
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　疎水性表面上に画像を提供する方法であって：

顔料；および

水溶性表面剤を含
水性インクジェットイン

ク組成物を形成し；
前記 インク組成物を前記疎水性表面上に噴射し；さらに

前記 インク組成物を を含む方法。
【請求項２】
　前記疎水性表面がポリ塩化ビニルを含む請求項 記載の方法。
【請求項３】
　請求項 記載の方法により形成される疎水性表面上の画像。
【請求項４】
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（ｉ）（ａ）４０℃～８０℃のガラス転移温度（Ｔｇ）を有する水性エマルジョンポリマ
ー；
（ｂ）
（ｃ）アルキレングリコールのモノアルキルエーテル（ここで、アルキルはＣ１～Ｃ４ア
ルキルから選択され、かつアルキレングリコールはモノ－、ジ－およびトリ－エチレング
リコール並びにモノ－、ジ－およびトリ－プロピレングリコールから選択される）；２－
ピロール；Ｎ－メチルピロリドン；スルホラン；およびこれらの混合物；からなる群から
選択される み；かつ
（ｄ）１．５センチポイズ～６０センチポイズの粘度を有する；

（ｉｉ） インクジェット
（ｉｉｉ） インクジェット 乾燥すること

１

１



　
。

【請求項５】
　

。
【請求項６】
　

。
【請求項７】
　

。
【請求項８】
　

。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は水性インクジェットインク組成物に関する。特に、本発明は、－４０℃～１５
０℃のガラス転移温度（Ｔｇ）を有する水性エマルジョンポリマー；顔料；および水溶性
表面剤（ｓｕｒｆａｃｅ　ａｇｅｎｔ）を含む、疎水性表面上の印刷に適した水性インク
ジェットインク組成物に関する。本発明はさらに、疎水性表面上に画像を提供する方法で
あって、インク組成物を疎水性表面上に噴射し；インク組成物を乾燥するか、または乾燥
することを許容することを含む方法を提供する。さらに、本発明は該方法により形成され
る疎水性表面上の画像に関する。
【０００２】
　本発明は特に、追加の処理、例えば、ラミネーション、表面の前処理、およびオーバー
プリントワニスまたは他のコーティングの施用などの必要無しに、疎水性基体の表面上に
耐久性画像を印刷するのに適した水性インクジェットインク組成物に関する。かかる画像
は、多くの用途について有効であり得るが、ラベリング、バナー、店頭広告、広告用ポス
ター、バスラップ、ビルボードおよび他の耐久性印刷用途に特に適している。印刷された
画像は典型的には、例えば、スモールフォーマット、ラベルのデスクトッププリンティン
グ、バナーまたはポスターのワイドフォーマットプリンティングからビルボードのグラン
ドフォーマットプリンティングまでの様々なフォーマットサイズにおいて有用である。
【背景技術】
【０００３】
　インクジェットプリンティングにおいて、水性インクは、小さな孔から、熱的（サーマ
ル）または機械的（ピエゾ、連続）のいずれかで形成されるパルスを刺激する電気シグナ
ルにより、液滴の形態において噴射される。このパルスに応答して、インクはノズルから
噴射され、液滴を形成し、これは基体表面上の特定の位置へと推進される。一旦表面上に
つくと、この液滴は、適当な解像度の画像を形成するために十分にその位置および寸法を
維持しなければならず、その後、液滴は乾燥され、表面に十分に付着しなければならない
。画像を水性インクで疎水性表面に付着させることは困難である；画像の形成前に、表面
をインクジェット受容層でコーティングすることにより表面を前処理することが公知であ
る。かかるコーティングは、画像の質および表面への付着性を向上させることができるが
、コーティングは基体のコストを増大させ、画像の耐水性を低下させ得る。
【０００４】
　米国特許第６，０８７，４１６号は、疎水性基体への直接印刷における使用に適したイ
ンクジェットインク組成物を開示し、該インクは、水性ビヒクル、不溶性着色剤、ポリマ
ー分散剤、シリコンまたはフッ素化界面活性剤、および任意に、水性ビヒクル中に可溶性
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インクジェットインク組成物が１．５センチポイズ～５センチポイズの粘度を有する、
請求項１記載の方法

水溶性表面剤が２－ピロール；Ｎ－メチルピロリドン；およびこれらの混合物からなる
群から選択される、請求項１記載の方法

インク中の水溶性表面剤の量が、インクジェットインクの総重量基準で、５～１５重量
％である、請求項１記載の方法

インクジェットインク組成物がアニオン性界面活性剤、非イオン性界面活性剤、および
それらの混合物からなる群から選択される界面活性剤をさらに含む、請求項１記載の方法

界面活性剤の量が、２２ｄｙｎｅｓ／ｃｍ～３６ｄｙｎｅｓ／ｃｍのインクジェットイ
ンク組成物の表面張力を提供するのに有効な量である、請求項７記載の方法



のグラフトコポリマーバインダーを含む。しかしながら、グラフトコポリマーバインダー
はインクの水性ビヒクル中に可溶性であるので、グラフトコポリマーバインダーの分子量
および量はインク粘度に実質的に影響を及ぼし；実際には、逆の関係がさらに影響を及ぼ
す。すなわち、必要とされる低いインク粘度は、グラフトコポリマーバインダーの分子量
および量を制限する。従って、インクビヒクル中に不溶性であり、インクビヒクル中に分
散される水性エマルジョンポリマーを含み、それによりインク粘度がポリマーバインダー
成分の分子量および量により比較的影響を受けないインクジェットインク組成物を提供す
るのが望ましい。－４０℃～１５０℃のガラス転移温度（Ｔｇ）を有する水性エマルジョ
ンポリマー；顔料；および水溶性表面剤を含む水性インクジェットインク組成物がこの要
求を満たすことが見いだされた。
【０００５】
【特許文献１】米国特許第６，０８７，４１６号明細書
【発明の開示】
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明の第一の態様において、－４０℃～１５０℃のガラス転移温度（Ｔｇ）を有する
水性エマルジョンポリマー；顔料；および水溶性表面剤を含む水性インクジェットインク
組成物が提供される。
【０００７】
　本発明の第二の態様において、疎水性表面上に画像を提供する方法であって、－４０℃
～１５０℃のＴｇを有する水性エマルジョンポリマー；顔料；および水溶性表面剤を含む
水性インクジェットインク組成物を形成し；前記インク組成物を前記疎水性表面上に噴射
し；前記インク組成物を乾燥するか、または乾燥するのを許容することを含む方法が提供
される。
【０００８】
　本発明の第三の態様において、本発明の第二の態様の方法により形成された疎水性表面
上の画像が提供される。
【発明を実施するための最良の形態】
【０００９】
　本発明の水性インクジェットインク組成物は、水性エマルジョンポリマーを含む。本発
明において「水性」なる用語は、メディアの重量基準で少なくとも５０重量％の水を含む
メディアまたは単一相を意味する。水性エマルジョンポリマーは乳化重合プロセスにより
調製され、少なくとも一つの共重合したエチレン性不飽和非イオン性モノマーを含む。本
発明における「非イオン性モノマー」とは、ｐＨ範囲が１～１４の電気的に中性のモノマ
ーを意味する。エチレン性不飽和非イオン性モノマーとしては、例えば、メチル（メタ）
アクリレート、エチル（メタ）アクリレート、ブチル（メタ）アクリレート、２－エチル
ヘキシル（メタ）アクリレート、イソデシル（メタ）アクリレート、ラウリル（メタ）ア
クリレート、ヒドロキシエチル（メタ）アクリレート、およびヒドロキシプロピル（メタ
）アクリレートをはじめとする（メタ）アクリルエステルモノマー；（メタ）アクリルア
ミド、（メタ）アクリロニトリル；スチレンおよび置換スチレン；ブタジエン；酢酸ビニ
ル、酪酸ビニルおよび他のビニルエステル；およびビニルモノマー、例えば塩化ビニル、
塩化ビニリデンが挙げられる。好ましいのは、全てアクリル、およびスチレン／アクリル
ポリマーである。好ましいのは、アクリルが主成分の水性エマルジョンポリマーである。
本発明において「アクリルが主成分」とは、ポリマーが、５０重量％より多い、例えば（
メタ）アクリレートエステル、（メタ）アクリルアミド、（メタ）アクリロニトリル、お
よび（メタ）アクリル酸などの（メタ）アクリルモノマー由来の共重合単位を含むことを
意味する。本開示全体にわたって用いられるように、その後に、例えばアクリレートまた
はアクリルアミドなどの別の語が続く「（メタ）」なる用語の使い方は、それぞれ、アク
リレートまたはアクリルアミドおよびメタクリレートおよびメタクリルアミドの両方を意
味する。
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【００１０】
　いくつかの態様において、水性エマルジョンポリマーは、ポリマーの重量に基づいて、
全モノマー重量基準で０重量％～１５重量％の共重合したモノエチレン性不飽和酸モノマ
ー、例えば、アクリル酸、メタクリル酸、クロトン酸、イタコン酸、フマル酸、マレイン
酸、モノメチルイタコネート、モノメチルフマレート、モノブチルフマレート、無水マレ
イン酸、２－アクリルアミド－２－メチルプロパンスルホン酸、ビニルスルホン酸、スチ
レンスルホン酸、１－アリルオキシ－２－ヒドロキシプロパンスルホン酸、アルキルアリ
ルスルホコハク酸、スルホエチル（メタ）アクリレート、ホスホアルキル（メタ）アクリ
レート、例えばホスホエチル（メタ）アクリレート、ホスホプロピル（メタ）アクリレー
ト、およびホスホブチル（メタ）アクリレート、ホスホアルキルクロトネート、ホスホア
ルキルマレエート、ホスホアルキルフマレート、ホスホジアルキル（メタ）アクリレート
、ホスホジアルキルクロトネート、およびアリルホスフェートを含む。
【００１１】
　本発明のある態様において用いられる水性エマルジョンポリマーは、モノマーの重量基
準で０重量％～５重量％の共重合した多エチレン性不飽和モノマー、例えば、アリルメタ
クリレート、ジアリルフタレート、１，４－ブチレングリコールジメタクリレート、１，
２－エチレングリコールジメタクリレート、１，６－ヘキサンジオールジアクリレート、
およびジビニルベンゼンを含む。
【００１２】
　水性エマルジョンポリマーのガラス転移温度（本明細書において「Ｔｇ」）は－４０℃
～１５０℃、好ましくは－２０℃～１００℃；さらに好ましくは４０℃～８０℃であり；
所望のポリマーＴｇ範囲を達成するために選択されるモノマーおよびモノマーの量は当該
分野においてよく知られている。本発明において用いられる「Ｔｇ」は、Ｆｏｘ式（Ｔ．
Ｇ．Ｆｏｘ，Ｂｕｌｌ．Ａｍ．Ｐｈｙｓｉｃｓ　Ｓｏｃ．、第１巻、Ｉｓｓｕｅ　Ｎｏ．
３、１２３ページ（１９５６））、すなわち、モノマーＭ１およびＭ２のコポリマーのＴ
ｇの計算については、
１／Ｔｇ（計算値）＝ｗ（Ｍ１）／Ｔｇ（Ｍ１）＋ｗ（Ｍ２）／Ｔｇ（Ｍ２）
（式中、
Ｔｇ（計算値）はコポリマーについて計算されたガラス転移温度である。
ｗ（Ｍ１）はコポリマー中のモノマーＭ１の重量分率である。
ｗ（Ｍ２）はコポリマー中のモノマーＭ２の重量分率である。
Ｔｇ（Ｍ１）はＭ１のホモポリマーのガラス転移温度である。
Ｔｇ（Ｍ２）はＭ２のホモポリマーのガラス転移温度である。
全ての温度は°Ｋで表される）を用いることにより計算されるものである。
【００１３】
　ホモポリマーのガラス転移温度は、例えば、「Ｐｏｌｙｍｅｒ　Ｈａｎｄｂｏｏｋ」（
Ｊ．ＢｒａｎｄｒｕｐおよびＥ．Ｈ．Ｉｍｍｅｒｇｕｔ編、Ｉｎｔｅｒｓｃｉｅｎｃｅ　
Ｐｕｂｌｉｓｈｅｒｓ）において見いだすことができる。
【００１４】
　水性エマルジョンポリマーは、５０～１０００ナノメートル、好ましくは７０～３００
ナノメートルの平均粒径を有し、これはＢｒｏｏｋｈａｖｅｎ　Ｉｎｓｔｒｕｍｅｎｔｓ
　Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ，Ｈｏｌｔｓｖｉｌｌｅ　ＮＹ製のＢｒｏｏｋｈａｖｅｎ　Ｍ
ｏｄｅｌ　ＢＩ－９０粒径測定器を用いて決められ、「有効径（ｅｆｆｅｃｔｉｖｅ　ｄ
ｉａｍｅｔｅｒ）」として報告されるものである。米国特許第５，３４０，８５８号；第
５，３５０，７８７号；第５，３５２，７２０号；第４，５３９，３６１号および第４，
４５６，７２６号に教示されているような、２つ以上の異なる粒径または非常に広い分布
が提供されるマルチモード粒径エマルジョンポリマーも対象となる。
【００１５】
　水性エマルジョンポリマーの調製のために用いられる重合プロセスは良く知られている
。従来の乳化重合界面活性剤、例えば、アニオン性または非イオン性界面活性剤のいずれ
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か、またはその組み合わせを用いることができる。有用な界面活性剤としては、例えば、
アルキル、アリール、もしくはアルキルアリールのスルフェート、スルホネートもしくは
ホスホネートのアルカリ金属またはアンモニウム塩；アルキルスルホン酸；スルホコハク
酸；脂肪酸；エチレン性不飽和界面活性剤モノマー；およびエトキシル化アルコールまた
はフェノールが挙げられる。共重合可能な界面活性剤も用いることができる。好ましい重
合可能な界面活性剤モノマーは、ノニルフェノキシプロペニルポリエトキシル化スルフェ
ート（例えば、Ｄａｉ－ｉｃｈｉ　Ｃｏｒｐから得られるＨｉｔｅｎｏｌ）；ナトリウム
アルキルアリルスルホスクシネート（例えば、Ｈｅｎｋｅｌ　Ｃｏｒｐから得られるＴｒ
ｅｍ　ＬＦ－４０）；アンモニウムジ－（トリシクロ（５．２．１．０　２，６）デセ－
３－エン－（８または９）オキシエチル）スルホスクシネート；およびアンモニウムジ－
（トリシクロ（５．２．１．０　２，６）デセ－３－エン－（８または９）スルホスクシ
ネートである。さらに、不飽和Ｃ６ ～Ｃ３ ０ 有機酸のアンモニウムおよび金属塩も、単独
または前記界面活性剤との組み合わせにおいて使用することができる。これらの酸の例は
：アルファメチルケイ皮酸、アルファフェニルケイ皮酸、オレイン酸、リノール酸（ＵＳ
－Ａ－５３６２８３２に記載）、リシノール酸、トール油ロジンおよび脂肪酸の不飽和フ
ラクション、不均化ロジン酸、大豆油脂肪酸、オリーブ油脂肪酸、ヒマワリ油脂肪酸、ア
マニ油脂肪酸、ベニバナ油脂肪酸、ソルビタンモノオレエート、アビエチン酸、ポリ（オ
キシエチレン）ソルビトールセスキオレエート、およびＥｍｐｏｌ　１０１０ダイマー酸
である。適当な重合可能な界面活性剤モノマーはさらに、例えば、マレエート誘導体（Ｕ
Ｓ－Ａ－４２４６３８７に記載）、およびアルキルフェノールエトキシレートのアリル誘
導体（ＪＰ－６２２２７４３５に記載）を包含する。用いられる界面活性剤の量は、通常
、モノマーの重量を基準にして０．１重量％～６重量％である。また、乳化重合において
、例えば、ポリビニルアルコール、部分的アセチル化ポリビニルアルコール、ヒドロキシ
エチルセルロース、ヒドロキシメチルセルロース、ヒドロキシプロピルセルロース、ポリ
Ｎ－ビニルピロリドン、カルボキシメチルセルロースおよびアラビアゴムのような保護コ
ロイドを、単独でまたは界面活性剤と組み合わせて用いることができる。反応温度は、典
型的には、反応プロセスを通じて１００℃より低い温度に維持される。３０℃～９５℃の
反応温度が好ましく、より好ましくは５０℃～９０℃である。熱的またはレドックス開始
プロセスを用いることができる。モノマー混合物は、そのままで、または水中エマルジョ
ンとして添加することができる。モノマー混合物は、反応期間中、一回または数回に分け
てまたは連続的に、一定速度でまたはそれ以外の態様で、あるいはそれらを組み合わせた
態様で添加することができる。適当な水性エマルジョンポリマーは、ＥＰ１１０８７５８
およびＥＰ１１０８７５９に開示されている。
【００１６】
　さらに、水性エマルジョンポリマーの分子量を調節するためにいくつかの態様において
は、例えば、イソプロパノール、ハロゲン化化合物、ｎ－ブチルメルカプタン、ｎ－アミ
ルメルカプタン、ｎ－ドデシルメルカプタン、ｔ－ドデシルメルカプタン、アルキルチオ
グリコレート、メルカプトプロピオン酸、およびアルキルメルカプトアルカノエートのよ
うな連鎖移動剤が、モノマー重量を基準に０～５重量％の量において用いられる。
【００１７】
　本発明の別の実施形態において、組成が異なる少なくとも２つの段が順次重合される多
段乳化重合プロセスにより水性エマルジョンポリマーが調製される。そのような方法によ
れば、通常、少なくとも２つの相互に非相溶性のポリマー組成物が形成され、それにより
、ポリマー粒子中に少なくとも２つの相が形成される。そのような粒子は、例えば、コア
／シェルまたはコア／シース粒子、シェル相がコアを不完全に被包するコア／シェル粒子
、複数のコアを有するコア／シェル粒子、および相互侵入ネットワーク粒子のような種々
のジオメトリーの２つ以上の相からなる。これらの場合すべてにおいて、粒子の表面積の
過半部分が少なくとも１つの外側相で占められ、粒子の内側は少なくとも１つの内側相で
占められる。多段エマルジョンポリマーの各段は、モノマー、界面活性剤、保護コロイド
、開始システム、連鎖移動剤など、水性エマルジョンポリマーについてここで先に例示さ
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れたもののいくつかを含む。多段ポリマー粒子の場合、本発明の目的のための組成は、段
または相の数に拘わらずエマルジョンポリマーの全組成を用いて計算される。そのような
多段エマルジョンポリマーを調製するために用いられる重合技術は、例えば、米国特許第
４，３２５，８５６号、第４，６５４，３９７号および第４，８１４，３７３号のような
当該分野において良く知られている。
【００１８】
　水性エマルジョンポリマーは、当業者に良く知られているようなバッチ、半バッチ、徐
添加または連続プロセスにより調製することができる。
【００１９】
　本発明のインク組成物は典型的には、インク組成物の合計重量基準で、０．１重量％～
２５重量％、好ましくは０．５重量％～１５重量％の量で水性エマルジョンポリマーを含
む。
【００２０】
　本発明の水性インクジェットインク組成物は、顔料を含む。この顔料は、有機顔料でも
無機顔料、有機／無機複合顔料、またはその混合物でも良い。ここで「有機顔料」は、主
に有機化合物または有機化合物の混合物である顔料を意味し、具体的にはカーボンブラッ
クが含まれる。
【００２１】
　適当な有機顔料は、例えば、アントロキノン、フタロシアニンブルー、フタロシアニン
グリーン、ジアゾ、モノアゾ、ヘテロサイクリックイエロー、ピランスロン、キナクリド
ン顔料、ジオキサジン顔料、インジゴ、チオインジゴ顔料、ペリノン顔料、ペリレン顔料
、イソインドレン、少なくとも１つの空隙を有するポリマー粒子等を包含する。カーボン
ブラックは、炭化水素の熱分解により気相中に形成された小さな粒径の炭素粒子に対する
一般名称であり、例えば、ファーネスブラック、ランプブラック、チャンネルブラック、
アセチレンブラックとして当該分野で知られている物質を含む。カーボンブラックは、さ
らに、処理されたカーボンブラック、変性されたカーボンブラック、および酸化されたカ
ーボンブラックを含む。適当な無機顔料は、二酸化チタン、酸化鉄および他の金属粉末を
含む。通常、用いられる顔料の量は、インクの合計重量を基準に１重量％～１５重量％、
好ましくは２重量％～８重量％である。顔料粒径は、その中でインクが用いられる印刷装
置上のノズルを顔料粒子が詰まらせない程度に充分小さくなければならない。インクジェ
ットプリンターの典型的ノズル開口の直径は１０～６０ミクロンである。好ましくは、顔
料粒径は直径が０．０２～２、より好ましくは０．０２～１、最も好ましくは０．０２～
０．３ミクロンである。
【００２２】
　本発明の水性インクジェットインク組成物は水溶性表面剤を含む。本発明における「表
面剤（ｓｕｒｆａｃｅ　ａｇｅｎｔ）」なる用語は、インク組成物の印刷に適している疎
水性表面と相互作用する物質を意味する。表面との相互作用は、表面上に薬剤を一滴、室
温で、時計皿の下に１時間置き、薬剤を除去した直後に、表面の接触した領域を視覚的に
観察することにより決められる。表面のゆがみまたは光沢の喪失のいずれか、あるいはそ
の両方が表面との相互作用と見なされ、それを生ずる薬剤は表面剤である。好ましい水溶
性表面剤は、ある種のアルキレングリコールのモノアルキルエーテルであり、ここにおい
てアルキルはＣ１－Ｃ４アルキルから選択され、アルキレングリコールは、モノ－、ジ－
、およびトリ－エチレングリコール並びにモノ－、ジ－、およびトリ－プロピレングリコ
ール；２－ピロール；Ｎ－メチルピロリドン；スルホラン；およびその混合物から選択さ
れる。インク中の水溶性表面剤の量は、インクの合計重量に基づいて、典型的には３重量
％～３０重量％であり、好ましくは５重量％～２０重量％であり、さらに好ましくは５重
量％～１５重量％である。
【００２３】
　本発明の水性インクジェットインク組成物は、ポリマー顔料分散剤を含み得る。ポリマ
ー顔料分散剤は、噴出が確実なインクを提供するために、顔料の分散および安定化に役立
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つように選択される。適当なポリマー顔料分散剤は、ランダムポリマーおよびブロックま
たはグラフトポリマー、好ましくは陰イオンに荷電したポリマーを含む。このような分散
剤は典型的には同じ分子において親水性および疎水性特性を含む。いくつかの態様におい
て、あらかじめ分散された顔料、すなわち、あらかじめ調製された顔料分散液、好ましく
は水性分散液が使用され、これによりポリマー顔料分散剤、または界面活性剤が顔料とと
もにインクジェットインク組成物に提供される。顔料重量に対するポリマー顔料分散剤の
量（重量）は、典型的には１：１～１：１０である。
【００２４】
　インクジェットインク組成物は、液滴形成、表面湿潤およびプリントされたイメージに
おける液滴の融合の制御に役立つ界面活性剤を含み得る。アニオン性および非イオン性界
面活性剤が好ましい。典型的には、界面活性剤の量は、２２ｄｙｎｅｓ／ｃｍ～３６ｄｙ
ｎｅｓ／ｃｍのインクジェットインク組成物の表面張力を提供するのに有効である。
【００２５】
　インク組成物は、例えば、保湿剤、キレート剤、消泡剤、緩衝剤、殺生物剤、殺真菌剤
、粘度調節剤、殺菌剤、界面活性剤、抗カール剤、抗ブリード剤および表面張力調節剤（
全て、当該分野で知られているもの）のような水混和性または水溶性物質も含むことがで
きる。有用な保湿剤には、エチレングリコール、１，３－プロパンジオール、１，４－ブ
タンジオール、１，４－シクロヘキサンジメタノール、１，５－ペンタンジオール、１，
６－ヘキサンジオール、１，８－オクタンジオール、１，２－プロパンジオール、１，２
－ブタンジオール、１，３－ブタンジオール、２，３－ブタンジオール、ジエチレングリ
コール、トリエチレングリコール、テトラエチレングリコール、ポリエチレングリコール
であって平均分子量が２００、３００、４００、６００、９００、１０００、１５００お
よび２０００であるもの、ジプロピレングリコール、ポリプロピレングリコールであって
平均分子量が４２５、７２５、１０００および２０００であるもの、グリセロール、１，
２，６－ヘキサントリオール、ソルビトール、２－ピロリドン、１－メチル－２－ピロリ
ドン、１－メチル－２－ピペリドン、Ｎ－エチルアセトアミド、Ｎ－メチルプロピオンア
ミド、Ｎ－アセチルエタノールアミン、Ｎ－メチルアセトアミド、ホルムアミド、３－ア
ミノ－１，２－プロパンジオール、２，２－チオジエタノール、３，３－チオジプロパノ
ール、テトラメチレンスルホン、ブタジエンスルホン、炭酸エチレン、ブチロールアセト
ン、テトラヒドロフルフリルアルコール、グリセロール、１，２，４－ブテントリオール
、トリメチルプロパン、パントテノールおよびＬｉｐｏｎｉｃ　ＥＧ－１がある。好まし
い保湿剤は、ポリエチレングリコールであって平均分子量が２００～１０００であるもの
、グリセロール、１，２，６－ヘキサントリオール、およびソルビトールである。
【００２６】
　インク中の用いられる保湿剤の量は、インクの合計重合を基準に典型的には１～３０重
量％、好ましくは５～１５重量％の範囲である。
【００２７】
　インク中の消泡剤の量は、典型的には、インクの合計重量を基準に０～２．０重量％の
範囲である。顔料の水性分散液の形成において有用な消泡剤は当該分野において良く知ら
れ、市販されている例にはＳＵＲＦＹＮＯＬ（商標）　１０４ＥおよびＳＵＲＦＹＮＯＬ
　ＤＦ－３７（ペンシルベニア州アレンタウン、Ａｉｒ　Ｐｒｏｄｕｃｔｓ　社製）があ
る。
【００２８】
　本発明の水性インクジェットインク組成物は、典型的には１．５ｃｐｓ～６０ｃｐｓの
粘度を有し、特にある種の低エネルギーピエゾプリンティングヘッドについては１．５ｃ
ｐｓ～５ｃｐｓの好ましい粘度を有する。
【００２９】
　本発明の疎水性表面上に画像を提供する方法において、本発明において記載される水性
インクジェットインク組成物は疎水性表面上に噴射され；乾燥されるか、または乾燥する
ことを許容される。これらの用途に使用される疎水性表面は、多くの形態において提供す
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ることができる。これらは、不透明および透明ポリエステルフィルムまたは成形ポリエス
テル、例えば、ポリエチレンテレフタレート、キャストビニルシート、押出ビニルシート
、ビニルスクリム、およびビニルコートされた紙基体を包含する。本発明における「ビニ
ル」とは、可塑化または無可塑ポリ塩化ビニル（そのコポリマーまたはブレンドを包含す
る）を意味する。加えて、これらの基体は艶消しまたは光沢仕上げにすることができ、自
己粘着性フリーシートであってもよい。
【００３０】
　施用されたインクジェットインク組成物は、乾燥されるかまたは乾燥することを許容さ
れる。水性エマルジョンポリマーが周囲よりも高いＴｇを有する態様において、表面およ
び／またはその上に描かれた画像は、フィルムの形成ならびにビヒクルの蒸発を促進する
ために加熱することができる。フィルムの形成に加えて、加熱により画像の定着が促進さ
れてその解像度が向上され、画像を乾燥させるのに必要な時間が減少し、フィルムの表面
への付着性を向上させることができる。好ましくは、加熱はプリンターで行うことができ
るが、プリンティングプロセスが完了した後、オーブン中で行うこともできる。付着性お
よび画像品質におけるさらなる利点は、典型的には、画像滴が表面上に噴射される前に表
面が予熱される場合に生じる。
【００３１】
　水性エマルジョンポリマーが周囲よりも高いＴｇを有する別の態様において、ポリマー
のフィルム形成温度を低下させ、表面の加湿に役立つために、造膜助剤が水性インクジェ
ットインク組成物中に組み入れられる。
【実施例】
【００３２】
実施例において使用される試験法：
印刷法
　印刷試験は、ブラックカートリッジプリントヘッドを用いてＨＰ８９０またはＬｅｘｍ
ａｒｋ２０７０で行った。表面は、Ａｖｅｒｙから得られる光沢のある自己接着性裏付ビ
ニル（モデル番号ＭＰ１００５）であった。サンプルを試験前に１分間１５０℃のオーブ
ン中で乾燥させた。
【００３３】
　アブラッシブ付着性試験法
　クロックメーター試験ユニット、２５００グリットサンドペーパー、１０サイクルで、
クロック試験前後のＯ．Ｄ．における差を測定した。
【００３４】
　スクラッチ付着性試験法
　硬化したインクを中程度の圧力でティッシュでこすることによりインクの付着性を試験
した。ティッシュについたインクの量および隣接する印刷されていない領域についたイン
クの量を調べることにより付着性を定性的に評価した。画像を中程度の圧力で指の爪で引
っ掻くことにより付着性をさらに試験した。
【００３５】
　実施例１～３　インクジェットインク組成物および評価
　次の成分を表示された順序で混合した。
【００３６】
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【表１】
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

注：ＳＵＲＦＹＮＯＬはＡｉｒ　Ｐｒｏｄｕｃｔｓ　Ｃｏ．（ペンシルべニア州アレンタ
ウン）の商標であり；ＡＣＲＹＪＥＴはＲｏｈｍ　ａｎｄ　Ｈａａｓ　Ｃｏｍｐａｎｙ（
ペンシルベニア州フィラデルフィア）の商標であり；ＣＡＲＢＩＴＯＬはＵｎｉｏｎ　Ｃ
ａｒｂｉｄｅ　Ｃｏｒｐ．（コネチカット州ダンベリー）の商標であり；ＺＯＮＹＬはＤ
ｕＰｏｎｔ　Ｃｈｅｍｉｃａｌｓ　Ｃｏ．（デラウェア州ウィルミントン）の商標である
。
【００３７】
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【表２】
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
【００３８】
ビニル上に印刷された本発明の実施例１～３のインクは、良好なティッシュ摩擦耐性を示
した。さらに好ましいＴｇを有する水性エマルジョンポリマーを含む実施例２～３のイン
クは、指の爪での引っ掻き試験においても高い耐性を示した。本発明の実施例３のインク
はさらに、３～４の良好なプリント品質を示した（５が最高）。
【００３９】
　実施例４～７　インクジェットインク組成物の調製および評価
　以下に列挙する成分を使用して実施例４～７のインクを調製した。
【００４０】
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【表３】
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
【００４１】
サーマルインクジェットプリンティングに適した本発明の実施例４～７のインクをＥｎｃ
ａｄ　ＮｏｖａＪｅｔ５００を用いて印刷した。これらのインクは優れた印刷品質を有し
（４～５）、熱に対して安定である。これらのインクのふたを取った状態の再スタートは
優秀である（プリンター外、カートリッジ中で２ヶ月）。疎水性表面に対する付着性は良
好であることが期待される。
【００４２】
　実施例８～１１　インクジェットインクの形成およびピエゾインクジェットプリンティ
ング
【００４３】
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【表４】
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
【００４４】
ピエゾインクジェットプリンティングに適した本発明の実施例８～１１のインクを、Ｅｐ
ｓｏｎ３０００プリンターで印刷した。プリント品質は、光沢のあるビニル上で良好であ
り、スクリムビニル上で最高であった。
【００４５】
　Ｋ、Ｙ、およびＣインクは、５日間６０℃で熱老化させた後に安定であった（「ＨＡＰ
Ｓ」）。粒径は、ＭＩＣＲＯＴＲＡＣ（商標）　ＵＰＡ－１５０粒径分析器（Ｍｉｃｒｏ
ｔｒａｃ　Ｃｏ．フロリダ州ノースラーゴ）を用いて測定された（表８．１に示す）；１
００％ＰＳはそのサイズより大きな粒子は見られないことを意味する。
【００４６】
【表５】
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