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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】デジタルリソグラフィー印刷システムに有用なアクリレートインク組成物を提供
する。
【解決手段】アクリレートインク組成物のセットであって、第１の顔料を含む第１のアク
リレートインク組成物と；第２の顔料を含む第２のアクリレートインク組成物とを含み、
アクリレートインクのセットは、３０重量％以下の顔料と、１０％以下の分散剤と、４０
％～８０％のアクリレートと、１２％以下の光開始剤とを含むアクリレートインク組成物
を含み、粘度は、３５℃で５×１０５～３×１０７ｃＰであり、６０秒での粘着性は、３
５℃で２５～５０ｇ－ｍであるアクリレートインク組成物のセット。
【選択図】なし



(2) JP 2016-169369 A 2016.9.23

10

20

30

40

50

【特許請求の範囲】
【請求項１】
　適合性のアクリレートインク組成物のセットであって、
　第１の顔料を含む第１のアクリレートインク組成物と；
　第２の顔料を含む第２のアクリレートインク組成物とを含み、
　前記アクリレートインク組成物は、それぞれ、
　前記アクリレートインク組成物の合計重量を基準として、３０重量％以下の顔料と、
　前記アクリレートインク組成物の合計重量を基準として、１０重量％以下の分散剤と、
　前記アクリレートインク組成物の合計重量を基準として、４０重量％～８０重量％のア
クリレートと、
　前記アクリレートインク組成物の合計重量を基準として、１２重量％以下の光開始剤と
を含み、
　それぞれのアクリレートインク組成物の粘度は、３５℃で５×１０５～３×１０７ｃＰ
であり、
　それぞれのアクリレートインク組成物の６０秒での粘着性は、３５℃で２５～５０ｇ－
ｍである、適合性のアクリレートインク組成物のセット。
【請求項２】
　前記アクリレートインク組成物は、それぞれ、さらに、
　前記インク組成物の合計重量を基準として、１．５重量％以下の安定化剤と；
　前記インク組成物の合計重量を基準として、１２重量％以下のレオロジー調整剤とを含
む、請求項１に記載の適合性のアクリレートインク組成物のセット。
【請求項３】
　前記アクリレートインク組成物は、それぞれ、
　１０％～２０％の顔料と；
　２％～１０％の分散剤と；
　５０％～７５％のアクリレートと；
　１０％以下の光開始剤と；
　０．４％以下の安定化剤と；
　１％～５％のレオロジー調整剤とを含み、
　それぞれのアクリレートインク組成物の粘度は、３５℃で８×１０５～２×１０７ｃＰ
であり、
　それぞれのアクリレートインク組成物の６０秒での粘着性は、３５℃で３５～４５ｇ－
ｍである、請求項２に記載の適合性のアクリレートインク組成物のセット。
【請求項４】
　前記アクリレートインク組成物は、それぞれ、
　１２％～１８％の顔料と；
　４％～８％の分散剤と；
　６０％～７０％のアクリレートと；
　５％～１０％の光開始剤と；
　０．１％～０．３％の安定化剤と；
　３％以下のレオロジー調整剤とから本質的になり、
　それぞれのアクリレートインク組成物の粘度は、３５℃で１×１０６～１×１０７ｃＰ
であり、
　それぞれのアクリレートインク組成物の６０秒での粘着性は、３５℃で約４０ｇ－ｍで
ある、請求項２に記載の適合性のアクリレートインク組成物のセット。
【請求項５】
　前記第１の顔料は、シアン顔料、マゼンタ顔料およびイエロー顔料のいずれかである、
請求項１に記載のインク組成物のセット。
【請求項６】
　前記第２の顔料が黒色顔料である、請求項２に記載のインク組成物のセット。
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【請求項７】
　第３の顔料を含む第３のアクリレートインク組成物と；
　第４の顔料を含む第４のアクリレートインク組成物とをさらに含み、
　前記第１の顔料がシアン顔料であり、前記第２の顔料がマゼンタ顔料であり、前記第３
の顔料がイエロー顔料であり、前記第４の顔料が黒色顔料であり、
　前記第１、第２、第３および第４のアクリレートインク組成物は、互いに混和性である
、請求項１に記載のインク組成物のセット。
【請求項８】
　可変データデジタルリソグラフィー印刷デバイスを用いて印刷する方法であって、
　画像化部材の再画像形成可能な表面に複数のアクリレートインク組成物を塗布すること
と；
　前記アクリレートインク組成物を前記再画像形成可能な表面から基材に転写することと
を含み、
　それぞれのアクリレートインク組成物は、
　前記アクリレートインク組成物の合計重量を基準として、３０重量％以下の顔料と、
　前記アクリレートインク組成物の合計重量を基準として、１０重量％以下の分散剤と、
　前記アクリレートインク組成物の合計重量を基準として、４０重量％～８０重量％のア
クリレートと、
　前記アクリレートインク組成物の合計重量を基準として、１２重量％以下の光開始剤と
を含み、
　それぞれのアクリレートインク組成物の粘度は、３５℃で５×１０５～３×１０７ｃＰ
であり、
　それぞれのアクリレートインク組成物の６０秒での粘着性は、３５℃で２５～５０ｇ－
ｍである、方法。
【請求項９】
　前記アクリレートインク組成物は、それぞれ、さらに、安定化剤とレオロジー調整剤と
を含み、
　それぞれのアクリレートインク組成物は、
　１０％～２０％の顔料と；
　２％～１０％の分散剤と；
　５０％～７５％のアクリレートと；
　１０％以下の光開始剤と；
　前記インク組成物の合計重量を基準として、０．４％重量以下の安定化剤と；
　前記インク組成物の合計重量を基準として、１重量％～５重量％のレオロジー調整剤と
を含み、
　それぞれのアクリレートインク組成物の粘度は、３５℃で８×１０５～２×１０７ｃＰ
であり、
　それぞれのアクリレートインク組成物の６０秒での粘着性は、３５℃で３５～４５ｇ－
ｍである、請求項８に記載の方法。
【請求項１０】
　それぞれのアクリレートインク組成物は、
　１２％～１８％の顔料と；
　４％～８％の分散剤と；
　６０％～７０％のアクリレートと；
　５％～１０％の光開始剤と；
　０．１％～０．３％の安定化剤と；
　３％以下のレオロジー調整剤とから本質的になり、
　それぞれのアクリレートインク組成物の粘度は、３５℃で１×１０６～１×１０７ｃＰ
であり、
　それぞれのアクリレートインク組成物の６０秒での粘着性は、３５℃で約４０ｇ－ｍで
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ある、請求項８に記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本開示は、基材に印刷するためのインク組成物に関する。特に、本開示は、デジタルリ
ソグラフィー印刷システムに有用なアクリレートインク組成物に関する。
【背景技術】
【０００２】
　典型的なリソグラフィー印刷システムでは、印刷プレートは、疎水性／親油性材料から
作られる「画像領域」と、親水性／疎油性材料から作られる「非画像領域」を有するよう
に作られる。画像領域は、インクによって占められる最終的な印刷物（すなわち、標的基
材）の領域に対応し、一方、非画像領域は、前記インクによって占められない最終的な印
刷物の領域に対応する。親水性領域は、一般的に湿し液または濡らし液と呼ばれる水系流
体（典型的には、水および少量のアルコールと、表面張力を下げるための他の添加剤およ
び／または界面活性剤からなる）を受け入れ、この水系流体で簡単に濡れる。疎水性領域
は、湿し液をはじき、インクを受け入れ、一方、親水性領域の上に作られる湿し液は、イ
ンクを拒絶する流体の「剥離層」を形成する。したがって、印刷プレートの親水性領域は
、最終印刷物の印刷されていない領域、つまり「非画像領域」に対応する。
【０００３】
　インクを標的基材（例えば、紙）に直接転写してもよく、または、中間体表面、例えば
、オフセット印刷システムのオフセット（またはブランケット）シリンダに塗布してもよ
い。
【０００４】
　典型的なリソグラフィー印刷技術およびオフセット印刷技術は、永久的にパターン形成
されたプレートを利用し、したがって、同じ画像の大量な複写物を印刷する場合（すなわ
ち、長時間の印刷操作）、例えば、雑誌、新聞紙などの場合にのみ有用である。しかし、
最初に湿し液層で均一にコーティングされた、パターン形成されていない再画像形成可能
な表面を使用するシステムとして、可変データデジタルリソグラフィーまたはデジタルオ
フセットリソグラフィーが開発されてきた。湿し液の領域を、集束された放射線源（例え
ば、レーザー光源）に露光することによって除去し、ポケットを生成する。それによって
、湿し液中の一時的なパターンが、パターン形成されていない再画像形成可能な表面の上
に作られる。その上に塗布されるインクは、湿し液を除去したことによって作られるポケ
ット中に保持される。次いで、インクが付いた表面を基材と接触させ、インクを湿し液層
の中のポケットから基材に転写する。次いで、湿し液を除去し、新しい湿し液の均一な層
を再画像形成可能な表面に塗布し、このプロセスを繰り返してもよい。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　デジタルオフセットリソグラフィー印刷システムは、インク運搬システムおよびレーザ
ー画像形成システムを含む種々のサブシステムと適合するように特定的に設計され、最適
化され、高速で高品質のデジタル印刷を可能にするオフセット型インクを使用する。関連
技術のオフセット型インクは、限定されないが、（１）アニロックスローラー型インク付
与システムを含め、好ましいインク付与システムを介して運ぶのが困難であり、（２）一
般的に使用される湿し液（例えば、オクタメチルシクロテトラシロキサン（Ｄ４））に可
溶性であり、（３）画像のバックグラウンドおよび／またはゴースト現象の問題が生じ、
（４）製造および使用の費用がかさみ、（５）不十分な画像転写を示すという欠点がある
。これに加え、複数の色または複数のインクを印刷するシステムを設計するとき、インク
セットを形成するインクは、印刷システムの要素と適合性であるだけではなく、インクセ
ットの他のインクとも適合性であることが重要である。これらの欠点は、個々に、また、
組み合わせて、関連技術のインクをデジタルオフセットリソグラフィー印刷システムの観
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点で使用可能な範囲の設計可能範囲を狭める傾向がある。
【０００６】
　従って、改良された品質を示し、上に特定された欠点のいずれかまたはすべてに対処し
得るインクを開発することが必要とされている。広範囲にわたる実験から、本開示の実施
形態のアクリレートインク組成物は、画像化部材、例えば、再画像形成可能なオフセット
プレートに対する運搬の容易さを向上し、再画像形成可能なオフセットプレートからの転
写効率を向上し、種々の基材に対する印刷品質を向上させ得ることがわかった。さらに、
これらのインク組成物は、接触する印刷システムの構成要素（例えば、画像化部材の再画
像形成可能な表面）を分解する傾向はない。これらのアクリレートインク組成物は、可変
データリソグラフィー印刷のために構成されるインク系デジタル印刷システムによって与
えられる種々のサブシステムの要求事項を満たさなければならない。これらの要求事項と
しては、濡れ性、画像化部材の再画像形成可能な表面からの剥離性、インク系デジタル印
刷方法およびシステムと共に使用するように構成される非水性湿し液との適合性が挙げら
れる。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　上の要求事項を満たすアクリレートインク組成物が、本明細書に提供される。開示され
るアクリレートインク組成物は、再画像形成可能な表面の上の画像を画像化部材のサイク
ル中に変えることができる可変データオフセット印刷操作中に、アニロックスローラー型
運搬システムから、画像化部材の再画像形成可能な表面へと効果的に運搬されるだろう。
開示されるアクリレートインク組成物は、アニロックスロール運搬システムを用いた運搬
を可能にし、画像化部材の再画像形成可能な表面に対する望ましい転写能を示す安定なレ
オロジーを示す。
【０００８】
　本教示の１つ以上の実施形態のいくつかの態様の基本的な理解を与えるために、以下に
単純化された概要を与える。この概要は、広範囲にわたる概要ではなく、本教示の鍵とな
る事項または重要な要素を特定することを意図しておらず、本開示の範囲を描写すること
も意図していない。むしろ、その主な目的は、単に、後に提示する詳細な記載の前置きと
して、１つ以上の概念を単純化された形態で提示することである。
【０００９】
　さらなる到達目標および利点は、図の記載、本開示の詳細な記載および特許請求の範囲
からもっと明らかになるだろう。
【００１０】
　本開示で具現化される上の態様および有用性ならびに／または他の態様および有用性は
、適合性のアクリレートインク組成物のセットであって、第１の顔料を含む第１のアクリ
レートインク組成物と；第２の顔料を含む第２のアクリレートインク組成物とを含み、ア
クリレートインク組成物は、それぞれ、アクリレートインク組成物の合計重量を基準とし
て、３０重量％以下の顔料と、アクリレートインク組成物の合計重量を基準として、１０
重量％以下の分散剤と、アクリレートインク組成物の合計重量を基準として、４０重量％
～８０重量％のアクリレートと、アクリレートインク組成物の合計重量を基準として、１
２重量％以下の光開始剤とを含み、それぞれのアクリレートインク組成物の粘度は、３５
℃で５×１０５～３×１０７ｃＰであり、それぞれのアクリレートインク組成物の６０秒
での粘着性は、３５℃で２５～５０ｇ－ｍである、適合性のアクリレートインク組成物の
セットを提供することによって達成されるだろう。
【００１１】
　別の実施形態において、アクリレートインク組成物は、それぞれ、さらに、インク組成
物の合計重量を基準として、１．５重量％以下の安定化剤と；インク組成物の合計重量を
基準として、１２重量％以下のレオロジー調整剤とを含む。
【００１２】
　別の実施形態において、アクリレートインク組成物は、それぞれ、１０％～２０％の顔
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料と；２％～１０％の分散剤と；５０％～７５％のアクリレートと；１０％以下の光開始
剤と；０．４％以下の安定化剤と；１％～５％のレオロジー調整剤とを含み、それぞれの
アクリレートインク組成物の粘度は、３５℃で８×１０５～２×１０７ｃＰであり、それ
ぞれのアクリレートインク組成物の６０秒での粘着性は、３５℃で３５～４５ｇ－ｍであ
る。
【００１３】
　別の実施形態において、アクリレートインク組成物は、それぞれ、１２％～１８％の顔
料と；４％～８％の分散剤と；６０％～７０％のアクリレートと；５％～１０％の光開始
剤と；０．１％～０．３％の安定化剤と；３％以下のレオロジー調整剤とを含み、それぞ
れのアクリレートインク組成物の粘度は、３５℃で１×１０６～１×１０７ｃＰであり、
それぞれのアクリレートインク組成物の６０秒での粘着性は、３５℃で約４０ｇ－ｍであ
る。
【００１４】
　別の実施形態において、アクリレートは、アクリレートモノマー、アクリレートポリマ
ー、アクリレートオリゴマー、三官能アクリレートモノマー、ポリエステルアクリレート
およびこれらの混合物のうち少なくとも１つを含む。
【００１５】
　別の実施形態において、アクリレートは、ポリエステルアクリレートオリゴマー、四官
能ポリエステルアクリレートオリゴマー、プロポキシル化トリメチロールプロパントリア
クリレートモノマー、エトキシル化トリメチロールプロパントリアクリレートモノマー、
もっと多官能のモノマーおよびこれらの混合物のうち少なくとも１つを含む。
【００１６】
　別の実施形態において、光開始剤は、遊離ラジカル光開始剤である。
【００１７】
　別の実施形態において、第１の顔料は、シアン顔料、マゼンタ顔料およびイエロー顔料
のいずれかである。
【００１８】
　別の実施形態において、第２の顔料は、黒色顔料である。
【００１９】
　別の実施形態において、インク組成物のセットは、第３の顔料を含む第３のアクリレー
トインク組成物と；第４の顔料を含む第４のアクリレートインク組成物とをさらに含み、
第１の顔料がシアン顔料であり、第２の顔料がマゼンタ顔料であり、第３の顔料がイエロ
ー顔料であり、第４の顔料が黒色顔料であり、第１、第２、第３および第４のアクリレー
トインク組成物は、互いに混和性である。
【００２０】
　本開示で具現化される上の態様および有用性ならびに／または他の態様および有用性は
、可変データデジタルリソグラフィー印刷デバイスを用いて印刷する方法であって、画像
化部材の再画像形成可能な表面に複数のアクリレートインク組成物を塗布することと；こ
のアクリレートインク組成物を再画像形成可能な表面から基材に転写することとを含み、
それぞれのアクリレートインク組成物は、アクリレートインク組成物の合計重量を基準と
して、３０重量％以下の顔料と、アクリレートインク組成物の合計重量を基準として、１
０重量％以下の分散剤と、アクリレートインク組成物の合計重量を基準として、４０重量
％～８０重量％のアクリレートと、アクリレートインク組成物の合計重量を基準として、
１２重量％以下の光開始剤とを含み、それぞれのアクリレートインク組成物の粘度は、３
５℃で５×１０５～３×１０７ｃＰであり、それぞれのアクリレートインク組成物の６０
秒での粘着性は、３５℃で２５～５０ｇ－ｍである方法を提供することによって達成され
るだろう。
【００２１】
　別の実施形態において、アクリレートインク組成物は、さらに、安定化剤とレオロジー
調整剤とを含み、それぞれのアクリレートインク組成物は、１０％～２０％の顔料と；２
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％～１０％の分散剤と；５０％～７５％のアクリレートと；１０％以下の光開始剤と；イ
ンク組成物の合計重量を基準として、０．４重量％以下の安定化剤と；インク組成物の合
計重量を基準として、１重量％～５重量％のレオロジー調整剤とを含み、それぞれのアク
リレートインク組成物の粘度は、３５℃で８×１０５～２×１０７ｃＰであり、それぞれ
のアクリレートインク組成物の６０秒での粘着性は、３５℃で３５～４５ｇ－ｍである。
【００２２】
　別の実施形態において、それぞれのアクリレートインク組成物は、１２％～１８％の顔
料と；４％～８％の分散剤と；６０％～７０％のアクリレートと；５％～１０％の光開始
剤と；０．１％～０．３％の安定化剤と；３％以下のレオロジー調整剤とを含み、それぞ
れのアクリレートインク組成物の粘度は、３５℃で１×１０６～１×１０７ｃＰであり、
それぞれのアクリレートインク組成物の６０秒での粘着性は、３５℃で約４０ｇ－ｍであ
る。
【００２３】
　別の実施形態において、アクリレートは、アクリレートモノマー、アクリレートポリマ
ー、アクリレートオリゴマー、三官能アクリレートモノマー、ポリエステルアクリレート
およびこれらの混合物のうち少なくとも１つを含む。
【００２４】
　別の実施形態において、アクリレートは、ポリエステルアクリレートオリゴマー、四官
能ポリエステルアクリレートオリゴマー、プロポキシル化トリメチロールプロパントリア
クリレートモノマー、エトキシル化トリメチロールプロパントリアクリレートモノマー、
もっと多官能のモノマーおよびこれらの混合物のうち少なくとも１つを含む。
【００２５】
　別の実施形態において、光開始剤は、遊離ラジカル光開始剤である。
【００２６】
　本開示の実施形態のこれらの態様および利点ならびに／または他の態様および利点は、
添付の図面と組み合わせて解釈される、以下の種々の実施形態の記載から明らかになり、
もっと簡単に理解されるだろう。
【図面の簡単な説明】
【００２７】
【図１】図１は、可変画像デジタル印刷システムを示す。
【発明を実施するための形態】
【００２８】
　図面のいくつかの詳細は単純化されており、厳格な構造的な正確性、詳細および縮尺を
維持するのではなく、本教示の理解を促進するために描かれていることを注記すべきであ
る。
【００２９】
　上の図面は、必ずしも縮尺通りではなく、本開示の原理を示すとき、代わりに一般的に
強調がなされる。さらに、特定の要素の詳細を示すために、ある特徴が強調されていても
よい。これらの図面／図は、例示的であり、限定的ではないことを意図している。
【００３０】
　本開示の種々の実施形態について、詳細に参照がなされるだろう。本明細書に開示され
る構成要素、プロセスおよび装置をもっと完全に理解するために、以下に実施形態が記載
される。与えられる任意の例は、例示的であり、限定的ではないことを意図している。明
細書および特許請求の範囲全体で、以下の用語は、明確に他の意味であると示されていな
い限り、本明細書に明確に示されている意味を有する。「ある実施形態において」および
「一実施形態において」という句は、本明細書で使用される場合、必ずしも同じ実施形態
を指すわけではないが、同じ実施形態を指してもよい。さらに、「別の実施形態において
」および「ある他の実施形態において」の句は、本明細書で使用される場合、必ずしも異
なる実施形態を指すわけではないが、異なる実施形態を指してもよい。以下に記載するよ
うに、種々の実施形態を、本開示の範囲または精神から逸脱することなく、簡単に合わせ
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てもよい。
【００３１】
　本明細書で使用される場合、用語「または」は、包括的な記号であり、内容が明確に矛
盾しない限り、用語「および／または」と等価である。「～を基準として」という用語は
、排他的ではなく、内容が明確に矛盾しない限り、記載されていないさらなる因子に基づ
くことを可能とする。本明細書では、「Ａ、ＢおよびＣのうち少なくとも１つ」という引
用は、Ａ、ＢまたはＣを含む実施形態を含み、Ａ、ＢもしくはＣ、またはＡ／Ｂ、Ａ／Ｃ
、Ｂ／Ｃ、Ａ／Ｂ／Ｂ／Ｂ／Ｂ／Ｃ、Ａ／Ｂ／Ｃの組み合わせなどの複数の例を含む。こ
れに加え、本明細書全体で、「１つの（ａ）」、「１つの（ａｎ）」および「その（ｔｈ
ｅ）」の意味は、複数の言及物を含む。「ｉｎ」の意味は、「ｉｎ」と「ｏｎ」を含む。
【００３２】
　本明細書で以下に定義されるあらゆる物理的特性は、特に明記されない限り、２０℃～
２５℃で測定される。「室温」という用語は、特に明記されない限り、２５℃を指す。
【００３３】
　本明細書の値の任意の数値範囲に言及する場合、このような範囲は、述べられている最
小と最大の範囲のそれぞれおよびすべての数および／または部分を含むと理解される。例
えば、０．５％～６％の範囲は、０．６％、０．７％および０．９％から、５．９５％、
５．９７％および５．９９％までのすべての中間的な値を明確に含むだろう。他の意味で
あると明確に記載されていない限り、同じことが本明細書に記載される数値特性および／
または要素範囲にも互いに当てはまる。
【００３４】
　本開示は、例示的な実施形態を参照しつつ記載される。数種類の実施形態が示され、記
載されているが、前に示す詳細な記載の原理および範囲から逸脱することなく、これらの
実施形態において変更を行ってもよいことが当業者によって理解されるだろう。本開示は
、添付の特許請求の範囲またはその均等物の範囲内にある限りのあらゆるこのような改変
および変更を含むと解釈されることを意図している。例えば、以下の実施形態が、図１に
示される印刷システムの観点で記載されるが、本明細書に記載されるアクリレートインク
組成物の実施形態を、他の適合する印刷システムと共に使用してもよいことが理解される
べきである。
【００３５】
　本明細書に引用される実施形態のインク組成物は、インク系デジタル印刷に適している
。「可変データリソグラフィー印刷」または「インク系デジタル印刷」または「デジタル
オフセット印刷」は、これらの用語がこの開示全体で使用され得る場合、基材の上に、画
像作成プロセスで基材の上にある画像のそれぞれの後に続くレンダリングを用いて変える
ことができる画像を製造するための可変画像データのリソグラフィー印刷を指す。「可変
データリソグラフィー印刷」は、リソグラフィーインクを用いたインク画像のオフセット
印刷を含み、画像は、画像ごとに変わり得るデジタル画像データに基づく。インク系デジ
タル印刷は、可変データリソグラフィー印刷システムまたはデジタルオフセット印刷シス
テムを使用する。「可変データリソグラフィーシステム」は、リソグラフィーインクを用
い、画像ごとに変わり得るデジタル画像データに基づくリソグラフィー印刷のために構成
されるシステムである。
【００３６】
　一例として、本明細書のアクリレートインク組成物の実施形態と共に使用可能なアニロ
ックスロールインク運搬サブシステムを備えるインク系デジタル印刷システムは、米国特
許出願第１３／０９５，７１４号に記載される。Ｔｉｍｏｔｈｙ　Ｓｔｏｗｅらによって
２０１１年４月２７日に出願された米国特許出願第１３／０９５，７１４号（「７１４号
出願」）、表題「Ｖａｒｉａｂｌｅ　Ｄａｔａ　Ｌｉｔｈｏｇｒａｐｈｙ　Ｓｙｓｔｅｍ
」は、同一出願人によるものであり、図１のインク系デジタル印刷のための例示的な可変
データリソグラフィーシステム１００を記載する。
【００３７】
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　図１に示される例示的な印刷システム１００の一般的な記載を以下に与える。図１の例
示的なシステム１００に示される個々の構成要素および／またはサブシステムに関するさ
らなる詳細は、７１４号出願の中に見つけられるだろう。
【００３８】
　図１は、可変画像デジタル印刷システムを示す。図１に示されるように、印刷システム
１００は、画像化部材１１０を備えていてもよい。画像化部材１１０は、図１ではドラム
として示されているが、他の実施形態において、画像化部材１１０は、プレート、ベルト
、または別の現在知られているか、または将来開発される構造として具現化することもで
きる。画像化部材１１０は、例えば、特に、ポリジメチルシロキサン（ＰＤＭＳ）を含め
、シリコーンと一般的に呼ばれる材料群を含む材料から作られてもよい再画像形成可能な
表面を備える。例えば、シリコーン、フルオロシリコーンおよび／またはフルオロエラス
トマーを使用し、画像化部材１１０の再画像形成可能な表面を作成してもよい。再画像形
成可能な表面は、取り付ける層の上にある比較的薄い層から作られてもよく、この比較的
薄い層の厚みは、印刷性能またはマーキング性能、耐久性および製造可能性のバランスを
保つように選択される。
【００３９】
　ある実施形態において、画像化部材１１０を使用し、転写爪１１２で、画像受け入れ媒
体基材１１４にインク画像を塗布する。画像転写機構１６０の一部としてインプレッショ
ンローラー１１８によって転写爪１１２が作られ、転写爪１１２は、画像化部材１１０の
方向に圧力を加えてもよい。画像受け入れ媒体基材１１４は、任意の特定の組成（例えば
、紙、プラスチックまたはコンポジットシート膜）に限定されると考えるべきではない。
多種多様な画像受け入れ媒体基材１１４の上に画像を製造するために、例示的な印刷シス
テム１００を使用してもよい。７１４号出願は、顔料密度が１０重量％より大きなマーキ
ング材料を含め、使用可能なマーキング（印刷）材料の広い自由度も説明する。７１４号
出願と同様に、本開示は、例示的なシステム１００によって塗布され、画像受け入れ媒体
基材１１４の上に出力画像を製造し得るインク、顔料および他の材料であると一般的に理
解されるものを含め、広範囲の印刷材料またはマーキング材料を指すために、インクとい
う用語を使用するだろう。
【００４０】
　７１４号出願は、構造的に取り付ける層の上に作られる再画像形成可能な表面層で構成
される画像化部材１１０を含め、例えば、円柱形コア、または円柱形コアの上にある１つ
以上の構造的な層であってもよい画像化部材１１０の詳細を図示し、記載する。
【００４１】
　例示的な印刷システム１００は、一般的に、画像化部材１１０の再画像形成可能な表面
を湿し液で均一に濡らすための一連のローラーを備える湿し液システム１２０を備えてい
てもよい（湿し液ローラーまたは集合的に湿し液ユニットと考えてもよい）。湿し液シス
テム１２０の目的の１つは、一般的に均一な制御された厚みを有する湿し液の層を、画像
化部材１１０の再画像形成可能な表面に運ぶことである。以下にもっと詳細に記載される
ように、湿し液（例えば、濡らし液）は、表面張力を下げ、その後のレーザーによるパタ
ーン形成を補助するために必要な蒸発エネルギーを下げるために、場合により少量のイソ
プロピルアルコールまたはエタノールと共に、主に水を含んでいてもよい。同様に、濡ら
し液に少量の特定の界面活性剤を加えてもよい。または、他の適切な湿し液を用い、イン
クに基づくデジタルリソグラフィーシステムの性能を高めてもよい。広範囲にわたる実験
から、好ましい湿し液がＤ４（オクタメチルシクロテトラシロキサン）であってもよいこ
とがわかった。他の適切な湿し液が、一例として、２０１１年１０月２８日に出願された
米国特許出願第１３／２８４，１１４号、表題「Ｄａｍｐｅｎｉｎｇ　Ｆｌｕｉｄ　ｆｏ
ｒ　Ｄｉｇｉｔａｌ　Ｌｉｔｈｏｇｒａｐｈｉｃ　Ｐｒｉｎｔｉｎｇ」に開示されている
。
【００４２】
　湿し液システム１２０によって、画像化部材１１０の再画像形成可能な表面で湿し液を
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計量したら、湿し液の厚みを、センサー１２５を用いて測定してもよく、センサー１２５
が、湿し液システム１２０によって、画像化部材１１０の再画像形成可能な表面の上にあ
る湿し液の計量を制御するためのフィードバックを与えてもよい。
【００４３】
　湿し液システム１２０によって、画像化部材１１０の再画像形成可能な表面上に所定量
の湿し液が与えられた後、光によってパターン形成するサブシステム１３０を使用し、例
えば、レーザーエネルギーを用い、湿し液の層を画像になるようにパターン形成すること
によって、均一な湿し液の層に潜像を選択的に作成してもよい。典型的には、湿し液は、
光学エネルギー（ＩＲまたは可視光）を効果的に吸収しないだろう。画像化部材１１０の
再画像形成可能な表面は、理想的には、湿し液の加熱によるエネルギーの無駄使いを最小
限にし、高い空間解像能を維持するために、熱の横方向への広がりを最小限にするため、
表面付近で、光によってパターン形成するサブシステム１３０から放出されるレーザーエ
ネルギー（可視光または不可視光、例えば、ＩＲ）のほとんどを吸収すべきである。また
は、入射放射レーザーエネルギーの吸収を助けるために、適切な放射線感受性要素を湿し
液に加えてもよい。光によってパターン形成するサブシステム１３０を、レーザーエミッ
ターとして上に記載したが、湿し液をパターン形成するために光学エネルギーを運ぶため
に、さまざまな異なるシステムを使用してもよいことを理解すべきである。
【００４４】
　例示的なシステム１００の光によってパターン形成するサブシステム１３０によって行
われるパターン形成プロセスで操作中の機構を、７１４号出願の図５を参照して詳細に記
載する。簡単に言うと、光によってパターン形成するサブシステム１３０からの光学パタ
ーン形成エネルギーの適用によって、湿し液の層の一部を選択的に除去する。
【００４５】
　光によってパターン形成するサブシステム１３０によって湿し液の層をパターン形成し
た後、画像化部材１１０の再画像形成可能な表面の上のパターン形成された層は、インク
付与サブシステム１４０に送り出される。インク付与サブシステム１４０を使用し、湿し
液の層の上と、画像化部材１１０の再画像形成可能な表面層の上に均一なインク層を塗布
する。インク付与サブシステム１４０は、画像化部材１１０の再画像形成可能な表面の層
と接触する１つ以上のインク作成ローラーの上にあるオフセットリソグラフィーインクを
計量するために、アニロックスローラーを使用してもよい。別個に、インク付与サブシス
テム１４０は、画像化部材１１０の再画像形成可能な表面にインクを正確な供給速度で与
えるために、他の従来の構成要素（例えば、一連の計量ローラー）を備えていてもよい。
インク付与サブシステム１４０は、再画像形成可能な表面のうち、画像が作成された部分
をあらわすポケットにインクを堆積させつつ、湿し液が初期化されていない部分にあるイ
ンクが、これらの部分に付着しないようにしてもよい。
【００４６】
　画像化部材１１０の再画像形成可能な層に残留するインクの凝集性および粘度を、多く
の機構によって変えてもよい。あるこのような機構は、前硬化またはレオロジー（複素粘
弾性）を制御するサブシステム１５０の使用を含んでいてもよい。レオロジーを制御する
システム１５０は、例えば、再画像形成可能な表面層に対するインクの結合強度を上げる
ために、再画像形成可能な表面に部分的に架橋するインクのコアを作成してもよい。硬化
機構は、光学的な硬化または光硬化、熱硬化、乾燥または化学的に硬化させる種々の形態
を含んでいてもよい。
【００４７】
　インクを、転写サブシステム１６０を用い、画像化部材１１０の再画像形成可能な表面
から、画像受け入れ媒体の基材１１４に転写する。画像受け入れ媒体基材１１４が、画像
化部材１１０とインプレッションローラー１１８の間にある爪１１２を通過するにつれて
転写が起こり、画像化部材１１０の再画像形成可能な表面の空洞内にあるインクが画像受
け入れ媒体基材１１４と物理的に接触する。レオロジーを制御するシステム１５０によっ
て改質されたインクが付着すると、インクの付着によって、インクが画像受け入れ媒体基
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材１１４に接着し、画像化部材１１０の再画像形成可能な表面から分離するだろう。組成
物全体のインクのレオロジーまたは他の手段、および転写爪１１２での温度条件および圧
力条件を注意深く制御することによって、画像化部材１１０の再画像形成可能な表面から
画像受け入れ媒体基材１１４へのインク転写効率を９５％より高くすることができるか、
または他の方法によって容易にするだろう。ある実施形態において、ある程度の湿し液が
、画像受け入れ媒体基材１１４を濡らすことができるが、このような湿し液の体積は最小
限であり、すばやく蒸発するか、または画像受け入れ媒体基材１１４によって吸収される
だろう。
【００４８】
　特定のオフセットリソグラフィーシステムでは、オフセットローラー（図１に示してい
ない）が、まず、インク画像のパターンを受け入れ、次いで、インク画像のパターンを、
既知の間接的な転写方法によって基材に転写してもよいことを理解すべきである。
【００４９】
　大部分のインクを画像受け入れ媒体基材１１４に転写した後、残留インクおよび／また
は残留する湿し液は、好ましくは、再画像形成可能な表面を傷つけたり、摩耗したりする
ことなく、画像化部材１１０の再画像形成可能な表面から除去されなければならない。例
えば、残留する湿し液および／またはインクを除去するために、エアナイフを使用しても
よい。しかし、再画像形成可能な表面にある程度の量のインク残留物が残っていてもよい
ことが予想される。このような残ったインク残留物の除去は、ある形態の洗浄サブシステ
ム１７０を使用することによって達成されてもよい。７１４号出願は、少なくとも第１の
洗浄部材（例えば、画像化部材１１０の再画像形成可能な表面と物理的に接触する粘着性
または接着性の部材、残留するインクおよび任意の残った少量の界面活性剤化合物を、画
像化部材１１０の再画像形成可能な表面から除去する粘着性または接着性の部材）を備え
るこのような洗浄サブシステム１７０の詳細を記載する。次いで、粘着性または接着性の
部材を、平滑なローラーと接触させ、このローラーに、粘着性または接着性の部材から残
留するインクが移動してもよく、その後、例えば、ドクターブレードによって、平滑なロ
ーラーからインクを剥がしてもよい。
【００５０】
　７１４号出願は、画像化部材１１０の再画像形成可能な表面の洗浄を促進し得る他の機
構の詳細を示す。しかし、洗浄機構にかかわらず、ある実施形態において、画像化部材１
１０の再画像形成可能な表面からの残留するインクおよび湿し液の洗浄は、提案されてい
るシステムでの印刷剥がれを防止するのに必須である。洗浄したら、画像化部材１１０の
再画像形成可能な表面を、再び湿し液システム１２０に送り、これによって、画像化部材
１１０の再画像形成可能な表面に新しい湿し液の層を供給し、このプロセスを繰り返す。
【００５１】
　画像化部材の再画像形成可能な表面は、好ましくは、ポリマー系エラストマー、例えば
、シリコーンゴムおよび／またはフルオロシリコーンゴムから作られていてもよい。「シ
リコーン」という用語は、関連分野の当業者に十分に理解されており、ケイ素原子および
酸素原子から作られる骨格と、炭素原子および水素原子を含む側鎖とを有するポリオルガ
ノシロキサンを指す。本出願の目的のために、「シリコーン」という用語は、フッ素原子
を含有するシロキサンを除外するものとも理解すべきであり、一方、「フルオロシリコー
ン」という用語は、フッ素原子を含有するシロキサン群を包含するために用いられる。シ
リコーンゴム中に、他の原子（例えば、架橋中にシロキサン鎖を結合するために用いられ
るアミン基中の窒素原子）が存在していてもよい。ポリオルガノシロキサンの側鎖は、ア
ルキルまたはアリールであってもよい。
【００５２】
　上述のように、インク系デジタルオフセット印刷に有用なインクは、インク系デジタル
印刷システム（例えば、図１に示すシステム）の具体的な要求を満たす物理特性および化
学特性を有していなければならない。デジタルオフセットインクは、画像作成プレート（
画像化部材の再画像形成可能な表面）および種々の湿し液および印刷可能な基材（例えば
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、紙、金属またはプラスチック）を含め、接触することを意図する材料と適合性でなけれ
ばならない。デジタルオフセットインクは、サブシステムの構造および材料のセットによ
って定義される濡れ特性および転写特性によって与えられるようなサブシステムのすべて
の機能的な要求事項も満たさなければならない。それに加え、ある実施形態において、イ
ンクのセット中のそれぞれのインクは、そのインクのセットの他のインクと適合性でなけ
ればならない。適合性は、使用される顔料および／またはインク基剤の選択によって部分
的に決定されるインクのセット中のインクについて好ましい混和性および分散性の範囲、
およびインク基剤要素の極性の適合によって定義されてもよい。例えば、インクを画像受
け入れ媒体基材１１４に転写する間、顔料と、着色したインクとの相分離の相互作用を最
低限にするために、互いに直接近接する現像インク（例えば、シアン、マゼンタ、イエロ
ーおよび黒色のインク）は、互いに相分離しないように互いに混和性であり、適合性であ
るように構成される。同様に、インクのセット中のインクの混和性および適合性の特性に
よって、さらに、画像化部材１１０の再画像形成可能な表面にある残留インクを、洗浄サ
ブシステム１７０によって効果的に除去することができる。
【００５３】
　ある実施形態において、インク系デジタル印刷のために配合されたインク、またはデジ
タルオフセットインクは、多くの様式で、着色した溶媒インク、オフセットインク、フレ
キソグラフィーインク、ＵＶゲルインクなどを含め、他の印刷用途のために開発されたイ
ンクと異なる。例えば、デジタルオフセットインクは、かなり多くの顔料を含有し、した
がって、他のインクよりも室温で粘度が高く、アニロックスローラーシステムによってイ
ンクを運ぶのは困難であろう。ある実施形態において、デジタルオフセットインクは、画
像化部材の（再画像形成可能な）表面（シリコーン、フルオロシリコーンまたはＶＩＴＯ
Ｎを含有する画像作成プレートまたはブランケットであってもよい）を膨潤させるべきで
はなく、湿し液の選択肢と適合性であるべきである。
【００５４】
　本明細書に開示される実施形態のアクリレートインク組成物は、湿し液（例えば、Ｄ４
）中のアクリレートインク組成物の溶解度を最小限にし、フルオロシリコーンを含有する
画像化部材の膨潤を最小限にするか、または防ぐことがわかっている。実施形態のアクリ
レートインク組成物は、好ましくは、アニロックスローラー運搬に適したレオロジーを示
す。それに加え、アクリレートインク組成物のある実施形態は、非水性湿し液と適合性で
あり、インク画像を作成した後に、画像化部材の（再画像形成可能な）表面からの望まし
い剥離性を示す。
【００５５】
　本発明のある実施形態によれば、アクリレートインク組成物は、アクリレートインク組
成物のインクのセットの一部である。一実施形態において、インクのセット中のアクリレ
ートインク組成物は、互いに適合性である。ある実施形態において、それぞれのアクリレ
ートインク組成物は、顔料と、アクリレートと、分散剤と、光開始剤とを含む。他の実施
形態において、それぞれのアクリレートインク組成物は、レオロジー調整剤、安定化剤お
よび他のインク組成物の添加剤のうち少なくとも１つも含む。
【００５６】
　例えば、一実施形態において、アクリレートインク組成物としては、ＢＡＳＦから入手
可能なＨＥＬＩＯＧＥＮ　Ｂｌｕｅ　Ｄ　７０８８、Ｃｌａｒｉａｎｔ　Ｃｏｒｐｏｒａ
ｔｉｏｎから入手可能なＰｅｒｍａｎｅｎｔ　Ｒｕｂｉｎｅ　Ｌ５Ｂ　０１（ＰＲ５７：
１）、Ｐｅｒｍａｎｅｎｔ　Ｙｅｌｌｏｗ　Ｇ－ＭＸ（ＰＹ　１４）またはＨＯＳＴＡＰ
ＥＲＭ　Ｂｌｕｅ　Ｂ４Ｇのような顔料が挙げられる。他の適切な顔料としては、黒色顔
料、白色顔料、シアン顔料、マゼンタ顔料、イエロー顔料などが挙げられる。さらに、顔
料は、有機粒子または無機粒子であってもよい。適切な無機顔料としては、カーボンブラ
ックが挙げられるだろう。しかし、酸化チタンおよび酸化鉄のような他の無機顔料が適し
ている場合がある。適切な有機顔料としては、例えば、ジアゾ顔料およびモノアゾ顔料を
含むアゾ顔料、多環状顔料（例えば、フタロシアニン顔料（例えば、フタロシアニンブル



(13) JP 2016-169369 A 2016.9.23

10

20

30

40

50

ーおよびフタロシアニングリーン）、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、ピ
ラントロン顔料およびキノフタロン顔料）、不溶性染料キレート（例えば、塩基性染料型
キレートおよび酸性染料型キレート）、ニトロ顔料、ニトロソ顔料、アンサントロン顔料
、例えば、ＰＲ１６８などが挙げられる。
【００５７】
　フタロシアニンブルーおよびフタロシアニングリーンの代表例としては、銅フタロシア
ニンブルー、銅フタロシアニングリーン、およびこれらの誘導体（Ｐｉｇｍｅｎｔ　Ｂｌ
ｕｅ　１５、Ｐｉｇｍｅｎｔ　Ｇｒｅｅｎ　７およびＰｉｇｍｅｎｔ　Ｇｒｅｅｎ　３６
）が挙げられる。キナクリドンの代表例としては、Ｐｉｇｍｅｎｔ　Ｏｒａｎｇｅ　４８
、Ｐｉｇｍｅｎｔ　Ｏｒａｎｇｅ　４９、Ｐｉｇｍｅｎｔ　Ｒｅｄ　１２２、Ｐｉｇｍｅ
ｎｔ　Ｒｅｄ　１９２、Ｐｉｇｍｅｎｔ　Ｒｅｄ　２０２、Ｐｉｇｍｅｎｔ　Ｒｅｄ　２
０６、Ｐｉｇｍｅｎｔ　Ｒｅｄ　２０７、Ｐｉｇｍｅｎｔ　Ｒｅｄ　２０９、Ｐｉｇｍｅ
ｎｔ　Ｖｉｏｌｅｔ　１９およびＰｉｇｍｅｎｔ　Ｖｉｏｌｅｔ　４２が挙げられる。ア
ントラキノンの代表例としては、Ｐｉｇｍｅｎｔ　Ｒｅｄ　４３、Ｐｉｇｍｅｎｔ　Ｒｅ
ｄ　１９４、Ｐｉｇｍｅｎｔ　Ｒｅｄ　１７７、Ｐｉｇｍｅｎｔ　Ｒｅｄ　２１６および
Ｐｉｇｍｅｎｔ　Ｒｅｄ　２２６が挙げられる。ペリレンの代表例としては、Ｐｉｇｍｅ
ｎｔ　Ｒｅｄ　１２３、Ｐｉｇｍｅｎｔ　Ｒｅｄ　１４９、Ｐｉｇｍｅｎｔ　Ｒｅｄ　１
７９、Ｐｉｇｍｅｎｔ　Ｒｅｄ　１９０、Ｐｉｇｍｅｎｔ　Ｒｅｄ　１８９およびＰｉｇ
ｍｅｎｔ　Ｒｅｄ　２２４が挙げられる。チオインジゴイドの具体例としては、Ｐｉｇｍ
ｅｎｔ　Ｒｅｄ　８６、Ｐｉｇｍｅｎｔ　Ｒｅｄ　８７、Ｐｉｇｍｅｎｔ　Ｒｅｄ　８８
、Ｐｉｇｍｅｎｔ　Ｒｅｄ　１８１、Ｐｉｇｍｅｎｔ　Ｒｅｄ　１９８、Ｐｉｇｍｅｎｔ
　Ｖｉｏｌｅｔ　３６およびＰｉｇｍｅｎｔ　Ｖｉｏｌｅｔ　３８が挙げられる。ヘテロ
環イエローの代表例としては、Ｐｉｇｍｅｎｔ　Ｙｅｌｌｏｗ　１、Ｐｉｇｍｅｎｔ　Ｙ
ｅｌｌｏｗ　３、Ｐｉｇｍｅｎｔ　Ｙｅｌｌｏｗ　１２、Ｐｉｇｍｅｎｔ　Ｙｅｌｌｏｗ
　１３、Ｐｉｇｍｅｎｔ　Ｙｅｌｌｏｗ　１４、Ｐｉｇｍｅｎｔ　Ｙｅｌｌｏｗ　１７、
Ｐｉｇｍｅｎｔ　Ｙｅｌｌｏｗ　６５、Ｐｉｇｍｅｎｔ　Ｙｅｌｌｏｗ　７３、Ｐｉｇｍ
ｅｎｔ　Ｙｅｌｌｏｗ　７４、Ｐｉｇｍｅｎｔ　Ｙｅｌｌｏｗ　９０、Ｐｉｇｍｅｎｔ　
Ｙｅｌｌｏｗ　１１０、Ｐｉｇｍｅｎｔ　Ｙｅｌｌｏｗ　１１７、Ｐｉｇｍｅｎｔ　Ｙｅ
ｌｌｏｗ　１２０、Ｐｉｇｍｅｎｔ　Ｙｅｌｌｏｗ　１２８、Ｐｉｇｍｅｎｔ　Ｙｅｌｌ
ｏｗ　１３８、Ｐｉｇｍｅｎｔ　Ｙｅｌｌｏｗ　１５０、Ｐｉｇｍｅｎｔ　Ｙｅｌｌｏｗ
　１５１、Ｐｉｇｍｅｎｔ　Ｙｅｌｌｏｗ　１５５、Ｐｉｇｍｅｎｔ　Ｙｅｌｌｏｗ　１
８０およびＰｉｇｍｅｎｔ　Ｙｅｌｌｏｗ　２１３が挙げられる。このような顔料は、Ｂ
ＡＳＦ　Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ、Ｅｎｇｅｌｈａｒｄ　Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎおよび
Ｓｕｎ　Ｃｈｅｍｉｃａｌ　Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎを含む多くの供給業者からの粉末ま
たは加圧ケーキの形態で市販されている。
【００５８】
　使用可能なブラック顔料の例としては、炭素顔料が挙げられるだろう。炭素顔料は、許
容範囲の光学密度および印刷特徴を与えるほとんどの市販される炭素顔料であってもよい
。実施形態のシステムおよび方法で使用するのに適した炭素顔料としては、限定されない
が、カーボンブラック、グラファイト、ガラス状炭素、石炭、およびこれらの組み合わせ
が挙げられるだろう。このような炭素顔料は、例えば、チャネル法、コンタクト法、ファ
ーネス法、アセチレン法または加熱法を含む種々の既知の方法によって製造することがで
き、Ｃａｂｏｔ　Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ、Ｃｏｌｕｍｂｉａｎ　Ｃｈｅｍｉｃａｌｓ　
Ｃｏｍｐａｎｙ、Ｅｖｏｎｉｋ、Ｏｒｉｏｎ　Ｅｎｇｉｎｅｅｒｅｄ　Ｃａｒｂｏｎｓお
よびＥ．Ｉ．ＤｕＰｏｎｔ　ｄｅ　Ｎｅｍｏｕｒｓ　ａｎｄ　Ｃｏｍｐａｎｙのような販
売者から市販される。適切なカーボンブラック顔料としては、限定されないが、Ｎｉｐｅ
ｘ　１５０またはＮｉｐｅｘ　３５（Ｏｒｉｏｎ　Ｅｎｇｉｎｅｅｒｅｄ　Ｃａｒｂｏｎ
ｓから入手可能）、Ｃａｂｏｔ顔料、例えば、ＭＯＮＡＲＣＨ　１４００、ＭＯＮＡＲＣ
Ｈ　１３００、ＭＯＮＡＲＣＨ　１１００、ＭＯＮＡＲＣＨ　１０００、ＭＯＮＡＲＣＨ
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　９００、ＭＯＮＡＲＣＨ　８８０、ＭＯＮＡＲＣＨ　８００、ＭＯＮＡＲＣＨ　７００
、ＣＡＢ－Ｏ－ＪＥＴ　２００、ＣＡＢ－Ｏ－ＪＥＴ　３００、ＲＥＧＡＬ、ＢＬＡＣＫ
　ＰＥＡＲＬＳ、ＥＬＦＴＥＸ、ＭＯＧＵＬ　Ｅ、ＭＯＧＵＬ　ＬおよびＶＵＬＣＡＮ顔
料；Ｃｏｌｕｍｂｉａｎ顔料、例えば、ＲＡＶＥＮ　５０００およびＲＡＶＥＮ　３５０
０；Ｅｖｏｎｉｋ顔料、例えば、Ｃｏｌｏｒ　Ｂｌａｃｋ　ＦＷ　２００、ＦＷ　２、Ｆ
Ｗ　２Ｖ、ＦＷ　１、ＦＷ１８、ＦＷ　Ｓ１６０、ＦＷ　Ｓ１７０、Ｓｐｅｃｉａｌ　Ｂ
ｌａｃｋ　６、Ｓｐｅｃｉａｌ　Ｂｌａｃｋ　５、Ｓｐｅｃｉａｌ　Ｂｌａｃｋ　４Ａ、
Ｓｐｅｃｉａｌ　Ｂｌａｃｋ　４、ＰＲＩＮＴＥＸ　Ｕ、ＰＲＩＮＴＥＸ　１４０Ｕ、Ｐ
ＲＩＮＴＥＸ　ＶおよびＰＲＩＮＴＥＸ　１４０Ｖが挙げられる。上のリストの顔料とし
ては、改質されていない顔料粒状物、低分子が接続した顔料粒状物、およびポリマーが分
散した顔料粒状物が挙げられる。他の顔料およびその混合物を選択することもできる。あ
る実施形態において、顔料の粒径は、例えば、液体媒剤中で粒子の安定なコロイド懸濁物
を可能にするために、できる限り小さいことが望ましい。
【００５９】
　一実施形態において、アクリレートインク組成物は、アクリレートインク組成物の合計
重量を基準として、３０重量％以下の顔料を含む。別の実施形態において、アクリレート
インク組成物は、２０％以下の顔料を含む。別の例では、アクリレートインク組成物は、
１０％～２０％の顔料を含む。さらに別の例では、アクリレートインク組成物は、１２％
～１８％の顔料を含む。別の例では、アクリレートインク組成物は、１５％または１７．
５％の顔料を含む。
【００６０】
　ある実施形態において、アクリレートインク組成物は、アクリレートを含んでいてもよ
い。アクリレートまたはプロペノエートは、アクリル酸の塩およびエステルである。アク
リレートモノマーおよびメタクリレートモノマーは、アクリレートポリマーの生成を容易
にする反応性ビニル官能基を含むと理解される。例示的なアクリレートとしては、アクリ
レートモノマー、オリゴマーまたはポリマー、例えば、二官能モノマー、例えば、Ｓａｒ
ｔｏｍｅｒ　ＳＲ２４７、Ｓａｒｔｏｍｅｒ　ＣＤ５９５およびＳａｒｔｏｍｅｒ　ＳＲ
９００３、三官能モノマー、例えば、Ｓａｒｔｏｍｅｒ　ＳＲ４９２、Ｓａｒｔｏｍｅｒ
　ＳＲ９０２０、Ｓａｒｔｏｍｅｒ　ＳＲ５０１、Ｓａｒｔｏｍｅｒ　ＳＲ４５４および
Ｓａｒｔｏｍｅｒ　ＳＲ９０３５およびポリエステルアクリレート、例えば、Ｓａｒｔｏ
ｍｅｒ　ＣＮ２９４Ｅ、Ｓａｒｔｏｍｅｒ　ＣＮ２２８２、Ｓａｒｔｏｍｅｒ　ＣＮ２２
９５、Ｓａｒｔｏｍｅｒ　ＣＮ２２６４、Ｓａｒｔｏｍｅｒ　ＣＮ２２５６、およびＡｌ
ｌｎｅｘ製のもの、ＥＢＥＣＲＹＬ　４５０、ＥＢＥＣＲＹＬ　６５７およびＥＢＥＣＲ
ＹＬ　８０９が挙げられるだろう。一実施形態において、アクリレートインク組成物は、
ポリエステルアクリレートオリゴマー、例えば、四官能ポリエステルアクリレートオリゴ
マー、プロポキシル化トリメチロールプロパントリアクリレートモノマー、エトキシル化
トリメチロールプロパントリアクリレートモノマー、およびこれらの混合物のうち少なく
とも１つを含む。一実施形態において、アクリレートインク組成物は、適合性のもっと多
官能のモノマー（ｎ－４、５、６など）を含む。
【００６１】
　一実施形態において、アクリレートインク組成物は、アクリレートインク組成物の合計
重量を基準として、４０重量％～８０重量％のアクリレートを含む。別の実施形態におい
て、アクリレートインク組成物は、５０重量％～７５重量％のアクリレートを含む。さら
に別の例では、アクリレートインク組成物は、６０重量％～７０重量％のアクリレートを
含む。一例では、アクリレートインク組成物は、６５％～７０％のアクリレートを含む。
【００６２】
　ある実施形態において、アクリレートインク組成物は、分散剤を含んでいてもよい。分
散剤としては、ポリマー分散剤、例えば、ＳＯＬＳＰＥＲＳＥ　３２０００、ＳＯＬＳＰ
ＥＲＳＥ　３９０００、ＳＯＬＳＰＥＲＳＥ　７１０００、ＳＯＬＳＰＥＲＳＥ　Ｊ－１
００、ＳＯＬＳＰＥＲＳＥ　Ｊ－１８０、ＳＯＬＳＰＥＲＳＥ　Ｊ－２００、ＳＯＬＳＰ
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ＥＲＳＥ　Ｘ３００を含むＬｕｂｒｉｚｏｌ製のもの、およびＢＡＳＦ製のもの、例えば
、ＥＦＫＡ　４３００、ＥＦＫＡ　４３３０、ＥＦＫＡ　４３４０、ＥＦＫＡ　４４００
、ＥＦＫＡ　ＰＸ　４７０１、ＥＦＫＡ　４５８５、ＥＦＫＡ　５２０７、ＥＦＫＡ　６
２３０、ＥＦＫＡ　７７０１、ＥＦＫＡ　７７３１、およびＴｅｇｏ製のもの、例えば、
ＴＥＧＯ　Ｄｉｓｐｅｒｓ　６５６、ＴＥＧＯ　Ｄｉｓｐｅｒｓ　６８５、ＴＥＧＯ　Ｄ
ｉｓｐｅｒｓ　７１０、およびＫｉｎｇ　Ｉｎｄｕｓｔｒｉｅｓ製のもの、例えば、Ｋ－
ＳＰＥＲＳＥ　Ａ－５０４が挙げられるだろう。
【００６３】
　一実施形態において、アクリレートインク組成物は、アクリレートインク組成物の合計
重量を基準として、１０重量％以下の分散剤を含む。別の例では、アクリレートインク組
成物は、２％～１０％の分散剤を含む。さらに別の例では、アクリレートインク組成物は
、４％～８％の分散剤を含む。
【００６４】
　ある実施形態において、アクリレートインク組成物は、レオロジー調整剤を含んでいて
もよい。例示的なレオロジー調整剤は、有機クレイ、アタパルジャイトクレイ、テトラア
ルキルアンモニウムベントナイトを含むベントナイトクレイ、および処理された合成シリ
カおよび未処理の合成シリカを含め、改変された無機化合物または改変されていない無機
化合物であってもよい。適切な有機クレイとしては、Ｓｏｕｔｈｅｒｎ　Ｃｌａｙ　Ｐｒ
ｏｄｕｃｔｓ製のＣＬＡＹＴＯＮＥ　ＨＡおよびＣＬＡＹＴＯＮＥ　ＨＹが挙げられる。
テトラアルキルアンモニウムベントナイトの適切な例としては、Ｃｅｌｅｒｉｔａｓ　Ｃ
ｈｅｍｉｃａｌｓ製のＣＥＬＣＨＥＭ　３１７４３－０９、ＣＥＬＣＨＥＭ　３１７４４
－０９およびＣＥＬＣＨＥＭ　３１７４５－０９が挙げられる。他の例示的なレオロジー
調整剤としては、有機化合物、例えば、ＥＦＫＡ　ＲＭ１９００およびＥＦＫＡ　ＲＭ１
９２０が挙げられ、両方ともＢＡＳＦ製の改変された水素化ヒマシ油である。
【００６５】
　一実施形態において、アクリレートインク組成物は、アクリレートインク組成物の合計
重量を基準として、１２重量％以下のレオロジー調整剤を含む。別の例では、アクリレー
トインク組成物は、１％～５％のレオロジー調整剤を含む。さらに別の例では、アクリレ
ートインク組成物は、３％以下のレオロジー調整剤を含む。一実施形態において、アクリ
レートインク組成物は、２％のレオロジー調整剤を含む。
【００６６】
　ある実施形態において、アクリレートインク組成物は、光開始剤を含んでいてもよい。
光開始剤は、液体系または固体系、またはこれらの組み合わせであってもよい。適切なＩ
型光開始剤としては、ジアルコキシ－アセトフェノン、ジアルコキシ－アルキル－フェノ
ン、アミノ－アルキル－フェノンおよびアシル－ホスフィンオキシドの種類からのものが
挙げられる。適切なＩＩ型光開始剤としては、ベンゾフェノンおよびチオキサントンの種
類からのものが挙げられ、適切なアミン相乗剤の活性化を必要とする。例示的な光開始剤
としては、Ａｌｌｎｅｘ製のＡＤＤＩＴＯＬ　ＬＸ、ＡＤＤＩＴＯＬ　ＤＸ、ＡＤＤＩＴ
ＯＬ　ＢＤＫ、ＡＤＤＩＴＯＬ　ＣＰＫ、ＡＤＤＩＴＯＬ　ＤＭＭＴＡ、ＡＤＤＩＴＯＬ
　ＴＰＯ、Ｅｓａｃｕｒｅ　１００１Ｍ、ＢＡＳＦ製のＩＲＧＡＣＵＲＥ　１２７、ＩＲ
ＧＡＣＵＲＥ　１８４、ＩＲＧＡＣＵＲＥ　３７９、ＩＲＧＡＣＵＲＥ　８１９およびＩ
ＲＧＡＣＵＲＥ　２９５９が挙げられる。ＩＩ型光開始剤と共に使用される例示的なアミ
ン相乗剤としては、Ｌａｍｂｓｏｎ製のＳＰＥＥＤＣＵＲＥ　ＰＤＡ、ＳＰＥＥＤＣＵＲ
Ｅ　ＥＤＢ、Ｅｓｓｔｅｃｈ，Ｉｎｃ．製のジエチルアミノメタクリル酸エチル、エチル
－４－ジメチルアミノベンゾエート、２－エチルヘキシル　４－ジメチルアミノベンゾエ
ートが挙げられる。ある実施形態において、アクリレートインク組成物としては、低臭気
光開始剤、例えば、Ｌａｍｂｅｒｔｉ　Ｓ．ｐ．Ａ．から入手可能なＥＳＡＣＵＲＥ　Ｋ
ＩＰ　１５０が挙げられるだろう。他の実施形態において、アクリレートインク組成物は
、単一の系または混合系で遊離ラジカル光開始剤を含んでいてもよい。
【００６７】
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　一実施形態において、アクリレートインク組成物は、アクリレートインク組成物の合計
重量を基準として、１２重量％以下の光開始剤を含む。別の例では、アクリレートインク
組成物は、１０％以下の光開始剤を含む。さらに別の例では、アクリレートインク組成物
は、５％～１０％の光開始剤を含む。一実施形態において、アクリレートインク組成物は
、６重量％～８重量％の光開始剤を含む。
【００６８】
　ある実施形態において、アクリレートインク組成物は、安定化剤である重合阻害剤また
は安定化剤を含んでいてもよい。例えば、安定化剤としては、Ｓａｒｔｏｍｅｒ　ＵＳＡ
　ＣＮ３２１６（独占権を有するアクリレートモノマーおよび独占権を有するアクリレー
トオリゴマー中にｐ－メトキシフェノールを含む、活性な構成要素である独占権を有する
安定化剤）、ＢＡＳＦ　ＩＲＧＡＳＴＡＢ　ＵＶ２２（嵩高いフェノール）およびＧＥＮ
ＯＲＡＤ　１６およびＧＥＮＯＲＡＤ　１８が挙げられ、両者ともＲａｈｎ　ＵＳＡ　Ｃ
ｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ製である。
【００６９】
　一実施形態において、アクリレートインク組成物は、アクリレートインク組成物の合計
重量を基準として、１．５重量％以下の活性な構成要素である安定化剤を含む。別の例で
は、アクリレートインク組成物は、０．４％以下の安定化剤を含む。別の例では、アクリ
レートインク組成物は、０．１％～０．３％の安定化剤を含む。一実施形態において、ア
クリレートインク組成物は、０．２％の安定化剤を含む。
【００７０】
　本明細書に記載される実施形態のアクリレートインク組成物は、インクベースを調製し
、これを上に引用した構成要素の１つ以上と混合することによって作られてもよい。
【００７１】
　以下の実施例を参照することによって、本開示の態様がさらに理解されるだろう。実施
例は、具体例であり、その実施形態に限定することを意図していない。以下の実施例は、
シアン顔料、マゼンタ顔料、イエロー顔料および黒色顔料を用いるアクリレートインク組
成物の実施形態を示す。
【実施例】
【００７２】
　（実施例Ｃ１）
　合計で４００グラムスケールのシアンインク組成物の調製に基づき、４．５％重量％の
ＳＯＬＳＰＥＲＳＥ　３９０００、５０．５３重量％のＣＮ２９４Ｅ、９．１％のＣＮ２
２５６、１１．６５％のＳＲ－９０３５および１１重量％のＣＮ３２１６を１リットルの
ステンレス容器に加え、熱電対および攪拌装置（ＩＫＡ（登録商標）から入手可能）を一
緒に備え、アンカーインペラを取り付けた加熱マントル（これもＩＫＡ（登録商標）から
入手可能）に置いた。次いで、容器中の構成要素（分散剤、アクリレートおよび安定化剤
）を２００ＲＰＭ、８０℃で３０分間攪拌した。その後、光開始剤（２重量％のＩｒｇａ
ｃｕｒｅ　３７９、１．３９重量％のＩｒｇａｃｕｒｅ　８１９および３．６２重量％の
Ｅｓａｃｕｒｅ　Ｋｉｐ　１５０）をこの容器にゆっくりと加え、約８０℃でさらに１時
間攪拌した。容器中の構成要素を溶解しつつ、１５重量％のＨｅｌｉｏｇｅｎ　Ｂｌｕｅ
　Ｄ　７０８８顔料をこの容器に加え、もっと激しいが、混合物に空気が入り込まないよ
うな時点まで攪拌した。顔料を加えた混合物を約４００ＲＰＭで約３０分間攪拌し、この
時点で、ＲＰＭを低下させ、この顔料を加えた混合物に、２重量％のＣｌａｙｔｏｎｅ　
ＨＹをゆっくりと加え、次いで、約４００ＲＰＭでさらに約１５分間、再び攪拌した。次
いで、混合した構成要素を含有する容器を、直径が４０ｍｍの高剪断Ｃｏｗｌｅｓブレー
ドを取り付けた高速剪断ミル（Ｈｏｃｋｍｅｙｅｒ　Ｅｑｕｉｐｍｅｎｔ　Ｃｏｒｐｏｒ
ａｔｉｏｎから入手可能）に移し、５３００ＲＰＭで約１時間攪拌した。次いで、十分に
混合した構成要素混合物を定量的に３ロールミル装置（Ｋｅｎｔ　Ｍａｃｈｉｎｅ　Ｗｏ
ｒｋｓによって製造）に移し、まず、１回目の通過について、投入エプロンロール速度４
００ＲＰＭで材料コンポジットペーストを３ロールミルに通し、次いで、２回目の通過に
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む容器を、直径が４０ｍｍの高剪断Ｃｏｗｌｅｓブレードを取り付けた高速剪断ミル（Ｈ
ｏｃｋｍｅｙｅｒ　Ｅｑｕｉｐｍｅｎｔ　Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎから入手可能）に移し
、５３００ＲＰＭで約１時間攪拌した。次いで、十分に混合した構成要素混合物を定量的
に３ロールミル装置（Ｋｅｎｔ　Ｍａｃｈｉｎｅ　Ｗｏｒｋｓによって製造）に移し、ま
ず、１回目の通過について、投入エプロンロール速度４００ＲＰＭで３ロールミルに通し
、次いで、２回目の通過について、投入エプロンロール速度２００ＲＰＭで通し、実施例
Ｃ１のシアンアクリレートインク組成物を作成した。実施例Ｃ１の構成要素の割合を以下
の表１にまとめている。
【００７３】
　（実施例Ｃ２、Ｃ３、Ｃ４およびＣ５）
　シアン顔料と、表１に詳細に記載される割合を用い、実施例Ｃ１と同じ様式で、シアン
アクリレートインク組成物のさらなる実施例を調製した。
【００７４】

【表１】

【００７５】
　表１に示されるように、異なるシアンアクリレートインク組成物を得た。これらのアク
リレートインク組成物は、望ましい顔料濡れ性および分散性の特徴を有しており、シネレ
シスの徴候を示すことなく、何ヶ月も安定なままであった。
【００７６】
　（実施例Ｍ１、Ｍ２、Ｍ３）
　マゼンタ顔料と、表２に詳細に記載される構成要素の割合を用い、実施例Ｃ１と同じ様
式で、マゼンタアクリレートインク組成物を調製した。
【００７７】
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【表２】

【００７８】
　表２に示されるように、実施例Ｃ１～Ｃ５と実質的に同様で適合性の構成要素を用い、
異なるマゼンタアクリレートインク組成物を得た。これらのアクリレートインク組成物は
、望ましい顔料濡れ性および分散性の特徴を有しており、シネレシスの徴候を示すことな
く、何ヶ月も安定なままであった。
【００７９】
　（実施例Ｙ１、Ｙ２およびＹ３）
　イエロー顔料と、表３に詳細に記載される構成要素の割合を用い、実施例Ｃ１と同じ様
式で、イエローアクリレートインク組成物を調製した。
【００８０】
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【表３】

【００８１】
　表３に示されるように、上の実施例Ｃ１～Ｃ５およびＭ１～Ｍ３と実質的に同様で適合
性の構成要素を用い、異なるイエローアクリレートインク組成物を得た。これらのアクリ
レートインク組成物は、望ましい顔料濡れ性および分散性の特徴を有しており、シネレシ
スの徴候を示すことなく、何ヶ月も安定なままであった。
【００８２】
　（実施例Ｋ１、Ｋ２、Ｋ３、Ｋ４およびＫ５）
　黒色顔料と、表４に詳細に記載される構成要素の割合を用い、実施例Ｃ１と同じ様式で
、黒色アクリレートインク組成物を調製した。
【００８３】
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【表４】

【００８４】
　表４に示されるように、上の実施例と実質的に同様で適合性の構成要素を用い、異なる
黒色アクリレートインク組成物を得た。これらのアクリレートインク組成物は、望ましい
顔料濡れ性および分散性の特徴を有しており、シネレシスの徴候を示すことなく、何ヶ月
も安定なままであった。
【００８５】
　上の実施例のアクリレートインク組成物を、レオロジーおよび粘着性の観点で分析した
。特に、すべてのインクについて、０．５ｍｍのギャップを有する２５ｍｍプレートを取
り付けた３５℃でのＲＦＳ－３レオメーター（ＴＡ　Ｉｎｓｔｒｕｍｅｎｔｓから入手可
能）で、０．１ｒａｄ／ｓ～１００ｒａｄ／ｓの周波数が適用される周波数に基づくスイ
ープレオロジーを決定した。
【００８６】
　従って、ある実施形態において、アクリレートインク組成物は、３５℃でのゼロ付近の
剪断粘度が５×１０５～３×１０７ｃＰである。他の実施形態において、アクリレートイ
ンク組成物は、３５℃でのゼロ付近の剪断粘度が８×１０５～２×１０７ｃＰである。さ
らに別の実施形態において、アクリレートインク組成物は、３５℃でのゼロ付近の剪断粘
度が１×１０６～１×１０７ｃＰである。
【００８７】
　同様に、Ｉｎｋｏｍｅｔｅｒ　１１００（Ｔｈｗｉｎｇ－Ａｌｂｅｒｔ　Ｃｏｍｐａｎ
ｙから入手可能）で、上の実施例のそれぞれのアクリレートインク組成物を試験し、粘着
性を決定した。Ｉｎｋｏｍｅｔｅｒ上のＵＶインク向けのローラーを３２．２℃で平衡状
態にした。それぞれの場合に、１．３ｍＬのインク組成物を分配ローラーに塗布し、他の
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ローラーへの転写および分配を１５０ＲＰＭで１５秒間続け、このときに、ローラーの速
度を自動的に１２００ＲＰＭまで上げた。インクの粘着性測定を２０秒ごとに１０分間行
った。粘着性をグラム－メートルの観点で測定した。
【００８８】
　ある実施形態において、アクリレートインク組成物は、６０秒、３５℃での粘着性測定
値が２５ｇ－ｍ～５０ｇ－ｍである。別の実施形態において、アクリレートインク組成物
は、６０秒、３５℃での粘着性測定値が３５ｇ－ｍ～４５ｇ－ｍである。一実施形態にお
いて、アクリレートインク組成物は、６０秒、３５℃での粘着性測定値が４０ｇ－ｍであ
る。
【００８９】
　ある実施形態において、アクリレートインク組成物は、３５℃で中程度の範囲の粘度を
有し、アニロックスで運ぶことができる。一実施形態において、アクリレートインク組成
物は、３５℃で約３０～５０ｇ－ｍの高い粘着性を有し、印刷基材への効率的な転写およ
び良好な画質を可能にする。
【００９０】
　ある実施形態において、高い粘着性を有するアクリレートインク組成物は、印刷システ
ム（例えば、デジタルリソグラフィー印刷システム）で使用されるとき、インク転写およ
び画質を高めるのに有益である。
【００９１】
　ある実施形態において、本開示の実施形態のアクリレートインク組成物は、インク系デ
ジタル印刷システムの湿し液および画像化部材または再画像形成可能な表面／プレート材
料と適合する。例えば、アクリレートインク組成物の実施形態は、湿し液（例えば、Ｄ４
）と不混和性であり、非画像領域で低いバックグラウンドを与えるだろう。
【００９２】
　他の実施形態において、インクのセットは、実質的に同様の構成要素を有するアクリレ
ートインク組成物から作られる。ある実施形態において、インクのセットは、互いに適合
性のアクリレートインク組成物から作られる。他の実施形態において、同様の適合性の構
成要素を用いるアクリレートインク組成物は、同様の濡れ性、硬化堅牢性および色品質と
いった特徴を有する。ある実施形態において、インクのセット中のアクリルインク組成物
の特徴は、同じ色のインクの中でだけではなく、インクのセット中のすべての色の中で同
様である。一実施形態において、インクのセット中のアクリルインク組成物は、印刷シス
テム中、同様の様式で処理される。
【００９３】
　本開示のアクリレートインク組成物の実施形態を含むインクのセットの適合性を決定す
るために、上の実施例インクの色特性を以下のように得た。
【００９４】
　上の実施例インクのいくつか（Ｃ２、Ｍ３、Ｙ１、Ｋ２、Ｋ３およびＫ４）を以下の様
式で、紙の上に画像を作成した。Ｄｕｒｏｍｅｔｅｒ　６０硬度のＢｒａｙｅｒローラー
を用い、画像化部材１１０の再画像形成可能な表面の代表的な部分にそれぞれのインクを
塗布し、Ｄ球を取り付けたＦｕｓｉｏｎ　ＵＶ　Ｌｉｇｈｔｈａｍｍｅｒ　Ｌ６　３００
　Ｗ／インチの硬化ステーションを用いて硬化させた後、Ｄｕｒｏｍｅｔｅｒ　６０硬度
のきれいなＢｒａｙｅｒローラーを用い、シアン、マゼンタ、イエローおよび黒色の画像
の得られる光学密度がそれぞれ１．５～１．８になるように異なる密度でＸＥＲＯＸ　Ｄ
ｉｇｉｔａｌ　Ｃｏｌｏｒ　Ｅｌｉｔｅ　Ｇｌｏｓｓ（ＤＣＥＧ）紙にすぐに転写した。
ＵＶＶ、ＵＶＡ、ＵＶＢおよびＵＶＣバンドについての適用されたエネルギー量は、それ
ぞれ６４０、１４０１、４２０および３７ｍＪ／ｃｍ２であった。印刷画像の寸法は、約
２ｃｍ×３ｃｍであった。
【００９５】
　スペクトロデンシオメーター（Ｘ－Ｒｉｔｅ　５３８、Ｘ－Ｒｉｔｅから入手可能）を
使用し、Ｄ５０および２°の設定を用い、印刷したすべてのインク画像の色特性を測定し
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た。それぞれの画像を３回測定し、平均データをＣＩＥ　１９７６色空間またはＣＩＥＬ
ＡＢ色空間の観点で、以下の表５に報告した。
【００９６】
【表５】

【００９７】
　表５に示されるように、ＣＭＹアクリレートインク組成物のＬ＊ａ＊ｂ＊色データは、
１．５付近のそれぞれの光学密度に対応していた。このデータは、優れた発色を示した。
１．８付近の目に見える光学密度で、３種類の異なるＣ．Ｉ．Ｐｉｇｍｅｎｔ　Ｂｌａｃ
ｋ　７グレードに基づくＫアクリルインク組成物のＬ＊ａ＊ｂ＊色データも、適切なＬ＊
を示し、好ましいニュートラルに近い色特徴を示した。従って、一実施形態において、望
ましい色特徴を与えつつ、適合性であり、実質的に同様の構成要素を使用する、さまざま
な色および／または黒色顔料のアクリレートインク組成物を実現することができる。
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