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(57)【要約】
【課題】　粘度変化が小さく、成分安定で、顔料凝集など分散劣化の問題が少なく、特に
、オンデマンドプリント用インクジェットインクに好適に用いられる機能性色材分散体を
提供する。
【解決手段】　分散媒と、平均粒子径３００ｎｍ以下のバリウムまたはチタンを含む金属
酸化物の機能性色材と、第一の樹脂分散剤および第二の樹脂分散剤を含む高分子分散剤と
、イオン性化合物とを含有する機能性色材分散体である。前記機能性色材の量は、前記分
散媒の重量の２％以上６０％以下であり、前記第一の樹脂分散剤の量は、前記機能性色材
重量に対して１％以上３０％以下であり、前記第二の樹脂分散剤は塩基性末端を有する樹
脂であり、その量が、前記機能性色材の重量に対して２％以上３０％以下であり、前記イ
オン性化合物の量は全分散媒量の重量の０．０１％以上４０％以下であることを特徴とす
る。
【選択図】　　なし
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　分散媒と、
　平均粒子径３００ｎｍ以下のバリウムまたはチタンを含む金属酸化物の機能性色材と、
　第一の樹脂分散剤および第二の樹脂分散剤を含む高分子分散剤と、
　イオン性化合物とを含有し、
　前記機能性色材の量は、前記分散媒の重量の２％以上６０％以下であり、
　前記第一の樹脂分散剤の量は、前記機能性色材重量に対して１％以上３０％以下であり
、
　前記第二の樹脂分散剤は塩基性末端を有する樹脂であり、その量が、前記機能性色材の
重量に対して２％以上３０％以下であり、
　前記イオン性化合物の量は全分散媒量の重量の０．０１％以上４０％以下であることを
特徴とする機能性色材分散体。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、機能性色材分散体に係り、特に、インクジェットの吐出安定性に優れるイン
クジェットインクが得られる機能性色材分散体に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来から、地域広告や企業内配布資料、大型ポスターのように或る程度の部数を必要と
する印刷物の製造には、版を利用した印刷機が用いられてきた。近年、こうした従来の印
刷機に代わり、多様化するニーズに迅速に対応でき、しかも、在庫を圧縮することが可能
なオンデマンド印刷機が利用されつつある。そのようなオンデマンド印刷機としては、ト
ナーや液体トナーを用いた電子写真印刷機や、高速で高画質の印刷が可能なインクジェッ
トプリンタが期待されている。
【０００３】
　オンデマンド印刷機は、版を利用した印刷機と同様に、顔料と有機溶剤とを含んだ溶剤
系インクや溶剤系液体トナーを使用することが知られている。この技術では、ある程度の
部数を印刷した場合に、無視できない量の有機溶剤が揮発することとなる。そのため、揮
発した有機溶剤による雰囲気汚染の問題があり、厳重な排気設備や溶剤回収機構を設けな
ければならない。
【０００４】
　一方、インクジェットプリンタでは、溶剤系インクは、被印刷面に吐出するまで閉鎖系
で取り扱うことができる。しかも、インクに無駄が少ないため、比較的安全な溶剤を選択
したり、適切な排気対策を施すことにより、雰囲気汚染の問題を軽減することができる。
【０００５】
　さらに、感光性インクジェットインクおよびそれを用いたインクジェットプリンタシス
テムが注目され始めている。感光性インクとしては、例えば、ラジカル重合性モノマーと
光重合開始剤と顔料とを含有したものが代表的であり（例えば、特許文献１および特許文
献２参照）、被印刷面に吐出した感光性インクを速やかに光硬化させる。また、カチオン
重合性モノマーと光カチオン発生剤と顔料とを含有した光重合性の感光性インクも提案さ
れている（例えば、特許文献３、４、５、６、７参照）。光照射によって、インク層を瞬
時に非流動化することができるので、安全でかつ高品質の印刷物を得ることができる。
【０００６】
　こうした速乾印刷用途に用いられるインクジェット記録装置は、通常、高速化のために
、印字ヘッドを線状に配列し、印字面に対して１パスで印刷されることから、吐出上のエ
ラーは、印刷面の線状の印刷不良（抜け）となってしまう。したがって、このようなエラ
ーを極力ゼロにすることが不可欠である。すなわち、このような使途のインクには、非常
に高い印字精度や吐出安定性を達成するための材料の安定性が要求されている。
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【０００７】
　上述したカチオン重合型のインクは、ラジカル重合型インクの密着性を高めるため、お
よび酸素に起因した硬化阻害の理由による低感度化などを改良するために提案されてきて
おり、今後、需要が増大すると考えられる。しかしながら、これらのインクは、反応性が
高いため本質的にその粘度等の物性変化が大きく不安定である。これは、何らかの要因（
例えば熱など）で活性種がいったん発生するとなかなか失活しにくく、インクの暗反応が
多いことに起因している。
【０００８】
　また、さらに近年の研究では、これらのインクを安定化するためには、インクの状態を
マクロだけでなく、ミクロにも安定化させる必要があることがわかってきている。例えば
一般にインクは、粒子径が小さいほど、また分散安定性が高いほど、印字エラーは少なく
なる。カチオン重合型のようなインクをはじめ、イオン性物質（重合開始剤や界面活性剤
など）が含まれるインクは、コロイド分散系における塩析と類似した作用により、一般に
経時的に凝集を引き起こしやすい。このため、保存安定性に劣るという問題があった。成
分が反応して粘性、表面張力、弾性力等が変化すると、インクの飛翔形状の乱れ、印字再
現性の減少、最悪の場合には吐出不良、インクつまりといった致命的状態に陥りやすいた
め、この問題は極めて深刻であった。
【特許文献１】特開平８－６２８４１号公報
【特許文献２】特開２００１－２７２５２９号公報
【特許文献３】特公平２－４７５１０号公報（ＥＵＰ－００７１３４５－Ａ２）
【特許文献４】特開平９－１８３９２８号公報
【特許文献５】特開２００１－２２０５２６号公報
【特許文献６】特開２０００－４４８５７号公報
【特許文献７】特開平１０－２５００５２号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　本発明は、粘度変化が小さく、成分安定で、顔料凝集など分散劣化の問題が少なく、特
に、オンデマンドプリント用インクジェットインクに好適に用いられる機能性色材分散体
を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　本発明の一態様にかかる機能性色材分散体は、分散媒と、
　平均粒子径３００ｎｍ以下のバリウムまたはチタンを含む金属酸化物の機能性色材と、
　第一の樹脂分散剤および第二の樹脂分散剤を含む高分子分散剤と、
　イオン性化合物とを含有し、
　前記機能性色材の量は、前記分散媒の重量の２％以上６０％以下であり、
　前記第一の樹脂分散剤の量は、前記機能性色材重量に対して１％以上３０％以下であり
、
　前記第二の樹脂分散剤は塩基性末端を有する樹脂であり、その量が、前記機能性色材の
重量に対して２％以上３０％以下であり、
　前記イオン性化合物の量は全分散媒量の重量の０．０１％以上４０％以下であることを
特徴とする。
【発明の効果】
【００１１】
　本発明によれば、粘度変化が小さく、成分安定で、顔料凝集など分散劣化の問題が少な
く、特に、オンデマンドプリント用インクジェットインクに好適に用いられる機能性色材
分散体が提供される。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１２】
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　以下、本発明の実施形態を説明する。
【００１３】
　本発明の実施形態にかかる機能性色材分散体は、粉体が、特定の高分子分散剤によって
、イオン性化合物を含む分散媒に分散されてなるものである。本発明の実施形態にかかる
顔料分散体もまた、特定の高分子分散剤によって、顔料が同様の分散媒に分散されている
。
【００１４】
　本発明の実施形態にかかる機能性色材分散体に含有される粉体としては、要求される光
学的な発色・着色機能を有するものであれば特に限定されず、任意のものを用いることが
できる。また、顔料は、発色・着色性に加えて、磁性、蛍光性、導電性、あるいは誘電性
等のような他の性質をさらに示すものであってもよい。この場合には、画像に様々な機能
を付与することができる。さらに、耐熱性や物理的強度を向上させ得る粉体を加えること
もできる。
【００１５】
　蛍光性を示す粉体としては、無機蛍光体および有機蛍光体の何れを使用してもよい。無
機蛍光体の材料としては、例えば、ＭｇＷＯ4、ＣａＷＯ4、（Ｃａ，Ｚｎ）（ＰＯ4）2：
Ｔｉ+、Ｂａ2Ｐ2 Ｏ7：Ｔｉ、ＢａＳｉ2Ｏ5：Ｐｂ2+、Ｓｒ2Ｐ2Ｏ7：Ｓｎ2+、ＳｒＦＢ2

Ｏ3.5：Ｅｕ2+、ＭｇＡｌ16Ｏ27：Ｅｕ2+、タングステン酸塩、イオウ酸塩のような無機
酸塩類を挙げることができる。また、有機蛍光体の材料としては、例えば、アクリジンオ
レンジ、アミノアクリジン、キナクリン、アニリノナフタレンスルホン酸誘導体、アンス
ロイルオキシステアリン酸、オーラミンＯ、クロロテトラサイクリン、メロシアニン、１
，１’－ジヘキシル－２，２’－オキサカルボシアニンのようなシアニン系色素、ダンシ
ルスルホアミド、ダンシルコリン、ダンシルガラクシド、ダンシルトリジン、ダンシルク
ロリドのようなダンシルクロライド誘導体、ジフェニルヘキサトリエン、エオシン、ε－
アデノシン、エチジウムブロミド、フルオレセイン、フォーマイシン、４－ベンゾイルア
ミド－４’－アミノスチルベン－２，２’－スルホン酸、β－ナフチル３リン酸、オキソ
ノール色素、パリナリン酸誘導体、ペリレン、Ｎ－フェニルナフチルアミン、ピレン、サ
フラニンＯ、フルオレスカミン、フルオレセインイソシアネート、７－クロロニトロベン
ゾ－２－オキサ－１，３－ジアゾル、ダンシルアジリジン、５－（ヨードアセトアミドエ
チル）アミノナフタレン－１－スルホン酸、５－ヨードアセトアミドフルオレセイン、Ｎ
－（１－アニリノナフチル４）マレイミド、Ｎ－（７－ジメチル－４－メチルクマニル）
マレイミド、Ｎ－（３－ピレン）マレイミド、エオシン－５－ヨードアセトアミド、フル
オレセインマーキュリーアセテート、２－（４’－（２”－ヨードアセトアミド））アミ
ノナフタレン－６－スルホン酸、エオシン、ローダミン誘導体、有機ＥＬ色素、有機ＥＬ
ポリマーや結晶、およびデンドリマー等を挙げることができる。
【００１６】
　インク層の耐熱性や物理的強度を向上させ得る粉体としては、例えば、アルミニウムや
シリコンの酸化物もしくは窒化物、フィラー、およびシリコンカーバイドなどを挙げるこ
とができる。また、インク層に導電性を付与するために、導電性炭素顔料、カーボン繊維
、銅、銀、アンチモン、貴金属類などの粉体やナノ微粒子を添加してもよい。酸化鉄や強
磁性粉は磁性の付与に適しており、高誘電率なタンタル、チタン等の金属酸化粉なども配
合することができる。
【００１７】
　さらに、天然クレイ、鉛白や亜鉛華や炭酸マグネシウムなどの金属炭酸化物、バリウム
やチタンなどの金属酸化物のような粉体も機能性色材として有用である。　
　粉体の全分散媒に対する含有量は、２重量％以上６０重量％以下である。粉体の含有量
が２重量％未満の場合には、機能性付与効果が不十分となり、６０重量％を越えると分散
体の安定性が極端に低下する。
【００１８】
　上述した粉体の平均粒径は、インクジェット吐出可能で、機能発現可能な限り小さいこ
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とが望ましい。こうした粉体の粒径は、少なくともインクジェットインクを吐出するノズ
ルの開口径の１／３以下であり、より好ましくは１／１０程度である。なお、このサイズ
は典型的には１０μｍ以下であり、好ましくは５μｍ以下である。印刷用インクジェット
インクとして好適な粉体の平均粒子径は、０．３μｍ以下の大きさであり、通常は数ｎｍ
～０．２μｍの間の平均粒子径を有する。
【００１９】
　一方、本発明の実施形態にかかる顔料分散体は、基本的には、あらゆる顔料を用いて効
果を得ることができるが、なかでも青色系顔料、ブラック系顔料、および黄色系顔料にお
いて好適である。こうした顔料粒子の平均粒子径は、一般的に２００ｎｍ以下である。
【００２０】
　青色系顔料としては、例えばコバルトブルーのような金属酸化物顔料、フタロシアニン
系顔料、ブロンズ粉末、および亜鉛粉末のような金属粉末からなる顔料を例示することが
できる。また、フタロシアニンブルーのようなフタロシアニン顔料、インダトロンブルー
のようなスレン顔料や有機系顔料を使用することもできる。
【００２１】
　より詳細には、シアンインクで使用可能な顔料としては、例えば、Ｃ．Ｉ．Ｐｉｇｍｅ
ｎｔ Ｂｌｕｅ １５、Ｃ．Ｉ．Ｐｉｇｍｅｎｔ Ｂｌｕｅ １５：３、Ｃ．Ｉ．Ｐｉｇｍｅ
ｎｔ Ｂｌｕｅ １５－１５：２、Ｃ．Ｉ．Ｐｉｇｍｅｎｔ Ｂｌｕｅ １５：３－１５：４
、Ｐｉｇｍｅｎｔ Ｂｌｕｅ １５：５、Ｃ．Ｉ．Ｐｉｇｍｅｎｔ Ｂｌｕｅ １５：３４、
Ｃ．Ｉ．Ｐｉｇｍｅｎｔ Ｂｌｕｅ １６、Ｃ．Ｉ．Ｐｉｇｍｅｎｔ Ｂｌｕｅ １７、Ｃ．
Ｉ．Ｐｉｇｍｅｎｔ Ｂｌｕｅ ２０、Ｃ．Ｉ．Ｐｉｇｍｅｎｔ Ｂｌｕｅ ２２、Ｃ．Ｉ．
Ｐｉｇｍｅｎｔ Ｂｌｕｅ ２５、Ｃ．Ｉ．Ｐｉｇｍｅｎｔ Ｂｌｕｅ ４５、Ｃ．Ｉ．Ｐｉ
ｇｍｅｎｔ Ｂｌｕｅ ６０、Ｃ．Ｉ．Ｐｉｇｍｅｎｔ Ｂｌｕｅ １、Ｃ．Ｉ．Ｐｉｇｍｅ
ｎｔ Ｂｌｕｅ ２、Ｃ．Ｉ．Ｐｉｇｍｅｎｔ Ｂｌｕｅ ３、Ｃ．Ｉ．Ａｃｉｄ Ｂｌｕｅ 
４５、Ｃ．Ｉ．Ｖａｔ Ｂｌｕｅ ４、およびＣ．Ｉ．Ｖａｔ Ｂｌｕｅ ６０等が挙げられ
る。特にこれらのシアン顔料の中でも、酸に対する色劣化が少ないフタロシアニン系顔料
が望ましい。さらに、分散安定性や着色性の観点からは、Ｐｉｇｍｅｎｔ Ｂｌｕｅ　１
５：３が最も望ましい。
【００２２】
　また、色彩を調整するために、顔料の補助成分として染料を添加することもできる。例
えば、アゾイック染料、硫化（建材）染料、分散染料、蛍光増白剤、油溶染料のような、
酸性、塩基性が低く、溶媒に対して溶解性の高い染料が通常用いられる。なかでもアゾ系
、トリアリールメタン系、アントラキノン系、アジン系などの油溶染料が好適に用いられ
る。例えば、Ｃ．Ｉ．Ｓｏｌｖｅｎｔ　Ｂｌｕｅ－２、１１、１２、２５、３５など、Ｄ
ｉｒｅｓｉｎ　Ｂｌｕｅ－Ｊ、Ａ、Ｋ、Ｎなど、Ｏｒｉｅｎｔ　Ｏｉｌ　Ｂｌｕｅ－IIＮ
、＃６０３など、およびＳｕｍｉｐｌａｓｔ　Ｂｌｕｅ　ＢＧなどを挙げることができる
。
【００２３】
　上述した顔料（および染料）は吸光性、彩度、色感などを高めるために、単独で、ある
いは２種以上の混合物として使用することができる。
【００２４】
　青色系顔料は、分散媒の重量の２％以上３０％以下の量で配合される。２重量％未満の
場合には、その後の加工で、色材とした際に充分な色濃度を確保することができず、一方
、３０重量％を越えると安定性が低下する。好ましくは、青色系顔料の含有量は、分散媒
の重量の３％以上２７％以下の範囲である。
【００２５】
　ブラック系顔料としては、例えば、カーボンブラック、カーボンリファインド、および
カーボンナノチューブのような炭素系顔料、鉄黒、チタンブラック、および酸化鉄のよう
な金属酸化物顔料が挙げられる。具体的には、黒インクとして好適に使用できるのは、カ
ーボンブラック系顔料であって、例えば、コロンビア社製のＲａｖｅｎ　５７５０、Ｒａ
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ｖｅｎ　５２５０、Ｒａｖｅｎ　５０００、ｒａｖｅｎ　３５００、Ｒａｖｅｎ　１２５
５、Ｒａｖｅｎ　７００、キャボット社製のＲｅｇａｌ　４００Ｒ、Ｒｅｇａｌ　３３０
Ｒ、Ｒｅｇａｌ　６６０Ｒ、Ｍｏｇｕｌ　Ｌ、Ｍｏｎａｒｃｈ　７００、Ｍｏｎａｒｃｈ
　８００、Ｍｏｎａｒｃｈ　８８０、Ｍｏｎａｒｃｈ９００、Ｍｏｎａｒｃｈ１０００、
Ｍｏｎａｒｃｈ　１１００、Ｍｏｎａｒｃｈ１３００、Ｍｏｎａｒｃｈ１４００、三菱化
学社製のＮｏ．２３００、Ｎｏ．９００、ＭＣＦ８８、Ｎｏ．３３、Ｎｏ．４０、Ｎｏ．
４５、Ｎｏ．５２、ＭＡ７、ＭＡ８、ＭＡ１００、Ｎｏ．２２００Ｂ、デグッサ社製のＣ
ｏｌｏｒ　Ｂｌａｃｋ　ＦＷ１、Ｃｏｌｏｒ　Ｂｌａｃｋ　ＦＷ２、Ｃｏｌｏｒ　Ｂｌａ
ｃｋ　ＦＷ２Ｖ、Ｃｏｌｏｒ　Ｂｌａｃｋ　ＦＷ１８、Ｃｏｌｏｒ　Ｂｌａｃｋ　ＦＷ２
００、Ｃｏｌｏｒ　Ｂｌａｃｋ　Ｓ１５０、Ｃｏｌｏｒ　Ｂｌａｃｋ　Ｓ１６０、Ｃｏｌ
ｏｒ　Ｂｌａｃｋ　Ｓ１７０、Ｐｒｉｎｔｅｘ　３５、Ｐｒｉｎｔｅｘ　Ｕ、Ｐｒｉｎｔ
ｅｘ　Ｖ、Ｐｒｉｎｔｅｘ　１４０Ｕ、Ｓｐｅｃｉａｌ　Ｂｌａｃｋ　６、Ｓｐｅｃｉａ
ｌ　Ｂｌａｃｋ　５、Ｓｐｅｃｉａｌ　Ｂｌａｃｋ　４Ａ、Ｓｐｅｃｉａｌ　Ｂｌａｃｋ
　４、およびＳｐｅｃｉａｌ　Ｂｌａｃｋ　２５０などのような顔料を挙げることができ
る。
【００２６】
　ブラック系顔料は、分散媒の重量の２％以上３０％以下の量で配合される。２重量％未
満の場合には、その後の加工で、色材とした際に充分な色濃度を確保することができず、
一方、３０重量％を越えると安定性が低下する。好ましくは、黒色系顔料の含有量は、分
散媒の重量の３％以上２７％以下の範囲である。また、色彩を調整するために、シアン系
顔料の場合と同様に補助成分として染料を添加してもよい。
【００２７】
　黄色系顔料としては、例えば、アゾ顔料（アゾレーキ、不溶性アゾ顔料、縮合アゾ顔料
、ベンズイミダゾロン系モノアゾ顔料などを含む。）、多環式顔料（ペリノン顔料、イソ
インドリノン顔料、イソインドリン顔料、キノフタロン顔料など）、および金属錯体顔料
などのような有機系顔料を使用することもできる。
【００２８】
　イエローインクで使用可能な顔料としては、例えば、Ｃ．Ｉ．Ｙｅｌｌｏｗ １２８、
Ｃ．Ｉ．Ｐｉｇｍｅｎｔ Ｙｅｌｌｏｗ １２９、Ｃ．Ｉ．Ｐｉｇｍｅｎｔ Ｙｅｌｌｏｗ 
１５１、Ｃ．Ｉ．Ｐｉｇｍｅｎｔ Ｙｅｌｌｏｗ １５４、Ｃ．Ｉ．Ｐｉｇｍｅｎｔ Ｙｅ
ｌｌｏｗ １、Ｃ．Ｉ．Ｐｉｇｍｅｎｔ Ｙｅｌｌｏｗ ２、Ｃ．Ｉ．Ｐｉｇｍｅｎｔ Ｙｅ
ｌｌｏｗ ３、Ｃ．Ｉ．Ｐｉｇｍｅｎｔ Ｙｅｌｌｏｗ １２、Ｃ．Ｉ．Ｐｉｇｍｅｎｔ Ｙ
ｅｌｌｏｗ １３、Ｃ．Ｉ．Ｐｉｇｍｅｎｔ Ｙｅｌｌｏｗ １４Ｃ、Ｃ．Ｉ．Ｐｉｇｍｅ
ｎｔ Ｙｅｌｌｏｗ １６、Ｃ．Ｉ．Ｐｉｇｍｅｎｔ Ｙｅｌｌｏｗ １７、Ｃ．Ｉ．Ｐｉｇ
ｍｅｎｔ Ｙｅｌｌｏｗ ７３、Ｃ．Ｉ．Ｐｉｇｍｅｎｔ Ｙｅｌｌｏｗ ７４、Ｃ．Ｉ．Ｐ
ｉｇｍｅｎｔ Ｙｅｌｌｏｗ ７５、Ｃ．Ｉ．Ｐｉｇｍｅｎｔ Ｙｅｌｌｏｗ ８３、Ｃ．Ｉ
．Ｐｉｇｍｅｎｔ Ｙｅｌｌｏｗ ９３、Ｃ．Ｉ．Ｐｉｇｍｅｎｔ Ｙｅｌｌｏｗ９５、Ｃ
．Ｉ．Ｐｉｇｍｅｎｔ Ｙｅｌｌｏｗ９７、Ｃ．Ｉ．Ｐｉｇｍｅｎｔ Ｙｅｌｌｏｗ ９８
、Ｃ．Ｉ．Ｐｉｇｍｅｎｔ Ｙｅｌｌｏｗ １１４、Ｃ．Ｉ．Ｐｉｇｍｅｎｔ Ｙｅｌｌｏ
ｗ １３９、Ｃ．Ｉ．Ｐｉｇｍｅｎｔ Ｙｅｌｌｏｗ １８０、およびＣ．Ｉ．Ｐｉｇｍｅ
ｎｔ Ｙｅｌｌｏｗ １５０等が挙げられる。特にこれらの黄色系顔料の中でも、ニッケル
アゾ系顔料あるいはイソインドリン顔料が望ましく、なかでも分散安定性の優れたＰｉｇ
ｍｅｎｔ　Ｙｅｌｌｏｗ　１５０やＰｉｇｍｅｎｔ　Ｙｅｌｌｏｗ　１３９が望ましい。
【００２９】
　色彩を調整するために、シアン系顔料の場合と同様に補助成分として染料を添加しても
よい。例えば、Ｃ．Ｉ．Ｓｌｏｖｅｎｔ　Ｙｅｌｌｏｗ－２、６、１４、１５、１６、１
９、２１、３３，５６，６１，８０など、Ｄｉａｒｅｓｉｎ　Ｙｅｌｌｏｗ－Ａ、Ｆ、Ｇ
ＲＮなどを挙げることができる。また、マゼンタインクでは、上述した顔料ほど効果は大
きくないものの、ゲル状凝集物の生成が押さえられる効果があり、キナクリドン系顔料等
が好適に使用できる。
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【００３０】
　上述した顔料（および染料）は吸光性、彩度、色感などを高めるために、単独で、ある
いは２種以上の混合物として使用することができる。
【００３１】
　黄色系顔料は、分散媒の重量の２％以上３０％以下の量で配合される。２重量％未満の
場合には、その後の加工で、色材とした際に充分な色濃度を確保することができず、一方
、３０重量％を越えると安定性が低下する。好ましくは、黄色系顔料の含有量は、分散媒
の重量の３％以上２７％以下の範囲である。
【００３２】
　上述したような粉体または顔料を、所定の量で分散媒中に均一に分散させるために、本
発明の実施形態にかかる分散体においては、第１および第２の樹脂分散剤を含む高分子分
散剤が配合される。　
　第１の樹脂分散剤は、例えば顔料粒子の表面に吸着または結合し、凝集の障壁となって
顔料粒子同士の凝集を妨げる。こうした顔料は、第１の樹脂分散剤に被覆された被覆顔料
ということができる。さらに、第１の樹脂分散剤は、分散媒への親和力を高めて、顔料粒
子が沈降するのを抑制するといった作用も有する。基本的には、分散媒に対する親和性が
良好で、顔料同士の凝集を阻止する立体的分離性を有する任意の樹脂を、第１の樹脂分散
剤として使用することができる。例えば、ビニル系ポリマーおよびコポリマー、アクリル
系ポリマーおよびコポリマー、ポリエステル、ポリアミド、ポリイミド、ポリウレタン、
アミノ系ポリマー、含珪素ポリマー、含硫黄ポリマー、含フッ素ポリマー、およびエポキ
シ樹脂等から選択される一種以上を主成分とするものが挙げられる。
【００３３】
　分散剤として作用するために、こうしたポリマーにおいては、ポリマー末端は、顔料に
対する結合性や親和力を有することが好ましい。すなわち、一方のポリマー主鎖は、溶剤
への親和性、さらには、他の顔料粒子との再凝縮を阻害する物理的斥力または静電的斥力
を備えていることが望まれる。例えば、分散媒と同等の（±５ＭＰａ1/2程度）溶解度パ
ラメ－ターを有し、分子量数百～数万、重合度１０～２００程度であって、摂氏１０℃以
上２００℃以下のＴｇを有するポリマーが好ましい。さらに、比較的強い化学結合（共有
結合、静電力等）を他の末端に有することによって、顔料に対する親和力が大きなポリマ
ーが望ましい。通常、２種ないし数種のモノマーの共重合体とすることによって、このよ
うな複合機能を付与することができる。かかるポリマーとしては、ブロック共重合体も好
適に用いることができる。
【００３４】
　上述したようなポリマーの末端は、必ずしも単一である必要はないが、一般にグラフト
共重合した先端部や、櫛形ポリマーの先端部などに導入されうる。こうしたポリマーは、
結合が強固であるうえに、顔料同士の再凝集を抑制する立体障害を形成しやすい。
【００３５】
　このようなポリマーを合成するためのモノマーとしては、例えば、スチレンおよび置換
スチレン、（メタ）アクリル酸エステル類、（メタ）アクリル酸、（メタ）アクリル酸ア
ミド類、マレイン酸、マレイン酸無水物、マレイン酸エステル、イタコン酸およびそのエ
ステル化合物、ヒドロキシスチレンおよびその水素原子置換誘導体などが挙げられる。ま
た、長鎖のアルキルや、ポリエーテル、ポリカーボネート、ポリエステル鎖などをエステ
ル側鎖に有するモノマーは、前述の櫛型ポリマーを形成するうえで有利である。
【００３６】
　また、ポリマーとしては、次のものを用いることもできる。例えば、poly(oxyphthaloy
loxymethylene-1,4-phenylenemethylene)、poly(1,4-cyclohexylenedimethylene succina
te)のようなジヒドロキシ化合物とジカルボン酸との脱水縮合によるポリエステル化合物
；アジピン酸とヘキサメチレンジアミンのようなジアミンとジカルボン酸との縮合によっ
て得られるポリアミド類；ε－カプロラクタムのような環状ラクトンの開環によって得ら
れるポリアミド類；ピロメリット酸などのテトラカルボン酸と脂肪族ジアミンとが縮合し
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てなるポリアミド類のうち比較的Ｔｇの低いポリマー；イソフォロンジシアネートなどの
脂肪族ジイソシアネートとジヒドロキシ化合物とが反応したポリウレタン系樹脂；ポリビ
ニルピリジン系化合物；ポリジメチルシロキサンおよびそのラダー形ポリマー；ポリビニ
ルアルコールやビニルエーテル化合物；および比較的リジッドな骨格を有するオキシラン
化合物が重合したポリエーテル系重合体などである。
【００３７】
　これらのポリマーの末端は、アミノ基やリン酸基などの顔料に対して親和力のある官能
基を有する化合物でキャップされていることが好ましい。この場合には、顔料粒子表面へ
の吸着性がよりいっそう向上する。
【００３８】
　さらに、重合性基および両親媒性を有する重合性界面活性剤と、架橋性モノマーおよび
／または単官能モノマーとを重合させて得られる高分子化合物もまた、第１の樹脂分散剤
として好ましく用いられる。重合性界面活性剤における重合性基としては、不飽和炭化水
素基が好ましく、例えば、ビニル基、アリル基、アクリロイル基、メタクリロイル基、プ
ロペニル基、ビニリデン基、およびビニレン基などが挙げられる。これらは、単独でも２
種以上を組み合わせて用いてもよい。重合性界面活性剤における親水性基は、分散媒に応
じて選択することができる。分散媒が水系の場合には、スルホン基、スルホン酸基、カル
ボキシル基、カルボニル基、ヒドロキシル基およびこれらの塩等の一種以上が好ましく用
いられる。一方、分散媒が油性の場合には、カルボキシル基やそのエステル、ラクトン系
化合物、カルボニル基、およびヒドロキシル基などが挙げられる。
【００３９】
　顔料の分散安定性を高めるために、顔料の表面修飾を行なっても構わない。これは、第
１の樹脂分散剤と顔料粒子との結合性を高める目的で行なわれる。例えば、代表的な分散
剤末端であるアミノ基との結合が強いカルボキシル基や、スルホン酸基を顔料粒子の表面
に部分的に形成した場合には、顔料の分散安定性を飛躍的に高めることが可能となる。例
えば、適切な酸化剤で顔料粒子の表面を酸化することによって、こうした官能基で顔料表
面を修飾することができる。あるいは、顔料粒子にスルホン化剤などを作用させるといっ
た手法を採用してもよい。使用し得るスルホン化剤としては、例えば、硫酸、発煙硫酸、
ＳＯ2、ＳＯ3単独もしくはおよびハロゲン化スルフォン酸などの誘導体が挙げられる。さ
らには、希土類との触媒の組み合わせ、スルフォン酸基を有するオルガノメタリックある
いはビニル化合物などの反応性に富む化合物などをスルホン化剤として用いてもよい。ま
たさらに、ハロゲン化処理が施された顔料粒子に、ソジウムサルファイドのような塩を作
用させるStrecker's Reactionなども、顔料粒子の表面修飾に好適に用いることができる
。
【００４０】
　一方、顔料に対して物理的吸着力の高いスルホン修飾顔料（シナジスト）を、その顔料
表面に吸着させた場合も、同様の表面修飾効果が得られることがある。通常、スルホン化
剤で表面が直接修飾された表面修飾顔料は、シナジストよりも顔料とスルホン酸基との結
合力に優れ、分散安定性が良好であり好適である。しかしながら、合成の容易さやコスト
の面からシナジストを用いても、その安定性が維持できていれば問題がない。
【００４１】
　さらに強力な表面修飾を達成するには、上述した樹脂分散剤と顔料との共有結合形成に
加えて、マイクロカプセル化処理などを施すことがより好ましい。マイクロカプセル化顔
料は、公知の手法により製造することができる。例えば、相分離法（コアセルベーション
）、液中乾燥法（界面沈殿法）、スプレードライング法、パンコーティング法、液中硬化
被覆法、界面重合法、ｉｎ　ｓｉｔｕ法、および超音波法等を、特に制限されずに用いる
ことができる。より具体的には、特開平９－１５１３４２号公報に記載されているアニオ
ン性マイクロカプセル化顔料の製法や、特開平１０－３１６９０９号公報に記載されてい
る方法を採用することができる。
【００４２】
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　なお、官能基による修飾率は、例えば修飾元素が硫黄原子やリンなどを含む場合、ＥＤ
Ｘなどの表面分光分析法などによって直接的に測定可能であり、対象となる元素含有量が
顔料の表面組成の０．１％程度以上であることが望まれる。ただし、修飾率が大きすぎる
場合には、顔料の酸性度が強くなりすぎて分散媒と反応し、凝集や増粘が加速されるおそ
れがあるため、最大でも３０％程度にとどめておくことが好ましい。ＥＤＸなどにより求
めにくいカルボン酸や、樹脂による被覆率などの修飾率は、吸着法などにより定量した表
面積と、滴定法などから見積もった修飾基の数、あるいは顔料が分解しない程度までの熱
重量分析（ＴＧ）等から概算することが可能である。
【００４３】
　第１の樹脂分散剤の添加量は、粉体重量に対して１％以上３０％以下である。顔料分散
体の場合、第１の樹脂分散剤の添加量は顔料の種類に応じて異なる。例えば、黄色系顔料
分散体であれば、顔料重量に対して１０％以上６０％以下の割合で添加し、青色系顔料分
散体およびブラック系顔料分散体の場合には、第１の樹脂分散剤の添加量は、顔料重量に
対して１０％以上３０％以下である。機能性色材分散体および顔料分散体のいずれの場合
も、第１の樹脂分散剤の添加量が少なすぎる場合には、十分な効果を得るのが困難となる
。一方、第１の樹脂分散剤の添加量が多すぎる場合には、インクジェット用分散体として
の粘度が著しく上昇したり、分散体の安定性が低下して再凝集を生じやすくなる。
【００４４】
　適切な範囲の添加量で第１の樹脂分散剤を用いることによって、樹脂被覆された顔料が
製造される。　
　こうして得られた樹脂被覆顔料を、第２の樹脂分散剤を用いて分散媒に分散させ、さら
にイオン性化合物を添加することによって、本発明の実施形態にかかる安定な分散体を得
ることができる。
【００４５】
　第２の樹脂分散剤は、アミノ基などの塩基性基を末端に有する樹脂であり、上述した第
１の樹脂分散剤に対してある程度の親和力を有することが好ましい。第２の樹脂分散剤と
しては、後述するイオン性化合物の吸着あるいは相互作用によって、顔料粒子とそれをと
りまく第１の樹脂分散剤との全体にわたって、斥力などの分散安定性を発生できるものが
より望ましい。
【００４６】
　こうした条件を備えた第２の樹脂分散剤としては、前述の第１の樹脂分散剤との組み合
わせにより一概に規定できないが、通常、アミノ末端を有するポリオレフィン、アミノ末
端を有するポリエステル、およびアミノ末端を有するエポキシ樹脂などが挙げられる。よ
り詳細には、数平均分子量が５００～５０，０００の片末端にカルボキシル基を有する線
状ポリマーと、二級アミノ基を１個有する有機アミノ化合物とを反応させて得られるアミ
ン価が５～２００ｍｇＫＯＨ／ｇで数平均分子量が１，０００～１００，０００の範囲に
あるポリエポキシ化合物が挙げられる。また、遊離のカルボキシル基を有するポリエステ
ルとアミドとの共縮合物、遊離のカルボキシル基を有するポリアミドとアミドとの共縮合
物（ポリエステルアミド）、およびエステルとアミドとの共縮合物（ポリエステルアミド
）の３種の化合物の中から選ばれる１種以上の化合物を、ポリアリルアミンと反応させて
得られるポリアリルアミン誘導体を用いることもできる。
【００４７】
　さらに、次のような化合物も挙げられる。数平均分子量が５００～５００００の片末端
にカルボキシル基を有する化合物と、２級アミノ基を１個有する化合物とを反応させて得
られるアミン価が５～２００ｍｇＫＯＨ／ｇ、数平均分子量が１０００～１０００００の
範囲にあるアミノ基を有するポリエステル系高分子；３級アミノ基および／または塩基性
を示す含窒素複素環を有するアクリルポリマーとポリエステルとを反応させて得られるア
ミン価が１０～２００ｍｇＫＯＨ／ｇ、数平均分子量１０００～１０００００の範囲であ
るアミノ基を有するポリエステル系高分子などである。
【００４８】



(10) JP 2008-144175 A 2008.6.26

10

20

30

40

50

　ポリエポキシ化合物としては、例えば、エチレングリコールジ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、プロピ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、ネオペンチルグリコールジグリシ
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、グリセロールポリグリ
シジルエーテル、トリメチロールプロパンポリグリシジルエーテル、ジグリセロールポリ
グリシジルエーテル、ポリグリセロールポリグリシジルエーテル、ソルビトールポリグリ
シジルエーテルなどのポリグリシジルエーテル化合物などが挙げられる。さらに、グリシ
ジル（メタ）アクリレートとそれ以外の重合性ビニル単量体との共重合により得られるグ
リシジルエステル基含有アクリルポリマー等が挙げられる。この場合、重合性ビニル単量
体としては、メチルメタクリレート、およびスチレン等を用いることができる。
【００４９】
　第２の樹脂分散剤の添加量は、粉体重量の２％以上３０％以下に規定される。この範囲
を逸脱した場合には、安定した分散状態で適切な粘度の機能性色材分散体を得ることがで
きない。具体的には、第２の樹脂分散剤の含有量が少ない場合には分散安定性が著しく損
なわれ、一方、第２の樹脂分散剤が多すぎる場合には、分散体が粘稠になって、特にイン
クジェット用途では吐出安定性が損なわれる。樹脂重量のより好ましい範囲は、顔料や粉
体の種類によって若干の違いが生じることがある。例えば、青色系顔料およびブラック系
顔料の場合には、顔料重量に対して５％以上３０％以下、より好ましくは１０％以上２０
％以下である。黄色系顔料の場合には、顔料重量に対して１％以上３０％以下である。顔
料分散体の場合も、機能性色材分散体の場合と同様、第２の樹脂分散剤が少なすぎると分
散安定性が著しく損なわれる。一方、第２の樹脂分散剤が多すぎる場合には、分散体が粘
稠になって吐出安定性が損なわれる。
【００５０】
　本発明の実施形態にかかる分散体には、さらに、イオン性化合物が含有される。例えば
、多価の塩を含むイオン性化合物は、コロイド分散系を不安定化させる（塩析や凝集）作
用を有する。こうした多価の塩を含むイオン性化合物を、上述した第１の樹脂分散剤で被
覆された顔料に直接添加した場合には、顔料粒子の分散安定性が著しく低下する。これに
対して、本発明の実施形態にかかる顔料分散体においては、第１の樹脂分散剤に加えて第
２の樹脂分散剤が含有されているので、イオン性化合物は、この第２の樹脂分散剤と作用
する。その結果、顔料表面に安定な電荷を発生せしめて、安定な分散体となることができ
る。
【００５１】
　かかるイオン性化合物としては、インクの安定化や、増粘剤、液だれ防止剤、消泡剤な
どに用いることのできる次のような化合物が挙げられる。具体的には、金属塩、炭酸塩な
どの有機溶剤可溶性塩や有機塩類、界面活性剤や分散助剤としての金属石鹸など有機－無
機塩類、有機電解質等に代表されるアルキルアンモニウムなどのアンモニウム化合物と、
フルオロホウ酸アニオン、ヘキサフルオロアンチモン酸アニオン、ヘキサフルオロヒ素酸
アニオン、トリフルオロメタンスルホネートアニオン、パラトルエンスルホネートアニオ
ン、過塩素酸アニオン、ハロゲンアニオン、スルフォン酸アニオン含有化合物、カルボン
酸アニオン含有化合物等からなる有機溶剤可溶性アンモニウム塩等のなかから選択された
塩類などである。
【００５２】
　機能性色材分散体を製造する場合には、イオン性化合物は、分散媒の全重量の０．０１
％以上４０％以下の割合で含有され、顔料分散体の場合には、イオン性化合物は、分散媒
の全重量の０．０１％以上２０％以下の割合で含有される。より好ましくは１％以上２０
％以下である。いずれの場合も、イオン性化合物の含有量が少なすぎる場合には、その効
果を十分に発揮することができない。一方、イオン性化合物の含有量が多すぎる場合には
、分散体の安定性が悪化して再凝集を生じやすくなる。
【００５３】
　本発明の実施形態にかかる分散体は、光硬化型液体インクに適用され、このインクにお
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いては、光照射により酸を発生する光酸発生剤として、オニウム塩化合物が好適に用いら
れる。オニウム塩化合物は代表的な有機塩のため、分散体におけるイオン性化合物として
好適に用いることができる。
【００５４】
　使用し得るオニウム塩としては、例えば、フルオロホウ酸アニオン、ヘキサフルオロア
ンチモン酸アニオン、ヘキサフルオロヒ素酸アニオン、トリフルオロメタンスルホネート
アニオン、パラトルエンスルホネートアニオン、およびパラニトロトルエンスルホネート
アニオン、ハロゲン系アニオン、スルフォン酸系アニオン、カルボン酸系アニオン、硫酸
アニオンを対イオンとするジアゾニウム塩、ホスホニウム塩、スルホニウム塩、およびイ
オドニウム塩などを挙げることができる。なかでも、色材の安定性と環境配慮の観点から
、アニオン種はボロン、アンチモン、ヒ素などを含まないものが望ましく、なかでもフル
オロホウ酸アニオンが最も望ましい。
【００５５】
　かかるオニウム塩化合物のより具体的な例としては、例えば、下記化学式で表わされる
化合物が挙げられる。
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【化４】

【００５９】
　市販のオニウム塩化合物としては、例えば、みどり化学社製ＭＰＩ－１０３（ＣＡＳ．
ＮＯ．（８７７０９－４１－９））、みどり化学社製ＢＤＳ－１０５（ＣＡＳ．ＮＯ．（
１４５６１２－６６－４））、みどり化学社製ＮＤＳ－１０３（ＣＡＳ．ＮＯ．（１１０
０９８－９７－０））、みどり化学社製ＭＤＳ－２０３（ＣＡＳ．ＮＯ．（１２７８５５
－１５－５））、みどり化学社製ＤＴＳ－１０２（ＣＡＳ．ＮＯ．（７５４８２－１８－
７））、みどり化学社製ＤＴＳ－１０３（ＣＡＳ．ＮＯ．（７１４４９－７８－０））、
みどり化学社製ＭＤＳ－１０３（ＣＡＳ．ＮＯ．（１２７２７９－７４－７））、みどり
化学社製ＭＤＳ－１０５（ＣＡＳ．ＮＯ．（１１６８０８－６７－４））、みどり化学社
製ＭＤＳ－２０５（ＣＡＳ．ＮＯ．（８１４１６－３７－７））、みどり化学社製ＢＭＳ
－１０５（ＣＡＳ．ＮＯ．（１４９９３４－６８－９））、みどり化学社製ＴＭＳ－１０
５（ＣＡＳ．ＮＯ．（１２７８２０－３８－６））、ダイセルＵＣＢ社製ＵＶＡＣＵＲＥ
１５９１、１５９０、ダウケミカル社製ＵＶＩ-６９９２や６９７６、ランバーティ社Ｅ
ＳＡＣＵＲＥ－１０６４、およびチバガイギー社のＩＲＧＡＣＵＲＥ２５０などを挙げる
ことができる。
【００６０】
　上述したオニウム塩のなかでも、スルフォニウム塩やイオドニウム塩は、安定性に優れ
ている。しかしながら、その製造過程に起因して、通常、不可避に１価の塩（１価のカチ
オンと１個のアニオンとの塩）と、７５％程度まで２価以上の塩（例えば２価のカチオン
と２個のアニオンとの塩）との混合物が含まれることが知られている。一般的には、市販
品もこうした混合物の状態であり、特にスルフォニウム塩では、この傾向が顕著である。
多価の塩がインク中に含有されると、感光波長が長波長側にシフトして、一般に高感度と
なることが知られている。こうした利点を確保するために、２価以上の塩が意図的に混入
される場合もある。例えば、ダイセルＵＣＢ社製ＵＶＡＣＵＲＥ１５９１、１５９０、ダ
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等などの市販品がそれらに該当する。しかしながら多価の塩は、特に微小粒子を必要とす
るインクジェット顔料分散体の凝集安定性に大きく影響を及ぼす。具体的には、多価の塩
は、顔料粒子と分散剤との間に弱い結合を生じさせて、ゲルまたは凝集体を引き起こすと
いった欠点も有する。このため、通常、これら多価の塩の存在を極力抑えることが、顔料
粒子の分散安定性およびインクジェットの吐出性能の向上に繋がる。
【００６１】
　多価のオニウム塩の含有率は、通常、全オニウム塩総量の２０重量部以下であることが
望ましい。多価のオニウム塩の含有率は、より好ましくは５重量部以下であり、含まれな
いことが最も好ましい。
【００６２】
　上述したオニウム塩化合物の中でも、カラー顔料の凝集安定性に格段に優れることから
、アリールスルフォニウムのフルオロフォスフェート塩、あるいはアリールイオドニウム
のフルオロフォスフェート塩が望ましい。また、１価のオニウム塩であっても、分散剤が
不足した場合には、分散剤である末端アミン樹脂を経時的に徐々に置換する作用を有する
。そのため、オニウム塩は、顔料表面と分散剤末端との結合部分に極力近づきにくい構造
をとることが望ましい。比較的大きな置換基を構造内に有するオニウム塩化合物を用いる
ことによって、これが可能となる。さらに、顔料表面へのイオン吸着が立体障害により低
減されるために、オニウム塩中のベンゼン環は、炭素数１以上２０以下の有機基を有する
ことが好ましい。ベンゼン環の５０モル％以上が、炭素数４以上２０以下の有機基を有す
ることがより好ましい。この場合には、分散安定性に加えて、光反応時の空気中への分解
物の飛散が抑制されるために安全性が高められる。かかる化合物は、溶媒に対する溶解性
が高くなるため、インク中での塩の析出といった現象も抑えることができる。ひいては、
吐出不良の原因となりやすい数ミクロンサイズの粒子生成も低減され、大変望ましいもの
となる。
【００６３】
　１価のオニウム塩が用いられると、その感光波長が短波長側にシフトするため、感度が
低下する傾向がある。VI元素である硫黄や酸素を複素環内や連結基として有する芳香族置
換基が構造内に含まれると、こうした不都合を回避することができるため望ましいものと
なる。
【００６４】
　さらに、下記一般式（１）または（２）に示されるように、比較的大きな有機基を構造
内に含むオニウム塩の場合には、溶解安定性が高く、分散安定性も良好であるという利点
を有する。
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【化５】

【００６５】
　ここで、Ａ-はフルオロフォスフェートアニオンである。Ｒ1、Ｒ2、およびＲ3の少なく
とも１つは炭素数４乃至２０の有機基であり、残りは水素原子を含む炭素数１乃至２０の
有機基である。Ｒ4は、２価の芳香族置換基あるいはVI原子を構造内に含む２価の芳香族
置換基を示す。
【００６６】
　Ｒ1ないしＲ3として導入され得る有機基としては、例えば、プロピル基、ブチル基、ヘ
キシル基、ヘプチル基、オクチル基、ノニル基、デカニル基などの炭素数４乃至２０のア
ルキル基、プロピルオキシ基、ブチルオキシ基、ヘキシルオキシ基、ヘプチルオキシ基、
オクチルオキシ基、ノニルオキシ基、デカニルオキシ基などの炭素数４乃至２０のアルキ
ルオキシ基、およびエチレングリコールが脱水縮合したポリエチレンオキシド骨格を有す
る炭素数４乃至２０の置換基）等が挙げられる。
【００６７】
　また、Ｒ4として導入され得る２価の芳香族置換基としては、例えば、フェニレンやビ
フェニレンなどのフェニレンを有する基；フェニレンサルファイド、フェニレンジサルフ
ァイドなどのフェニレンサルファイド骨格を有する基；ベンゾチオフェニレン、チオフェ
ニレン、ビチオフェニレン基などのチオフェン骨格を有する基；およびフラニレン、ベン
ゾフラニレンなどのフラン骨格を有する基等が挙げられる。
【００６８】
　上述したオニウム塩は、光反応の過程で、有害なベンゼンなどの副生成物の生成が抑制
されることも知られている。こうしたオニウム塩を含有する分散体を、インクジェットイ
ンクとして用いることで、環境面・安全面の効果が高く望ましいものとなりうる。
【００６９】
　上述したような粉体または顔料、第１および第２の樹脂分散剤を含む高分子分散剤、お
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よびイオン性化合物が、分散媒中に含有されて、本発明の実施形態にかかる分散体が得ら
れる。こうした分散体をインクジェットインク溶媒で希釈し、添加剤等を添加して、イン
クジェットインクを調製することができる。分散体を調製するための分散媒は、インクジ
ェットインクを調製するための溶媒と同一であることが望ましい。場合によっては、分散
体の分散媒として低沸点溶剤等を用い、インクジェットインクを調整するための溶媒を加
えた後、低沸点分散媒を除去してもよい。インクジェットインク溶媒は、一般の油性イン
ク溶媒や、ラジカル重合系インク溶媒であっても構わないが、カチオン重合系（化学増幅
型）溶媒であるとき、光酸発生剤とイオン性化合物とが兼用されるので望ましいものとな
る。
【００７０】
　なお、ここでいう「インクジェットインク」とは常温で流動性を有するインクを意味す
る。具体的には、２５℃における粘度が５０ｃｐ（＝ｍＰａ・ｓ）、より好ましくは３０
ｍＰａ・ｓｅｃ以下であるインクであり、インクジェット用途に用いられる。また、イン
クジェットのヘッドが温調可能な場合、ヘッドの温調温度におけるインクの粘度が５乃至
２０ｍＰａ・ｓｅｃの範囲にあるインクがより望ましい。
【００７１】
　以下においては、基本的には分散体の分散媒について説明するが、インクジェットイン
ク用の溶媒としての説明も記載する。本発明の実施形態における分散媒としては、光硬化
型カチオンインクジェットインクで用いられる酸の存在下で重合する化合物が最も好適で
あるが、他の光硬化型インクジェットインクや、一般の油性インクジェットインクとして
用いられる溶剤、ソリッドインクジェットインクや、インク加工の中間工程で用いられる
多くの有機溶剤（中間溶剤）を用いても、顔料粒子が安定に分散した好適な分散体が得ら
れる。こうした分散体を用いて調製された油性インクは、吐出エラーが少ないため望まし
いものとなる。中間溶剤としては、例えば、メチルエチルケトン、アセトン、およびキシ
レンのような低沸点有機溶剤が挙げられる。油性インク用溶剤としては、ある程度の有機
塩化合物に対する溶解性を有し、ヘッドの温調温度（通常は３５～６０℃）におけるイン
クの粘度が５～２０ｍＰａ・ｓｅｃの範囲にあるインクが望ましい。ソリッドインクジェ
ットインクにおいては、ある程度の有機塩化合物に対する溶解性を有し、５０℃以下で１
００ｍＰａ・ｓ以下程度の流動性を有していることが望ましい。
【００７２】
　そのような化合物としては、比較的大きな炭素数を有する１価または多価アルコールや
そのエステル／エーテル化化合物、ポリ（エチレングリコール）のようなエチレングリコ
ールやプロピレングリコールの付加体のような末端アルコールを有するポリエーテル化合
物、比較的大きな炭素数を有する脂肪族化合物や、乳酸エステルなどのエステル類が挙げ
られる。
【００７３】
　より具体的には、デカノール、ドデカノール、オレイルアルコール、ステアロイルアル
コール、ヘキサデカノール、エイコサノール）、多価アルコール（例えば、エチレングリ
コール、アルコール、ジエチレングリコール（ＤＥＧ）、トリエチレングリコール、プロ
ピレングリコール、テトラエチレングリコール、ポリエチレングリコール、グリセロール
、２－メチル－２，４－ペンタンジオール、２－エチル－２－ヒドロキシメチル－１，３
－プロパンジオール（ＥＨＭＰ）、１，５－ペンタンジオール、１，２－ヘキサンジオー
ル、１，２，６－ヘキサントリオール、およびチオグリコール）、アルキレングリコール
から誘導される低級アルキルのモノエーテルまたはジエーテル（例えば、エチレングリコ
ールのモノメチルエーテルまたはモノエチルエーテル、ジエチレングリコールのモノメチ
ルエーテルまたはモノエチルエーテル、プロピレングリコールのモノメチルエーテルまた
はモノエチルエーテル、トリエチレングリコールのモノメチルエーテルまたはモノエチル
エーテル、ジエチレングリコールのジメチルエーテルまたはジエチルエーテル、ポリエチ
レングリコールのモノブチルエーテル（ＰＥＧＭＢＥ）、およびジエチレングリコールの
モノブチルエーテル（ＤＥＧＭＢＥ））、窒素含有化合物（例えば、尿素、２－ピロリジ
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ノン、Ｎ－メチル－２－ピロリジノン、および１，３－ジメチル－２－イミダゾリジノン
）、および硫黄含有化合物（例えば、ジメチルスルホキシドおよびテトラメチレンスルホ
ン）などが挙げられる。
【００７４】
　パラィン系炭化水素溶媒としては、オクタン、ノナン、デカン、ドデカン等のノルマル
パラフィン系炭化水素；イソオクタン、イソデカン、イソドデカン等のイソパラフィン系
炭化水素；シクロヘキサン、シクロオクタン、シクロデカン、デカリン等のシクロパラフ
ィン系炭化水素などが挙げられる。市販製品としては、例えば、アイソパーＥ、アイソパ
ーＧ、アイソパーＨ、アイソパーＬ、アイソパーＭ、エクソールＤ１３０、エクソールＤ
１４０（以上、いずれもエクソン化学社製）、シェルゾール（シェルオイル社製）、ソル
トロール（フィリップス石油社製）、ベガゾール（モービル石油社製）、ＩＰソルベンド
２８３５（出光石油化学社製）、モレスコホワイトＰ－４０、モレスコホワイトＰ－５５
（以上、いずれも松村石油研究所社製）、流動パラフィンＮｏ．４０－Ｓ、および流動パ
ラフィンＮｏ．５５－Ｓ（以上、いずれも中央化成社製）等を挙げることができる。
【００７５】
　溶剤系インクには、上述のうち比較的沸点の低いものが用いられ、油性インクには揮発
性の低い沸点が２００℃以上のものが好適に用いられる。ソリッドインクジェットインク
においては、上述した化合物のうち、常温での流動性が極端に小さなものを使用すること
ができる。
【００７６】
　インクが適用される印字媒体によっては、以下のような浸透系溶剤や、高い揮発性を有
する溶剤をさらに添加してもよい。例えば、低分子アルコール（例えば、メチルアルコー
ル、エチルアルコール、ｎ－プロピルアルコール、イソプロピルアルコール、ｎ－ブチル
アルコール、ｓ－ブチルアルコール、ｔ－ブチルアルコール、イソブチルアルコール、フ
ルフリルアルコール、およびテトラヒドロフルフリルアルコール）、ケトンまたはケトア
ルコール（例えば、アセトン、メチルエチルケトン、およびジアセトンアルコール）、エ
ーテル（例えば、テトラヒドロフランおよびジオキサン）、およびエステル（例えば、乳
酸エチル、炭酸エチレン、および炭酸プロピレン）などである。こうした溶剤は、溶剤系
インクの場合にも、添加することができる。
【００７７】
　上述したように、構成成分のうち光酸発生剤とイオン性化合物とが兼用できるため、本
発明の実施形態における分散媒としては、酸の存在下で重合する化合物が最も好ましい。
かかる化合物を用いた場合には、高い感光性や高い密着性を付与した印字物を製造するこ
とができる。そのため分散媒は、こうした特性を有する重合性化合物から実質的になるも
のであってもよい。「分散媒は重合性化合物から実質的になる」ことは、「分散媒が重合
性化合物のみからなる」ことと、「重合性化合物と不可避的に混入した微量の不純物とか
らなる」こととを包含する。また、「不可避的に混入した微量の不純物」は、全分散媒中
に最大で１０重量％以下の濃度で存在することができる。好ましくは、通常５重量％以下
である。不純物の濃度が１０重量％を越えると、実質的に残りの分散媒が空気中に飛散し
て、安全性が低下するおそれがある。また、硬化物の内部に残存して、硬化性能が低下す
るおそれがある。
【００７８】
　酸の存在下で重合する重合性化合物は、単独で５０℃以下で１００ｍＰａ・ｓ以下程度
の流動性を有していることが望ましい。そのような化合物としては、エポキシ基、オキセ
タン基、オキソラン基などのような環状エーテル基を有する分子量１０００以下の化合物
、上述した置換基を側鎖に有するアクリルまたはビニル化合物、カーボネート系化合物、
低分子量のメラミン化合物、ビニルエーテル類やビニルカルバゾール類、スチレン誘導体
、アルファ－メチルスチレン誘導体、ビニルアルコールとアクリル、メタクリルなどのエ
ステル化合物をはじめとするビニルアルコールエステル類など、カチオン重合可能なビニ
ル結合を有するモノマー類を併せて使用することが挙げられる。
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【００７９】
　本発明の実施形態にかかる機能性色材分散体および顔料分散体は、いかなる粘度であっ
てもかまわない。特にインクジェット用途へ適用するためには、ヘッドの温調温度におけ
るインクの粘度が５乃至２０ｍＰａ・ｓｅｃの範囲になるまで希釈して使用可能な現実的
な粘度として、２５℃における粘度が数百ｍＰａ・ｓ以下であることが望まれる。
【００８０】
　本発明の実施形態においては、分散媒はいかなる粘度であってもかまわない。特に低粘
度であることが重要なインクジェット用途へ適用するために、混合物であっても、２５℃
における粘度が３００ｍＰａ・ｓ以下であり、１気圧で１５０℃以上の沸点を有する化合
物が望ましい。分散媒の粘度の上限を規定したことによって、顔料粒子の分散性が向上す
るとともに十分な流動性を付与することができる。また、沸点の下限を規定したことによ
って、分散体に含有される有害な揮発性分を極力低減することが可能となる。分散媒の粘
度が３００ｍＰａ・ｓｅｃを越えると、分散体の安定性が劣化するとともに特にインクジ
ェットインクとして加工する場合、正常なインク吐出が困難になる。
【００８１】
　酸の存在下で重合する重合性化合物が脂肪族骨格や脂環式骨格を有する場合には、上述
した他の成分とともに用いると、露光時のインクジェットインクの透明度が高められて、
硬化後のインク層に適切な熱可塑性や再溶解性を付与することができる。そのため、感度
、定着性、転写性、およびメンテナンス性といった性能が向上する。特に、重合性化合物
が脂環式骨格を有するエポキシ化合物である場合には、反応性に加えて、ある程度の高沸
点と低粘度とを両立させることができる。
【００８２】
　酸重合性化合物がエポキシ化合物の場合には、例えば、炭素数１ないし１５程度の２価
の脂肪族骨格または脂環式骨格を有する炭化水素基の少なくとも一方の末端に、エポキシ
基あるいは脂環式エポキシ基を有する化合物を挙げることができる。また、脂肪族鎖また
は脂環式骨格を一部に有する２価の基の少なくとも一方の末端に、エポキシ基あるいは脂
環式エポキシ基を有する化合物も用いることができる。
【００８３】
　こうした条件を備えたエポキシ化合物は、溶媒中に少なくとも４０重量％の濃度で含有
されていれば、その効果を発揮することができる。なお、エポキシ化合物のみで溶媒を構
成する場合には、その含有量は液体インク全体に対して３０重量％以上であることが好ま
しく、４０重量％以上であることがより好ましい。３０重量％未満の場合には、ノズルつ
まりが生じたるおそれがある。
【００８４】
　上述したような分子骨格に導入されるエポキシ基の数に特に制限はないが、硬化後のイ
ンク層に可撓性や再溶解性を付与するには、多くとも２乃至３程度の価数とすることが望
ましい。そのようなエポキシ化合物としては、例えば、以下の一般式（３）または（４）
で表わされる化合物を挙げることができる。
【化６】

【００８５】
　上記一般式（３）、（４）において、Ｒ21、Ｒ22およびＲ23は、それぞれエポキシ基ま
たは脂環式骨格を有するエポキシ基を示し、Ａ21およびＡ22は官能基を示している。
【００８６】
　一般式（３）または（４）で表わされる化合物の粘度は、通常、１ｍＰａ・ｓｅｃ乃至
３００ｍＰａ・ｓｅｃ程度である。　
　前記一般式（３）または（４）で表わされるエポキシ化合物は、下記一般式（５）で表
わされるエポキシ化合物とともに用いてもよい。下記一般式（５）に示すエポキシ化合物
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は、通常、粘度が２０ｍＰａ・ｓｅｃ乃至１０００ｍＰａ・ｓｅｃ程度の高粘度化合物で
ある。したがって、この化合物の使用は、硬化後のインク層に可撓性、あるいは到達硬度
などを付与するのに有効である。
【化７】

【００８７】
　上記一般式（５）において、Ｒ24およびＲ25は、それぞれエポキシ基または脂環式骨格
を有するエポキシ基を示し、Ａ23はアルキレン基および／または脂環式骨格を少なくとも
有するｋ＋１価の官能基（ｋは自然数）を示している。
【００８８】
　例えば、液体インク１００重量部に対して、低粘度（１５ｍＰａ・ｓｅｃ以下）のエポ
キシ化合物を４０重量部乃至９０重量部、高粘度エポキシ（１５ｍＰａ・ｓｅｃ以上）の
化合物を１０重量部乃至５０重量部の割合で配合した場合、吐出に必要な最低限の流動性
（５０℃で２０ｍＰａ・ｓｅｃ以下の粘度）を実現するうえで有利である。特に、低粘度
エポキシ化合物と高粘度化合物との重量比を、ほぼ１：１乃至１０：１とすることが好ま
しい。これによって、吐出に適切な粘度、光硬化性、熱可塑性、および再溶解性という特
性を全て備えた液体インクが得られる。
【００８９】
　少量であれば、比較的分子量が高く、例えば常温で固体のような粘性が高い化合物が、
分散媒中に含有されて分散媒の一部を構成してもよい。こうした成分を含有することによ
って、硬化後のインク層の可撓性や顔料の分散性を高めることが可能となる。さらに価数
の大きな反応性の高い化合物を用いた場合には、硬化物の硬度や溶媒耐性が高められる。
そのような化合物としては、例えば、長鎖アルキレン基などによって結合されたエポキシ
基、オキセタン基、オキソラン基などのような環状エーテル基を有する分子量５０００以
下の化合物；上述した置換基を側鎖に有するアクリルまたはビニル化合物；カーボネート
系化合物；低分子量のメラニン化合物；ビニルエーテル類やビニルカルバゾール類、スチ
レン誘導体、アルファ－メチルスチレン誘導体、ビニルアルコールとアクリル、メタクリ
ルなどとのエステル化合物をはじめとするビニルアルコールエステル類など；カチオン重
合可能なビニル結合を有するモノマーおよびそのモノマー１種以上が重合したオリゴマー
が挙げられる。
【００９０】
　また、分散媒には、上述した化合物に加えて、ビニルアルコールの単独もしくは共重合
体；カゼイン、セルロースのように酸反応性・脱水縮合性のＯＨ基、ＣＯＯＨ基、アセタ
ール基等を有する分子量５０００以下の樹脂；同じく分子量５０００以下のポリカーボネ
ート樹脂；ポリアミック酸、ポリアミノ酸もしくはアクリル酸と側鎖に酸重合性二重結合
を有するビニル化合物との共重合体；ビニルアルコールと側鎖に酸重合性二重結合を有す
るビニル化合物との共重合体；およびメチロール化されたメラミン化合物、末端ヒドロキ
シル基を有するポリマー（エステルオリゴマ－）などからなる群から選択される化合物が
、さらに含有されていてもよい。
【００９１】
　特に、次のような特定の組成のインクジェットインクを調製する場合には、溶媒の少な
くとも５０重量部は、常温常圧で２０ｍＰａ・ｓ以下の粘度、摂氏１５０℃以上の沸点を
有する脂環式骨格および／または脂肪族骨格を有する酸重合性化合物であることが好まし
い。具体的には、インク中の光酸発生剤の含有量が、酸の存在下で重合する溶媒１００重
量部に対して１重量部以上１０重量部以下であり、色成分として顔料が用いられる場合で
ある。この場合、脂肪族骨格および／または脂環式骨格の炭素原子の一部は、酸化された
り、酸素に置換されていてもよい。
【００９２】
　すでに説明したように、脂環式骨格および／または脂肪族骨格を有する酸重合性化合物
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の分子骨格に導入されるエポキシ基の数は特に制限されないが、硬化後のインク層に可撓
性や再溶解性を付与するには、２乃至３程度の価数とすることが望ましい。通常、これら
は、粘度が１ｍＰａ・ｓないし３０ｍＰａ・ｓ程度である低粘度の化合物と同等かそれ以
上の粘度を有する化合物の混合体である。ただし、低粘度化合物が過剰に含有されると、
インクジェットの吐出が乱れたり、揮発性が増大するおそれがあるので、その含有量の上
限は９０重量％にとどめることが望まれる。
【００９３】
　一方、安全性の観点からは、脂肪族エポキシ化合物の場合、炭素数が多く、分子量が高
い方が変異原性が低いため望ましく、変異原性の比較的低い脂環式骨格を有するエポキシ
化合物を中心に用いることが望ましい。
【００９４】
　脂環式エポキシ化合物としては、例えば、リモネン（ジ）オキサイド、オキサビシクロ
ヘプタン、αピネンオキサイド、（３，４’－エポキシシクロヘキサン）メチル３，４－
エポキシシクロヘキサンカルボキシレート、４－ビニルシクロヘキセン－１，２エポキサ
イドなどおよびその置換化合物が挙げられる。脂肪族骨格を有するエポキシ化合物として
は、炭素数２以上の脂肪族骨格に、１以上のグリシジルエーテル基を有する化合物などが
挙げられる。例えば、ネオペンチルグリコールジグリシジルエーテル、エチレングリコー
ルジグリシジジルエーテル、グリセロールジ（トリ）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、およびデカングリシジルエーテルなどである。また
、水添ビスフェノールＡや、ノボラック、およびビフェノールのグリシジルエーテル化化
合物なども挙げられる。こうした化合物は一般に粘度が高いため、より低粘度のエポキシ
化合物と併用することが望まれる。
【００９５】
　より具体的には、商品名として、ダイセル化学社製のセロキサイド２０２１、セロキサ
イド２０２１Ａ、セロキサイド２０２１Ｐ、セロキサイド２０８１、セロキサイド２００
０、セロキサイド３０００に例示される脂環式エポキシ、エポキシ基を有する（メタ）ア
クリレート化合物であるサイクロマーＡ２００、サイクロマーＭ１００、ＭＧＭＡのよう
なメチルグリシジル基を有するメタクリレート、低分子エポキシ化合物であるグリシドー
ル、β－メチルエピコロルヒドリン、α－ピネンオキサイド、Ｃ１２～Ｃ１４のα－オレ
フィンモノエポキシド、Ｃ１６～Ｃ１８のα－オレフィンモノエポキシド、ダイマックＳ
－３００Ｋのようなエポキシ化大豆油、ダイマックＬ－５００のようなエポキシ化亜麻仁
油、エポリードＧＴ３０１、およびエポリードＧＴ４０１のような多官能エポキシなどを
挙げることができる。
【００９６】
　さらに、サイラキュア（米国ダウケミカル社製、脂環式エポキシ化合物）や、水素添加
し且つ脂肪族化した低分子フェノール化合物の水酸基末端をエポキシを有する基で置換し
た化合物、エチレングリコールやグリセリン、ネオペンチルアルコールやヘキサンジオー
ル、トリメチロールプロパンなどの多価脂肪族アルコール／脂環アルコールなどのグリシ
ジルエーテル化合物、ヘキサヒドロフタル酸のグリシジルエステル、および水添芳香族の
多価カルボン酸のグリシジルエステルなどを使用することができる。
【００９７】
　また、画像の耐薬品性などを向上させるために、高耐候性および高Ｔｇを有する透明液
状エポキシ樹脂等を添加してもよい。こうした樹脂としては、例えば、ダイセル化学社製
エポリードＰＢ３６００、ＰＢ３６００Ｍなどのエポキシ化ポリブタジエン、ＥＨＰＥ３
１５０、ＥＨＰＥ３１５０ＣＥなどが挙げられる。あるいは、これらに加え、ラクトン変
性脂環エポキシ樹脂を併用しても構わない。例えば、ダイセル社製プラクセルＧＬ６１、
ＧＬ６２、Ｇ１０１、Ｇ１０２、Ｇ１０５、Ｇ４０１、Ｇ４０２、およびＧ４０３Ｘなど
である。
【００９８】
　なかでも、セロキサイド２０００、セロキサイド３０００、α－ピネンオキサイド、エ
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チレングリコールやグリセリン、ネオペンチルアルコールやヘキサンジオールのアルコー
ルをグリシジルエーテルに変性した化合物は、粘度および揮発性の観点から望ましい。特
に、天然物を出発原料としたリモネンジオキサイド（製品名：セロキサイド３０００）や
α－ピネンオキサイド、は、粘度や反応性の観点で望ましいものとなる。
【００９９】
　なお、印刷物に要求される特性は、その用途に応じて異なる。例えば、印刷物を缶やペ
ットボトルの外装や油性材料からなる容器の外装などに使用する場合には、印字画像は溶
剤耐性や高い密着性を有することが要求される。そのような場合には、脂環式エポキシ化
合物および脂肪族エポキシ化合物に加えて、前述のようにフェノール性水酸基を有する化
合物、例えばビスフェノールＡのグリシジルエーテル化合物や、フェノールノボラックや
ポリヒドロキシスチレンをはじめとするフェノール系オリゴマーのグリシジルエーテル化
合物や、スチレンオキサイドのような一般の芳香族エポキシ化合物を適量添加することが
できる。
【０１００】
　さらに、例えば数十ｍ毎分という高速な印字と同時に、溶剤への耐性も要求される場合
には、酸で重合する溶媒として、オキセタン化合物を使用することによりこれを達成する
ことができる。しかしながら、芳香族オキセタン化合物が溶媒の主成分として用いられる
と、インクジェットインクの粘度が著しく上昇してしまう。これを避けるために、脂肪族
または脂環式のオキセタン化合物を添加することが望ましい。かかるオキセタンは、その
脂肪族鎖または脂環構造内の一部にエーテル結合を含有した（ポリ）アルキレンオキシド
やオキソラン構造であっても構わない。粘度適性を考慮すると、芳香族オキセタン化合物
の含有量は、０～４０重量部の範囲であることが好ましい。
【０１０１】
　ただし、印刷物にさらに溶解性の高い溶剤への耐性を要求される場合は、上述した範囲
を越えて、芳香族オキセタン化合物の含有量を増加することができる。その場合には、粘
度の上昇が引き起こされるため、低粘度エポキシ化合物や、アクリル側鎖にオキセタンを
有する化合物、ビニルエーテル化合物のような低粘度化合物を組み合わせて用いることが
望ましい。
【０１０２】
　２価以上の脂肪族または脂環式オキセタン化合物としては、例えば、（ジ［１－エチル
（３－オキセタニル）］メチルエーテル、３－エチル－３－（２－エチルヘキシロキシメ
チル）オキセタン、［（１－エチル－３－オキセタニル）メトキシ］シクロヘキサン、ビ
ス［（１－エチル－３－オキセタニル）メトキシ］シクロヘキサンや、ビス［（１－エチ
ル－３－オキセタニル）メトキシ］ノルボルナンなどの脂環に１以上のオキセタン含有基
が導入された化合物が挙げられる。また、エチレングリコールやプロピレンゴリコール、
ネオペンチルアルコールなどの脂肪族多価アルコールに、３－エチル－３－ヒドロキシメ
チルオキセタンのようなオキセタン含有アルコールを脱水縮合させたエーテル化合物など
も用いることができる。
【０１０３】
　芳香族骨格を含むオキセタン化合物としては、例えば、１，４－ビス（（１－エチル－
３オキセタニル）メトキシ）ベンゼン、１，３－ビス（（１－エチル－３オキセタニル）
メトキシ）ベンゼン、４，４’－ビス（（３－エチル－３オキセタニル）メトキシ）ビフ
ェニル、およびフェノールノボラックオキセタン類が挙げられる。
【０１０４】
　これらの化合物のなかでも、粘度が低いため［１－エチル（３－オキセタニル）］メチ
ルエーテルが好適に用いられる。オキセタン基を側鎖に有するアクリル化合物またはメタ
クリル化合物などを用いた場合も、粘度の上昇を抑えられるのに加えて、オキセタン化合
物と同様の硬化加速効果を得ることができる。
【０１０５】
　硬化速度の向上や印字画像の溶剤耐性に加えて、さらなる粘度の低下と硬化硬度の向上
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が要求される場合には、同様に下記一般式（６）で表わされるビニルエーテル化合物をイ
ンクジェットインク中に配合することが好ましい。かかるビニルエーテル化合物は、単独
または組み合わせて用いることができる。
【化８】

【０１０６】
　上記一般式（６）中、Ｒ13は少なくともひとつはビニルエーテル骨格を有する基であり
、ビニルエーテル基、水酸基から選択される置換基を示す。Ｒ14は脂環式骨格あるいは環
状エーテル化合物、テルペノイド骨格または芳香族骨格から選択されるｐ＋１価の基であ
り、ｐは０を含む正の整数である。
【０１０７】
　一般に、脂肪族グリコール誘導体やシクロヘキサンジメタノールなどのメチレン基に結
合したビニルエーテル化合物は、通常よく知られている。このようなビニルエーテル化合
物の重合反応は、顔料によって顕著に阻害され、かつ、比較的粘度も高いため、これまで
インク成分として配合することが難しかった。前記一般式（６）で表わされるビニルエー
テル化合物においては、脂環式骨格、環状エーテル化合物、テルペノイド骨格あるいは芳
香族骨格に、少なくとも１つのビニルエーテル基が直接結合しており、顔料と同時に含有
されても硬化性能に優れる。
【０１０８】
　かかるビニルエーテル化合物は、前述のエポキシ化合物や、オキセタン化合物と組み合
わせて使用することができる。あるいは、溶媒としての酸重合性化合物の全量を、このビ
ニルエーテル化合物で構成してもよい。
【０１０９】
　前記一般式（６）において（ｐ＋１）価の有機基Ｒ14としては、例えば、ベンゼン環や
ナフタレン環、ビフェニル環を含む（ｐ＋１）価の基、シクロアルカン骨格や、ノルボル
ナン骨格、アダマンタン骨格、トリシクロデンカン骨格、テトラシクロドデカン骨格、テ
ルペノイド骨格、および、コレステロール骨格などの橋かけ脂環化合物から誘導される（
ｐ＋１）価の基などが挙げられる。
【０１１０】
　より具体的には、シクロヘキサン（ポリ）オール、ノルボルナン（ポリ）オール、トリ
シクロデカン（ポリ）オール、アダマンタン（ポリ）オール、ベンゼン（ポリ）オール、
ナフタレン（ポリ）オール、アントラセン（ポリ）オール、ビフェニル（ポリ）オールな
どの脂環ポリオールやフェノール誘導体おける水酸基の水素原子が、ビニル基に置換され
た化合物などが挙げられる。また、ポリビニルフェノールやフェノールノボラックなどの
ポリフェノール化合物における水酸基の水素原子が、ビニル基に置換された化合物などを
用いることもできる。上述したような化合物は、水酸基の一部が残留していても、あるい
は、脂環式骨格の一部のメチレン原子がケトン基やラクトン、酸素原子などに酸化あるい
は置換されていても問題ない。こうした場合には、揮発性が低減するため望ましいものと
なる。
【０１１１】
　特に、シクロヘキシルモノビニルエーテル化合物は揮発性に富むため、シクロヘキシル
モノビニルエーテル化合物が用いられる場合は、シクロヘキサン環は少なくともシクロヘ
キサノン環等に酸化されていることが望ましい。
【０１１２】
　かかる化合物のなかでも、ビニルエーテル構造を含む置換基を有する環状エーテル化合
物がより好ましい。硬化性や安全性の面では、酸素原子を含む５員環骨格を含み、橋かけ
構造やスピロ構造を同時に有する環状エーテル骨格が最も好適である。こうしたビニルエ
ーテル化合物は、相当するアルコール化合物と酢酸ビニルやプロペニルエーテルのような
ビニルエーテル源を出発原料として、例えば、塩化イリジウムのような触媒を用いてアル
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コールをビニルエーテルに置換するような方法（Ｊ．Ａｍ．Ｃｈｅｍ．Ｓｏｃ．Ｖｏｌ１
２４，Ｎｏ８，１５９０－１５９１（２００２））を用いて、好適に合成することができ
る。
【０１１３】
　また、上述した化合物のなかでも、テルペノイド骨格やノルボルナン骨格のような天然
に多く存在する骨格を有するエポキシ化合物、オキセタン化合物、ビニルエーテル化合物
は、コストの面で良好である。
【０１１４】
　本発明の実施形態にかかる分散体を調製するための分散媒としては、一般油性インク溶
剤やカチオン重合性溶剤のほか、ラジカル重合性溶剤を用いることもできる。ラジカル重
合性溶剤は、光ラジカル発生剤を配合して、光硬化型インクジェットインクの溶媒として
適用することもできる。
【０１１５】
　ラジカル重合性溶媒としては、例えば、一般に知られているモノ～ポリオールのアクリ
ルまたはメタクリルエステル化合物などが挙げられる。モノアクリレートとしては安全性
が高いため、テルペノイド骨格をエステル側鎖に有するアクリレートまたはメタクリレー
ト化合物が好適に用いられる。例えば特開平０８－８２９２５号公報に開示されたような
アクリル系化合物が、モノマーとして好適に用いられる。例えば、ミルセン，カレン，オ
シメン，ピネン，リモネン，カンフェン，テルピノレン，トリシクレン，テルピネン，フ
ェンチェン，フェランドレン，シルベストレン，サビネン，ジペンテン、ボルネン、イソ
プレゴール、またはカルボンなどの不飽和結合を有するテルペンの２重結合をエポキシ化
し、アクリル酸またはメタクリル酸を付加させたエステル化合物が挙げられる。あるいは
、シトロネロール，ピノカンフェオール，ゲラニオール，フェンチルアルコール，ネロー
ル，ボルネオール，イソボルネオール、リナロール，メントール，テルピネオール，ツイ
ルアルコール，シトロネラール，ヨノン，イロン，シネロール，シトラール，ピノール，
シクロシトラール，カルボメントン，アスカリドール，サフラナール，ピペリトール、メ
ンテンモノオール、ジヒドロカルボン、カルベオール、スクラレオール，マノール，ヒノ
キオール，フェルギノール，トタロール，スギオール、ファルネソール，パチュリアルコ
ール，ネロリドール，カロトール，カジノール，ランセオール，オイデスモール、または
フィトールなどのテルペン由来アルコールとアクリル酸またはメタクリル酸とのエステル
化合物を用いてもよい。これに加えて、密着性などの改善のためにアルキルアクリレート
、ヒドロキシエチルアクリレート、脂環エポキシを側鎖に有するアクリレートなどの一般
のアクリレートやメタクリレート化合物を例示することができる。
【０１１６】
　また、上述したモノマーの反応性を高めるために、多官能アクリレート類も用いること
ができる。例えば、多価アルコール化合物のポリアクリレート化合物、多価芳香族アルコ
ールのポリアクリレート化合物、多価脂環アルコールのポリアクリレート化合物、および
置換基を有するスチレン系化合物などが挙げられる。かかるモノマーとして、例えばエチ
レングリコール、ポリエチレングリコール、プロピレングリコール、グリセリン、ネオペ
ンチルアルコール、トリメチロールプロパンやペンタエリスト－ル、ビニルアルコール系
オリゴマーなどのジ～ポリアクリレート化合物、ウレタンアクリレート系化合物、フェノ
ールやクレゾール、ナフトール、ビスフェノール、およびそれらのノボラック系縮合化合
物やビニルフェノール系オリゴマーのジ～ポリアクリレート化合物など、およびそれらが
水添された、シクロヘキサン、水添ビスフェノール、デカヒドロナフタレン脂環や、テル
ペン系脂環、ジシクロペンタンやトリシクロデカン系脂環のジ～ポリヒドロキシ化合物の
ジ～ポリアクリレート化合物などが例示される。こうした化合物のアクリレート部位を、
ビニルエーテルを含む基に置換した化合物もまた、好適に用いることができる。
【０１１７】
　２価以上のアクリレートの具体的な化合物としては、以下のものが挙げられる。例えば
、１，４－ブタンジオールジアクリレート、１，６－ヘキサンジオールジアクリレート、
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１，９－ノナンジオールジアクリレート、２－ｎ－ブチル－２－エチル－１，３－プロパ
ンジオールジアクリレート、ジプロピレングリコールジアクリレート、トリプロピレング
リコールジアクリレート、テトラエチレングリコールジアクリレート、トリエチレングリ
コールジアクリレート、３－メチル－１，５－ペンタンジオールジアクリレート、２－メ
チル－１，８－オクタンジオールアクリレートと１，９－ノナンジオールジアクリレート
混合物、ジメチロールトリシクロデカンジアクリレート、ヒドロキシピバリン酸ネオペン
チルグリコールジアクリレート、ポリテトラメチレングリコールジアクリレート、トリメ
チロールプロパントリアクリレート、ペンタエリスリトールトリアクリレート、ペンタエ
リスリトールトリアクリレート、トリメチロールプロパンＥＯ付加物トリアクリレート、
ＥＯ変性トリメチロールプロパントリアクリレート、カプロラクトン変性トリメチロール
プロパントリアクリレート、グリセリンＰＯ付加トリアクリレート、グリセリンプロポキ
シトリアクリレート、トリスアクリロイルオキシエチルフォスフェート、ペンタエリスリ
トールテトラアクリレート、ペンタエリスリトールエトキシテトラアクリレート、ポリエ
チレングリコールジアクリレート、およびウレタンアクリレート類などである。
【０１１８】
　さらに、商品名として大阪有機化学工業（株）のＶ＃１９５、Ｖ＃２３０、Ｖ＃２６０
、Ｖ＃２６５、Ｖ＃３１０ＨＰ、Ｖ＃３３５ＨＰ、Ｖ＃２９５、Ｖ＃３００、Ｖ＃３６０
、Ｖ＃ＧＰＴ、Ｖ＃３ＰＡ、Ｖ＃４００、ダイセルＵＣＢ社のＨＤＯＤＡ、ＤＰＧＤＡ、
ＴＰＧＤＡ、ＰＥＧ３００ＤＡ、ＰＥＧ４００ＤＡ、Ｅｂｅｃｒｙｌ１１、ＩＲＲ２１４
、ＴＭＰＴＡ、ＰＥＴＩＡ、Ｅｂｅｃｒｙｌ１６０、Ｅｂｅｃｒｙｌ２０４７、ＯＴＡ４
８０，Ｅｂｅｃｒｙｌ５３、Ｅｂｅｃｒｙｌ４０、共栄社化学（株）のライトアクリレー
ト１．６ＨＸ－Ａ、ライトアクリレート１．９ＮＤ－Ａ、ライトアクリレートＢＥＰＧ－
Ａ、ライトアクリレート３ＥＧ－Ａ、ライトアクリレート４ＥＧ－Ａ、ライトアクリレー
ト９ＥＧ－Ａ、ライトアクリレート１４ＥＧ－Ａ、ライトアクリレートＮＰ－Ａ、ライト
アクリレートＭＰＤ－Ａ、ライトアクリレートＭＯＤ－Ａ、ライトアクリレートＤＣＰ－
Ａ、ライトアクリレートＨＰＰ－Ａ、ライトアクリレートＰＴＭＧＡ－２５０、ライトア
クリレートＴＭＰ－Ａ、ライトアクリレートＰＥ－３Ａ、ライトアクリレートＴＭＰ－３
ＥＯ－Ａ、ライトアクリレートＴＭＰ－６ＥＯ－Ａ、およびライトアクリレートＰＥ－４
Ａなどが例示される。
【０１１９】
　上述した化合物に加えて、オレフィン構造を置換基に有する化合物をラジカル重合性化
合物として用いることもできる。一般に、オレフィンを構造内に有する脂肪族系化合物は
、重合性に乏しく、５員環などの歪みの高い環構造を有するオレフィン骨格やスチレン骨
格を置換基として有する場合に、特に好適に用いられる。例えば、上述した一連のアルコ
ールとマレイン酸やノルボルネン骨格を有するモノマー化合物や、スチレンやヒドロキシ
スチレンの一部の水素原子がテルペノイド骨格など、他の脂肪族系炭化水素を有する置換
基に変換されたモノマーなどが望ましい。
【０１２０】
　上述したようなラジカル重合性化合物が溶剤として用いられる場合には、インクジェッ
トインク中には、光ラジカル発生剤がさらに含有されることが望ましい。光ラジカル発生
剤としては、例えば、商品名イルガキュアーやダロキュア（長瀬産業）で知られるミヒラ
ーケトンやベンゾフェノンのような光ラジカル重合開始剤を用いることができる。より具
体的には、例えば、ベンゾフェノン、アセトフェノン誘導体、例えばα－ヒドロキシ－も
しくは、α－アミノセトフェノン、４－アロイル－１，３－ジオキソラン、ベンジルケタ
ール、２，２－ジエトキシアセトフェノン、ｐ－ジメチルアミノアセトフェン、ｐ－ジメ
チルアミノプロピオフェノン、ベンゾフェノン、２－クロロベンゾフェノン、ｐｐ’－ジ
クロロベンゾフェン、ｐｐ’－ビスジエチルアミノベンゾフェノン、ミヒラーケトン、ベ
ンジル、ベンゾイン、ベンジルジメチルケタール、テトラメチルチウラムモノサルファイ
ド、チオキサンソン、２－クロロチオキサンソン、２－メチルチオキサンソン、アゾビス
イソブチロニトリル、ベンゾインパーオキサイド、ジ－ｔｅｒｔ－ブチルパーオキサイド
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、１－ヒドロキシシクロヘキシルフェニルケトン、２－ヒドロキシ－２－メチル－１－フ
ェニル－１－オン、１－（４－イソプロピルフェニル）－２－ヒドロキシ－２－メチルプ
ロパン－１－オン、メチルベンゾイルフォーメート、ゾインイソプロピルエーテル、ベン
ゾインメチルエーテル、ベンゾインエチルエーテル、ベンエーテル、ベンゾインイソブチ
ルエーテル、ベンゾインｎ－ブチルエーテル、ベンゾインｎ－プロピルなどのベンゾイン
アルキルエ－テルやエステル、１－ヒドロキシ－シクロヘキシル－フェニル－ケトン、２
－ベンジル－２－ジメチルアミノ－１－（４－モルフォリノフェニル）－ブタノン－１、
１－ヒドロキシ－シクロヘキシル－フェニル－ケトン、２，２－ジメトキシ－１，２－ジ
フェニルエタン－１－オン、ビス（η5－２，４－シクロペンタジエン－１－イル）－ビ
ス（２，６－ジフルオロ－３－（１Ｈ－ピロール－１－イル）－フェニル）チタニウム、
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、２－メ
チル－１［４－（メチルチオ）フェニル］－２－モリフォリノプロパン－１－オン、２－
ヒドロキシ－２－メチル－１－フェニル－プロパン－１－オン（ダロキュア１１７３）、
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、１－［４－（２－ヒドロキシエトキシ）－フェニル］－２－ヒドロキシ－
２－メチル－１－プロパン－１－オンモノアシルホスフィンオキシド、ビスアシルホスフ
ィンオキシドまたはチタノセン、フルオレセン、アントラキノン、チオキサントンまたは
キサントン、ロフィンダイマー、トリハロメチル化合物またはジハロメチル化合物、活性
エステル化合物、および有機ホウ素化合物などが挙げられる。
【０１２１】
　具体的な商品名としては、例えば、チバガイギー社のＩＲＧＡＣＵＲＥ３７９、ＩＲＧ
ＡＣＵＲＥ１２７、ＩＲＧＡＣＵＲＥ３６９、およびＩＲＧＡＣＵＲＥ９０７などが挙げ
られる。これらの化合物に加えて、ジエタノールアミン類などの重合促進添加剤を含有さ
せてもかまわない。
【０１２２】
　本発明の実施形態にかかる分散体は、上述したような溶媒で希釈し、必要に応じてさら
に光酸発生剤や光ラジカル発生剤のような光重合開始剤、添加剤等を添加して、インクジ
ェットインクを調製することができる。
【０１２３】
　光酸発生剤としては、すでに説明したオニウム塩を用いることができる。インクジェッ
トインク中における光酸発生剤の含有量は、使用する光酸発生剤の酸発生効率や顔料の含
有量などに応じて設定することができる。感光性の観点から、光酸発生剤は、インクジェ
ット中の酸で重合する全溶媒に１００重量部に対して、通常、２重量部乃至１０重量部、
好ましくは２重量部乃至８重量部、より好ましくは２重量部乃至６重量部の割合で添加さ
れる。
【０１２４】
　特に、増感剤を同時に配合した場合には、光酸発生剤の添加量を１重量部乃至４重量部
程度に低減することができる。これによって、配管およびヘッド部材といった金属部材の
腐食も低減されるため、より望ましいものとなる。また、光ラジカル発生剤を同時に含む
場合、光ラジカル発生に対する増感作用も同時に付与できる場合が多い。増感色素として
は、例えば、アクリジン化合物、ベンゾフラビン類、ペリレン類、アントラセン類、チオ
キサントン化合物類、およびレーザ色素類などを挙げることができる。なかでも、ジヒド
ロキシアントラセンの水素原子を有機基で置換した化合物やチオキサントン誘導体などは
含有されて効果が高いため望ましいものとなる。増感色素の添加量は、光重合開始剤に対
して、通常２０重量％乃至１００重量％であり、より好ましくは３０重量％乃至６０重量
％である。
【０１２５】
　インクジェットインク中における溶媒１００重量部に対する光重合開始剤の割合が１重
量部未満の場合には、インクジェットインクの感度が低下する。一方、１０重量部を越え
ると、分散の劣化や溶剤の暗重合のためインクの経時間的増粘が激しくなって、塗膜性や
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光硬化後のインク膜の硬度が低下する場合がある。また、記録装置の配管やヘッド部材の
腐食が生じることもある。
【０１２６】
　光酸発生剤として、比較的強力な他の酸を発生する非極性光酸発生剤を同時に配合する
こともできる。このような化合物としては、スルフォニル化合物、スルフォネート化合物
、スルファミド化合物、有機ハロゲン化合物のいずれからか選択される光酸発生剤が望ま
しい。なかでも、強力なフルオロメタンスルフォン酸や、塩酸、臭素酸を発生するような
化合物が、かかる光酸発生剤として望ましい。
【０１２７】
　具体的には、非極性光酸発生剤としては、Ｎ－ヒドロキシナフタルイミドのトリフルオ
ロメタンスルフォン酸イミドのようなスルファミド化合物、ハロゲン化トリアジン化合物
などの有機ハロゲン化化合物などが挙げられる。例えば、溶媒１００重量部に対して、オ
ニウム塩化合物０．３乃至２重量部、非極性光酸発生剤２乃至１０重量部の割合で配合さ
れることが好ましい。
【０１２８】
　本発明の実施形態にかかる分散体を用いたインクジェットインクは、インクジェット記
録に適用することができる。油性インクの場合、記録媒体は主に吸収媒体であり、この吸
収媒体に残り像を形成し、そのまま印刷物として用いられる。また、乾燥性を有する溶媒
を用いた場合には、溶媒は蒸発して記録媒体上にインク層が形成される。
【０１２９】
　感光性インクジェットインクの場合、得られたインク層に光を照射すると、光重合開始
剤からラジカルまたは酸が発生し、これらは重合性化合物の連鎖反応の開始剤や架橋反応
の触媒として機能する。感光性インクジェットインクにおいては、上述した重合性化合物
が溶媒の少なくとも一部として使用され、典型的には、溶媒のほぼ全量が重合性化合物で
構成される。溶媒全体に対する重合性化合物の割合が十分に高ければ、印刷時に有機溶剤
が揮発することは殆どない。したがって、有機溶剤の揮発に起因した雰囲気汚染の問題を
防止することができ、排気設備や溶剤回収機構などが不要となる。
【０１３０】
　また、後者の化学増幅型インクで発生した酸は、インク層内を拡散して触媒として機能
する。酸の拡散および酸を触媒とした架橋反応は、加熱することにより加速することがで
き、この架橋反応はラジカル重合とは異なって、酸素の存在によって阻害されることがな
い。そのため、１つの光子で複数の架橋反応を生じさせることが可能であり、高い感度が
得られる。しかも、インク層の深部や吸収性の記録媒体内部でも、架橋反応は速やかに進
行することから、得られるインク層は、ラジカル重合系の場合と比較して密着性にも格段
に優れる。
【０１３１】
　したがって、このようなインクジェットインクを用いると、被印刷面にインクを吐出し
た後に光照射および若干の加熱を行なうことによって、インク層を速やかに非流動化する
ことができる。すなわち、大規模な露光システムを必要とすることなく、高品質な印刷物
が得られる。なお、得られる非流動性の膜は熱可塑性（熱による再流動性であって、性質
持続時間は短時間であってもかまわない）を示すものであることが望ましい。
【０１３２】
　また、このようなインクジェットインクでは、ラジカル重合を利用するインクジェット
インクとは異なり、皮膚刺激や臭気が大きなラジカル重合性モノマーを使用する必要がな
い。そのため、本実施形態にかかる分散体を用いたインクジェットインクは、取り扱いが
容易である。
【０１３３】
　このように、化学増幅型インクは、有機溶剤を使用する必要がなく、且つインク層を速
やかに非流動化することが可能である。その結果、性質が異なる様々な被印刷面に対して
、滲みなどを殆ど生じることなく容易に画像を定着させることができる。しかも、インク
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層の乾燥に伴なう被印刷面の劣化を生じ難い。さらに、本実施形態に係る分散体を用いた
インクジェットインクは、色成分としての顔料を高濃度で含有することができるので、鮮
明であり且つ耐候性に優れた印刷パターンを形成することができる。
【０１３４】
　本発明の実施形態にかかる分散体を用いたインクジェットインクのうち、化学増幅型イ
ンクは、基本的には加熱を必要とする感光性インクであるため、安全性や臭気の観点から
インクの揮発性は低いことが望まれる。具体的には、露光後、かつ８０℃における揮発速
度が、０．２ｍｇ／ｃｍ2・ｍｉｎ以下であることが望ましい。ここでの揮発量は、例え
ば開口面積１０ｃｍ2の容器を加熱した場合、毎分あたりの揮発量（ｍｇ）を示す。この
値は、容器の開口に依存するが、通常、直径６ｃｍのシャーレに４ｇのインクを収容して
常圧下、加熱した際の値と定義している。この範囲を逸脱した組成のインクは、加熱時の
揮発速度が大きすぎて安全性が損なわれるとともに、臭気の問題が著しいものとなる。一
方、揮発性が著しく乏しい、例えば０．００００１ｍｇ／ｃｍ2・ｍｉｎ以下のインクで
は、通常は粘度が高くなってインクジェット吐出が困難である場合が多い。
【０１３５】
　すでに説明したように、本発明の実施形態にかかる分散体を用いたインクジェットイン
クは、ヘッドの温度において、５乃至２０ｍＰａ・ｓｅｃ、常温において少なくとも５０
ｍＰａ・ｓｅｃ、より好ましくは３０ｍＰａ・ｓｅｃの流動性を有していることが望まれ
る。こうした流動性を確保するため、ｎ種の酸重合性化合物が混合して含有される場合に
は、下記数式（１）式で表わされるηtが３（ｍＰａ・ｓ）以上３０（ｍＰａ・ｓ）以下
であることが好ましく、ヘッドの温度において５（ｍＰａ・ｓ）以上２０（ｍＰａ・ｓ）
以下の範囲内の組成であることがより望ましい。
【数１】

【０１３６】
　χ1，χ2，χ3，・・・，χnは、各成分の重量組成比率であり、η1，η2，η3・・・
，ηnは、各成分単独の常温常圧での粘度である。　
　この範囲を逸脱すると、インクの吐出が著しく困難になるか、吐出の乱れによる像の乱
れが生じやすい。
【０１３７】
　本発明の実施形態にかかる分散体を用いたインクジェットインクは、光を照射すること
により硬化させて、インク層を形成する。硬化後のインク層が十分な熱可塑性や再溶解性
を有している場合には、液体インクを像担持体上に吐出してインク層を形成した後、この
インク層を記録媒体上に転写することができる。すなわち、インクジェットインクを像担
持体上に吐出してインク層を形成し、このインク層に光照射および加熱を行なうことによ
って硬化させる。さらに、このインク層に記録媒体を接触させた状態で圧力、あるいは圧
力と熱とを加えることによって、再流動化または可塑化させて、記録媒体上へ転写するこ
とができる。
【０１３８】
　また、インクジェットインクを記録媒体上に直接吐出した場合には、記録媒体上に形成
したインク層に光照射および加熱を行なうことによって、硬化または予備硬化させる。さ
らに、このインク層に熱を加えることによって本硬化させて記録媒体上に定着させること
も可能である。
【０１３９】
　本発明の実施形態にかかる分散体を用いたインクジェットインクは、インクジェット吐
出の安定性が高いことが望まれるが、一般に、経時的粘度増加が高い傾向にあり、長期間
にわたって性能を維持できない場合がある。こうした場合には、塩基性化合物および塩基
性を発現する化合物の少なくとも一方を、粘度安定化剤としてさらに配合することが望ま
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しい。塩基性化合物は、記録装置のインクジェットヘッド内部や、インク配管の金属部分
の酸からの腐食を著しく低減させる効果も同時に有する。このため、塩基性化合物は、本
発明の実施形態にかかる分散体を用いたインクジェットインク全般に添加することが好ま
しい。
【０１４０】
　塩基性化合物としては、上述したような酸重合性化合物に溶解可能な任意の無機塩基お
よび有機塩基を使用することができるが、溶解性を考慮すると有機塩基がより望ましい。
有機塩基としては、例えば、アンモニアやアンモニウム化合物、置換または非置換アルキ
ルアミン、置換または非置換の芳香族アミン、ピリジン、ピリミジン、およびイミダゾー
ルなどのヘテロ環骨格を有する有機アミンが挙げられる。より具体的には、ｎ－ヘキシル
アミン、ドデシルアミン、アニリン、ジメチルアニリン、ジフェニルアミン、トリフェニ
ルアミン、ジアザビシクロオクタン、ジアザビシクロウンデカン、３－フェニルピリジン
、４－フェニルピリジン、ルチジン、２，６－ジ－ｔ－ブチルピリジン、４－メチルベン
ゼンスルホニルヒドラジド、４，４’－オキシビス（ベンゼンスルホニルヒドラジド）、
および１，３－ベンゼンジスルホニルヒドラジドのようなスルホニルヒドラジドなどが挙
げられる。
【０１４１】
　塩基性化合物としては、アンモニウム化合物を用いることもできる。好ましいアンモニ
ウム化合物としては、第四級アンモニウム塩が挙げられる。例えば、アンモニウム原子の
置換基として、メチル、エチル、プロピル、イソプロピル、ブチル、ドデシル、フェニル
、ベンジルなどであり、対イオンが水酸イオン、-ＯＲであって（Ｒは炭素数１乃至４の
アルキル基）、-ＯＣＯＲ’（Ｒ’はアルキル、アリール、アルキルアリール）、ＯＣＯ
Ｏ- 、ＯＳＯＯ- で表わされるアニオンが好ましく用いられる。特に好ましくは、水酸化
テトラメチルアンモニウム、および水酸化テトラブチルアンモニウム塩などが挙げられる
。これらの塩基性化合物は、単独であるいは２種以上の混合物として用いることができる
。
【０１４２】
　イミダゾールなどの極めて強力な塩基性化合物が配合された場合には、例えば逆に経時
重合を生じたり、あるいは光酸発生剤の分解などの副反応を生じやすくなるおそれがある
。一方、塩基性の低すぎる化合物では、添加による粘度安定化の効果を十分に得ることが
困難になる。例えば、好適な水溶液の状態での温度２５℃における塩基解離定数ｐＫｂが
４以上の塩基性化合物が望ましく、ｐＫｂが１１を越える化合物では殆ど効果がみられな
い。そのような条件を満たす化合物としては、例えば、ピリジン誘導体、アニリン誘導体
、アミノナフタレン誘導体、その他の含窒素ヘテロ環化合物およびその誘導体が好適であ
る。
【０１４３】
　ピリジン誘導体としては、例えば、２－フルオロピリジン、３－フルオロピリジン、２
－クロロピリジン、３－クロロピリジン、３－フェニルピリジン、２－ベンジルピリジン
、２－ホルミルピリジン、２－（２′－ピリジル）ピリジン、３－アセチルピリジン、２
－ブロモピリジン、３－ブロモピリジン、２－ヨードピリジン、３－ヨードピリジン、お
よび２，６－ジ－ｔｅｒｔ－ブチルピリジン等を挙げることができる。
【０１４４】
　アニリン誘導体としては、例えば、アニリン、４－（ｐ－アミノベンゾイル）アニリン
、４－ベンジルアニリン、４－クロロ－Ｎ，Ｎ－ジメチルアニリン、３－５－ジブロモア
ニリン、２，４－ジクロロアニリン、Ｎ，Ｎ－ジメチルアニリン、Ｎ，Ｎ－ジメチル－３
－ニトロアニリン、Ｎ－エチルアニリン、２－フルオロアニリン、３－フルオロアニリン
、４－フルオロアニリン、２－ヨードアニリン、Ｎ－メチルアニリン、４－メチルチオア
ニリン、２－ブロモアニリン、３－ブロモアニリン、４－ブロモアニリン、４－ブロモ－
Ｎ，Ｎ－ジメチルアニリン、２－クロロアニリン、３－クロロアニリン、４－クロロアニ
リン、３－クロロ－Ｎ，Ｎ－ジメチルアニリン、３－ニトロアニリン、４－ニトロアニリ
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ン、２－メトキシアニリン、３－メトキシアニリン、ジフェニルアミン、２－ビフェニル
アミン、ｏ－トルイジン、ｍ－トルイジン、ｐ－トルイジン、３，３′－ジアミノジフェ
ニルスルホン、４，４′－ジアミノジフェニルスルホン、および４，４′－ビス（４－ア
ミノフェノキシ）ジフェニルスルホン等を挙げることができる。
【０１４５】
　アミノナフタレン誘導体としては、例えば、１－アミノ－６－ヒドロキシナフタレン、
１－ナフチルアミン、２－ナフチルアミン、ジエチルアミノナフタレン、および、Ｎ－メ
チル－１－ナフチルアミン等を挙げることができる。
【０１４６】
　その他の窒素ヘテロ環化合物およびその誘導体としては、例えば、シノリン、３－アセ
チルピペリジン、ピラジン、２－メチルピラジン、メチルアミノピラジン、ピリダジン、
２－アミノピリミジン、２－アミノ－４，６－ジメチルピリミジン、２－アミノ－５－ニ
トロピリミジン、２，４，６－トリアミノ－１，３，５－トリアジン、ピロール、ピラゾ
ール、１－メチルピラゾール、１，２，４－トリアゾール、インダゾール、ベンゾトリア
ゾール、キナゾリン、キノリン、３－アミノキノリン、３－ブロモキノリン、８－カルボ
キシキノリン、３－ヒドロキシキノリン、６－メトキシキノリン、５－メチルキノリン、
キノキサリン、チアゾール、２－アミノチアゾール、３，４－ジアザインドール、プリン
、８－アザプリン、インドール、およびインドリジン等を挙げることができる。
【０１４７】
　これらの中でも、塩基性化合物がアニリン誘導体である場合には、粘度安定性、揮発性
、塩基性、さらに低副反応性の点で特に望ましいものとなる。　
　ただし、アニリン化合物は、塩基性が低いために、一般に化合物自体が塩基性を有して
いるオキセタン化合物との組み合わせでは望ましくない。オキセタン化合物としては、よ
り塩基性の高い化合物が望ましく、例えば２５℃でのｐＫｂが７以下３以上の化合物であ
る。より具体的には、脂肪族骨格を有するアミンや脂環骨格を有するアミンのような塩基
性化合物を、好適に用いることができる。
【０１４８】
　また、上述したような塩基性化合物がアニオンと塩を形成し、しかもアニオンの酸性度
が低い場合には、化合物自体が弱い塩基としての作用があるので同様に用いることができ
る。
【０１４９】
　本発明の実施形態にかかる分散体を用いたインクジェットインクは、基本的には露光後
加熱を必要とすることから、上述したような塩基性化合物もまた、その揮発性は極力低い
ことが望ましい。具体的には、塩基性化合物の沸点は常温で１５０℃以上、より好ましく
は１８０℃以上であることが望ましい。
【０１５０】
　塩基性化合物あるいは塩基性を発現する化合物の配合量は、光酸発生剤の総モル量に対
して、３０モル％以下１モル％以上の割合とすることが望ましい。より好ましくは、光酸
発生剤の総モル数に対して１５モル％以下２モル％以上である。こうした化合物の配合量
が多すぎる場合には感度が著しく低下し、少なすぎる場合には粘度の安定化効果を十分に
得られないおそれがある。
【０１５１】
　光または放射線の照射により分解される感光性塩基性化合物を用いた場合には、塩基添
加に伴なう感度の低下を低減することができるため、望ましいものとなる。　
　感光性塩基性化合物としては、スルホニウム化合物あるいはヨードニウム化合物を好適
に用いることができる。スルホニウム化合物としては、例えば、下記一般式（ＳＳ１）、
（ＳＳ２）、（ＳＳ３）、（ＳＳ４）で示される化合物が例示される。
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【化９】

【０１５２】
（式中、Ｒ31、Ｒ32、およびＲ33は、それぞれアルキル基、アリール基、ヘテロアリール
基、あるいはアルキル基、アルキルアリール基、ハロゲン原子、アルコキシ基、フェノキ
シ基、チオフェノール基、フェニルスルホニル基またはフェニルスルフェニル基により置
換されたアリール基であり、Ｙは、ＣＨ2、ＯまたはＳである。Ｒ34、Ｒ35、Ｒ36、およ
びＲ37は、おのおのアルキル基、アルコキシ基、またはハロゲン原子であり、Ｘ1-は、塩
基性陰イオンを表わす。）
　Ｒ31、Ｒ32、およびＲ33としては、好ましくは、メチル基、エチル基、プロピル基、イ
ソプロピル基、ブチル基、フェニル基、ビフェニル基、トリル基、キシリル基、クロロフ
ェニル基、ブロモフェニル基、メトキシフェニル基、エトキシフェニル基、プロピルオキ
シフェニル基、ブチルオキシフェニル基、ｔｅｒｔ－ブチルオキシフェニル基、フェノキ
シフェニル基、チオフェノキシフェニル基、フェノキシフェニル基、チオフェノキシフェ
ニル基、およびフェニルスルホニルフェニル基が挙げられる。
【０１５３】
　Ｒ34、Ｒ35、Ｒ36、およびＲ37としては、好ましくはアルキル基、メトキシ基、エトキ
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シ基、塩素原子または臭素原子が挙げられる。
【０１５４】
　Ｘ1-としては、水酸イオン、-ＯＲ（ＲはＣ1～Ｃ4のアルキル基）、-ＯＣＯＲ’（Ｒ’
はアルキル基、アリール基またはアルキルアリール基）、ＯＣＯＯ- 、ＯＳＯＯ- で表わ
されるアニオンが挙げられる。
【０１５５】
　ヨードニウム化合物としては、下記一般式（ＩＳ１）、（ＩＳ２）、（ＩＳ３）、（Ｉ
Ｓ４）で示される化合物が好ましい。
【化１０】

【０１５６】
　上記一般式中、Ｒ38、Ｒ39は、おのおのアルキル基、アリール基、ヘテロアリール基、
あるいはアルキル基、アリール基、ハロゲン原子、アルコキシ基、フェノキシ基、チオフ
ェノール基、フェニルスルホニル基またはフェニルスルフェニル基によりモノ、ジまたは
トリ置換されたアリール基である。ＹはＣＨ2、ＯまたはＳであり、Ｒ40、Ｒ41、Ｒ42、
Ｒ43は、おのおのアルキル基、アルコキシ基またはハロゲン原子であり、ｎは５または６
であり、Ｘ2-は、塩基性陰イオンである。
【０１５７】
　Ｒ38、Ｒ39としては、好ましくは、メチル基、エチル基、プロピル基、イソプロピル基
、ブチル基、フェニル基、ビフェニル基、トリル基、キシリル基、クロロフェニル基、ブ
ロモフェニル基、メトキシフェニル基、エトキシフェニル基、プロピルオキシフェニル基
、ブチルオキシフェニル基、ｔｅｒｔ－ブチルオキシフェニル基、フェノキシフェニル基
、チオフェノキシフェニル基、フェノキシフェニル基、チオフェノキシフェニル基、およ
びフェニルスルホニルフェニル基が挙げられる。
【０１５８】
　Ｒ40、Ｒ41、Ｒ42、およびＲ43としては、好ましくはアルキル基、メトキシ基、エトキ
シ基、塩素原子または臭素原子が挙げられる。
【０１５９】
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　Ｘ2-としては、好ましくは水酸イオン、-ＯＲはＣ1～Ｃ4アルキル基本、-ＯＣＯＲ’（
Ｒ’はアルキル基、アリール基、アルキルアリール基）、ＯＣＯＯ-、ＯＳＯＯ-で表わさ
れるアニオンが挙げられる。
【０１６０】
　スルホニウム化合物、ヨードニウム化合物として特に好ましいものとしては、例えば、
トリフェニルスルフォニウムアセテート、水酸化トリフェニルスルホニウム、トリフェニ
ルスルホニウムフェノレート、水酸化トリス－（４－メチルフェニル）スルホニウム、ト
リス－（４－メチルフェニル）スルホニウムアセテート、トリス－（４－メチルフェニル
）スルホニウムフェノレート、水酸化ジフェニルヨードニウム、ジフェニルヨードニウム
アセテート、ジフェニルヨードニウムフェノレート、水酸化ビス－（４－ｔ－ブチルフェ
ニル）ヨードニウム、ビス－（４－ｔ－ブチルフェニル）ヨードニウムアセテート、ビス
－（４－ｔ－ブチルフェニル）ヨードニウムフェノレート、チオフェニル置換されたトリ
フェニルスルフォニウムアセテート、およびチオフェニル置換されたトリフェニルスルフ
ォニウムヒドロキサイドなどが挙げられる。
【０１６１】
　上述した塩基性化合物に加えて、他の塩基性化合物を添加することもできる。また、感
度、保存安定性の点で良好な結果を得るには、光酸発生剤および塩基性化合物がいずれも
スルホニウム系化合物やヨードニウム系化合物のように、同種の化合物であることが好ま
しい。
【０１６２】
　あるいは、本来は塩基性でない化合物が、経時的に分解して塩基性化合物が生成される
場合も、徐々に発生される酸を中和することができるため望ましいものとなる。このよう
な化合物としては、熱により塩基を発生する化合物が使用可能であり、例えば、ＮＢＣ－
１０１（商品名：みどり化学株式会社製）、およびα，α－ジメチル－３，５－ジメトキ
シベンジルカルバメートなどのカルバメート化合物などが挙げられる。
【０１６３】
　さらに、本発明の実施形態に係る分散体を用いたインクジェットインクには、表面張力
等を調整するために、少量のノニオン系またはイオン系界面活性剤や帯電剤のような低分
子添加剤を添加することができる。低分子添加剤としてカチオン系添加剤を使用する場合
には、酸性度がカルボン酸より低い化合物を選択することが望ましい。カチオン系添加剤
のなかには、インクの硬化暗反応を促進するものもあるからである。また、強い塩基性を
有する低分子添加剤や色素なども、インクの感度を低下させるのみならず、同様に硬化暗
反応を促進することがある。こうした不都合を避けるため、低分子添加剤は中性に近いも
のやノニオン系が望ましい。
【０１６４】
　被印刷面が強い塩基性である場合、本発明の実施形態にかかる分散体を用いたインクジ
ェットインクは、例えば、前述のラジカル重合性化合物をさらに配合することによって、
その影響を低減することができる。これは、顔料や被印刷面が酸によって影響を受け易い
場合にも、適用できる。ラジカル重合性化合物としては、例えば、アクリルまたはメタク
リル系モノマー、スチレン系モノマー、それらのビニル系の重合性基を複数有する化合物
などを挙げることができる。また、ビニルエーテル系化合物を含有する場合、アクリル系
モノマーと組み合わせるか、さらに単独でもラジカル重合できる。同様に、ダイセル化学
製ＣＥＬ２０００、エポキシシクロヘキシル（メタ）アクリレート、グリシジルメタクリ
レート、ビニルアルコール誘導体とアクリル、メタクリルなどのエステル化合物のように
、カチオン重合性とラジカル重合性との双方の特性を有する化合物をさらに添加した場合
には、ラジカル重合性およびカチオン重合性の利点が得られる。この場合、前述の商品名
イルガキュアで知られるミヒラーケトンやベンゾフェノンのような光ラジカル重合開始剤
、およびビスアジドのような光架橋型ラジカル発生剤を同時に含有させることができる。
こうした手法は、硬化後のインク層により高い耐薬品性を付与させたい場合にも適用する
ことができる。
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【０１６５】
　本実施形態に係る分散体を用いたインクジェットインクは、通常、水または有機溶剤の
ような揮発成分を極力含まないように調製することが望まれる。しかしながら、前述の一
般の有機溶剤のなかから、例えば、メチルエチルケトン、プロピレングリコール系溶媒、
乳酸エチル、キシレン、水などのように原材料の調製時に使用する有機溶剤や湿気などは
、微量であれば不可避的に混入していてもよい。また、例えば、排気機構や溶媒回収機構
を設けた場合には、所望の印刷物を得る目的などで、少量の有機溶媒を含有させてもよい
。この場合、安全性の観点からは、水、アルコール類、アイソパーやテルペンのような成
分を使用することが望ましい。
【０１６６】
　本実施形態に係る分散体を用いたインクジェットインクのうち、像形成能力を化学増幅
機構に依存しているものは、露光によって光酸発生剤から酸が発生し、この酸が加熱によ
って拡散して架橋反応もしくは分解反応の触媒として機能する。このため、このインクジ
ェットインクでは、著しい塩基性イオンの存在は感度低下の要因となる。したがって、液
体インクの調製過程はもちろん、構成成分のそれぞれの製造過程でも大量の塩基性イオン
が混入しないよう留意することが望ましい。
【０１６７】
　次に、図面を参照して、上述したようなインクジェットインクが用いられる記録装置の
うち、化学増幅型インクに使用できる加熱機構のついた印字方法および記録方法を説明す
る。
【０１６８】
　図１は、上述したようなインクジェットインクを用いて記録を行なうための典型的な記
録装置の概略的に示す図である。図示するインクジェット記録装置１は、記録媒体２を搬
送する搬送機構３を備えている。搬送機構３の移動方向に沿って上流側から下流側には、
インクジェット式の記録ヘッド４、光源５、および加熱機構６としてのヒーターが順次配
置されている。
【０１６９】
　記録媒体（あるいは、被印刷物）２は、印刷可能な媒体であれば特に限定されるもので
はない。記録媒体２としては、例えば、紙、ＯＨＰシート、樹脂フィルム、不織布、多孔
質膜、プラスチック板、回路基板、および金属基板などを使用することができる。
【０１７０】
　搬送機構３は、例えば、記録媒体２が記録ヘッド４、光源５、およびヒーター６の正面
を順次通過するように媒体２を搬送する。ここでは、搬送機構３は、記録媒体２を、図中
、右側から左側へ向けて搬送する。搬送機構３は、例えば、記録媒体２を移動させるベル
トおよび／またはローラと、それを駆動する駆動機構とによって構成することができる。
また、搬送機構３には、記録媒体２の移動を補助するガイド部材などをさらに設けてもよ
い。
【０１７１】
　記録ヘッド４は、画像信号に対応して記録媒体２上にインクジェットインクを吐出して
、インク層を形成する。記録ヘッド４としては、例えば、キャリッジに搭載されたシリア
ル走査型ヘッドや、記録媒体２の幅以上の幅を有するライン走査型ヘッドを使用すること
ができる。高速印刷の観点では、通常、後者のほうが前者に比べて有利である。記録ヘッ
ド４からインクジェットインクを吐出する方法には、特に制限はない。例えば、発熱体の
熱により発生する蒸気の圧力を利用してインク滴を飛翔させることができる。あるいは、
圧電素子によって発生する機械的な圧力パルスを利用して、インク滴を飛翔させてもよい
。
【０１７２】
　光源５は、記録媒体２上のインク層に光を照射して、インク層中に酸を発生させる。光
源５としては、例えば、低、中、高圧水銀ランプのような水銀ランプ、タングステンラン
プ、アーク灯、エキシマランプ、エキシマレーザ、半導体レーザ、ＹＡＧレーザ、レーザ
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と非線形光学結晶とを組み合わせたレーザシステム、高周波誘起紫外線発生装置、電子線
照射装置、Ｘ線照射装置などを使用することができる。これらのなかでも、システムを簡
便化できることから、高周波誘起紫外線発生装置、高・低圧水銀ランプや半導体レーザな
どを使用することが望ましい。光源５には、必要に応じて集光用ミラーや走引光学系を設
けてもよい。
【０１７３】
　加熱機構６としてのヒーターは、記録媒体２上のインク層を加熱して、酸を触媒とした
架橋反応を促進する。具体的には、ヒーターとしては、例えば、赤外ランプ、発熱体を内
蔵したローラ（熱ローラ）、温風または熱風を吹き出すブロワなどを使用することができ
る。
【０１７４】
　こうした装置１を用いて、例えば以下のような方法により記録媒体に印刷を行なうこと
ができる。　
　まず、搬送機構３により記録媒体２を、図中、右側から左側へ向けて搬送する。記録媒
体２の搬送速度は、例えば、０．１ｍ／ｍｉｎ乃至数１００ｍ／ｍｉｎの範囲内とするこ
とができる。
【０１７５】
　記録媒体２が記録ヘッド４の正面まで搬送されると、記録ヘッド４は画像信号に対応し
て、上述のインクジェットインクを吐出する。これにより、記録媒体２上に所定のインク
層（図示せず）が形成される。
【０１７６】
　インク層を有する記録媒体２は、光源５の正面へ搬送される。記録媒体２が光源５の正
面を通過する際、光源５は記録媒体２上に形成されたインク層に向けて光を照射して、イ
ンク層中に酸を発生させる。なお、インク層表面の位置における照射光強度は、使用する
光源の波長などに応じて異なるが、通常、数ｍＷ／ｃｍ2乃至１ＫＷ／ｃｍ2の範囲内とす
ることができる。インク層への露光量は、インクジェットインクの感度や被印刷面の移動
速度（記録媒体２の搬送速度）などに応じて、適宜設定することができる。
【０１７７】
　続いて、記録媒体２は、ヒーター６内あるいはその近傍へ搬送される。記録媒体２がヒ
ーター６内あるいはその近傍を通過する際、ヒーター６は記録媒体２上に形成されたイン
ク層を加熱して、インク層中での架橋反応を促進する。なお、図１に示す装置１において
は、通常、ヒーター６による加熱時間は数秒乃至数１０秒程度と比較的短い。したがって
、ヒーター６によりインク層の硬化をほぼ完全に進行させる場合は、最高到達温度が例え
ば２００℃程度以下、望ましくは６０℃乃至２００℃あるいは８０℃乃至１８０℃程度の
比較的高い温度となるように加熱を行なう。
【０１７８】
　その後、記録媒体２は図示しないストッカー（あるいは容器）内へと搬送される。こう
して、印刷が完了する。　
　インク層を加熱するための加熱機構は、図１に示したように光源の下流に配置されたヒ
ーター６に限定されるものではない。例えば、インク層への露光の際、被印刷面を損なわ
ない程度に光源５を記録媒体２に近づけることによって、光源５を熱源としても利用する
ことができる。コールドミラーのような除熱機構を光源に設けないことによって、同様に
光源を熱源として利用してもよい。数百ワットの高出力バルブの場合には、冷却機構を同
時に有しているので、その排熱機構の一部を変更して、意図的にその熱を紙面に還元する
機構を設ければよい。これによって、光源から発生する熱によって、インク層を加熱する
ことができる。
【０１７９】
　例えば、光源を冷却した気流を紙面や搬送／保持機構内に再導入して、加熱に用いる機
構を有する百ｗ以上の出力の光源が該当する。光源の熱の還元による記録媒体の到達温度
は、上述したヒーターによる加熱と同程度の効果が得られる温度とすればよい。好ましい
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温度は、加熱時間に依存するが、通常少なくとも６０℃以上、より好ましくは８０℃から
１００℃である。また、露光速度が数ｍ／秒と高速な場合には、瞬間的に加熱されるため
に１８０℃程度の高温としてもよい。
【０１８０】
　光源５として、例えば可視光に加えて赤外光を発生し得るものを使用した場合には、光
照射と同時に加熱を行なうことができる。この場合には、硬化を促進させることができる
ので好ましい。
【０１８１】
　インク層に光を照射すると、光源５から発生する熱によってインク層が加熱されるため
、加熱機構は、ヒーター６のように必ずしも独立した部材として設ける必要はない。しか
しながら、光源５からの熱のみで常温で放置してインク層を完全に硬化させるには長時間
を要する。したがって、常温放置は、完全硬化までに充分に長い時間を確保できる用途に
適用することが望まれる。例えば、翌日に配布される新聞公告のような印刷物は、硬化ま
でに要する時間を一昼夜程度と長く確保することができるので、常温放置でも完全硬化さ
せることができる。
【０１８２】
　このような記録方法とインクにより形成された画像は、印字品質のみならず、硬化性能
も高く、硬度、密着性、耐光性、および安全性の全てにおいて優れたものとなり得る。硬
化後の印字は、有害物の輻射がほとんどないことに加えて、露光中の重量減においても、
１０％以内に抑えられる。このため、印刷雰囲気の飛散物も極力低減されて、望ましいも
のとなる。
【０１８３】
　先に説明したように、上述したようなインクジェットインクで使用される顔料は、発色
・着色性に加えて、磁性、蛍光性、導電性、誘電性、および電磁波発熱性等のような他の
性質をさらに示すものであってもよい。そのような顔料を含有したインクジェットインク
を使用した場合、様々な機能を印刷物に付与することが可能である。以下、その例を幾つ
か示す。
【０１８４】
　最初に、磁性を有する顔料を含有するインクジェットインクについて説明する。　
　まず、顔料として磁性を有する粉体を含有したインクジェットインクを調製する。この
インクジェットインクは、基本的には、すでに説明したものと同様の方法により調製する
ことができる。すなわち、顔料を磁性粉に変更する以外は同様の方法により分散体を作製
し、これを希釈してインクジェットインクが得られる。磁性粉としては、例えば、鉄、コ
バルト、ニッケル、およびそれらの合金や酸化物などを用いることができる。
【０１８５】
　次に、このインクジェットインクを記録媒体上に吐出してバーコードパターンのような
パターンを描く。インク吐出後、速やかにインク層に紫外線のような光を照射する。この
際の照射量は、インクジェットインクにおける顔料の含有量やその感光性などに応じて設
定することができ、通常は数百ｍＪ乃至千数百ｍＪ程度である。光照射直後の状態でもイ
ンク層の粘着性や流動性は失われるが、ストッカー内で常温乃至６０℃に維持することに
よって、インク層を完全に硬化させることができる。このようにして硬化したインク層は
磁性を有しているため、磁気ヘッドなどの磁性検出機構により、画像情報以外の二次情報
を読み取ることが可能となる。
【０１８６】
　次に、導電性顔料を含有したインクジェットインクについて説明する。　
　まず、顔料として導電性を有する粉体を含有したインクジェットインクを調製する。こ
のインクジェットインクを調製するには、導電性顔料を含有する分散体を作製する。導電
性顔料としては、例えば、銀、金、銅、アルミニウム、炭素、ニッケル、鉄、コバルト、
鉛、錫、アンチモン、それらの任意の組み合わせの合金粉末、およびそれらと有機物との
複合体などが挙げられる。すなわち、こうした導電性顔料を用いる以外は、前述と同様の
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方法により、導電性顔料を含むインクジェットインクを作製することができる。最終的に
得られるインク層中の樹脂含有量を低減して導電性を高める目的で、インクジェットイン
ク中の重合性化合物の含有量を低減するとともに、インクジェットインクに有機溶剤を添
加してもよい。
【０１８７】
　得られたインクジェットインクを絶縁基板のような記録媒体上に吐出して、線パターン
のようなパターンを描く。インク吐出後、速やかにインク層に紫外線のような光を照射す
る。この際の照射量は、インクジェットインク中における顔料の含有量やその感光性など
に応じて設定することができ、通常は数百ｍＪ乃至千数百ｍＪ程度である。光照射直後の
状態でもインク層の粘着性や流動性は失われるが、ストッカー内で常温乃至６０℃に維持
することにより、インク層を完全に硬化させることができる。また、インク層に熱および
圧力を加えると、導電性はよりいっそう高められる。さらに、導電性顔料として比較的低
融点の合金粉末を使用した場合には、その流動温度までインク層を加熱して導電パターン
を得ることもできる。こうして得られる印刷パターンは導電性を有しているため、回路パ
ターンや抵抗パターンとして使用することが可能である。
【０１８８】
　さらに、バリウム鉛、ビスマス、イリジウム、ルテニウム、タンタル、白金、チタン、
ストロンチウム、クロムなどの合金やその酸化物、セラミック粉末のような誘電体粉末を
顔料として含有したインクジェットインクを使用した場合には、キャパシタやインダクタ
の誘電体層を形成することも可能である。この場合、パターン形成後に焼成することによ
って、その特性を向上させることができる場合がある。また、酸化チタン粉末のように光
触媒機能や殺菌能力を有する顔料を含有したインクジェットインクを使用した場合、その
ような機能を有する印刷パターンを形成することも可能である。電磁波発熱性粉体として
は、例えば電磁波発熱性セラミックスやシリコン樹脂が例示される。これらは、電磁波を
照射して、印字部分を選択的に加熱するなどの用途に用いることができる。かかる粉体は
、上述したようなインクジェットインク全般の電磁波加熱性を向上することに用いること
が可能である。
【０１８９】
　さらに、こうしたインクを用いて、重ね印刷や比較的厚みのある印刷パターンを形成す
ることも可能となる。すなわち、記録媒体の所定の領域内でインクジェットインクの吐出
と、それにより得られるインク層の硬化とを複数回繰り返すことによって、印刷の部分訂
正や触覚的な画像認識が可能な浮き上がり部分を有する画像、例えば点字のようなハンデ
キャップ者向けの印刷パターン、等高線に対応して厚さを変化させた地形図のような印刷
パターン、さらには数１０μｍ以上の厚さを有するデバイスの一部などを形成することも
可能である。
【実施例】
【０１９０】
　以下、具体例を示して本発明の実施形態を詳細に説明する。　
　青色系顔料、ブラック系顔料、およびイエロー系顔料を用いて、種々の顔料分散体を製
造した。
【０１９１】
　青色系顔料分散体は、顔料としてＰｉｇｍｅｎｔ Ｂｌｕｅ　１５：３を用いて、以下
に説明する３種類の手法により製造した。
【０１９２】
　（Ｃ－１）
　Ｐｉｇｍｅｎｔ Ｂｌｕｅ　１５：３　１００ｇ、バナジウムアセチルアセトナート［
Ｖ（ａｃａｃ）３］０．１モルの混合液を、クロロホルム中、超音波分散ヘッド（日本精
機製）で処理しつつ６０℃で４時間攪拌した。この際の雰囲気は、二酸化硫黄（ＳＯ2）
（０．５ａｔｍ＝５０．５ｋＰａ）および酸素（０．５ａｔｍ＝５０．５ｋＰａ）とし、
ヘッドの条件は、２４ＫＨｚ、３００Ｗとした。反応液を水洗した後、クロロホルムを分
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別した。
【０１９３】
　減圧下でクロロホルムを除去して表面修飾シアン顔料を得、これを減圧乾燥した。元素
分析により同定したスルホン酸修飾率は、ＥＤＸ元素分析法により１．８％と推測された
。また、ＩＲ吸収の３２００ｃｍ-1付近にブロードな吸収が現われ、同時に表面に水酸基
が発生していることが確認された。
【０１９４】
　上述の方法を、他の数種類の市販のフタロシアニン系顔料にも適用したところ、同様に
スルホン酸基で修飾されたフタロシアニンが得られた。
【０１９５】
　得られた表面修飾フタロシアニン６０ｇを１５００ｇの純水中に加え、３０分撹拌して
スラリーを得た。一方、第１の樹脂分散剤としてのエポキシ樹脂（ダイセル化学社製エポ
リード）をトルエンに溶解して、トルエン溶液を調製した。このトルエン溶液６０ｇを、
前述のスラリーに少量ずつ添加して、攪拌した。水に分散していたフタロシアニンは、ト
ルエン側に徐々に移行したので、これを分別して、スプレードライ乾燥した。その後、オ
ゾン処理により表面に再凝集防止処理を施し、これをカプセル化シアン顔料とした。この
顔料をＴＥＭ（透過型電子顕微鏡）により観測したところ、顔料の表面にエポキシ樹脂に
よるカプセル状の膜が形成されていることが確認された。
【０１９６】
　次に、使用するエポキシ樹脂の量を変化させて、第１の樹脂分散剤の含有量を調整した
。さらに０．１ミリのジルコニアビーズとビーズミル（シンマルエンタープライゼス社）
を用いて、周測８ｍ／ｓｅｃ、予備分散媒としてのメチルエチルケトン（ＭＥＫ）に再分
散させて、分散体前駆体を得た。
【０１９７】
　それぞれの分散体前駆体に対し、本分散媒としての溶剤を等量添加した。これを１時間
攪拌した後、５０℃５０ｍｍＨｇで攪拌しつつ１時間加熱し、さらに５ｍｍＨｇで３時間
加熱してＭＥＫを除去した。同様にして、下記表１に示すような種々の顔料分散体を製造
した。本分散媒としては、Ｃ３０００：セロキサイド３０００（リモネンジオキサイド：
ダイセル化学）、ＳＲ－ＮＰＧ（ネオペンチルグリコールジグリシジルエーテル：阪本薬
品工業）、ＤＶＥ－３（トリエチレングリコールジビニルエーテル、ＩＳＰジャパン）、
ＯＸＴ－２２１（［１－エチル（３－オキセタニル）］メチルエーテル：東亞合成（株）
、乳酸エチル、ＯＮＢ－ＤＶＥ（２個のビニルエーテル含有基を有するオキサノルボルナ
ン化合物：ダイセル化学工業（株）より入手）、ＩＢＡ（イソボルニルアクリレート、ア
ルドリッチ）のいずれかを用いた。　
　なお、溶剤を変換せずメチルエチルケトンをそのまま用いたものもある。
【０１９８】
　（Ｃ－２）
　Ｐｉｇｍｅｎｔ Ｂｌｕｅ　１５：３と、第１の樹脂分散剤としての末端アミノ基を有
するポリエステル樹脂（アビシア社：ソルスパース３２０００）、ポリエステル樹脂に対
して１／１０量のシナジスト（アビシア社、ソルスパース５０００）とを、予備分散媒と
してのＭＥＫに添加した。得られた混合物に、ホモジェナイザーで予備分散処理を施した
。その後、０．１ミリのジルコニアビーズとビーズミル（シンマルエンタープライゼス社
）で周測８ｍ／ｓｅｃ、２時間循環処理して、表面被覆顔料のＭＥＫ溶液（分散体前駆体
）を得た。顔料に対する第１の樹脂分散剤の比率を変更する以外は同様にして、種々のＭ
ＥＫ溶液を調製した。
【０１９９】
　この分散体前駆体を乾燥し、ＴＥＭ（透過型電子顕微鏡）を用いて観測したところ、顔
料の表面にポリエステル樹脂からなる膜が形成されていることが確認された。一部のポリ
エステル樹脂が、顔料表面に吸着せず残留していることがわかったが、正確な樹脂被覆量
は、次のように同定した。すなわち、遠心分離－デカンテーション、超音波（２４ＫＨｚ
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　３００Ｗ）による再分散を繰り返した。その結果、余剰樹脂が洗い落とされた顔料分散
体が作製された。この分散体中の顔料を熱分析（ＴＧ）することにより正確な樹脂被覆量
を同定して、下記表１中に記した。
【０２００】
　それぞれの分散体前駆体に対し、本分散媒としての溶剤を等量添加した。これを１時間
攪拌した後、５０℃５０ｍｍＨｇで攪拌しつつ１時間加熱し、さらに５ｍｍＨｇで３時間
加熱してＭＥＫを除去した。このようにして、下記表１に示すような種々の顔料分散体を
製造した。
【０２０１】
　（Ｃ－３）
　Ｐｅｒｍａｊｅｔ　Ｂｌｕｅ　Ｂ２Ｇ（クラリアント社）をＭＥＫに添加し、ホモジェ
ナイザーで予備分散処理を施した。その後、０．１ミリのジルコニアビーズとビーズミル
で周測８ｍ／ｓｅｃ、２時間循環処理して、表面被覆顔料のＭＥＫ溶液（分散体前駆体）
を得た。
【０２０２】
　この分散体前駆体を乾燥し、ＴＥＭ（透過型電子顕微鏡）を用いて観測したところ、顔
料の表面に塩化ビニル／酢酸ビニル共重合体からなる膜が形成されていることが確認され
た。一部の樹脂（共重合体）は、顔料表面から脱離していることがわかったが、正確な樹
脂被覆量は、次のように同定した。すなわち、遠心分離－デカンテーション、超音波（２
４ＫＨｚ　３００Ｗ）による再分散を繰り返した。その結果、余剰樹脂が洗い落とされた
顔料分散体が作製された。この分散体中の顔料を熱分析法（ＴＧ）することにより正確な
樹脂被覆量を同定して、下記表１中に記した。
【０２０３】
　それぞれの分散体前駆体に対し、本分散媒としての溶剤を等量添加した。これを１時間
攪拌した後、５０℃５０ｍｍＨｇで攪拌しつつ１時間加熱し、さらに５ｍｍＨｇで３時間
加熱してＭＥＫを除去した。このようにして、下記表１に示すような種々の顔料分散体を
製造した。
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【表１】

【０２０４】
　ブラック系顔料分散体は、顔料としてＳｐｅｃｉａｌ　Ｂｌａｃｋ　２５０（デグッサ
社：カーボンブラック）を用いて、以下の手法により製造した。　
　Ｓｐｅｃｉａｌ　Ｂｌａｃｋ　２５０（デグッサ社：カーボンブラック）と、第１の樹
脂分散剤としての末端アミノ基を有するポリエステル樹脂（アビシア社：ソルスパース３
２０００）と、このポリエステル樹脂に対して１／１０量のシナジスト（アビシア社、ソ
ルスパース５０００）とを、顔料に対してさまざまな分散剤樹脂比率で予備分散媒として
のＭＥＫに添加し、ホモジェナイザーで予備分散処理を施した。その後、０．１ミリのジ
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ルコニアビーズおよびビーズミル（シンマルエンタープライゼス社）を用い、周測８ｍ／
ｓｅｃで２時間循環処理して、表面被覆顔料のＭＥＫ溶液（分散体前駆体）を得た。顔料
に対する第１の樹脂分散剤の比率を変更する以外は同様にして、種々のＭＥＫ溶液を調製
した。
【０２０５】
　この分散体前駆体を乾燥し、ＴＥＭ（透過型電子顕微鏡）を用いて観測したところ、顔
料の表面にポリエステル樹脂からなる膜が形成されていることが確認された。一部のポリ
エステル樹脂が、顔料表面に吸着せず残留していることがわかったが、正確な樹脂被覆量
は、次のように同定した。すなわち、遠心分離－デカンテーション、超音波（２４ＫＨｚ
　３００Ｗ）による再分散を繰り返した。その結果、余剰樹脂が洗い落とされた顔料分散
体が作製された。この分散体中の顔料を熱分析（ＴＧ）することにより正確な樹脂被覆量
を同定して、下記表２中に記した。
【０２０６】
　それぞれの分散体前駆体に対し、本分散媒としての溶剤を等量添加した。これを１時間
攪拌した後、５０℃５０ｍｍＨｇで攪拌しつつ１時間加熱し、さらに５ｍｍＨｇで３時間
加熱してＭＥＫを除去した。このようにして、下記表２に示すような種々の顔料分散体を
製造した。本分散媒としては、Ｃ３０００：セロキサイド３０００（リモネンジオキサイ
ド：ダイセル化学）、ＳＲ－ＮＰＧ（ネオペンチルグリコールジグリシジルエーテル：阪
本薬品工業）、ＯＸＴ－２２１（［１－エチル（３－オキセタニル）］メチルエーテル：
東亞合成（株））、乳酸エチル、ＤＶＥ－３（トリエチレングリコールジビニルエーテル
、ＩＳＰジャパン社）、ＯＮＢ－ＤＶＥ（２個のビニルエーテル含有基を有するオキサノ
ルボルナン化合物：ダイセル化学工業（株）より入手）、ＩＳＢ－ＤＶＥ（イソソルビト
ールのジビニルエーテル：ダイセル化学工業（株）より入手）、ＩＢＡ（イソボルニルア
クリレート、アルドリッチ）のいずれかを用いた。
【０２０７】
　なお、溶剤を変換せずメチルエチルケトンをそのまま用いたものもある。
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【表２】

【０２０８】
　黄色系顔料分散体は、Ｐｉｇｍｅｎｔ　Ｙｅｌｌｏｗ　１５０（クラリアント製）、Ｐ
ｉｇｍｅｎｔ　Ｙｅｌｌｏｗ　１３９（クラリアント製：Ｇｒａｐｈｔｏｌ　Ｙｅｌｌｏ
ｗ　Ｈ２Ｒ）、およびＰｉｇｍｅｎｔ　Ｙｅｌｌｏｗ　１８０（クラリアント製：Ｔｏｎ
ｅｒ　Ｙｅｌｌｏｗ　ＨＧ）のいずれかを用いて、以下に説明する２種類の手法により製
造した。
【０２０９】
　（Ｙ－１）
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　まず、Ｐｉｇｍｅｎｔ　Ｙｅｌｌｏｗ　１５０（クラリアント製）、Ｐｉｇｍｅｎｔ　
Ｙｅｌｌｏｗ　１３９（クラリアント製：Ｇｒａｐｈｔｏｌ　Ｙｅｌｌｏｗ　Ｈ２Ｒ）、
およびＰｉｇｍｅｎｔ　Ｙｅｌｌｏｗ　１８０（クラリアント製：Ｔｏｎｅｒ　Ｙｅｌｌ
ｏｗ　ＨＧ）を用意した。次に、第１の樹脂分散剤としての末端アミノ基を有するポリエ
ステル樹脂（アビシア社：ソルスパース３２０００）と、このポリエステル樹脂に対して
１／１０量のシナジスト（アビシア社、ソルスパース２２０００）とを、予備分散媒とし
てのＭＥＫに添加し、ホモジェナイザーで予備分散処理を施した。その後、０．１ミリの
ジルコニアビーズおよびビーズミル（シンマルエンタープライゼス社）を用い、周測８ｍ
／ｓｅｃで２時間循環処理して、表面被覆顔料のＭＥＫ溶液（分散体前駆体）を得た。顔
料に対する第１の樹脂分散剤の比率を変更する以外は同様の手法により、種々のＭＥＫ溶
液を調製した。
【０２１０】
　この分散体前駆体を乾燥し、ＴＥＭ（透過型電子顕微鏡）を用いて観測したところ、顔
料の表面にポリエステル樹脂からなる膜が形成されていることが確認された。一部のポリ
エステル樹脂が、顔料表面に吸着せず残留していることがわかったが、正確な樹脂被覆量
は、次のように同定した。すなわち、遠心分離－デカンテーション、超音波（２４ＫＨｚ
　３００Ｗ）による再分散を繰り返した。その結果、余剰樹脂が洗い落とされた顔料分散
体が作製された。この分散体中の顔料を熱分析（ＴＧ）することにより正確な樹脂被覆量
を同定し、下記表中に記した。
【０２１１】
　それぞれの分散体前駆体に対し、本分散媒としての溶剤を等量添加した。これを１時間
攪拌した後、５０℃５０ｍｍＨｇで攪拌しつつ１時間加熱し、さらに５ｍｍＨｇで３時間
加熱してＭＥＫを除去した。このようにして、下記表に示すような種々の顔料分散体を製
造した。本分散媒としては、Ｃ３０００：セロキサイド３０００（リモネンジオキサイド
：ダイセル化学）、ＳＲ－ＮＰＧ（ネオペンチルグリコールジグリシジルエーテル：阪本
薬品工業）、ＯＸＴ－２２１（［１－エチル（３－オキセタニル）］メチルエーテル：東
亞合成（株））、乳酸エチル、ＤＶＥ－３（トリエチレングリコールジビニルエーテル、
ＩＳＰジャパン社）、ＯＮＢ－ＤＶＥ（２個のビニルエーテル含有基を有するオキサノル
ボルナン化合物：ダイセル化学工業（株）より入手）、ＩＢＡ（イソボルニルアクリレー
ト、アルドリッチ）のいずれかを用いた。　
　なお、溶剤を変換せずメチルエチルケトンをそのまま用いたものもある。
【０２１２】
　（Ｙ－２）
　Ｐｅｒｍａｊｅｔ　Ｙｅｌｌｏｗ　ＨＧ（クラリアント製）をＭＥＫに添加し、ホモジ
ェナイザーで予備分散処理を施した。その後、０．１ミリのジルコニアビーズおよびビー
ズミルを用い、周測８ｍ／ｓｅｃで２時間循環処理して、表面被覆顔料のＭＥＫ溶液（分
散体前駆体）を得た。
【０２１３】
　この分散体前駆体を乾燥しＴＥＭ（透過型電子顕微鏡）を用いて観測したところ、顔料
の表面には、塩化ビニル／酢酸ビニル共重合体からなる膜が形成されていることが確認さ
れた。このとき、一部の樹脂は顔料表面から脱離していることが観測されたため、遠心分
離－デカンテーション、超音波（２４ＫＨｚ　３００Ｗ）による再分散を繰り返した。そ
の結果、余剰樹脂が洗い落とされ、３種類の樹脂被覆量の分散前駆体が得られた。この分
散前駆体について、熱分析法（ＴＧ）によって求めたそれぞれの樹脂の被覆量も、下記表
中に記した。
【０２１４】
　それぞれの分散体前駆体に対し、本分散媒としての溶剤を等量添加した。これを１時間
攪拌した後、５０℃５０ｍｍＨｇで攪拌しつつ１時間加熱し、さらに５ｍｍＨｇで３時間
加熱してＭＥＫを除去した。このようにして、下記表に示すような種々の黄色系顔料分散
体を製造した。
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【表３】

【０２１５】
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【表４】

【０２１６】
　上述したように調製された顔料分散体に対して、第２の樹脂分散剤としてＤＡあるいは
ＤＢを添加した。分散剤ＤＡは、アミン価が４５である芳香族ポリエステルをアミン末端
に結合させたポリアリルアミン化合物であり、分散剤ＤＢは、アミン価が３８である脂肪
族ポリエステルをアミン末端に結合させたポリアリルアミン化合物である。さらに、分散
媒に対して２．５重量％の割合でイオン性化合物を添加した。分散体中のイオン性化合物
の濃度が１重量％未満の場合には、その効果が小さかったが、１乃至１０重量％の範囲で
良好な安定を示している。このため、本実施例では２．５乃至３．５重量％の濃度でイオ
ン性化合物を配合した。ここで用いたイオン性化合物は、下記に示す化合物（Ｃ１）乃至
（Ｃ４）、または（Ｃ５）（テトラブチルアンモニウムヘキサフルオロホスフェート）で
ある。
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【化１０】

【０２１７】
　その後、分散ヘッド（日本精機製：２４ＫＨｚ、６００Ｗ）で、冷却しながら４０℃以
下の温度で１時間再分散し、再分散／分散安定化を行なった。　
　ＴＥＭの結果、添加した第２の樹脂分散剤は、９０％以上の割合で第１の樹脂分散剤と
ともに顔料に吸着していることが観測された。正確な樹脂被覆量は、次のように同定した
。まず、遠心分離－デカンテーション、超音波（２４ＫＨｚ　３００Ｗ）による再分散を
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繰り返すことによって、余剰樹脂の洗い落とされた顔料分散体を作製した。この分散体の
顔料を熱分析（ＴＧ）することにより正確な樹脂被覆量を同定して、下記表５乃至８中に
記した。それぞれの顔料について、第２の樹脂分散剤を配合せずに比較例（Ｒｆ）の分散
体を調製した。表５および表６には、青色系顔料分散体およびブラック系顔料分散体をそ
れぞれ示し、表７および８には、黄色系顔料分散体を示した。
【表５】

【０２１８】
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【表６】

【０２１９】
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【表７】

【０２２０】
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【表８】

【０２２１】
　上記表５乃至８中、第２の樹脂分散剤の含有量は顔料重量に対する％であり、イオン性
化合物の含有量は全溶剤量に対する重量％を示す。
【０２２２】
　表５乃至８に示した顔料分散体を、それぞれ６５℃１０日間放置して加速試験を行なっ
た後、顔料粒子の粒子径（ｄ1）を調べた。希釈後の粒子径を、ＨＰＰＳ測定器（マルバ
ーン社製）により測定して求めたＺ平均粒子径であり、熱加速試験後の粒子径は、６５℃
１０日間保管後の熱加速試験後の粒子径である。　
　初期の粒子径（ｄ0）からの粒子径の増加率（ＳA）により、次のように分散安定性を評
価した。
【０２２３】
（加速試験後）　ＳA＝（（ｄ1－ｄ0）／ｄ0）
　　Ａ：ＳA＜１．０５
　　Ｂ：１．０５≦ＳA＜１．３
　　Ｃ：ＳA≧１．３
　得られた結果を、下記表９乃至表１２にまとめる。表９および表１０には、青色系顔料
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系顔料分散体の結果を示した。
【表９】

【０２２４】
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【表１０】

【０２２５】
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【表１１】

【０２２６】
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【表１２】

【０２２７】
　上記表９乃至１２に示されるように、いずれの顔料の場合も、第２の樹脂分散剤が含有
されない比較例の分散体は、顔料の分散安定性が劣っている。
【０２２８】
　上記表５乃至８に示した分散体のうちから数種を選択し、さらに、第２の樹脂分散剤の
添加量を変化させた。その組成を、下記表１３乃至１６にまとめる。表１３および表１４
には、青色系顔料分散体およびブラック系顔料分散体をそれぞれ示し、表１５および１６
には、黄色系顔料分散体を示した。
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【表１３】

【０２２９】
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【表１４】

【０２３０】
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【表１５】

【０２３１】
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【表１６】

【０２３２】
　各分散体の安定性を上述と同様の手法により評価し、その結果を、下記表１７乃至２０
にまとめる。表１７および表１８には、青色系顔料分散体およびブラック系顔料分散体の
結果をそれぞれ示し、表１９および２０には、黄色系顔料分散体の結果を示した。



(60) JP 2008-144175 A 2008.6.26

10

20

30

【表１７】

【０２３３】
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【表１８】

【０２３４】
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【表１９】

【０２３５】
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【表２０】

【０２３６】
　上記表１７乃至２０に示されるように、基本的には、いずれの顔料の場合も、Ｂ以上の
安定性を有している。
【０２３７】
　表５乃至８，１３乃至１６に示した分散体からいくつか用いて、下記表２１乃至２３に
示す処方によりインクジェットインクを調製した。下記表２１、２２、および２３には、
青色系顔料分散体、ブラック系顔料分散体、および黄色系顔料分散体を用いたインクをそ
れぞれ示した。
【０２３８】
　下記表中、分散媒２として配合したＯＸＴ－２２１は、先述のオキセタン化合物（ジ［
１－エチル（３－オキセタニル）］メチルエーテル：商品名：東亞合成製ＯＸＴ２２１）
であり,ＤＶＥ－３はビニルエーテル化合物（トリエチレングリコールジビニルエーテル
、ＩＳＰジャパン社）、Ｃ２０２１Ｐはエポキシ化合物（ダイセル化学社、セロキサイド
２０２１Ｐ）、ＴＭＰＴＡはトリメチロールプロパントリアクリレート（アルドリッチ、
５％のイルガキュア３６５（チバガイギー）を含む）、ＥＬは乳酸エチルを示す。また、
イオン性化合物または光酸発生剤としては、分散体と同様なものを用いて、表中の全溶媒
に対する濃度になるように調整した。
【０２３９】
　さらに、表５，６，および８に記載した比較例の分散体を用いて、比較例のインクジェ
ットインク（ＬＬ－Ｒｆ）を調製した。
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【表２１】

【０２４０】
【表２２】

【０２４１】
　表２２中の光酸発生剤量には、増感剤として添加されたジブトキシアントラセンも含ま
れており、この増感剤は、光酸発生剤の３０重量％の量で用いた。
【表２３】

【０２４２】
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　次に、図１に示したインクジェット記録装置１を用いて、各インクジェットインクの性
能試験を行なった。　
　表２１乃至２３に示す処方で調製されたインクジェットインクは、１ミクロンのメンブ
ランフィルターで濾過して準備した。記録媒体２としては通常の光沢紙を使用し、光源５
としては出力２３０Ｗの超高圧水銀ランプを用いて、露光量は５００ｍＪ／ｃｍ2とした
（ただし、ＬＬ－Ｃ５、ＬＬ－Ｂ５、およびＬＬ－Ｙ５は光を照射しなかった）。また、
記録ヘッドの４温度は４５℃に保ち、加熱機構６としては、出力６００Ｗの赤外セラミッ
クヒーターを用いた。
【０２４３】
　形成されたインク層の鉛筆硬度、印字安定性、溶剤耐性、および印字画質を以下のよう
に評価した。　
　印字安定性は、２４時間あたりの吐出エラー頻度（回数）で示した。　
　溶剤耐性は、水、エタノール、およびアセトンの３種類の溶剤に対する耐性を調べて、
次のように評価した。水のみに耐性を有するものは“１”とし、水およびエタノールに耐
性を有するものを“２”とした。水、エタノールおよびアセトン全てに耐性があるものは
、“３”とした。　
　画像品質は目視により判断して、問題があるものについてその状況を記した。なお、画
像の若干の乱れ（ミス・ディレクション・ショットなど）が若干観測されるが、詳細に調
べないとミスショットに気づかないレベルは“良好”とし、エラーショットが全く観測さ
れないものは“優秀”とした。ミスディレクション・ショットが目立つが、印字の判読に
支障のないレベルであれば、“可”とした。
【０２４４】
　得られた結果を、各インクの加速試験評価とともに、下記表２４乃至２６にまとめる。
下記表２４には、青色インクについての結果を示す。なお、ＥＬを溶剤とするものは硬化
性のインクではないので、硬度や溶剤耐性は未測定とした。
【表２４】

【０２４５】
　上記表２４に示されるように、実施例の青色インクは、いずれも加速試験や印字が安定
しており、得られる画像の画質も優秀である。一方、比較例のインクは、粒子径が増加し
て吐出安定性に欠けており、また、画質も若干のミスディレクションが観測される平凡な
ものであることがわかる。　
　以上の結果から、青色系顔料は、分散媒の全重量に対して２重量部以上３０重量部以下
の割合で含有されていると、色彩および分散安定性が良好であることがわかる。また、第
１の樹脂分散剤の最適な樹脂量は１０％以上３０％以下であり、第２の樹脂分散剤の添加
量は顔料重量に対して５％以上３０％以下であることがわかる。樹脂分散剤の含有量が少
なすぎる場合には色感や分散安定性が悪く、一方、多すぎる場合には粘度や分散安定性な
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どの問題が大きくなる。
【０２４６】
　下記表２５には、ブラックインクについての結果を示す。
【表２５】

【０２４７】
　上記表２５に示されるように、実施例のブラックインクは、いずれも加速試験や印字が
安定しており、得られる画像の画質も優秀である。一方、比較例のインクは、粒子径が増
加して吐出安定性に欠けており、また、画質も若干のミスディレクションが観測される平
凡なものであることがわかる。　
　以上の結果から、ブラック系顔料は、分散媒の全重量に対して２重量部以上３０重量部
以下の割合で含有されていると、色彩および分散安定性が良好であることがわかる。また
、第１の樹脂分散剤の最適な樹脂量は１０％以上３０％以下であり、第２の樹脂分散剤の
添加量は、顔料重量に対して５％以上３０％以下であることがわかる。樹脂分散剤の含有
量が少なすぎる場合には色感や分散安定性が悪く、一方、多すぎる場合には粘度や分散安
定性などの問題が大きくなる。
【０２４８】
　下記表２６には、イエローインクについての結果を示す。

【表２６】

【０２４９】
　上記表２６に示されるように、実施例のイエローインクは、いずれも加速試験や印字が
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安定しており、得られる画像の画質も優秀である。一方、比較例のインクは、吐出安定性
に欠けており、また、画質も若干のミスディレクションが観測される平凡なものであるこ
とがわかる。　
　以上の結果から、黄色系顔料は、分散媒の全重量に対して２重量部以上３０重量部以下
の割合で含有されていると、色彩および分散安定性が良好であることがわかる。また、第
１の樹脂分散剤の最適な樹脂量は１０％以上６０％以下であり、第２の樹脂分散剤の添加
量は、顔料重量に対して１％以上３０％以下であることがわかる。樹脂分散剤の含有量が
少なすぎる場合には色感や分散安定性が悪く、一方、多すぎる場合には粘度や分散安定性
などの問題が大きくなる。
【０２５０】
　なお、いずれの顔料の場合も、第２の樹脂分散剤を用いずに顔料を分散媒に直接分散さ
せてなる比較例のインクジェットインクでは、加速試験により増粒することが確認された
。その結果、吐出におけるエラー回数も、実施例のインクより１桁近く多くなることが確
認された。
【０２５１】
　次に、粘度の異なる分散媒を用いて数種の分散体を製造し、分散媒として用いられる溶
媒の粘度の影響を調べた。溶媒としては、ＳＲ－ＮＰＧ、ＳＲ－１６Ｈ（１，６－ヘキサ
ンジオールジグリシジルエーテル：阪本薬品工業）、ＳＲ－ＴＰＧ（トリプロピレングリ
コールジグリシジルエーテル：阪本薬品工業）、ＳＲ－４ＰＧ（ポリプロピレングリコー
ルジグリシジルエーテル：阪本薬品工業）、およびＳＲ－８ＥＧＳ（ポリエチレングリコ
ールジグリシジルエーテル：阪本薬品工業）を用意した。これらの分散媒は、いずれも１
気圧における沸点が１５０℃以上である。
【０２５２】
　顔料としてはＰｉｇｍｅｎｔ　Ｙｅｌｌｏｗ　１３９を用い、その濃度は全溶媒重量に
対して２５％とした。また、分散剤樹脂含有量は、顔料重量に対して２０％とした以外は
、前述のI-Y1(25)15s-bの場合と同様の手法により、５種類の黄色系顔料分散体を作製し
た。
【０２５３】
　得られた顔料分散体に対して、第２の樹脂分散剤としてのＤＡおよびイオン性化合物と
しての（Ｃ２）を加えて、顔料分散体を調製した。ＤＡの含有量は２０％とし、（Ｃ２）
の含有量は、溶媒に対して３．７５重量％とした。最後に、希釈用溶媒（分散媒２）とし
てＣ３０００を加えて、インクジェットインクを作製した。インクは、インク中の顔料濃
度を４％とし、分散媒１と分散媒２の比率は重量比で１：１とした。
【０２５４】
　得られた顔料分散体およびインクの粘度を、Ｅ型粘度計（東機産業製）により測定し、
分散媒の粘度とともに下記表２７に示す。また、各インクジェットインクを用いて、図１
に示したインクジェット記録装置により性能試験を行ない、インクの印字安定性および画
像品質を評価した。得られた結果を、下記表２７に併記した。
【表２７】

【０２５５】
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　上記表２７の結果から、粘度が３０ｍＰａ・ｓ（２５℃）以下の分散媒を用いたインク
は、印字安定性および印字画像が優れていることがわかった。また、３０ｍＰａ・ｓを越
える粘度の分散媒を用いて作製したインクは、吐出エラーの頻度が多くなり、また、画質
においてもミスディレクションが観測されるものであった。これより、顔料分散体に用い
る分散媒としては、粘度３０ｍＰａ・ｓｅｃ以下の分散媒がより好適に用いられることが
わかる。
【図面の簡単な説明】
【０２５６】
【図１】本発明の実施形態にかかるインクジェットインクを用いるインクジェット記録装
置の概略図。
【符号の説明】
【０２５７】
　１…インクジェット記録装置；　２…記録媒体；　３…搬送機構
　４…インクジェット式記録ヘッド；　５…光源；　６…加熱機構。

【図１】
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