ（メタ）アクリロイルオキシエトキシトリメチロールプロパン
、グリセリンポリグリシジルエーテルポリ（メタ）アクリレート、イソシアヌル酸エチレ
ンオキサイド変性トリアクリレート、エチレンオキサイド変性ジペンタエリスリトールペ
ンタ（メタ）アクリレート、エチレンオキサイド変性ジペンタエリスリトールヘキサ（メ
タ）アクリレート、エチレンオキサイド変性ペンタエリスリトールトリ（メタ）アクリレ
ート、エチレンオキサイド変性ペンタエリスリトールテトラ（メタ）アクリレート、カプ
ロラクトン変性ジペンタエリスリトールペンタ（メタ）アクリレート、カプロラクトン変
性ジペンタエリスリトールヘキサ（メタ）アクリレート、カプロラクトン変性ペンタエリ
スリトールトリ（メタ）アクリレート、カプロラクトン変性ペンタエリスリトールテトラ
（メタ）アクリレート、コハク酸変性ペンタエリスリトールトリ（メタ）アクリレート等
が挙げられる。
【００７５】
　かかる重合性モノマー（Ｄ）の含有量は、（Ａ）～（Ｄ）成分の合計１００重量部に対
して、５～９５重量部であることが好ましく、より好ましくは１０～９０重量部である。
【００７６】
　前記光重合開始剤（Ｅ）としては、特に限定されるものではなく、例えば、ジエトキシ
アセトフェノン、２－ヒドロキシ－２－メチル－１－フェニルプロパン－１－オン、ベン
ジルジメチルケタール、４－（２－ヒドロキシエトキシ）フェニル－（２－ヒドロキシ－
２－プロピル）ケトン、１－ヒドロキシシクロヘキシルフェニルケトン、２－メチル－２
－モルホリノ（４－チオメチルフェニル）プロパン－１－オン、２－ベンジル－２－ジメ
チルアミノ－１－（４－モルホリノフェニル）ブタノン、２－ヒドロキシ－２－メチル－
１－［４－（１－メチルビニル）フェニル］プロパノンオリゴマー等のアセトフェノン類
；ベンゾイン、ベンゾインメチルエーテル、ベンゾインエチルエーテル、ベンゾインイソ
プロピルエーテル、ベンゾインイソブチルエーテル等のベンゾイン類；ベンゾフェノン、
ｏ－ベンゾイル安息香酸メチル、４－フェニルベンゾフェノン、４－ベンゾイル－４′－
メチル－ジフェニルサルファイド、３，３′，４，４′－テトラ（ｔ－ブチルパーオキシ
カルボニル）ベンゾフェノン、２，４，６－トリメチルベンゾフェノン、４－ベンゾイル
－Ｎ，Ｎ－ジメチル－Ｎ－［２－（１－オキソ－２－プロペニルオキシ）エチル］ベンゼ
ンメタナミニウムブロミド、（４－ベンゾイルベンジル）トリメチルアンモニウムクロリ
ド等のベンゾフェノン類；２－イソプロピルチオキサントン、４－イソプロピルチオキサ
ントン、２，４－ジエチルチオキサントン、２，４－ジクロロチオキサントン、１－クロ
ロ－４－プロポキシチオキサントン、２－（３－ジメチルアミノ－２－ヒドロキシ）－３
，４－ジメチル－９Ｈ－チオキサントン－９－オンメソクロリド等のチオキサントン類；
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２，４，６－トリメチルベンゾイル－ジフェニルフォスフィンオキサイド、ビス（２，６
－ジメトキシベンゾイル）－２，４，４－トリメチル－ペンチルフォスフィンオキサイド
、ビス（２，４，６－トリメチルベンゾイル）－フェニルフォスフィンオキサイド等のア
シルフォスフォンオキサイド類；等があげられる。なお、これら光重合開始剤（Ｅ）は、
１種のみが単独で用いられてもよいし、２種以上が併用されてもよい。
【００７７】
　これらの中でもα－アミノアルキルフェノン等のα－アミノケトン系光重合開始剤、α
－ヒドロキシアルキルフェノン等のα－ヒドロキシケトン系光重合開始剤、モノアシルフ
ォスフィンオキサイド、ビスアシルフォスフィンオキサイド等のアシルフォスフィンオキ
サイド系光重合開始剤が好ましく用いられ、特には、α－ヒドロキシアルキルフェノン、
ビスアシルフォスフィンオキサイドが、光硬化を目的にインク組成物へ照射された波長の
光を吸収してラジカルが発生し、硬化反応効率的に行なうことが可能となる点で好ましい
。
【００７８】
　また、これらの助剤として、トリエタノールアミン、トリイソプロパノールアミン、４
，４′－ジメチルアミノベンゾフェノン（ミヒラーケトン）、４，４′－ジエチルアミノ
ベンゾフェノン、２－ジメチルアミノエチル安息香酸、４－ジメチルアミノ安息香酸エチ
ル、４－ジメチルアミノ安息香酸（ｎ－ブトキシ）エチル、４－ジメチルアミノ安息香酸
イソアミル、４－ジメチルアミノ安息香酸２－エチルヘキシル、２，４－ジエチルチオキ
サンソン、２，４－ジイソプロピルチオキサンソン等を併用することも可能である。
【００７９】
　光重合開始剤（Ｅ）の含有量としては、（Ａ）、（Ｂ）および（Ｄ）成分の合計を１０
０重量部としたときに、０．１～３０重量部であることが好ましい。光重合開始剤（Ｅ）
の含有量が少なすぎると、酸素阻害の影響が大きくなり、硬化が不足する傾向があり、多
すぎると耐久性が低下する傾向がある。
【００８０】
　また、本発明のインク組成物は、不溶性の蛍光色材、蛍光増白剤、蛍光色材を含有する
微粒子を含んでいてもよい。これら微粒子を含むことにより、これら色材がある波長の光
を吸収しより長波長側である青色の可視光を放出する特性を有しているため、補色である
黄色をマスキングし、より白さを際立たせる効果があるため好ましい。
【００８１】
　また、活性エネルギー線硬化型インクに使用し得る、公知公用のその他の成分として、
湿潤剤、浸透溶剤、ｐＨ調整剤、防腐剤、防かび剤等を添加しても良い。
　この他にも、必要に応じてレベリング添加剤、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
ックス類を使用することができる。
【００８２】
　本発明の活性エネルギー線硬化型インク組成物は、活性エネルギー線を照射することに
より硬化反応を行う。
【００８３】
　活性エネルギー線を照射するに当たっては、活性エネルギー線として、遠紫外線、紫外
線、近紫外線、赤外線等の光線、Ｘ線、γ線等の電磁波の他、電子線、プロトン線、中性
子線等が利用できるが、硬化速度、照射装置の入手のし易さ、価格等から紫外線照射によ
る硬化が有利である。
【００８４】
　紫外線照射には、１５０～４５０ｎｍ波長域の光を発する高圧水銀ランプ、超高圧水銀
灯、カーボンアーク灯、メタルハライドランプ、キセノンランプ、ケミカルランプ、無電
極放電ランプ等を用いることができる。
　また、紫外線発光ダイオード（紫外線ＬＥＤ）や紫外線発光半導体レーザ等の紫外線発
光半導体素子により、紫外線照射を行うことができる。
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【００８５】
　本発明において、活性エネルギー線の照射量としては、通常１０～２０，０００ｍＪ／
ｃｍ2であり、好ましくは５０～１５０００ｍＪ／ｃｍ2、特に好ましくは、１００～１０
０００ｍＪ／ｃｍ2である。
【００８６】
　本発明にかかる活性エネルギー線硬化型インク組成物の記録方法としては、インクジェ
ット、ＵＶフレキソ印刷、ＵＶグラビア印刷、等に好適に挙げられ、膜強度に優れるとと
もに、硬化性にも優れ、鮮明な画像を形成することができる。
【００８７】
　本発明の活性エネルギー線硬化型インク組成物をインクジェット記録方式で使用する場
合には、活性エネルギー線硬化型インク組成物の粘度は、２５℃で１５ｍＰａ・ｓ以下で
あることが好ましく、特に好ましくは１０ｍＰａ・ｓ以下、更に好ましくは５ｍＰａ・ｓ
以下である。
【００８８】
　本発明の活性エネルギー線硬化型インク組成物は、１液型のインク組成物として用いて
もよいし、２液型のインク組成物として用いてもよい。
　２液型インク組成物として用いる場合には、色材を含有する組成物と、光重合開始剤を
含有する組成物に分けることが、インク組成物の硬化性能に優れ、耐擦性や印字信頼性に
優れる点で好ましい。
　また、２液型のインク組成物として用いる場合は、あらかじめ２液を混合してから記録
媒体上に付着させる形態でもよいし、２液を混合せずに、それぞれを同時または複数回に
分け記録媒体上の同位置に付着させる形態で用いてもよい。
【００８９】
　かくして本発明では、ウレタン（メタ）アクリレート系化合物（Ａ）、ウレタン（メタ
）アクリレート系化合物（Ｂ）及び色材（Ｃ）を含有する活性エネルギー線硬化型インク
組成物を得ることができ、低粘度でかつ硬化性に優れた効果を有するものとなる。
【００９０】
　また、ウレタン（メタ）アクリレート系化合物（Ａ）及びウレタン（メタ）アクリレー
ト系化合物（Ｂ）を含有する樹脂組成物は、インク用樹脂組成物として有用である。該ウ
レタン（メタ）アクリレート系化合物（Ａ）及びウレタン（メタ）アクリレート系化合物
（Ｂ）は、上述した活性エネルギー線硬化型インク組成物に含有されるウレタン（メタ）
アクリレート系化合物（Ａ）及びウレタン（メタ）アクリレート系化合物（Ｂ）と同様で
ある。
【実施例】
【００９１】
　以下、実施例をあげて本発明をさらに具体的に説明するが、本発明はその要旨を超えな
い限り以下の実施例に限定されるものではない。なお、例中、「部」、「％」とあるのは
、断りのない限り重量基準を意味する。
【００９２】
　ウレタン（メタ）アクリレート系化合物（Ａ）および（Ｂ）を以下の製造例に従い製造
した。
【００９３】
　＜製造例１＞
　攪拌機を備えた反応容器に、ポリオキシプロピレングリコール（三洋化成工業（株）製
、「サンニックス　ＰＰ－２０００」）６３．７部、イソホロンジイソシアネートを２１
．２部を入れ、温度８０℃で３時間撹拌した。ジブチル錫ジウラレート４０ｐｐｍを添加
し、更に２時間撹拌した後に６０℃まで温度を下げ、２－ヒドロキシエチルアクリレート
１５．１部、ＭＥＨＱ(モノメチルエ－テルハイドロキノン）４００ｐｐｍを加え更に６
０℃にて撹拌し、イソシアネート残基が０．３％を下回った時点で反応を止め、ウレタン
（メタ）アクリレート系化合物（Ａ－１）および（Ｂ－１）の混合物[ＵＡ－１]１００部
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を得た。
【００９４】
　なお、上記ウレタン（メタ）アクリレート系化合物［ＵＡ－１］が、ウレタン（メタ）
アクリレート系化合物（Ａ－１）および（Ｂ－１）の混合物であることは、前述の重量平
均分子量の測定時と同様の測定方法によりGPCを測定した際に、分子量の異なる二つのピ
ークが得られていることから判断した。ウレタン（メタ）アクリレート系化合物（A－１
）とウレタン（メタ）アクリレート系化合物（B－１）の理論含有量は、（A－１）＝７７
．９７部、（B－１）＝２１．６６部である。
【００９５】
＜製造例２＞
　製造例１において、ポリオキシプロピレングリコールの代わりに、ポリテトラメチレン
グリコール（保土ヶ谷化学工業（株）製、「ＰＴＧ－６５０ＳＮ」）３６．３部を用い、
イソホロンジイソシアネートの使用量を３７．１部、２－ヒドロキシエチルアクリレート
の使用量を２６．５部とした以外は製造例１と同様にして、ウレタン（メタ）アクリレー
ト系化合物（Ａ－２）および（Ｂ－２）の混合物[ＵＡ－２]１００部を得た。
【００９６】
　なお、上記ウレタン（メタ）アクリレート系化合物［ＵＡ－２］が、ウレタン（メタ）
アクリレート系化合物（Ａ－２）および（Ｂ－２）の混合物であることは、前述の重量平
均分子量の測定時と同様の測定方法によりGPCを測定した際に、分子量の異なる二つのピ
ークが得られていることから判断した。ウレタン（メタ）アクリレート系化合物（A－２
）とウレタン（メタ）アクリレート系化合物（B－２）の理論含有量は、（A－２）＝６１
．３８部、（B－２）＝３７．９７部である。
【００９７】
＜製造例３＞
　製造例１において、ポリオキシプロピレングリコールの代わりに、ポリエステルポリオ
ール（（株）ＡＤＥＫＡ製、「アデカニューエース　Ｖ１４－９０」）６４．５部を用い
、イソホロンジイソシアネートの使用量を２０．７部、２－ヒドロキシエチルアクリレー
トの使用量を１４．８部とした以外は製造例１と同様にして、ウレタン（メタ）アクリレ
ート系化合物（Ａ－３）および（Ｂ－３）の混合物[ＵＡ－３]１００部を得た。
【００９８】
　なお、上記ウレタン（メタ）アクリレート系化合物［ＵＡ－３］が、ウレタン（メタ）
アクリレート系化合物（Ａ－３）および（Ｂ－３）の混合物であることは、前述の重量平
均分子量の測定時と同様の測定方法によりGPCを測定した際に、分子量の異なる二つのピ
ークが得られていることから判断した。ウレタン（メタ）アクリレート系化合物（A－３
）とウレタン（メタ）アクリレート系化合物（B－３）の理論含有量は、（A－３）＝７８
．４７部、（B－３）＝２１．１７部である。
【００９９】
＜製造例４＞
　製造例３において、各成分の使用量を、ポリエステルポリオール６９．６部、イソホロ
ンジイソシアネート１８．６部、２－ヒドロキシエチルアクリレート１１．９部にした以
外は製造例３と同様にして、ウレタン（メタ）アクリレート系化合物（Ａ－４）および（
Ｂ－４）の混合物[ＵＡ－４]１００部を得た。
【０１００】
　なお、上記ウレタン（メタ）アクリレート系化合物［ＵＡ－４］が、ウレタン（メタ）
アクリレート系化合物（Ａ－４）および（Ｂ－４）の混合物であることは、前述の重量平
均分子量の測定時と同様の測定方法によりGPCを測定した際に、分子量の異なる二つのピ
ークが得られていることから判断した。ウレタン（メタ）アクリレート系化合物（A－４
）とウレタン（メタ）アクリレート系化合物（B－４）の理論含有量は、（A－４）＝８４
．５９部、（B－４）＝１５．２１部である。
【０１０１】
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＜製造例５＞
　製造例１において、ポリオキシプロピレングリコールの代わりに、ポリアルキレンカー
ボネートジオール（旭化成ケミカルズ（株）製、「ＰＣＤＬ　Ｔ５６５０Ｊ」）４０．１
部を用い、イソホロンジイソシアネートの使用量を３５．０部、２－ヒドロキシエチルア
クリレートの使用量を２５．０部とした以外は製造例１と同様にして、ウレタン（メタ）
アクリレート系化合物（Ａ－５）および（Ｂ－５）の混合物[ＵＡ－５]１００部を得た。
　　
【０１０２】
　なお、上記ウレタン（メタ）アクリレート系化合物［ＵＡ－５］が、ウレタン（メタ）
アクリレート系化合物（Ａ－５）および（Ｂ－５）の混合物であることは、前述の重量平
均分子量の測定時と同様の測定方法によりGPCを測定した際に、分子量の異なる二つのピ
ークが得られていることから判断した。ウレタン（メタ）アクリレート系化合物（A－５
）とウレタン（メタ）アクリレート系化合物（B－５）の理論含有量は、（A－５）＝６３
．６５部、（B－５）＝３５．７４部である。
【０１０３】
　前記製造例１～５で得られたウレタン（メタ）アクリレート系化合物を用いて、鉛筆硬
度、ヤング率、強度、伸度等の塗膜物性を測定すると良好な結果が得られると予測される
。
【０１０４】
　なお、ウレタン（メタ）アクリレート系化合物（Ａ）およびウレタン（メタ）アクリレ
ート系化合物（Ｂ）の混合物［ＵＡ－１］～［ＵＡ－５］の分子量および粘度を以下の方
法で測定した。測定結果は下記表１の通りである。
【０１０５】
　重量平均分子量は、標準ポリスチレン分子量換算による重量平均分子量であり、高速液
体クロマトグラフィー（日本Ｗａｔｅｒｓ社製、「Ｗａｔｅｒｓ　２６９５（本体）」と
「Ｗａｔｅｒｓ　２４１４（検出器）」）に、カラム：Ｓｈｏｄｅｘ　ＧＰＣ　ＫＦ－８
０６Ｌ（排除限界分子量：２×１０7、分離範囲：１００～２×１０7、理論段数：１０，
０００段／本、充填剤材質：スチレン－ジビニルベンゼン共重合体、充填剤粒径：１０μ
ｍ）の３本直列を用いることにより測定されるものであり、数平均分子量も同様の方法で
用いることができる。また分散度は重量平均分子量と数平均分子量より求められる。
【０１０６】
活性エネルギー線硬化型インク組成物の粘度は、６０℃において、Ｅ型粘度計にて測定し
た。
【０１０７】
【表１】

【０１０８】
　上記製造例１～５で製造したウレタン（メタ）アクリレート系化合物を用いて、下記実
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【０１０９】
＜実施例１＞
ウレタン（メタ）アクリレート系化合物（Ａ）およびウレタン（メタ）アクリレート系化
合物（Ｂ）として、製造例１で得られた［ＵＡ－１］を１３部、（Ｃ）成分として御国色
素社製：「ハイミクロンK　ブルー６２２７」を４部、（Ｄ）成分としてイソオクチルア
クリレート１３部、１，６－ヘキサンジオールジアクリレート３７部、トリプロピレング
リコールジアクリレート３３部、光重合開始剤（Ｅ）としてチバ・ジャパン社製：「イル
ガキュア９０７」を１０部、ゲル化防止剤としてチバ・ジャパン社製：「チヌビン１２３
」を０．５部配合し、ガラスビーズと共にディスパーを用いて混合し、活性エネルギー線
硬化型インク組成物を得た。
【０１１０】
＜実施例２＞
　実施例１において、［ＵＡ－１］の代わりに、前記製造例２で得られた［ＵＡ－２］を
用いた以外は実施例１と同様にして、活性エネルギー線硬化型インク組成物を得た。
【０１１１】
＜実施例３＞
　実施例１において、［ＵＡ－１］の代わりに、前記製造例３で得られた［ＵＡ－３］を
用いた以外は実施例１と同様にして、活性エネルギー線硬化型インク組成物を得た。
【０１１２】
＜実施例４＞
　実施例１において、［ＵＡ－１］の代わりに、前記製造例４で得られた［ＵＡ－４］を
用いた以外は実施例１と同様にして、活性エネルギー線硬化型インク組成物を得た。
【０１１３】
＜実施例５＞
　実施例１において、［ＵＡ－１］の代わりに、前記製造例５で得られた［ＵＡ－５］を
用いた以外は実施例１と同様にして、活性エネルギー線硬化型インク組成物を得た。
【０１１４】
　上記実施例１～５で得られた活性エネルギー線硬化型インク組成物について、下記の硬
化膜特性試験を行ない、硬度および耐薬品性を評価した。評価結果は下記表２に記す。
【０１１５】
＜硬化膜特性試験＞
　活性エネルギー線硬化型インク組成物をPETフィルム上にバーコーターにより２μｍで
塗布し、３６５ｎｍ波長の紫外線を、照射強度２００ｍＷ／ｃｍ2、積算光量１５０ｍＪ
／ｃｍ2になるような条件で照射し、該インク組成物を硬化させることにより、以下の膜
特性を評価する。
・硬度
表面を爪でこすり、表面状態の目視評価をおこなった。
　○：指または爪にインクが付着せず、塗膜にも傷がない
　△：インクの付着はないが、塗膜に傷がいく
　×：指にインクがつく
・耐薬品性
メタノールを含ませた綿棒を硬化膜に押しあて、左右に擦りつけて硬化膜の剥離、薄化等
の破壊が起るかを確認した。
　○：２５往復で、硬化膜の剥離、薄化が見られない
　△：１０～２５往復で硬化膜の剥離、薄化を確認
　×：１０往復未満で硬化膜の剥離、薄化を確認
【０１１６】
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【表２】

【０１１７】
　実施例１～５で用いた活性エネルギー線硬化型インク組成物は、含有するウレタン（メ
タ）アクリレート系化合物が低粘度であるために、インク組成物としての粘度も低く、イ
ンクジェット用インクとして用いた際に、ノズルからの吐出性等の物性に優れるものであ
る
　更に活性エネルギー線を照射して硬化させた際の物性にも優れるものであるため、活性
エネルギー線硬化型のインクとしても優れた性能を発揮できるものである。
【０１１８】
　また、前記活性エネルギー線硬化型インク組成物は、下記測定方法により評価される、
粘度、保存安定性、硬化後の弾性率、強度、伸びに優れるものと予測される。
【０１１９】
＜粘度＞
　２５℃において、活性エネルギー線硬化型インク組成物の粘度を、Ｅ型粘度計にて測定
する。
【０１２０】
＜保存安定性試験＞
　活性エネルギー線硬化型インク組成物を６０℃×７日の環境下に放置して、初期粘度（
ｍＰａ・ｓ）と放置後の粘度をＥ型粘度計で測定し、粘度の変化率（％）を評価する。
【０１２１】
＜弾性率、強度、伸び＞
　活性エネルギー線硬化型インク組成物を離型紙上に１００μのアプリケーターで塗布し
、８０Ｗ／ｃｍ出力の中圧水銀灯で３秒間照射し約１００μの塗膜を得る。この塗膜をダ
ンベル３号で打抜いて試験片を採取し、オートグラフにて引張強度１００ｍｍ／ｍｉｎで
抗張力を測定することによって、弾性率（ｋｇ／ｃｍ2）、強度（ｋｇ／ｃｍ2）、伸び（
％）を評価する。
【産業上の利用可能性】
【０１２２】
　本発明の活性エネルギー線硬化型インク組成物は、低粘度であり、かつ硬化性に優れた
め、活性エネルギー線硬化型インク、特には活性エネルギー線硬化型インクジェット用イ
ンクとして有用である。
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