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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　（ａ）顔料を２質量％～３５質量％、
　（ｂ）５質量％～３０質量％の下記一般式（１）で表される繰り返し単位と、該一般式
（１）で表される繰り返し単位とは異なる構造の、塩基性官能基を有する繰り返し単位と
、を含み、重量平均分子量が１００００～２０００００である重合体を、前記（ａ）顔料
１００質量部に対し１０質量部～３０質量部、及び
　（ｃ）主鎖にポリアルキレンイミン鎖又はポリアリルアミン鎖を有し、側鎖にポリエス
テル鎖を有するグラフト共重合体を、前記（ａ）顔料１００質量部に対して１５質量部～
５０質量部、
　含有し、
　前記（ｂ）重合体及び前記（ｃ）グラフト共重合体の含有量の和が、前記（ａ）顔料１
００質量部に対して２５質量部～７０質量部である顔料分散物。
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【化１】

［一般式（１）中、Ｒ１は、水素原子又はメチル基を表す。Ｊは、－ＣＯ－、－ＣＯＯ－
、－ＣＯＮＲ２－、－ＯＣＯ－、又はフェニレン基を表し、Ｒ２は、水素原子、アルキル
基、アリール基、又はアラルキル基を表す。Ｗは単結合又は２価の連結基を表す。Ｐは有
機顔料に含まれる複素環を有する複素環残基を表し、該複素環残基は、キナクリドン系顔
料、ベンズイミダゾロンアゾ系顔料、ジオキサジン系顔料、ナフトールＡＳ系顔料、フタ
ロシアニン系顔料、アントラキノン系顔料、及びペリレン系顔料からなる群から選ばれる
何れかの顔料の部分構造であって、ベンズイミダゾール、イソインドリン、イソインドリ
ノン、ベンズイミダゾロン、インドール、キノリン、カルバゾール、アクリジン、アクリ
ドン、キナクリドン、アントラキノン、フタルイミド、キナルジン、キノフタロン、ナフ
タルイミド、又はキナルジンから、水素を一つ除した基である。］
【請求項２】
　前記（ｂ）重合体が、グラフト共重合体である請求項１に記載の顔料分散物。
【請求項３】
　前記（ａ）顔料が、キナクリドン系顔料である請求項１又は請求項２に記載の顔料分散
物。
【請求項４】
　前記（ｂ）重合体が、前記塩基性官能基を有する繰り返し単位として、Ｎ－ｔｅｒｔブ
チルアミノエチルメタクリレートに由来する繰り返し単位を含む請求項１～請求項３の何
れか１項に記載の顔料分散物。
【請求項５】
　前記（ｂ）重合体の含有量（Ｂ）を、（ｃ）グラフト共重合体の含有量（Ｃ）で割った
値（（Ｂ）／（Ｃ））が、０．２～１．３である請求項１～請求項４の何れか１項に記載
の顔料分散物。
【請求項６】
　前記（ｂ）重合体の含有量（Ｂ）を、（ｃ）グラフト共重合体の含有量（Ｃ）で割った
値（（Ｂ）／（Ｃ））が、０．２～０．５７である請求項５に記載の顔料分散物。
【請求項７】
　更に、（ｄ）重合性化合物を含有する請求項１～請求項６の何れか１項に記載の顔料分
散物。
【請求項８】
　請求項１～請求項７の何れか１項に記載の顔料分散物を含有するインク組成物。
【請求項９】
　前記（ａ）顔料を２質量％～２０質量％と、（ｄ）重合性化合物及び（ｅ）有機溶剤の
少なくとも一方を５０質量％～９５質量％と、を含有する請求項８に記載のインク組成物
。
【請求項１０】
　インクジェット用である請求項８又は請求項９に記載のインク組成物。
【請求項１１】
　請求項１０に記載のインク組成物を用いて、インクジェットプリンターにより被記録媒
体に印字して得られた印刷物。



(3) JP 5535699 B2 2014.7.2

10

20

30

40

50

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、顔料分散物及び該顔料分散物を含有するインク組成物、並びに印刷物に関す
るものである。
【背景技術】
【０００２】
　各種着色組成物において、顔料を着色剤として用いる場合、固体である顔料の分散性、
分散安定性を確保することが重要である。顔料分散性、分散安定性に優れた顔料分散物を
用いることで、均一な色相を有する硬化性組成物やインク組成物を得ることができる。特
に、インク組成物には、耐光性に優れた顔料が着色剤として汎用されるが、顔料の分散性
に問題がある場合には、色調が不均一になることや、インクジェット記録方法に用いるイ
ンク組成物の場合には吐出性が低下することなど、種々の問題が引き起こされる。
【０００３】
　近年、画像データ信号に基づき、被記録媒体に画像を形成する画像記録方法として、イ
ンクジェット記録方法が注目されている。インクジェット記録方法は、騒音が少なく、非
常に微小な液滴を打滴することにより、高精彩な画像を低いランニングコストで記録でき
るといった利点をも有するものである。
【０００４】
　インクジェット記録方法によれば、普通紙のみならずプラスチックシート、金属板など
非吸液性の被記録媒体にも印字可能であるが、印字する際の高速化及び高画質化を実現す
るために、乾燥、硬化に要する時間を短縮することが望まれている。このため、インクジ
ェット方式の一つとして、活性エネルギー線の照射により短時間に硬化可能なインクをイ
ンクジェット記録用インクとして用いた記録方式がある。この方法によれば、印字後直ち
に活性エネルギー線を照射し、インク液滴を硬化させることで鮮鋭な画像を形成すること
ができる。このような硬化性インクジェットインク組成物には、発色性に優れた高精細画
像の形成や、インク組成物を安定に吐出するために、高い顔料分散性及びその経時的な安
定性が求められる。
【０００５】
　インク組成物に鮮明な色調と高い着色力を付与するためには、顔料の微細化が必須であ
る。特に、インクジェット記録用に用いられるインク組成物では、吐出されるインク液滴
が画像の鮮鋭度に大きな影響を与えるため、吐出液滴も少量となり、且つ、該インク組成
物より形成されるインク硬化膜の膜厚よりも微細な粒子を用いることが必須となる。しか
し、このように、高い着色力を得るために顔料粒子をより微細化していくと、微粒子の分
散が困難になり、凝集体が発生しやすくなる。また、分散剤の過剰な添加により組成物の
粘度が上昇するといった問題も生じる。顔料凝集体の発生やインク組成物の粘度上昇は、
いずれもインク吐出性に悪影響を与えるので、顔料の凝集や増粘などが生じたインク組成
物をインクジェット記録用として用いるのは好ましくない。
【０００６】
　微細な顔料分散物を含有するインク組成物の製造方法として、予め濃厚な顔料分散物（
ミルベースとも言う）を作製し、得られたミルベースを溶媒や重合性化合物などの所望の
液体で希釈してインク組成物を得る方法がある。しかし、ミルベースは濃厚な顔料分散物
であるため、顔料間の相互作用が強く、分散時や保存時に粘度増加しやすい傾向ある。ミ
ルベースの粘度増加は、製造機への負荷が大きくなるだけでなく、循環不良による製造安
定性の低下、インク作製時の再分散性の低下を招くため好ましくない。かかる観点から、
充分な流動性と保存安定性を有するミルベース、及び、充分な流動性を有し、かつ微細化
された顔料が安定に分散し、硬化性にも優れたインク組成物が求められている。
【０００７】
　安定なインク組成物を得るための分散剤については、以下のような種々の提案がなされ
ている。即ち、顔料との親和性を向上させるため、顔料誘導体を分散剤として使用したイ
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ンク組成物（例えば、特許文献１及び２参照。）や、フタロシアニン、キナクリドン系な
どの特定の顔料に対し、分散剤として塩基性基を有するポリマーを用いたインク組成物（
例えば、特許文献３参照。）、ポリ（エチレンイミン）－ポリ（１２－ヒドロキシステア
リン酸）グラフトポリマーなどの分散剤と該分散剤を溶解させる特定のモノマーとを含有
する、有機溶剤を用いないインク組成物（例えば、特許文献４参照）や、有機顔料を形成
する複素環残基を有するグラフト共重合体を分散剤として用いたインク組成物（例えば、
特許文献５参照）、塩基性末端を有する顔料分散剤ともう一種の顔料分散剤を併用したイ
オン性化合物を含有する粉体分散体（例えば、特許文献６参照）や、酸性基を有する顔料
分散剤と塩基性基を有する顔料分散剤を併用した顔料分散液組成物（例えば、特許文献７
参照）について開示がなされている。
【０００８】
　これらの文献に開示される顔料分散剤や顔料分散物、インク組成物は、従来よりも顔料
の微粒化や、インク組成物の安定性は高まる傾向にあるが、高濃度領域での顔料分散物の
流動性や、顔料インク組成物の安定性にはなお改良の余地があった。また、インク組成物
の安定性が優れたものについても、ミルベースの安定性には改良が望まれていた。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００９】
【特許文献１】特開２００３－１１９４１４号公報
【特許文献２】特開２００４－１８６５６号公報
【特許文献３】特開２００３－３２１６２８号公報
【特許文献４】特開２００４－１３１５８９号公報
【特許文献５】特開２００７－９１１７号公報
【特許文献７】特開２００６－２３２９８７号公報
【特許文献８】特開２０００－２５６５７０号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１０】
　本発明は、前記従来における諸問題を解決し、以下の目的を達成することを課題とする
。即ち、本発明の目的は、顔料が微細に分散され、かつ、長期間保存した場合においても
顔料の分散安定性に優れた顔料分散物を提供することにある。
　また、本発明の他の目的は、顔料が微細に分散され、かつ、長期間保存或いは繰り返し
温度変化を経た後であっても顔料の分散安定性に優れ、インクジェット記録用として好適
なインク組成物、及びそれを用いて得られた印刷物を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　本発明者らは鋭意検討を重ねた結果、二種類の特定の重合体を組み合わせて用いること
により、顔料の分散性及び分散安定性に優れた顔料分散物が得られること、さらに、該顔
料分散物を用いることにより、長期の保存、或いは、繰り返し温度変化を経た後であって
も、分散安定性の低下が効果的に抑制されたインク組成物が得られることを見出し、本発
明を完成した。
　即ち、前記課題を解決するための手段は、以下の通りである。
【００１２】
＜１＞　（ａ）顔料を２質量％～３５質量％、（ｂ）５質量％～３０質量％の下記一般式
（１）で表される繰り返し単位と、該一般式（１）で表される繰り返し単位とは異なる構
造の、塩基性官能基を有する繰り返し単位と、を含み、重量平均分子量が１００００～２
０００００である重合体を、前記（ａ）顔料１００質量部に対し１０質量部～３０質量部
、及び（ｃ）主鎖にポリアルキレンイミン鎖又はポリアリルアミン鎖を有し、側鎖にポリ
エステル鎖を有するグラフト共重合体を、前記（ａ）顔料１００質量部に対して１５質量
部～５０質量部、含有し、前記（ｂ）重合体及び前記（ｃ）グラフト共重合体の含有量の
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和が、前記（ａ）顔料１００質量部に対して２５質量部～７０質量部である顔料分散物。
【００１３】
【化１】

【００１４】
［一般式（１）中、Ｒ１は、水素原子又はメチル基を表す。Ｊは、－ＣＯ－、－ＣＯＯ－
、－ＣＯＮＲ２－、－ＯＣＯ－、又はフェニレン基を表し、Ｒ２は、水素原子、アルキル
基、アリール基、又はアラルキル基を表す。Ｗは単結合又は２価の連結基を表す。Ｐは有
機顔料に含まれる複素環を有する複素環残基を表し、該複素環残基は、キナクリドン系顔
料、ベンズイミダゾロンアゾ系顔料、ジオキサジン系顔料、ナフトールＡＳ系顔料、フタ
ロシアニン系顔料、アントラキノン系顔料、及びペリレン系顔料からなる群から選ばれる
何れかの顔料の部分構造であって、ベンズイミダゾール、イソインドリン、イソインドリ
ノン、ベンズイミダゾロン、インドール、キノリン、カルバゾール、アクリジン、アクリ
ドン、キナクリドン、アントラキノン、フタルイミド、キナルジン、キノフタロン、ナフ
タルイミド、又はキナルジンから、水素を一つ除した基である。］
【００１５】
＜２＞　前記（ｂ）重合体が、グラフト共重合体である＜１＞に記載の顔料分散物。
＜３＞　前記（ａ）顔料が、キナクリドン系顔料である＜１＞又は＜２＞に記載の顔料分
散物。
【００１６】
＜４＞　前記（ｂ）重合体が、前記塩基性官能基を有する繰り返し単位として、Ｎ－ｔｅ
ｒｔブチルアミノエチルメタクリレートに由来する繰り返し単位を含む＜１＞～＜３＞の
何れか１つに記載の顔料分散物。
＜５＞　前記（ｂ）重合体の含有量（Ｂ）を、（ｃ）グラフト共重合体の含有量（Ｃ）で
割った値（（Ｂ）／（Ｃ））が、０．２～１．３である＜１＞～＜４＞の何れか１つに記
載の顔料分散物。
＜６＞　前記（ｂ）重合体の含有量（Ｂ）を、（ｃ）グラフト共重合体の含有量（Ｃ）で
割った値（（Ｂ）／（Ｃ））が、０．２～０．５７である＜５＞に記載の顔料分散物。
【００１７】
＜７＞　更に、（ｄ）重合性化合物を含有する＜１＞～＜６＞の何れか１つに記載の顔料
分散物。
【００１９】
＜８＞　＜１＞～＜７＞の何れか１つに記載の顔料分散物を含むインク組成物。
＜９＞　前記（ａ）顔料を２質量％～２０質量％と、（ｄ）重合性化合物及び（ｅ）有機
溶剤の少なくとも一方を５０質量％～９５質量％と、を含有する＜８＞に記載のインク組
成物。
＜１０＞　インクジェット用である＜８＞又は＜９＞に記載のインク組成物。
【００２０】
＜１１＞　＜１０＞に記載のインク組成物を用いて、インクジェットプリンターにより被
記録媒体に印字して得られた印刷物。
【発明の効果】
【００２１】
　本発明によれば、顔料が微細に分散され、顔料が高濃度な領域での流動性に優れ、かつ
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、希釈状態では長期間保存した場合における顔料の分散安定性にも優れた顔料分散物を提
供することができる。
　また、本発明によれば、顔料が微細に分散され、かつ、長期間保存した際も安定性に優
れているため、インクジェット記録用として好適なインク組成物、及びそれを用いて得ら
れた印刷物を提供することができる
【発明を実施するための形態】
【００２２】
［顔料分散物］
　本発明の顔料分散物は、（ａ）顔料を２質量％～３５質量％、（ｂ）５質量％～３０質
量％の下記一般式（１）で表される繰り返し単位と、該一般式（１）で表される繰り返し
単位とは異なる構造の、塩基性官能基を有する繰り返し単位と、を含み、重量平均分子量
が１００００～２０００００である重合体を、（ａ）顔料１００質量部に対し１０質量部
～３０質量部、及び（ｃ）主鎖にポリアルキレンイミン鎖又はポリアリルアミン鎖を有し
、側鎖にポリエステル鎖を有するグラフト共重合体を、（ａ）顔料１００質量部に対して
１５質量部～５０質量部、含有し、前記（ｂ）重合体及び前記（ｃ）グラフト共重合体の
含有量の和が、前記（ａ）顔料１００質量部に対して２５質量部～７０質量部である顔料
分散物である。
　また、本発明の顔料分散物は、更に、（ｄ）重合性化合物を含有する態様も好適である
。
【００２３】
【化２】

【００２４】
　前記一般式（１）中、Ｒ１は、水素原子又はメチル基を表す。Ｊは、－ＣＯ－、－ＣＯ
Ｏ－、－ＣＯＮＲ２－、－ＯＣＯ－、又はフェニレン基を表し、Ｒ２は、水素原子、アル
キル基、アリール基、又はアラルキル基を表す。Ｗは単結合又は２価の連結基を表す。Ｐ
は有機顔料に含まれる複素環を有する複素環残基を表す。
【００２５】
　本発明の顔料分散物は、顔料を高濃度に含有する場合であっても、（ｂ）特定重合体及
び（ｃ）グラフト共重合体の作用により、粘度増加が小さく、高い顔料の分散性が得られ
、その分散安定性を長期に渡り維持することができる。さらに、顔料として微細な顔料を
選択した場合であっても、発色及び着色性が向上した顔料分散物を得ることができる。
【００２６】
　本発明の顔料分散物は、顔料の分散性及び分散安定性が良好であるため、希釈して様々
な用途に利用することができる。例えば、顔料分散物の生産性を高める観点からは、一旦
濃厚な顔料分散物（ミルベース）を調製し、それを希釈することで、液物性、着色性、硬
化性、硬化膜物性などを調整し、インク組成物、インク組成物、カラーフィルター用レジ
ストなどへの種々の応用が可能である。特に本発明の顔料分散物を含むインク組成物は低
粘度でも分散安定性に優れているため、インクジェットプリンターを用いて画像を印刷し
た場合の吐出安定性が優れている。
【００２７】
　本発明の顔料分散物は、（ａ）顔料、（ｂ）特定重合体及び（ｃ）特定グラフト共重合
体の他、更に（ｄ）重合性化合物を含有させることで、活性エネルギー線の照射又は加熱
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による硬化しうる硬化性のインク組成物、特にインクジェット用インク組成物として好適
である。本発明の顔料分散物を適用してなるインクジェット用インク組成物は、鮮明な色
調と高い着色力を有し、高画質な画像を形成することができる。また、このようなインク
ジェット用インク組成物は、非吸収性の被記録媒体上にも、高品質の画像をデジタルデー
タに基づき直接形成しうることから、大面積の印刷物の作製にも好適に使用される。
【００２８】
　本発明の顔料分散物は、インクジェット用インク組成物等のインク組成物以外にも、所
望の性能を付与する化学物と混合したインク組成物として調製することで、当該インク組
成物を通常の印刷に使用して、発色性に優れた鮮鋭な画像を形成し、高品位な印刷物を得
ることができる。
　即ち、本発明のインク組成物は、有機媒体中での分散性が優れているため、非硬化性の
インクに使用した場合にも鮮鋭な色相を有する画像を形成することができる。例えば、被
膜形成ポリマーと着色剤と溶剤とを含有し、塗布後に溶剤が除去されることで被膜が硬化
する一般的なインク組成物、例えば、溶媒としてシクロヘキサノンなどの揮発性溶剤を使
用するソルベントインクも好ましい態様である。
【００２９】
　さらに、本発明の顔料分散物を適用してなるインク組成物は、インク組成物への適用の
みならず、光造形材料としても有用であり、レジスト、カラーフィルター、光ディスクの
製造にも好適に使用することができる。また、本発明の顔料分散物は、良好な発色性を必
要とする用途、耐光性の着色剤を必要とする用途、例えば、ナノインプリント組成物、表
面コート剤等の広範な分野に好適に使用しうる。
【００３０】
　以下、本発明の顔料分散物における各成分について詳述する。
【００３１】
＜（ａ）顔料＞
　本発明の顔料分散物は、顔料を必須成分として含む。本発明の顔料分散物においては、
後述する（ｂ）特定重合体及び（ｃ）特定グラフト共重合体の作用により、用いられる顔
料の粒径が小さい場合であっても、顔料分散物中に顔料が均一且つ安定に分散される。そ
の結果、発色性に優れ、鮮鋭かつ耐候性に優れる画像が形成可能となる。また、粗大な２
次粒子を極力減少させることにより、吐出安定性に優れたインクジェット用インク組成物
が得られる。
【００３２】
　本発明の顔料分散物は、顔料を含むことから、着色剤の耐候性を必要とする用途、例え
ば、インク組成物などの着色組成物などに好適に用いうる。また、この顔料分散物を各種
組成物の着色成分として適用するに際しては、色相などを調整する目的で、染料を併用し
ても構わない。
【００３３】
　本発明の顔料分散物が含有する顔料は、特に制限はなく、目的に応じて公知の種々の顔
料を適宜選択して用いることができる。特に本発明の顔料分散物は、（ｂ）特定重合体に
含まれる複素環残基の作用により、有機顔料への吸着性に優れているため、有機顔料を含
有することが好ましい。
【００３４】
　前記有機顔料としては、特に制限はなく、目的に応じて適宜選択することができるが、
顔料と顔料分散剤の化学構造上の類似性の観点から公知の有機顔料が好ましく挙げられる
。なお、本発明に用いられる顔料としては、例えば、伊藤征司郎編「顔料の辞典」（２０
００年刊）、Ｗ．Ｈｅｒｂｓｔ，Ｋ．Ｈｕｎｇｅｒ「Ｉｎｄｕｓｔｒｉａｌ　Ｏｒｇａｎ
ｉｃ　Ｐｉｇｍｅｎｔｓ」、特開２００２－１２６０７号公報、特開２００２－１８８０
２５号公報、特開２００３－２６９７８号公報、特開２００３－３４２５０３号公報に記
載のものなどが挙げられる。
【００３５】
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　前記有機顔料としては、例えば、イエロー顔料、マゼンタ顔料、シアン顔料、緑色顔料
、オレンジ顔料、茶色顔料、バイオレット顔料、黒色顔料などが挙げられる。
【００３６】
　前記イエロー顔料は、イエロー色を呈する顔料であり、例えば、モノアゾ顔料、ジスア
ゾ顔料、非ベンジジン系アゾ顔料、アゾレーキ顔料、縮合アゾ顔料、酸性染料レーキ顔料
、塩基性染料レーキ顔料、アントラキノン顔料、キノフタロン顔料、ピラゾロン顔料、ア
セトロン顔料、金属錯塩顔料、ニトロソ顔料、金属錯体アゾメチン顔料、ベンズイミダゾ
ロン顔料、イソインドリン顔料などが挙げられる。これらのうち、本発明で好ましく使用
できる顔料として、例えば、Ｃ．Ｉ．ピグメントイエロー（以下、ＰＹと略称する）１、
ＰＹ３、ＰＹ１２、ＰＹ１３、ＰＹ１４、ＰＹ１６、ＰＹ１７、ＰＹ１８、ＰＹ２４、Ｐ
Ｙ６０、ＰＹ７４、ＰＹ８３、ＰＹ９３、ＰＹ９４、ＰＹ９５、ＰＹ９７、ＰＹ１００、
ＰＹ１０９、ＰＹ１１０、ＰＹ１１５、ＰＹ１１７、ＰＹ１２０、ＰＹ１２８、ＰＹ１３
８、ＰＹ１３９、ＰＹ１５０、ＰＹ１５１、ＰＹ１５３、ＰＹ１５４、ＰＹ１５５、ＰＹ
１６６、ＰＹ１６７、ＰＹ１７３、ＰＹ１７５、ＰＹ１８０、ＰＹ１８１、ＰＹ１８５、
ＰＹ１９４、ＰＹ２１３、ＰＹ２１４、ＰＹ２１９等が挙げられる。中でも、モノアゾ顔
料、ジスアゾ顔料、アセトロン顔料等のベンズイミダゾロン顔料、イソインドリンが好ま
しく、ＰＹ７４、ＰＹ１２０、ＰＹ１５１、ＰＹ１５５、ＰＹ１８０、ＰＹ１８５が好ま
しい。
【００３７】
　前記マゼンタ顔料は、赤あるいはマゼンタ色を呈する顔料であり、例えば、モノアゾ系
顔料、β－ナフトール顔料、ジスアゾ顔料、アゾレーキ顔料、縮合アゾ顔料、酸性染料レ
ーキ顔料、塩基性染料レーキ顔料、アントラキノン系顔料、チオインジゴ顔料、ペリノン
顔料、ペリレン顔料、キナクリドン系顔料、イソインドリノン顔料、アリザリンレーキ顔
料、ナフトロン顔料、ナフトールＡＳ系レーキ顔料、ナフトールＡＳ顔料、ジケトピロロ
ピロール顔料等が挙げられる。
　これらのうち、本発明で好ましく使用できる顔料として、例えば、Ｃ．Ｉ．ピグメント
レッド（以下、ＰＲと略称する）１、ＰＲ２、ＰＲ３、ＰＲ４、ＰＲ５、ＰＲ６、ＰＲ２
１、ＰＲ３８、ＰＲ４２、ＰＲ４６、ＰＲ５３：１、ＰＲ５７：１、ＰＲ５２：１、ＰＲ
４６、ＰＲ４８、ＰＲ８１、ＰＲ８３、ＰＲ８８、ＰＲ１４４、ＰＲ１４９、ＰＲ１６６
、ＰＲ１７９、ＰＲ１７８、ＰＲ１９０、ＰＲ２２４、ＰＲ１２３、ＰＲ２２４、ＰＲ１
９、ＰＲ１２２、ＰＲ２０２、ＰＲ２０７、ＰＲ２０９、ＰＲ１８０、ＰＲ８３、ＰＲ１
７０、ＰＲ１７１、ＰＲ１７２、ＰＲ１７４、ＰＲ１７５、ＰＲ１７６、ＰＲ１７７、Ｐ
Ｒ１７９、ＰＲ１８５、ＰＲ１９４、ＰＲ２０８、ＰＲ２１４、ＰＲ２２０、ＰＲ２２１
、ＰＲ２４２、ＰＲ２４７、ＰＲ２５４、ＰＲ２５５、ＰＲ２５６、ＰＲ２６２、ＰＲ２
６８、ＰＲ２６４、ＰＲ２６９、ＰＲ２７２、Ｃ．Ｉ．ピグメントバイオレット（ＰＶ）
１９等が挙げられる。中でもキナクリドン系顔料が好ましく、ＰＲ４２、ＰＲ１２２、Ｐ
Ｒ２０２、ＰＲ２０９、ＰＶ１９が好ましい。
【００３８】
　前記シアン顔料は、青あるいはシアン色を呈する顔料であり、ジスアゾ系顔料、フタロ
シアニン顔料、酸性染料レーキ顔料、塩基性染料レーキ顔料、アントラキノン系顔料、ア
ルカリブルー顔料等が挙げられる。本発明で好ましく使用できる顔料としては、Ｃ．Ｉ．
ピグメントブルー（以下、ＰＢと略称する）１、ＰＢ１５、ＰＢ１５：１、ＰＢ１５：２
、ＰＢ１５：３、ＰＢ１５：４、ＰＢ１５：６、ＰＢ１６、ＰＢ１８、ＰＢ２４、ＰＢ２
５、ＰＢ６０、ＰＢ７９等が挙げられる。この中でも銅フタロシアニン顔料が好ましく、
ＰＢ１５、ＰＢ１５：１、ＰＢ１５：２、ＰＢ１５：３、ＰＢ１５：４、ＰＢ１５：６、
が好ましい。
【００３９】
　前記緑色顔料は、緑色を呈する顔料であり、フタロシアニン顔料や金属錯体顔料などが
挙げられる。本発明で好ましく使用できる顔料としては、Ｃ．Ｉ．ピグメントグリーン（
以下、ＰＧと略称する）７、ＰＧ８、ＰＧ１０、ＰＧ３６などが挙げられる。
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【００４０】
　前記オレンジ顔料は、オレンジ色を呈する顔料であり、例えば、イソインドリン系顔料
、アントラキノン系顔料、Β－ナフトール系顔料、ナフトールＡＳ系顔料、イソインドリ
ノン系顔料、ペリノン系顔料、ジスアゾ系顔料、キナクリドン系顔料、アセトロン系顔料
、ピラゾロン系顔料などが挙げられる。本発明で好ましく使用できる顔料としては、Ｃ．
Ｉ．ピグメントオレンジ（以下、ＰＯと略称する）２、ＰＯ３、ＰＯ４、ＰＯ５、ＰＯ１
３、ＰＯ１５、ＰＯ１６、ＰＯ２２、ＰＯ２４、ＰＯ３４、ＰＯ３６、ＰＯ３８、ＰＯ４
３、ＰＯ４８、ＰＯ４９、ＰＯ５１、ＰＯ５５、ＰＯ６０、ＰＯ６１、ＰＯ６２、ＰＯ６
４、ＰＯ６６、ＰＯ７２、ＰＯ７４等が挙げられる。
【００４１】
　前記茶色顔料は、茶色を呈する顔料であり、例えばＰＢｒ２５、ＰＢｒ３２等のナフト
ロン顔料等が挙げられる。
　前記バイオレット顔料は紫色を呈する顔料であり、例えばナフトロン顔料、ペリレン顔
料、ナフトールＡＳ顔料、ジオキサジン顔料等が挙げられる。本発明で好ましく使用でき
る顔料としては、Ｃ．Ｉ．ピグメントバイオレット（以下、ＰＶと略称する）１３、ＰＶ
１７、ＰＶ２３、ＰＶ２９、ＰＶ３２、ＰＶ３７、ＰＶ５０等が挙げられる。
【００４２】
　前記黒色顔料は、黒色を呈する顔料であり、例えば、カーボンブラック、インダジン顔
料、ペリレン顔料等が挙げられ、本発明では、Ｃ．Ｉ．ピグメントブラック（以下、ＰＢ
ｋと略称する）１、ＰＢｋ７、ＰＢｋ３１、ＰＢｋ３２等が挙げられる。
【００４３】
　これらの顔料の中でも、キナクリドン系顔料がより好ましく、ＰＲ４２、ＰＲ１２２、
ＰＲ２０２、ＰＲ２０９、ＰＶ１９などの、無置換キナクリドン、置換キナクリドン、無
置換及び/または置換キナクリドンの混晶を用いることが特に好ましい。
【００４４】
　白色以外の顔料は、平均粒径が小さいほど発色性に優れるため、本発明の顔料分散物を
白色以外の顔料分散物に適用する場合であれば、顔料分散物に含有される顔料の平均粒径
は、０．０１μｍ～０．４μｍであることが好ましく、さらに好ましくは０．０２μｍ～
０．３μｍの範囲である。また、顔料の最大粒径は、好ましくは３μｍ以下であり、１μ
ｍ以下がより好ましい。顔料の粒径は、顔料、分散剤、分散媒体の選定、分散条件、ろ過
条件の設定などにより調整することができる。また、本発明の顔料分散物を、白色のイン
ク組成物などに適用しうる白色の顔料分散物として調製する場合であれば、顔料分散物に
含有される顔料の平均粒径は、充分な隠蔽性を与える観点から、０．０５μｍ～１．０μ
ｍであることが好ましく、さらに好ましくは０．１μｍ～０．４μｍである。白色の顔料
分散物とする場合についても、顔料の最大粒径は、好ましくは３μｍ以下であり、１μｍ
以下であることが好ましい。
【００４５】
　このような粒径管理によって、例えば、顔料分散物の保存安定性、顔料分散物の透明性
、及び顔料分散物を硬化性組成物に適用した場合であれば硬化感度を維持することができ
、また、顔料分散物をインクジェット用インク組成物に適用する場合でも、ヘッドノズル
の詰まりを抑制しうる。
【００４６】
　本発明の顔料分散物は、顔料の分散性及び分散安定性に優れた顔料分散剤として機能す
る（ｂ）特定重合体及び（ｃ）特定グラフト共重合体を含有するため、微粒子顔料を用い
た場合であっても、均一で安定な顔料分散物となる。
【００４７】
　顔料分散物中における（ａ）顔料の粒径は、公知の測定方法で測定することができる。
具体的には、遠心沈降光透過法、Ｘ線透過法、レーザー回折・散乱法、動的光散乱法によ
り、顔料の粒径を測定することができる。
【００４８】
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　本発明の顔料分散物は、発色性と流動を高める点で、（ａ）顔料の含有量が２質量％～
３５質量％の範囲であり、２質量％～２５質量％の範囲が好ましい。顔料分散物を、濃厚
な顔料分散物（ミルベース）として調製する場合であれば、該ミルベース中の顔料濃度と
しては、１０質量％～３５質量％であることが好ましく、１５質量％～３５質量％の範囲
がより好ましい。
【００４９】
　（ａ）顔料の分散には、例えば、ボールミル、サンドミル、ビーズミル、アトライター
、ロールミル、ジェットミル、ホモジナイザー、ペイントシェーカー、ニーダー、アジテ
ータ、ヘンシェルミキサ、コロイドミル、超音波ホモジナイザー、パールミル、湿式ジェ
ットミル等の公知の分散装置をいずれも用いることができる。後述する特定重合体は顔料
を分散する際に添加することが好ましい。
【００５０】
＜（ｂ）特定重合体＞
　本発明の顔料分散物は、（ｂ）下記一般式（１）で表される繰り返し単位を５質量％～
３０質量％で含み、且つ、該一般式（１）で表される繰り返し単位とは異なる構造の、塩
基性官能基を有する繰り返し単位を含む、重量平均分子量が１００００～２０００００で
ある重合体を含有する。
【００５１】
【化３】

【００５２】
　前記一般式（１）中、Ｒ１は、水素原子又はメチル基を表す。Ｊは、－ＣＯ－、－ＣＯ
Ｏ－、－ＣＯＮＲ２－、－ＯＣＯ－、又はフェニレン基を表し、ここでＲ２は、水素原子
、アルキル基、アリール基、又はアラルキル基を表す。Ｗは単結合又は２価の連結基を表
す。Ｐは有機顔料に含まれる複素環を有する複素環残基を表す。
【００５３】
　前記（ｂ）特定重合体は、顔料分散剤としての機能を発揮しうる。このため、顔料分散
剤として用いることが特に好ましい。
【００５４】
　本発明の顔料分散物は、前記（ｂ）特定重合体を含有することにより、顔料との親和性
が高い顔料分散物を得ることができる。これは一般式（１）で表される繰り返し単位にお
ける複素環残基Ｐに由来するＶａｎ－ｄｅｒ－Ｗａａｌｓ相互作用が作用し、顔料との吸
着性が非常に良好になるためと考えられる。
　また、前記（ｂ）特定重合体は、特定の繰り返し構造単位を有する高分子化合物である
が故に、高分子鎖の立体反発効果により非水性有機媒体中でも分散安定化が可能である。
　先ず、前記（ｂ）特定重合体が含む一般式（１）で表される繰り返し単位について詳細
に説明する。
【００５５】
（一般式（１）で表される繰り返し単位）
　前記（ｂ）特定重合体は、下記一般式（１）で表される繰り返し単位を含む。
　一般式（１）中、Ｒ１は、水素原子又はメチル基を表す。
　一般式（１）中、Ｊは、－ＣＯ－、－ＣＯＯ－、－ＣＯＮＲ２－、－ＯＣＯ－、又はフ
ェニレン基を表し、中でも－ＣＯＯ－、－ＣＯＮＲ２－、フェニレン基が好ましい。Ｒ２
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は水素原子、アルキル基（例えば、メチル基、エチル基、ｎ－プロピル基、ｉ－プロピル
基、ｎ－ブチル基など）、アリール基（例えば、フェニル基）、アラルキル基を表し、水
素原子、炭素数１～４のアルキル基が好ましい。これらの内、Ｊとしては－ＣＯＯ－、－
ＣＯＮＨ－、フェニレン基が好ましい。ここで、Ｒ２は、水素原子、アルキル基、アリー
ル基、又はアラルキル基を表し、水素原子、炭素数１～４のアルキル基が好ましい。
【００５６】
　一般式（１）中、Ｗは単結合又は２価の連結基を表す。
　Ｗで表される２価の連結基としては、例えば、直鎖、分岐若しくは環状のアルキレン基
、アラルキレン基等が挙げられ、これらは更に置換基を有してもよい。
【００５７】
　Ｗで表されるアルキレン基としては、炭素数１～１０のアルキレン基が好ましく、炭素
数１～４のアルキレン基がより好ましく、例えば、メチレン基、エチレン基、プロピレン
基、ブチレン基、ペンチレン基、ヘキシレン基、オクチレン基、デシレン基等が挙げられ
、中でもメチレン基、エチレン基、プロピレン基等は特に好ましい。
【００５８】
　Ｗで表されるアラルキレン基としては、炭素数７～１３のアラルキレン基が好ましく、
例えば、ベンジリデン基、シンナミリデン基等が挙げられる。Ｗで表されるアリーレン基
としては、炭素数６～１２のアリーレン基が好ましく、例えば、フェニレン基、クメニレ
ン基、メシチレン基、トリレン基、キシリレン基等が挙げられ、中でもフェニレン基は特
に好ましい。
【００５９】
　また、Ｗで表される２価の連結基中には、－ＮＲ３－、－ＣＯＯ－、－ＯＣＯ－、－Ｏ
－、－ＳＯ２ＮＨ－、－ＮＨＳＯ２－、－ＮＨＣＯＯ－、－ＯＣＯＮＨ－、－ＮＨＣＯＮ
Ｈ－、－ＣＯＮＨ－又は複素環から誘導される基、が結合基として介在していてもよい。
ここで、Ｒ３は、水素原子又はアルキル基を表し、水素原子、メチル基、エチル基、プロ
ピル基等が好ましい。
【００６０】
　Ｗとしては、単結合、炭素数１～８個のアルキレン基、－ＣＯＯ－、－Ｏ－、－ＮＨＣ
ＯＯ－、－ＯＣＯＮＨ－、－ＣＯＮＨ－若しくは－ＮＨＣＯＮＨ－基、およびこれらの基
が介在した炭素数１～８個のアルキレン基、又は２－ヒドロキシプロピレン基であること
が好ましい。
【００６１】
　一般式（１）中、Ｐは有機顔料に含まれる複素環を有する複素環残基を表す。ここで、
Ｐで表される「有機顔料に含まれる複素環を有する複素環残基」とは、公知の有機顔料が
その分子構造中に有する複素環と同一又は類似の構造の複素環を含む基を意味し、有機顔
料の部分骨格、或いは、顔料母核（発色原子団）として含まれる複素環と同一又は類似の
構造の複素環を含む基が挙げられる。
【００６２】
　前記Ｐで表される複素環残基を含んで構成される有機顔料としては、公知の有機顔料が
挙げられ、中でも、フタロシアニン系、不溶性アゾ系、アゾレーキ系、アントラキノン系
、キナクリドン系、ジオキサジン系、ジケトピロロピロール系、アントラピリミジン系、
アンサンスロン系、インダンスロン系、フラバンスロン系、ペリノン系、ペリレン系、チ
オインジゴ系、キノフタロン系等の有機顔料が好ましく、キナクリドン系、ベンズイミダ
ゾロンアゾ系、ジオキサジン系、ナフトールＡＳ系、フタロシアニン系、アントラキノン
系、ペリレン系の有機顔料がより好ましく、キナクリドン系、ベンズイミダゾロンアゾ系
、アントラキノン系、ジオキサジン系の有機顔料が特に好ましい。
【００６３】
　前記Ｐで表される複素環残基としては、キナクリドン系顔料、ベンズイミダゾロンアゾ
系顔料、ジオキサジン系顔料、ナフトールＡＳ系顔料、フタロシアニン系顔料、アントラ
キノン系顔料、ペリレン系顔料からなる群から選ばれる何れかの顔料の部分構造であって



(12) JP 5535699 B2 2014.7.2

10

20

30

、チオフェン、フラン、キサンテン、ピロール、イミダゾール、ベンズイミダゾール、イ
ソインドリン、イソインドリノン、ベンズイミダゾロン、インドール、キノリン、カルバ
ゾール、アクリジン、アクリドン、キナクリドン、アントラキノン、フタルイミド、キナ
ルジン、キノフタロン、ナフタルイミド、キナルジン等の複素環残基から、水素を一つ除
した基が好ましく挙げられる。これらの中でも、本発明では、２～５個の複素環が縮環し
た構造を含む複素環残基がより好ましく、ベンズイミダゾール、イソインドリン、イソイ
ンドリノン、ベンズイミダゾロン、インドール、キノリン、カルバゾール、アクリジン、
アクリドン、キナクリドン、アントラキノン、フタルイミド、キナルジン、キノフタロン
、ナフタルイミド、キナルジンから、水素を一つ除した基であることを要する。これら複
素環残基の炭素数は７～２０であることが好ましく、本発明では、特にキナクリドン、ベ
ンズイミダゾロン、インドール、キノリン、カルバゾール、アクリジン、アクリドン、ア
ントラキノン、フタルイミド、又はナフタルイミドからなる群から選ばれる何れかから、
水素を一つ除した基が最も好ましい。これらの部分構造は、さらに置換基を有していても
よい。
【００６４】
　また、前記Ｐで表される複素環残基は、前記（ａ）顔料が有する複素環と同一、又は類
似の構造を有する複素環残基であることが特に好ましい。例えば、前記（ａ）顔料が、キ
ナクリドン系顔料である場合、Ｐとしてはキナクリドンが有する複素環と同一の構造であ
る複素環、即ちキナクリドン、アクリドンや、２つのベンゼン環とそれをつなぐ６員環お
よびそのアシル基の点で類似しているアントラキノン等を有する複素環残基であることが
好ましい。
【００６５】
　本発明における（ｂ）特定重合体は、製造安定性の点で、一般式（１）で表される繰り
返し単位を与えるモノマーを均一系の重合反応により導入して合成することが好ましい。
顔料の部分骨格を有する一般式（１）の繰り返し単位を与えるモノマーは、溶解性の低い
傾向にあるが、（ｂ）特定重合体を均一系の重合反応により導入することにより、一般式
（１）の繰り返し単位を、（ｂ）特定重合体に所望の組成比で安定的に導入することがで
きる。
　また、前記（ｂ）特定重合体におけるＰを、顔料分子より水素を一つ除した構造のモノ
マーを用いて導入して合成することもできる。しかし、この場合、顔料粒子の表面のみに
結合した一般式（１）を与えるモノマーを不均一系の重合反応により導入する、又は一般
式（１）で表される繰り返し単位を含まない重合体と顔料粒子とを反応させる手法は、一
般式（１）の繰り返し単位の導入率を安定に制御することが困難となる場合がある。
【００６６】
　一般式（１）で表される繰り返し単位を与えるモノマーの好適な具体例としては、例え
ば、以下に示すモノマー（例示モノマー：Ｍ－１～Ｍ－１９）が挙げられる。ただし、本
発明はこれに限定されるものではない。
【００６７】
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【化４】

【００６８】
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【００６９】
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【化６】

【００７０】
　前記（ｂ）特定重合体中に含まれる一般式（１）の繰り返し単位の含有量は、顔料分散
剤の有機溶媒やモノマーへの溶解性や、合成適性、分散性の観点から（ｂ）特定重合体中
の５質量％～３０質量％が好ましく、５質量％～２５質量％がより好ましく、５質量％～
２０質量％が最も好ましい。
【００７１】
　前記（ａ）顔料と、（ｂ）特定重合体中の一般式（１）の繰り返し単位との組み合わせ
としては、キナクリドン系顔料（前記（ａ）顔料）と、アクリドン、アントラキノン、ナ
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フタルイミドのいずれかを部分骨格に有する構造（前記一般式（１）の繰り返し単位）と
の組み合わせが好ましく、キナクリドン系顔料（前記（ａ）顔料）と、アクリドン、アン
トラキノンのいずれかを部分骨格に有する構造（前記一般式（１）の繰り返し単位）との
組み合わせが特に好ましい。
【００７２】
　前記（ｂ）特定重合体は、更に塩基性官能基を有する繰り返し単位を含む。塩基性官能
基を導入することで、前記（ａ）顔料表面の酸基と酸－塩基相互作用が生じて、（ｂ）特
定重合体の前記（ａ）顔料への吸着性が高まるものと考えられる。塩基性官能基としては
、アミノ基が好ましく、２級アミノ基または３級アミノ基が好ましい。
【００７３】
　塩基性官能基を有する繰り返し単位を与えるモノマーとしては、例えば以下のモノマー
が挙げられる。具体的にはＮ，Ｎ－ジメチルアミノエチル（メタ）アクリレート、Ｎ，Ｎ
－ジメチルアミノプロピル（メタ）アクリレート、１－（Ｎ，Ｎ－ジメチルアミノ）－１
、１－ジメチルメチル（メタ）アクリレート、Ｎ，Ｎ－ジメチルアミノヘキシル（メタ）
アクリレート、Ｎ，Ｎ－ジエチルアミノエチル（メタ）アクリレート、Ｎ，Ｎ－ジイソプ
ロピルアミノエチル（メタ）アクリレート、Ｎ，Ｎ－ジ－ｎ－ブチルアミノエチル（メタ
）アクリレート、Ｎ，Ｎ－ジ－ｉ－ブチルアミノエチル（メタ）アクリレート、Ｎ－ｔｅ
ｒｔブチルアミノエチルメタクリレート、モルホリノエチル（メタ）アクリレート、ピペ
リジノエチル（メタ）アクリレート、１－ピロリジノエチル（メタ）アクリレート、Ｎ，
Ｎ－メチル－２－ピロリジルアミノエチル（メタ）アクリレート及びＮ，Ｎ－メチルフェ
ニルアミノエチル（メタ）アクリレート、２－ｔｅｒｔブチルアミノエチルメタクリレー
ト（以上（メタ）アクリレート類）；ジメチル（メタ）アクリルアミド、ジエチル（メタ
）アクリルアミド、ジイソプロピル（メタ）アクリルアミド、ジ－ｎ－ブチル（メタ）ア
クリルアミド、ジ－ｉ－ブチル（メタ）アクリルアミド、モルホリノ（メタ）アクリルア
ミド、ピペリジノ（メタ）アクリルアミド、Ｎ－メチル－２－ピロリジル（メタ）アクリ
ルアミドおよびＮ，Ｎ－メチルフェニル（メタ）アクリルアミド（以上（メタ）アクリル
アミド類）；２－（Ｎ，Ｎ－ジメチルアミノ）エチル（メタ）アクリルアミド、２－（Ｎ
，Ｎ－ジエチルアミノ）エチル（メタ）アクリルアミド、３－（Ｎ，Ｎ－ジエチルアミノ
）プロピル（メタ）アクリルアミド、３－（Ｎ，Ｎ－ジメチルアミノ）プロピル（メタ）
アクリルアミド、１－（Ｎ，Ｎ－ジメチルアミノ）－１，１－ジメチルメチル（メタ）ア
クリルアミド及び６－（Ｎ，Ｎ－ジエチルアミノ）ヘキシル（メタ）アクリルアミド（以
上アミノアルキル（メタ）アクリルアミド類）；ｐ－ビニルベンジル－Ｎ，Ｎ－ジメチル
アミン、ｐ－ビニルベンジル－Ｎ，Ｎ－ジエチルアミン、ｐ－ビニルベンジル－Ｎ，Ｎ－
ジヘキシルアミン（以上ビニルベンジルアミン類）；及び２－ビニルピリジン、４－ビニ
ルピリジン、Ｎ－ビニルイミダゾールを挙げることができる。これらのうち、Ｎ，Ｎ－ジ
メチルアミノエチル（メタ）アクリレート、Ｎ，Ｎ－ジエチルアミノエチル（メタ）アク
リレート、Ｎ－ｔｅｒｔブチルアミノエチルメタクリレート、Ｎ，Ｎ－ジメチルアミノプ
ロピル（メタ）アクリレート、３－（Ｎ，Ｎ－ジエチルアミノ）プロピル（メタ）アクリ
ルアミド、３－（Ｎ，Ｎ－ジメチルアミノ）プロピル（メタ）アクリルアミド、２－ビニ
ルピリジン、４－ビニルピリジン、Ｎ－ビニルイミダゾールが好ましい。尚、本明細書に
おいて、「（メタ）アクリル」等の記載は、「アクリル」及び「メタクリル」の両方を意
味するものとする。
【００７４】
　前記（ｂ）特定重合体中に含まれる塩基性官能基を有する繰り返し単位の含有量は、顔
料分散剤の有機溶媒やモノマーへの溶解性や、合成適性、分散性の観点から（ｂ）特定重
合体の２質量％～３５質量％が好ましく、５質量％～３０質量％がより好ましく、５質量
％～２５質量％が最も好ましい。
【００７５】
　前記（ｂ）特定重合体は、一般式（１）で表される繰り返し単位、塩基性官能基を有す
る繰り返し単位以外に更に他の繰り返し単位を有していてもよい。この場合、他の繰り返
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し単位が側鎖となるグラフト共重合体であることが好ましく、末端にエチレン性不飽和二
重結合を有する重合性オリゴマーに由来する繰り返し単位が側鎖となるグラフト共重合体
であることがより好ましい。
　上記末端にエチレン性不飽和二重結合を有する重合性オリゴマーは、所定の分子量を有
する化合物であることからマクロモノマーとも呼ばれる。
【００７６】
　重合性オリゴマーに由来する繰り返し単位を含むことにより、前記（ｂ）特定重合体は
、重合性オリゴマーの液体媒体に対する高い親和性を示し、これにより、顔料をより安定
に分散させることができる。このため、前記重合性オリゴマーは、液体媒体に対して親和
性が高いことが好ましい。重合性オリゴマーの液体媒体への親和性は、例えばＨＯＹによ
り提唱された溶解性パラメーターにより見積もることができる（例えば、「ジャーナルオ
ブペイントテクノロジー」１９７０年、４２巻、７６－７８ページを参照。）。
【００７７】
　溶質と溶媒の溶解性パラメーターδｔの値が近い場合、溶質の溶媒への溶解性が良いと
されることから、重合性オリゴマーの溶解性パラメーターは、液体媒体の溶解性パラメー
ターの８０％～１２０％の範囲であることが好ましく、８５％～１１５％の範囲がより好
ましい。重合性オリゴマーの溶解性パラメーターの好適な範囲は、本発明の顔料分散物を
適用してなるインク組成物等においても同様である。溶解性パラメータの値がこの範囲で
あれば、重合性オリゴマーの構造は特に限定されない。重合性オリゴマーの溶解性パラメ
ーターがこの範囲であることで、顔料分散物に含有される顔料の分散安定性がより優れた
ものとなる。
【００７８】
　重合性オリゴマーは、ポリマー鎖部分とその末端のエチレン性不飽和二重結合を有する
重合可能な官能基の部分からなる。このようなエチレン性不飽和二重結合を有する基は、
ポリマー鎖の一方の末端にのみ有することが、所望のグラフト重合体を得るという観点か
ら好ましい。エチレン性不飽和二重結合を有する基としては、（メタ）アクリロイル基、
ビニル基が好ましく、特に（メタ）アクリロイル基が好ましい。
　重合性オリゴマーにおけるポリマー鎖部分は、アルキル（メタ）アクリレート、スチレ
ン及びその誘導体、アクリロニトリル、酢酸ビニル、及びブタジエンからなる群より選ば
れる少なくとも一種のモノマーから形成される単独重合体若しくは共重合体、あるいはポ
リエチレンオキシド、ポリプロピレンオキシド、ポリカプロラクトンであることが一般的
である。
【００７９】
　重合性オリゴマーは、下記一般式（２）で表される重合性オリゴマーであることが好ま
しい。
【００８０】
【化７】

【００８１】
　前記一般式（２）中、Ｒ１１及びＲ１３は、それぞれ独立に水素原子又はメチル基を表
し、Ｒ１２は、炭素原子数１～１２のアルキレン基（好ましくは炭素原子数２～４のアル
キレン基であり、更に置換基（例えば水酸基）を有していてもよく、さらにエステル結合
、エーテル結合、アミド結合等を介して連結していてもよい）を表す。
　Ｙは、フェニル基、炭素原子数１～４のアルキル基を有するフェニル基、又は－ＣＯＯ
Ｒ１４を表す。ここで、Ｒ１４は、炭素原子数１～６のアルキル基、フェニル基、又は炭
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素原子数７～１０のアリールアルキル基を表す。Ｙとしては、フェニル基、又はＲ１４が
炭素原子数１～１２のアルキル基である－ＣＯＯＲ１４であることが好ましい。
　ｑは１５～２００を表し、好ましくは２０～１５０であり、より好ましくは２０～１０
０である。
【００８２】
　重合性オリゴマー（マクロモノマー）の好ましい例としては、ポリメチル（メタ）アク
リレート、ポリ－ｎ－ブチル（メタ）アクリレート及びポリ－ｉｓｏ－ブチル（メタ）ア
クリレート、ポリスチレンの分子末端の一個に（メタ）アクリロイル基が結合したポリマ
ーを挙げることができる。市場で入手できるこのような重合性オリゴマーとしては、片末
端メタクリロイル化ポリスチレンオリゴマー（Ｍｎ＝６０００、商品名：ＡＳ－６、東亜
合成化学工業（株）製）、片末端メタクリロイル化ポリメチルメタクリレートオリゴマー
（Ｍｎ＝６０００、商品名：ＡＡ－６、東亜合成化学工業（株）製）及び片末端メタクリ
ロイル化ポリ－ｎ－ブチルアクリレートオリゴマー（Ｍｎ＝６０００、商品名：ＡＢ－６
、東亜合成化学工業（株）製）を挙げることができる。
【００８３】
　重合性オリゴマーとしては、前記一般式（２）で表される重合性オリゴマーだけでなく
、下記一般式（３）で表される重合性オリゴマーも好ましい。
　重合性化合物を併用する場合には、重合性オリゴマーは、重合性化合物に応じて適宜選
択することが特に好ましい。
【００８４】
【化８】

【００８５】
　前記一般式（３）中、Ｒ２１は水素原子又はメチル基を表し、Ｒ２２は、炭素数１～８
のアルキレン基を表す。Ｘ２１は、－ＯＲ２３又は－ＯＣＯＲ２４を表す。ここで、Ｒ２

３及びＲ２４は、水素原子、アルキル基、又はアリール基を表す。ｎは２～２００を表す
。
【００８６】
　前記一般式（３）中、Ｒ２１は、水素原子又はメチル基を表す。Ｒ２２は、炭素数１～
８のアルキレン基を表し、中でも、炭素数１～６のアルキレン基が好ましく、炭素数２～
３のアルキレン基がより好ましい。
　Ｘ２１が－ＯＲ２３を表す場合、Ｒ２３は、水素原子、炭素数１～１８のアルキル基、
フェニル基、又は炭素数１～１８のアルキル基で置換されたフェニル基であることが好ま
しい。Ｘ２１が－ＯＣＯＲ２４を表す場合、Ｒ２４は、炭素数１～１８のアルキル基であ
ることが好ましい。
　ｎは、２～２００を表し、５～１５０が好ましく、１０～１００が特に好ましい。
【００８７】
　一般式（３）で表される重合性オリゴマーとしては、例えば、ポリエチレングリコール
モノ（メタ）アクリレート、ポリプロピレングリコールモノ（メタ）アクリレート、ポリ
エチレングリコールポリプロピレングリコールモノ（メタ）アクリレート、ポリテトラメ
チレングリコールモノメタクリレートなどが挙げられ、これらは市販品であってもよいし
、適宜合成したものであってもよい。
【００８８】
　一般式（３）で表される重合性オリゴマーは、市販品としても入手可能である。市販品
としては、メトキシポリエチレングリコールメタクリレート（商品名：ＮＫエステルＭ－
４０Ｇ，Ｍ－９０Ｇ，Ｍ－２３０Ｇ（以上、新中村化学（株）製）、ブレンマーＰＭＥ－
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１００，ＰＭＥ－２００，ＰＭＥ－４００，ＰＭＥ－１０００，ＰＭＥ－２０００、ＰＭ
Ｅ－４０００（以上、日本油脂（株）製））、ポリエチレングリコールモノメタクリレー
ト（商品名：ブレンマーＰＥ－９０、ＰＥ－２００、ＰＥ－３５０，日本油脂（株）製）
、ラウリロキシポリエチレングリコールアクリレート（商品名：ブレンマーＡＬＥシリー
ズ、日本油脂（株）製）、ポリプロピレングリコールモノメタクリレート（商品名：ブレ
ンマーＰＰ－５００、ＰＰ－８００、ＰＰ－１０００，日本油脂（株）製）、ポリエチレ
ングリコールポリプロピレングリコールモノメタクリレート（商品名：ブレンマー７０Ｐ
ＥＰ－３７０Ｂ，日本油脂（株）製）、ポリエチレングリコールポリテトラメチレングリ
コールモノメタクリレート（商品名：ブレンマー５５ＰＥＴ－８００，日本油脂（株）製
）、ポリプロピレングリコールポリテトラメチレングリコールモノメタクリレート（商品
名：ブレンマーＮＨＫ－５０５０，日本油脂（株）製）などが挙げられる。
【００８９】
　重合性オリゴマーは、ポリスチレン換算の重量平均分子量（Ｍｗ）が５００～２０００
０の範囲にあることが好ましく、特に、２０００～１５０００の範囲が好ましい。
　重合性オリゴマーに由来する繰り返し単位の特定重合体中に含まれる割合は、４０質量
％～９５質量％が好ましく、５０質量％～９０質量％がより好ましく、５５質量％～８５
質量％が最も好ましい。特定重合体における重合性オリゴマーに由来する繰り返し単位の
割合が、この範囲にあることで、液体媒体への親和性が良好であり、特定重合体の顔料へ
の吸着性により優れることから、顔料分散物やその適用態様であるインク組成物の粘度を
効果的に抑制しうる。
【００９０】
　以下に、本発明において好ましく用いられる重合性オリゴマーの具体例を示す。尚、本
発明はこれに限るものではない。また、以下の具体例において、ｍ及びｎは、繰り返し数
を示す。
【００９１】
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【化９】

【００９２】
　前記（ｂ）特定重合体は、一般式（１）で表される繰り返し単位を与えるモノマー、又
は、一般式（１）で表される繰り返し単位を与えるモノマー又は一般式（２）もしくは（
３）で表される重合性オリゴマーと、これらと共重合可能な他のモノマーと、の共重合体
であることも好ましい態様である。該共重合可能な他のモノマーの例としては、（メタ）
アクリル酸アルキルエステル（例、メチル（メタ）アクリレート、エチル（メタ）アクリ
レート、ｎ－ブチル（メタ）アクリレート、ｉ－ブチル（メタ）アクリレートなど）、（
メタ）アクリル酸アルキルアリールエステル（例、ベンジル（メタ）アクリレート、フェ
ノキシエチル（メタ）アクリレートなど）、（メタ）アクリル酸置換アルキルエステル（
例、グリシジル（メタ）アクリレート、２－ヒドロキシエチル（メタ）アクリレート、ジ
メチルアミノエチル（メタ）アクリレートなど）、不飽和カルボン酸（例、（メタ）アク
リル酸、クロトン酸、イタコン酸、マレイン酸及びフマル酸）、芳香族ビニル化合物（例
、スチレン、α－メチルスチレン、ビニルトルエン、２－ビニルピリジン、４－ビニルピ
リジン、Ｎ－ビニルイミダゾールなど）、カルボン酸ビニルエステル（例、酢酸ビニル及
びプロピオン酸ビニル）、シアン化ビニル（例、（メタ）アクリロニトリル及びα－クロ
ロアクリロニトリル）、ビニルエーテル（シクロヘキシルビニルエーテル、４－ヒドロキ
シブチルビニル及び脂肪族共役ジエン（例、１、３－ブタジエン及びイソプレン）を挙げ
ることができる。これらの中でも、（メタ）アクリル酸置換アルキルエステル、（メタ）
アクリル酸アルキルエステル（メタ）アクリル酸アルキルアリールエステルが好ましい。
【００９３】
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　前記（ｂ）特定重合体が、前記共重合可能な他のモノマーに由来する繰り返し単位を有
する場合、当該他のモノマーに由来する繰り返し単位を、特定重合体に含まれる全繰り返
し単位の３０質量％以下の範囲で有することが好ましい。
【００９４】
　前記（ｂ）特定重合体中の一般式（１）で表される繰り返し単位（Ｅ１）、塩基性官能
基を含む繰り返し単位（Ｅ２）、重合性オリゴマーに由来する繰り返し単位（Ｅ３）、前
記共重合可能な他のモノマーに由来する繰り返し単位（Ｅ４）の組成比（（Ｅ１）：（Ｅ
２）：（Ｅ３）：（Ｅ４））としては、５質量％～３０質量％：２質量％～３５質量％：
４０質量％～９３質量％：０質量％～３０質量％が好ましく、５質量％～２５質量％：５
質量％～３０質量％：４５質量％～９０質量％：０質量％～２５質量％がより好ましく、
５質量％～２０質量％：５質量％～２５質量％：５５質量％～９０質量％：０質量％～２
０質量％であることが最も好ましい。
【００９５】
　前記（ｂ）特定重合体の好ましい重量平均分子量（Ｍｗ）は、顔料の分散安定性及び顔
料分散物の粘度の観点から、１００００～２０００００の範囲が好ましく、特に１５００
０～２０００００の範囲が好ましい。ここで重量平均分子量は、ゲルパーミエーションク
ロマトグラフィ（キャリア：Ｎ－メチルピロリドン）により測定されるポリスチレン換算
重量平均分子量である。
【００９６】
　前記（ｂ）特定重合体の好適な態様であるグラフト共重合体の具体例として、例示化合
物：（ｂ－１）～（ｂ－１２）を以下に示すが、本発明はこれらに制限されるものではな
い。
【００９７】
（ｂ－１）　モノマーＭ－４／Ｎ－ｔｅｒｔブチルアミノエチルメタクリレート／重合性
オリゴマーＮ－１（ＡＡ－６、東亞合成（株）製）（５：２０：７５、質量比）の共重合
体（Ｍｗ＝１７０００）
（ｂ－２）　モノマーＭ－４／Ｎ－ｔｅｒｔブチルアミノエチルメタクリレート／重合性
オリゴマーＮ－１（ＡＡ－６、東亞合成（株）製）（１０：１０：８０、質量比）の共重
合体（Ｍｗ＝７８０００）
（ｂ－３）　モノマーＭ－４／Ｎ－ｔｅｒｔブチルアミノエチルメタクリレート／重合性
オリゴマーＮ－１（ＡＡ－６、東亞合成（株）製）（３０：１０：６０、質量比）の共重
合体（Ｍｗ＝１７９０００）
（ｂ－４）　モノマーＭ－１７／Ｎ，Ｎ－ジメチルアミノプロピルアクリルアミド／重合
性オリゴマーＮ－１（ＡＡ－６、東亞合成（株）製）（１０：１０：８０、質量比）の共
重合体（Ｍｗ＝８００００）
（ｂ－５）　モノマーＭ－１０／Ｎ－ｔｅｒｔブチルアミノエチルメタクリレート／重合
性オリゴマーＮ－１（ＡＡ－６、東亞合成（株）製）（１０：２０：７０、質量比）の共
重合体（Ｍｗ＝１１００００）
（ｂ－６）　モノマーＭ－１９／Ｎ－ｔｅｒｔブチルアミノエチルメタクリレート／重合
性オリゴマーＮ－１（ＡＡ－６、東亞合成（株）製）（５：２０：７５、質量比）の共重
合体（Ｍｗ＝１３００００）
（ｂ－５）　モノマーＭ－１４／Ｎ－ビニルイミダゾール／重合性オリゴマーＮ－５（ブ
レンマーＰＭＥ－１０００、日本油脂（株）製）（１５：２５：６０、質量比）の共重合
体（Ｍｗ＝１０００００）
（ｂ－６）　モノマーＭ－６／Ｎ，Ｎ－ジメチルアミノエチルメタクリレート／重合性オ
リゴマーＮ－２（ＡＢ－６、東亞合成（株）製）（５：１０：８５、質量比）の共重合体
（Ｍｗ＝１３００００）
（ｂ－７）　モノマーＭ－１／３－ジメチルアミノプロピルアクリルアミド／重合性オリ
ゴマーＮ－１（ＡＡ－６、東亞合成（株）製）（８：２２：７０、質量比）の共重合体（
Ｍｗ＝６７０００）
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（ｂ－８）　モノマーＭ－４／４－ビニルピリジン／重合性オリゴマーＮ－４（プラクセ
ルＦＭ５、ダイセル化学（株）製）（１０：５：８５、質量比）の共重合体（Ｍｗ＝７０
０００）
（ｂ－９）　モノマーＭ－１０／Ｎ、Ｎ－ジメチルアミノエチルアクリレート／メチルア
クリレート／重合性オリゴマーＮ－１（ＡＡ－６、東亞合成（株）製）（５：５：２０／
３０、質量比）の共重合体（Ｍｗ＝８９０００）
（ｂ－１０）　モノマーＭ－４／Ｎ，Ｎ－ジメチルアミノプロピルアクリルアミド／重合
性オリゴマーＮ－３（ＡＸ－７０７Ｓ、東亞合成（株）製）（２０：１０：７０、質量比
）の共重合体（Ｍｗ＝９１０００）
（ｂ－１１）　モノマーＭ－１４／Ｎ－ビニルイミダゾール／重合性オリゴマーＮ－５（
ブレンマーＰＭＥ－１０００、日本油脂（株）製）（１５：２５：６０、質量比）の共重
合体（Ｍｗ＝１０００００）
（ｂ－１２）　モノマーＭ－６／Ｎ，Ｎ－ジメチルアミノエチルメタクリレート／重合性
オリゴマーＮ－２（ＡＢ－６、東亞合成（株）製）（５：１０：８５、質量比）の共重合
体（Ｍｗ＝１３００００）
【００９８】
　本発明の顔料分散物は、分散安定性と流動性を両立する点で、前記（ｂ）特定重合体の
含有量が、前記（ａ）顔料１００質量部に対して１０質量部～３０質量部であり、１０質
量部～２５質量部であることが好ましく、１０質量部～２０質量部であることがより好ま
しい。
【００９９】
＜（ｃ）特定グラフト共重合体＞
　本発明の顔料分散物は、（ｃ）特定グラフト共重合体を含有する。（ｃ）特定グラフト
共重合体は、主鎖のアミノ基又はイミン基が前記（ａ）顔料の表面酸性基と酸－塩基相互
作用することにより吸着力を発現し、かつ、側鎖に導入されたポリエステル鎖が顔料分散
物またはインク組成物中の液体媒体と親和性を持つが故に顔料を良好に分散することがで
きる。（ｃ）特定グラフト共重合体は、高顔料濃度領域では分散進行に伴う顕著な粘度の
上昇が問題となる場合があるが、前記（ｂ）特定重合体と併せて使用することにより、分
散進行に伴う粘度上昇やインク組成物として使用した際の安定性を高められる傾向にある
。
【０１００】
　前記（ｃ）特定グラフト共重合体における主鎖は、１級または２級のアミノ基を有する
ことが好ましい。
　また、前記主鎖は、ポリエステル鎖以外の構造を有していてもよい。このような構造と
しては、例えば側鎖末端に水酸基、炭素数１～１８のアルキルオキシ基、炭素数６～１５
のアリールオキシ基、炭素数７～１５のアルキル置換アリールオキシ基のいずれかを有す
るポリアルキレンオキシ鎖が挙げられる。
　また、前記特定グラフト共重合体における側鎖の長さは、有効な立体反発作用を発現す
る点で、４００～１５０００であることが好ましく、４００～１００００であることが好
ましい。
【０１０１】
　前記（ｃ）特定グラフト共重合体の重量平均分子量は、分散安定性と低粘度を両立する
点で、３０００～２０００００であることが好ましく、５０００～１０００００であるこ
とが好ましい。
【０１０２】
　前記（ｃ）特定グラフト共重合体の具体例としては、例えば、下記のものが例示される
が本発明はこれらに限定されるものではない。
　ソルスパース２４０００ＧＲ、ソルスパース２４０００ＳＣ，ソルスパース２８０００
、ソルスパース３２０００、ソルスパース３３０００、ソルスパース３３５００、ソルス
パース３７０００、ソルスパース３９０００、ソルスパース５６０００、ソルスパース７
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１０００、ソルスパース７６５００（ルーブリゾール（株）社製）、アジスパーＰＢ８２
１、アジスパーＰＢ８２２、アジスパーＰＢ８２３、アジスパーＰＢ８２４、アジスパー
ＰＢ８２７、アジスパーＰＢ８８０、アジスパーＰＢ８８１（以上、味の素ファインテク
ノ株式会社製）
【０１０３】
　本発明の顔料分散物は、高顔料濃度における流動性を高める点で、前記（ｃ）特定グラ
フト共重合体の含有量が、前記（ａ）顔料１００質量部に対して１５質量部～５０質量部
であり、１５質量部～４５質量部であることが好ましく、１５質量部～４０質量部である
ことがより好ましい。
【０１０４】
　また、本発明の顔料分散物は、分散安定性と高顔料濃度における流動性を高める点で、
前記（ｂ）特定重合体及び前記（ｃ）特定グラフト共重合体の含有量の和が、前記（ａ）
顔料１００質量部に対して２５質量部～７０質量部であり、２５質量部～６５質量部であ
ることが好ましく、２５質量部～６０質量部であることがより好ましい。
【０１０５】
　また、本発明の顔料分散物は、流動性の点で、前記（ｂ）特定重合体の含有量（Ｂ）を
（ｃ）特定グラフト共重合体の含有量（Ｃ）で割った値（（Ｂ）／（Ｃ））が、０．２～
１．３であることが好ましく、０．２～１．２５であることがより好ましく、０．２～１
．０であることが更に好ましい。
【０１０６】
＜（ｄ）重合性化合物＞
　本発明の顔料分散物は、（ｄ）重合性化合物を含有することが好ましい。（ｄ）重合性
化合物としては、何らかのエネルギー付与により重合反応を生起し、硬化する化合物であ
れば特に制限はなく、モノマー、オリゴマー、ポリマーの種を問わず使用することができ
るが、特に、所望により添加される重合開始剤から発生する開始種により重合反応を生起
する、ラジカル重合性モノマー、カチオン重合性モノマーとして知られる各種公知の重合
性のモノマーが好ましい。本発明では塩基性官能基を用いる事が好ましい態様であるため
、ラジカル重合性モノマーを含む事が好ましい。
【０１０７】
　（ｄ）重合性化合物は、反応速度、硬化膜物性、顔料分散物をインク組成物に適用する
場合であればインク物性、等を調整する目的で、１種又は複数を混合して用いることがで
きる。また、（ｄ）重合性化合物は、単官能化合物であっても、多官能化合物であっても
よい。単官能化合物の割合が大きいと硬化物は柔軟なものになりやすく、多官能化合物の
割合が大きいと硬化性に優れる傾向がある。従って、単官能化合物と多官能化合物の割合
は用途に応じて任意に決定されるものである。
【０１０８】
　（ｄ）重合性化合物としては、光ラジカル開始剤から発生する開始種により重合反応を
生じる各種公知のラジカル重合性のモノマーを使用することもできる。
　ラジカル重合性モノマーとしては、（メタ）アクリレート類、（メタ）アクリルアミド
類、芳香族ビニル類、等が挙げられる。なお、本明細書において「アクリレート」、「メ
タクリレート」の双方或いはいずれかを指す場合「（メタ）アクリレート」と、「アクリ
ル」、「メタクリル」の双方或いはいずれかを指す場合「（メタ）アクリル」と、それぞ
れ記載することがある。
【０１０９】
　ラジカル重合性モノマーとして用いられる（メタ）アクリレート類としては、例えば、
単官能（メタ）アクリレート、二官能の（メタ）アクリレート、三官能の（メタ）アクリ
レート、四官能の（メタ）アクリレート、五官能の（メタ）アクリレート、六官能の（メ
タ）アクリレートなどが挙げられる。
【０１１０】
　単官能（メタ）アクリレートとしては、例えば、ヘキシル基（メタ）アクリレート、２
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－エチルヘキシル（メタ）アクリレート、ｔｅｒｔ－オクチル（メタ）アクリレート、イ
ソアミル（メタ）アクリレート、デシル（メタ）アクリレート、イソデシル（メタ）アク
リレート、ステアリル（メタ）アクリレート、イソステアリル（メタ）アクリレート、シ
クロヘキシル（メタ）アクリレート、４－ｎ－ブチルシクロヘキシル（メタ）アクリレー
ト、ボルニル（メタ）アクリレート、イソボルニル（メタ）アクリレート、ベンジル（メ
タ）アクリレート、２－エチヘキシルジグリコール（メタ）アクリレート、ブトキシエチ
ル（メタ）アクリレート、２－クロロエチル（メタ）アクリレート、４－ブロモブチル（
メタ）アクリレート、シアノエチル（メタ）アクリレート、ベンジル（メタ）アクリレー
ト、ブトシキメチル（メタ）アクリレート、３－メトキシブチル（メタ）アクリレート、
アルコキシメチル（メタ）アクリレート、アルコキシエチル（メタ）アクリレート、２－
（２－メトキシエトキシ）エチル（メタ）アクリレート、２－（２－ブトキシエトキシ）
エチル（メタ）アクリレート、２，２，２－テトラフルオロエチル（メタ）アクリレート
、１Ｈ，１Ｈ，２Ｈ，２Ｈパーフルオロデシル（メタ）アクリレート、４－ブチルフェニ
ル（メタ）アクリレート、フェニル（メタ）アクリレート、２，４，５－テトラメチルフ
ェニル（メタ）アクリレート、４－クロロフェニル（メタ）アクリレート、フェノキシメ
チル（メタ）アクリレート、フェノキシエチル（メタ）アクリレート、グリシジル（メタ
）アクリレート、グリシジロキシブチル（メタ）アクリレート、グリシジロキシエチル（
メタ）アクリレート、グリシジロキシプロピル（メタ）アクリレート、テトラヒドロフル
フリル（メタ）アクリレート、ヒドロキシアルキル（メタ）アクリレート、２－ヒドロキ
シエチル（メタ）アクリレート、３－ヒドロキシプロピル（メタ）アクリレート、２－ヒ
ドロキシプロピル（メタ）アクリレート、２－ヒドロキシブチル（メタ）アクリレート、
【０１１１】
４－ヒドロキシブチル（メタ）アクリレート、３－ヒドロキシブチル（メタ）アクリレー
ト、ジメチルアミノエチル（メタ）アクリレート、ジエチルアミノエチル（メタ）アクリ
レート、ジメチルアミノプロピル（メタ）アクリレート、ジエチルアミノプロピル（メタ
）アクリレート、トリメトキシシリルプロピル（メタ）アクリレート、トリメチルシリル
プロピル（メタ）アクリレート、ポリエチレンオキシドモノメチルエーテル（メタ）アク
リレート、オリゴエチレンオキシドモノメチルエーテル（メタ）アクリレート、ポリエチ
レンオキシド（メタ）アクリレート、オリゴエチレンオキシド（メタ）アクリレート、オ
リゴエチレンオキシドモノアルキルエーテル（メタ）アクリレート、ポリエチレンオキシ
ドモノアルキルエーテル（メタ）アクリレート、ジプロピレングリコール（メタ）アクリ
レート、ポリプロピレンオキシドモノアルキルエーテル（メタ）アクリレート、オリゴプ
ロピレンオキシドモノアルキルエーテル（メタ）アクリレート、２－メタクリロイロキシ
チルコハク酸、２－メタクリロイロキシヘキサヒドロフタル酸、２－メタクリロイロキシ
エチル－２－ヒドロキシプロピルフタレート、ブトキシジエチレングリコール（メタ）ア
クリレート、トリフロロエチル（メタ）アクリレート、パーフロロオクチルエチル（メタ
）アクリレート、２－ヒドロキシ－３－フェノキシプロピル（メタ）アクリレート、ＥＯ
変性フェノール（メタ）アクリレート、ＥＯ変性クレゾール（メタ）アクリレート、ＥＯ
変性ノニルフェノール（メタ）アクリレート、ＰＯ変性ノニルフェノール（メタ）アクリ
レート、ＥＯ変性－２－エチルヘキシル（メタ）アクリレート、ジシクロペンテニル（メ
タ）アクリレート、ジシクロペンテニルオキシエチル（メタ）アクリレート、ジシクロペ
ンタニル（メタ）アクリレート、（３－エチル－３－オキセタニルメチル）（メタ）アク
リレート、フェノキシエチレングリコール（メタ）アクリレートが挙げられる。
【０１１２】
　二官能の（メタ）アクリレートとしては、例えば、１，６－ヘキサンジオールジ（メタ
）アクリレート、１，１０－デカンジオールジ（メタ）アクリレート、ネオペンチルグリ
コールジ（メタ）アクリレート、２，４－ジメチル－１，５－ペンタンジオールジ（メタ
）アクリレート、ブチルエチルプロパンジオール（メタ）アクリレート、エトキシ化シク
ロヘキサンメタノールジ（メタ）アクリレート、ポリエチレングルコールジ（メタ）アク
リレート、オリゴエチレングリコールジ（メタ）アクリレート、エチレングリコールジ（
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メタ）アクリレート、２－エチル－２－ブチル－ブタンジオールジ（メタ）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（メタ）アクリレート、ＥＯ変性ビス
フェノールＡジ（メタ）アクリレート、ビスフェノールＦポリエトキシジ（メタ）アクリ
レート、ポリプロピレングリコールジ（メタ）アクリレート、オリゴプロピレングリコー
ルジ（メタ）アクリレート、１，４－ブタンジオールジ（メタ）アクリレート、２－エチ
ル－２－ブチルプロパンジオールジ（メタ）アクリレート、１，９－ノナンジ（メタ）ア
クリレート、プロポキシ化エトキシ化ビスフェノールＡジ（メタ）アクリレート、トリシ
クロデカンジ（メタ）アクリレート、ジプロピレングリコールジ（メタ）アクリレート、
プロポキシ化ネオペンチルグルコールジ（メタ）アクリレート等が挙げられる。
【０１１３】
　三官能の（メタ）アクリレートとしては、例えば、トリメチロールプロパントリ（メタ
）アクリレート、トリメチロールエタントリ（メタ）アクリレート、トリメチロールプロ
パンのアルキレンオキサイド変性トリ（メタ）アクリレート、ペンタエリスリトールトリ
（メタ）アクリレート、ジペンタエリスリトールトリ（メタ）アクリレート、トリメチロ
ールプロパントリ（（メタ）アクリロイルオキシプロピル）エーテル、イソシアヌル酸ア
ルキレンオキサイド変性トリ（メタ）アクリレート、プロピオン酸ジペンタエリスリトー
ルトリ（メタ）アクリレート、トリ（（メタ）アクリロイルオキシエチル）イソシアヌレ
ート、ヒドロキシピバルアルデヒド変性ジメチロールプロパントリ（メタ）アクリレート
、ソルビトールトリ（メタ）アクリレート、プロポキシ化トリメチロールプロパントリ（
メタ）アクリレート、エトキシ化グリセリントリアクリレート等が挙げられる。
　四官能の（メタ）アクリレートとしては、例えば、ペンタエリスリトールテトラ（メタ
）アクリレート、ソルビトールテトラ（メタ）アクリレート、ジトリメチロールプロパン
テトラ（メタ）アクリレート、プロピオン酸ジペンタエリスリトールテトラ（メタ）アク
リレート、エトキシ化ペンタエリスリトールテトラ（メタ）アクリレート等が挙げられる
。
　五官能の（メタ）アクリレートとしては、例えば、ソルビトールペンタ（メタ）アクリ
レート、ジペンタエリスリトールペンタ（メタ）アクリレートが挙げられる。
　六官能の（メタ）アクリレートとしては、例えば、ジペンタエリスリトールヘキサ（メ
タ）アクリレート、ソルビトールヘキサ（メタ）アクリレート、フォスファゼンのアルキ
レンオキサイド変性ヘキサ（メタ）アクリレート、ε－カプトラクトン変性ジペンタエリ
スリトールヘキサ（メタ）アクリレート等が挙げられる。
【０１１４】
　ラジカル重合性モノマーとして用いられる（メタ）アクリルアミド類としては、例えば
、（メタ）アクリルアミド、Ｎ－メチル（メタ）アクリルアミド、Ｎ－エチル（メタ）ア
クリルアミド、Ｎ－プロピル（メタ）アクリルアミド、Ｎ－ｎ－ブチル（メタ）アクリル
アミド、Ｎ－ｔ－ブチル（メタ）アクリルアミド、Ｎ－ブトキシメチル（メタ）アクリル
アミド、Ｎ－イソプロピル（メタ）アクリルアミド、Ｎ－メチロール（メタ）アクリルア
ミド、Ｎ，Ｎ－ジメチル（メタ）アクリルアミド、Ｎ，Ｎ－ジエチル（メタ）アクリルア
ミド、（メタ）アクリロイルモルフォリンが挙げられる。
【０１１５】
　ラジカル重合性モノマーとして用いられる芳香族ビニル類としては、例えば、スチレン
、メチルスチレン、ジメチルスチレン、トリメチルスチレン、エチルスチレン、イソプロ
ピルスチレン、クロルメチルスチレン、メトキシスチレン、アセトキシスチレン、クロル
スチレン、ジクロルスチレン、ブロムスチレン、ビニル安息香酸メチルエステル、３－メ
チルスチレン、４－メチルスチレン、３－エチルスチレン、４－エチルスチレン、３－プ
ロピルスチレン、４－プロピルスチレン、３－ブチルスチレン、４－ブチルスチレン、３
－ヘキシルスチレン、４－ヘキシルスチレン、３―オクチルスチレン、４－オクチルスチ
レン、３－（２－エチルヘキシル）スチレン、４－（２－エチルヘキシル）スチレン、ア
リルスチレン、イソプロペニルスチレン、ブテニルスチレン、オクテニルスチレン、４－
ｔ－ブトキシカルボニルスチレン、４－メトキシスチレン、４－ｔ－ブトキシスチレン等
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が挙げられる。
【０１１６】
　さらに、本発明に適用しうるラジカル重合性モノマーとしては、例えば、ビニルエステ
ル類［酢酸ビニル、プロピオン酸ビニル、バーサチック酸ビニルなど］、アリルエステル
類［酢酸アリルなど］、ハロゲン含有単量体［塩化ビニリデン、塩化ビニルなど］、ビニ
ルエーテル［メチルビニルエーテル、ブチルビニルエーテル、ヘキシルビニルエーテル、
メトキシビニルエーテル、２－エチルヘキシルビニルエーテル、メトキシエチルビニルエ
ーテル、シクロヘキシルビニルエーテル、クロロエチルビニルエーテル、トリエチレング
リコールジビニルエーテルなど］、シアン化ビニル［（メタ）アクリロニトリルなど］、
オレフィン類［エチレン、プロピレンなど］などが挙げられる。
【０１１７】
　これらのうち、本発明に適用しうるラジカル重合性モノマーとしては、硬化速度の点か
ら、（メタ）アクリレート類、（メタ）アクリルアミド類が好ましい。硬化速度と顔料分
散物の粘度の観点からは、上記多官能（メタ）アクリレート、と単官能もしくは２官能の
（メタ）アクリレート、（メタ）アクリルアミドを併用することが好ましい。
【０１１８】
　本発明の顔料分散物が（ｄ）重合性化合物を含む場合の（ｄ）重合性化合物の含有量は
、硬化性の観点から、顔料分散物の全質量に対し、５０質量％～９５質量％が好ましく、
より好ましくは６０質量％～９０質量％である。
【０１１９】
＜（ｅ）有機溶剤＞
　本発明の顔料分散物及びインク組成物は、（ｄ）重合性化合物と共に、又は（ｄ）重合
性化合物の代わりに、（ｅ）有機溶剤を含有していても良い。使用する有機溶剤は、目的
に応じて適宜選択することができる。例えば、公知のアルコール系溶剤、エステル系溶剤
、エーテル系溶剤、炭化水素系溶剤、ケトン系溶剤などが好ましく用いられる。具体的に
は、アルキレンオキシドモノアルキルエーテル、アルキレンオキシドモノアルキルエーテ
ルアセテート、アルキレングリコールジアセテート、ジカルボン酸ジエアルキルエステル
、シクロヘキサノン、乳酸エチルなどが好ましい。
【０１２０】
＜分散媒＞
　本発明の顔料分散物において、顔料などの諸成分を分散させる際に使用する分散媒とし
ては、目的に応じて適宜選択することができる。例えば、溶剤を分散媒としてもよいし、
また、無溶媒で、低粘度の重合性化合物を分散媒として用いてもよい。分散媒として溶剤
を用いる場合、前記有機溶剤を好ましく用いる事ができる。また、顔料分散物を活性エネ
ルギー線硬化型のインク組成物等の着色硬化性組成物に適用する場合には、揮発性溶媒を
含まないことが好ましく、沸点が１８０℃以上の高沸点溶剤、もしくは無溶剤であること
が好ましい。そのような場合、重合性化合物を分散媒として使用することも好ましい。
【０１２１】
［インク組成物］
　本発明のインク組成物は、本発明の顔料分散物を含むものであり、少なくと、当該顔料
分散物と、（ｆ）重合開始剤と、を含み、顔料濃度が１質量％～１０質量％であることが
好ましい。また、（ｄ）重合性化合物及び（ｅ）有機溶剤の少なくとも一方を含むことが
好適な適用形態の一つである。このインク組成物は、活性エネルギー線の照射又は加熱に
より硬化しうるインク組成物である。
【０１２２】
　本発明のインク組成物は、例えば（ａ）顔料、（ｂ）特定重合体、（ｃ）特定グラフト
共重合体、更に（ｄ）重合性化合物及び（ｅ）有機溶剤の少なくとも一方を含む本発明の
顔料分散物を調製し、該顔料分散物に、少なくとも（ｆ）重合開始剤を加えることにより
得ることができる。
　本発明のインク組成物を硬化性インク組成物として用いる場合は、発色性と粘度の点で
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、インク組成物に対する前記（ａ）顔料の含有量が２質量％～２０質量％（より好ましく
は２質量％～１０質量％）であり、インク組成物に対する前記（ｄ）重合性化合物及び（
ｅ）有機溶剤の少なくとも一方の含有量が５０～９５質量％（より好ましくは６０質量％
～９０質量％（（ｄ）重合性化合物及び（ｅ）有機溶剤の両方を含む場合は合計量を、（
ｄ）重合性化合物及び（ｅ）有機溶剤の一方しか含まない場合は、その一方の量を示す。
））であることが好ましい。
　また、本発明のインク組成物を溶剤含有のインク組成物として用いる場合は、粘度と発
色性の点で、インク組成物に対する前記（ａ）顔料の含有量が２質量％～２０質量％（よ
り好ましくは２質量％～１０質量％）であり、インク組成物に対する前記（ｅ）有機溶剤
の含有量が５０～９５質量％（より好ましくは６０質量％～９０質量％）であることが好
ましい。
【０１２３】
　本発明のインク組成物は、本発明の顔料分散物のうち重合性化合物を含む態様の顔料分
散物を用いて調製されることが好ましい。該顔料分散物が含有しうる各成分（（ａ）顔料
、（ｂ）特定重合体、（ｃ）特定グラフト共重合体、（ｄ）重合性化合物及び（ｅ）有機
溶剤等）の種類及びその好適な態様の詳細は、既述の顔料分散物の説明にて詳述した通り
である。
【０１２４】
［（ｆ）重合開始剤］
　本発明のインク組成物は、硬化感度向上の観点から、顔料分散物に重合開始剤を加えて
調製されたものである。
【０１２５】
　本発明のインク組成物に用いられる重合開始剤としては、熱重合開始剤及び光重合開始
剤のいずれであってもよい。熱重合開始剤を含むと、インク組成物は加熱により良好な硬
化性を示す。また、光重合開始剤を含むと、インク組成物は活性エネルギー線の照射によ
り硬化する。本発明のインク組成物を用いて画像を形成する場合、鮮鋭な画像を得るため
には、インク組成物を瞬時に硬化させることが好ましい。このため、本発明のインク組成
物には、重合開始剤として光重合開始剤を用いることが好ましい。また、本発明のインク
組成物は顔料の分散安定性が良好であるため、光重合開始剤存在化での保存安定性が良好
であることも特徴の一つである。
【０１２６】
　ここで活性エネルギー線とは、その照射によりインク組成物中において開始種を発生さ
せうるエネルギーを付与することができるものであれば、特に制限はなく、α線、γ線、
Ｘ線、紫外線、可視光線、電子線などを包含する。これらのうち、硬化感度及び装置の入
手容易性の観点からは、紫外線又は電子線が好ましく、紫外線がより好ましい。したがっ
て、本発明のインク組成物としては、放射線として、紫外線を照射することにより硬化可
能なものが好ましい。紫外線を発生させる光源としては、３００ｎｍ～４００ｎｍに発光
波長を有するものが好ましく、公知の紫外線ランプである低圧水銀ランプ、高圧水銀ラン
プ、ショートアーク放電ランプ、紫外線発光ダイオード、半導体レーザ、蛍光灯などを使
用することができ、開始剤に適した光量や波長により、高圧放電ランプに属する高圧水銀
ランプやメタルハライドランプ、ショートアーク放電ランプに属するキセノンランプが好
ましく用いられる。また、省エネルギーの観点から紫外線発光ダイオードも好ましく用い
られる。
【０１２７】
　本発明のインク組成物は、ラジカル重合の重合開始剤を含有することが好ましく、光重
合開始剤を含有することがより好ましい。
【０１２８】
［光重合開始剤］
　光重合開始剤は、光の作用、又は、増感色素の電子励起状態との相互作用を経て、化学
変化を生じ、ラジカル、酸及び塩基のうちの少なくともいずれか１種を生成する化合物で
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ある。
【０１２９】
　光重合開始剤は、照射される活性光線、例えば、波長が４００ｎｍ～２００ｎｍの紫外
線、遠紫外線、ｇ線、ｈ線、ｉ線、ＫｒＦエキシマレーザー光、ＡｒＦエキシマレーザー
光、電子線、Ｘ線、分子線又はイオンビームなどに感度を有するものを適宜選択して使用
することができる。
【０１３０】
　光重合開始剤としては、当業者間で公知のものを制限なく使用でき、例えば、Ｂｒｕｃ
ｅ　Ｍ．　Ｍｏｎｒｏｅら著、Ｃｈｅｍｉｃａｌ　Ｒｅｖｕｅ，９３，４３５（１９９３
）．や、Ｒ．Ｓ．Ｄａｖｉｄｓｏｎ著、Ｊｏｕｒｎａｌ　ｏｆ　Ｐｈｏｔｏｃｈｅｍｉｓ
ｔｒｙ　ａｎｄ　ｂｉｏｌｏｇｙ　Ａ　：Ｃｈｅｍｉｓｔｒｙ，７３．８１（１９９３）
．や、Ｊ．Ｐ．Ｆａｕｓｓｉｅｒ　”Ｐｈｏｔｏｉｎｉｔｉａｔｅｄ　Ｐｏｌｙｍｅｒｉ
ｚａｔｉｏｎ－Ｔｈｅｏｒｙ　ａｎｄ　Ａｐｐｌｉｃａｔｉｏｎｓ”　：Ｒａｐｒａ　Ｒ
ｅｖｉｅｗ　ｖｏｌ．９，Ｒｅｐｏｒｔ，Ｒａｐｒａ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ（１９９８
）．や、Ｍ．Ｔｓｕｎｏｏｋａ　ｅｔ　ａｌ．，Ｐｒｏｇ．Ｐｏｌｙｍ．Ｓｃｉ．，２１
，１（１９９６）．に多く記載されているものを使用することができる。また、有機エレ
クトロニクス材料研究会編、「イメージング用有機材料」、ぶんしん出版（１９９３年）
、１８７～１９２ページ参照に記載されている化学増幅型フォトレジストや光カチオン重
合に利用される化合物を使用することができる。さらには、Ｆ．Ｄ．Ｓａｅｖａ，Ｔｏｐ
ｉｃｓ　ｉｎ　Ｃｕｒｒｅｎｔ　Ｃｈｅｍｉｓｔｒｙ，１５６，５９（１９９０）．、Ｇ
．Ｇ．Ｍａｓｌａｋ，Ｔｏｐｉｃｓ　ｉｎ　Ｃｕｒｒｅｎｔ　Ｃｈｅｍｉｓｔｒｙ，１６
８，１（１９９３）．、Ｈ．Ｂ．Ｓｈｕｓｔｅｒ　ｅｔ　ａｌ，ＪＡＣＳ，１１２，６３
２９（１９９０）．、Ｉ．Ｄ．Ｆ．Ｅａｔｏｎ　ｅｔ　ａｌ，ＪＡＣＳ，１０２，３２９
８（１９８０）．等に記載されているような、増感色素の電子励起状態との相互作用を経
て、酸化的もしくは還元的に結合解裂を生じる化合物群も知られる。
【０１３１】
　光重合開始剤としては、（ｉ）芳香族ケトン類、（ｉｉ）芳香族オニウム塩化合物、（
ｉｉｉ）有機過酸化物、（ｉｖ）ヘキサアリールビイミダゾール化合物、（ｖ）ケトオキ
シムエステル化合物、（ｖｉ）ボレート化合物、（ｖｉｉ）アジニウム化合物、（ｖｉｉ
ｉ）メタロセン化合物、（ｉｘ）活性エステル化合物、（ｘ）炭素ハロゲン結合を有する
化合物等が好ましく、例えば特開２０１０－１３６３０の明細書の段落０１４７～０２２
５に記載の光重合開始剤を挙げることができる。これらの中でも、安定性や硬化感度、入
手性の観点から（ｉ）芳香族ケトン類が好ましい。（ｉ）芳香族ケトン類の中でも、ベン
ゾフェノン化合物、α－アミノアセトフェノン化合物、アシルフォスフィンオキサイド化
合物、α－ヒドロキシアセトフェノン化合物が好ましい。また、市販品として入手可能な
化合物としては以下のものが挙げられ、これらも好ましく用いることができる。
【０１３２】
　前記ベンゾフェノン化合物としては、ベンゾフェノンや、ミヒラーズケトン、ＥＳＡＣ
ＵＲＥ　ＴＺＴ（Ｆｒａｔｅｌｌｉ　Ｌａｍｂｅｒｔｉ社製）ＫＡＹＡＣＵＲＥ　ＢＭＳ
（日本化薬社製）が挙げられる。
　前記α－アミノアセトフェノン化合物としては、ＩＲＧＡＣＵＲＥ　３６９、ＩＲＧＡ
ＣＵＲＥ　３７９、ＩＲＧＡＣＵＲＥ　９０７（チバスペシャルティケミカルズ社製）が
挙げられる。
　前記アシルフォスフィンオキサイド化合物としては、ＩＲＧＡＣＵＲＥ　８１９、ＤＡ
ＲＯＣＵＲＥ　ＴＰＯ（チバスペシャルティケミカルズ社製）、ＬＵＣＩＲＩＮ　ＴＰＯ
、ＬＵＣＩＲＩＮ　ＴＰＯ－Ｌ（ＢＡＳＦ社製）、ビス（２，６－ジメトキシベンゾイル
）－２，４，４－トリメチル－ペンチルフェニルホスフィンオキサイドが挙げられる。
　前記α－ヒドロキシアセトフェノン化合物としては、ＩＲＧＡＣＵＲＥ　１８４、ＩＲ
ＧＡＣＵＲＥ　１２７、ＩＲＧＡＣＵＲＥ　２９５９（チバスペシャルティケミカルズ社
製）、ＤＡＲＵＣＵＲ　１１７３、ＤＡＲＯＣＵＲＥ　１１１６、ＤＡＲＯＣＵＲＥ　９
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５３（ＢＡＳＦ社製）が挙げられる。
【０１３３】
　重合開始剤としての光重合開始剤は、１種単独で又は２種以上を組み合わせて使用する
ことができる。また、光重合開始剤の含有量は、インク組成物中に、０．１質量％～２０
質量％の範囲であることが好ましく、０．５質量％～１５質量％であることがより好まし
く、１質量％～１０質量％であることが特に好ましい。
【０１３４】
［増感色素］
　本発明のインク組成物には、光重合開始剤の感度を向上させる目的で、増感色素を添加
してもよい。増感色素としては、以下の化合物類に属しており、かつ３５０ｎｍから４５
０ｎｍ域に吸収波長を有するものが好ましい。
【０１３５】
　増感色素としては、例えば、多核芳香族類（例えば、ピレン、ペリレン、トリフェニレ
ン、アントラセン）、キサンテン類（例えば、フルオレッセイン、エオシン、エリスロシ
ン、ローダミンＢ、ローズベンガル）、シアニン類（例えばチアカルボシアニン、オキサ
カルボシアニン）、メロシアニン類（例えば、メロシアニン、カルボメロシアニン）、チ
アジン類（例えば、チオニン、メチレンブルー、トルイジンブルー）、アクリジン類（例
えば、アクリジンオレンジ、クロロフラビン、アクリフラビン）、アントラキノン類（例
えば、アントラキノン）、スクアリウム類（例えば、スクアリウム）、クマリン類（例え
ば、７－ジエチルアミノ－４－メチルクマリン）が挙げられる。
【０１３６】
　また、増感色素としては、下記一般式（ＩＸ）～（ＸＩＩＩ）で表される化合物がより
好ましい。
【０１３７】
【化１０】

【０１３８】
　一般式（ＩＸ）中、Ａ１は、硫黄原子又は－ＮＲ５０－を表し、Ｒ５０はアルキル基又
はアリール基を表し、Ｌ２は隣接するＡ２及び隣接炭素原子と共同して色素の塩基性核を
形成する非金属原子団を表し、Ｒ５１、Ｒ５２はそれぞれ独立に水素原子又は一価の非金
属原子団を表し、Ｒ５１、Ｒ５２は互いに結合して、色素の酸性核を形成してもよい。Ｗ
は酸素原子又は硫黄原子を表す。
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　一般式（Ｘ）中、Ａｒ１及びＡｒ２はそれぞれ独立にアリール基を表し、－Ｌ３－によ
る結合を介して連結している。ここでＬ３は－Ｏ－又は－Ｓ－を表す。また、Ｗは一般式
（ＩＸ）に示したものと同義である。
　一般式（ＸＩ）中、Ａ２は、硫黄原子又はＮＲ５９を表し、Ｌ４は隣接するＡ２及び炭
素原子と共同して色素の塩基性核を形成する非金属原子団を表し、Ｒ５３、Ｒ５４、Ｒ５

５、Ｒ５６、Ｒ５７及びＲ５８はそれぞれ独立に一価の非金属原子団の基を表し、Ｒ５９

はアルキル基又はアリール基を表す。
【０１３９】
　一般式（ＸＩＩ）中、Ａ３、Ａ４は、それぞれ独立に－Ｓ－又は－ＮＲ６２－又は－Ｎ
Ｒ６３－を表し、Ｒ６２、Ｒ６３はそれぞれ独立に置換若しくは非置換のアルキル基、又
は、置換若しくは非置換のアリール基を表し、Ｌ５、Ｌ６はそれぞれ独立に、隣接するＡ
３、Ａ４及び隣接炭素原子と共同して色素の塩基性核を形成する非金属原子団を表し、Ｒ
６０、Ｒ６１はそれぞれ独立に水素原子又は一価の非金属原子団であるか又は互いに結合
して脂肪族性又は芳香族性の環を形成することができる。
　一般式（ＸＩＩＩ）中、Ｒ６６は置換基を有してもよい芳香族環又はヘテロ環を表し、
Ａ５は酸素原子、硫黄原子又は－ＮＲ６７－を表す。Ｒ６４、Ｒ６５及びＲ６７はそれぞ
れ独立に水素原子又は一価の非金属原子団を表し、Ｒ６７及びＲ６４と、Ｒ６５及びＲ６
７とは、それぞれ互いに脂肪族性又は芳香族性の環を形成するため結合することができる
。
【０１４０】
　一般式（ＩＸ）～（ＸＩＩＩ）で表される化合物の好ましい具体例としては、以下に示
す例示化合物（Ａ－１）～（Ａ－２４）などが挙げられる。
【０１４１】
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【０１４２】
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【０１４３】
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【化１３】

【０１４４】
［共増感剤］
　さらに、本発明のインク組成物の硬化感度を一層向上させる、あるいは酸素による重合
阻害を抑制する等の作用を有する公知の化合物を共増感剤として加えてよい。
　共増感剤としては、アミン類、例えば、Ｍ．　Ｒ．　Ｓａｎｄｅｒら著「Ｊｏｕｒｎａ
ｌ　ｏｆ　Ｐｏｌｙｍｅｒ　Ｓｏｃｉｅｔｙ」第１０巻３１７３頁（１９７２）、特公昭
４４－２０１８９号公報、特開昭５１－８２１０２号公報、特開昭５２－１３４６９２号
公報、特開昭５９－１３８２０５号公報、特開昭６０－８４３０５号公報、特開昭６２－
１８５３７号公報、特開昭６４－３３１０４号公報、Ｒｅｓｅａｒｃｈ　Ｄｉｓｃｌｏｓ
ｕｒｅ　３３８２５号に記載の化合物等が挙げられ、より具体的には、トリエタノールア
ミン、ｐ－ジメチルアミノ安息香酸エチルエステル、ｐ－ホルミルジメチルアニリン、ｐ
－メチルチオジメチルアニリン等が挙げられる。
【０１４５】
　他の共増感剤としては、チオール及びスルフィド類、例えば、特開昭５３－７０２号公
報、特公昭５５－５００８０６号公報、特開平５－１４２７７２号公報記載のチオール化
合物、特開昭５６－７５６４３号公報のジスルフィド化合物等が挙げられ、より具体的に
は、２－メルカプトベンゾチアゾール、２－メルカプトベンゾオキサゾール、２－メルカ
プトベンゾイミダゾール、２－メルカプト－４（３Ｈ）－キナゾリン、β－メルカプトナ
フタレン等が挙げられる。
【０１４６】
　また他の共増感剤としては、例えば、アミノ酸化合物（例、Ｎ－フェニルグリシン等）
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、特公昭４８－４２９６５号公報記載の有機金属化合物（例、トリブチル錫アセテート等
）、特公昭５５－３４４１４号公報記載の水素供与体、特開平６－３０８７２７号公報記
載のイオウ化合物（例、トリチアン等）、特開平６－２５０３８７号公報記載のリン化合
物（ジエチルホスファイト等）、特願平６－１９１６０５号記載のＳｉ－Ｈ、Ｇｅ－Ｈ化
合物等が挙げられる。
【０１４７】
　本発明のインク組成物には、顔料、特定分散剤、重合性化合物、重合開始剤の必須成分
、これらともに用いられる増感色素、共増感剤に加え、目的に応じて種々の添加剤を併用
することができる。例えば、得られる画像の耐候性向上、退色防止の観点から、紫外線吸
収剤を用いることができる。また、インク組成物の安定性向上のため、酸化防止剤を添加
することができる。以下に、本発明のインク組成物に用いうる添加剤を挙げる。
【０１４８】
　本発明のインク組成物には、各種の有機系及び金属錯体系の褪色防止剤、射出物性の制
御を目的としたチオシアン酸カリウム、硝酸リチウム、チオシアン酸アンモニウム、ジメ
チルアミン塩酸塩などの導電性塩類、被記録媒体との密着性を改良するため、極微量の有
機溶剤を添加することができる。
【０１４９】
　本発明のインク組成物には、膜物性を調整する目的で、各種高分子化合物を添加するこ
とができる。高分子化合物としては、アクリル系重合体、ポリビニルブチラール樹脂、ポ
リウレタン樹脂、ポリアミド樹脂、ポリエステル樹脂、エポキシ樹脂、フェノール樹脂、
ポリカーボネート樹脂、ポリビニルブチラール樹脂、ポリビニルホルマール樹脂、シェラ
ック、ビニル系樹脂、アクリル系樹脂、ゴム系樹脂、ワックス類、その他の天然樹脂等が
使用できる。また、これらは２種以上併用してもかまわない。
【０１５０】
　本発明のインク組成物には、液物性の調整のためにノニオン性界面活性剤、カチオン性
界面活性剤や、有機フルオロ化合物などを添加することもできる。
　また、この他にも、必要に応じて、例えば、レベリング添加剤、マット剤、膜物性を調
整するためのワックス類、ポリオレフィンやＰＥＴ等の被記録媒体への密着性を改善する
ために、重合を阻害しないタッキファイヤーなどを含有させることができる。
【０１５１】
［インクジェット用インク組成物］
　本発明のインク組成物の好ましい態様の一つは、インクジェット用インク組成物である
。本発明のインクジェット用インク組成物は、活性エネルギー線硬化型のインク組成物と
して調製することができ、この場合、インク組成物を被記録媒体上に適用後、放射線を照
射して硬化させるものである。また、硬化されたインク画像中に、溶剤が残留すると、耐
溶剤性の劣化、ブロッキング性の低下、硬化不良、残留する溶剤によるインク画像の経時
的な物性が変化する場合があるので、分散媒として用いる溶剤又は重合性化合物として、
粘度が低い重合性化合物を選択することが分散適性やインク組成物のハンドリング性向上
及びインクジェット吐出適性の観点から好ましい。前記顔料分散物を適用してなるインク
組成物は、活性放射線により高感度で硬化するとともに、顔料の分散安定性の低下に起因
する増粘や着色性の低下の懸念がないため、後述するように、粘度安定性を要求されるイ
ンクジェット記録方法に適用されるインクジェット用インクに好適に使用される。
【０１５２】
　本発明のインク組成物をインクジェット記録方法に用いる場合には、インク組成物の射
出性を考慮し、射出時の温度でのインク粘度が３０ｍＰａ・ｓ以下であることが好ましく
、２０ｍＰａ・ｓ以下であることがより好ましく、前記範囲になるように適宜組成比を調
整し決定することが好ましい。
　なお、２５℃（室温）でのインク粘度は、０．５ｍＰａ・ｓ以上２００ｍＰａ・ｓ以下
、好ましくは１ｍＰａ・ｓ以上１００ｍＰａ・ｓ以下であり、より好ましくは２ｍＰａ・
ｓ以上５０ｍＰａ・ｓ以下である。室温での粘度を高く設定することにより、多孔質な被
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記録媒体を用いた場合でも、被記録媒体中へのインク浸透を防ぎ、未硬化モノマーの低減
、臭気低減が可能となり、更にインク液滴着弾時のドット滲みを抑えることができ、その
結果として画質が改善される。２５℃でのインク粘度が２００ｍＰａ・ｓより大きいと、
インク液のデリバリーに問題が生じる。
【０１５３】
　本発明のインク組成物をインクジェット用として用いた場合の表面張力は、好ましくは
２０～４０ｍＮ／ｍ、より好ましくは２３～３５ｍＮ／ｍである。ポリオレフィン、ＰＥ
Ｔ、コート紙、非コート紙など様々な被記録媒体へ記録する場合、滲み及び浸透の観点か
ら、２０ｍＮ／ｍ以上が好ましく、濡れ性の観点から３５ｍＮ／ｍ以下が好ましい。
【０１５４】
　このようにして調整されたインク組成物は、インクジェット記録用インクとして好適に
用いられる。インク組成物をインクジェットプリンターにより被記録媒体に印字し、その
後、印字されたインク組成物に放射線を照射して硬化して記録を行う。
　このインクにより得られた印刷物は、画像部が紫外線などの放射線照射により硬化して
おり、画像部の強度に優れるため、インクによる画像形成以外にも、例えば、平版印刷版
のインク受容層（画像部）の形成など、種々の用途に使用しうる。
【０１５５】
　次に、本発明のインク組成物をインクジェット用インク組成物に適用した場合に採用さ
れ得るインクジェット記録方法及びインクジェット記録装置について、以下説明する。
【０１５６】
－インクジェット記録方法－
　インクジェットプリンターによる記録方法においては、インク組成物を２５～８０℃の
温度範囲に制御して、インク組成物の粘度を３０ｍＰａ・ｓ以下とした後、射出すること
が好ましく、この方法を用いることにより高い射出安定性を実現することができる。
　一般に、非水溶性インク組成物では、概して水性インクより粘度が高いため、印字時の
温度変動による粘度変動幅が大きい。このインク組成物の粘度変動は、そのまま液滴サイ
ズ、液滴射出速度に対して大きな影響を与え、これにより画質劣化を引き起こすため、印
字時のインク組成物温度はできるだけ一定に保つことが必要である。インク組成物温度の
制御幅は設定温度±５℃とすることが好ましく、設定温度±２℃とすることがより好まし
く、設定温度±１℃とすることが特に好ましい。
【０１５７】
　インクジェット記録方法に用いられるインクジェット記録装置には、インク組成物温度
の安定化手段を備えることが一つの特徴であり、一定温度にする部位はインクタンク（中
間タンクがある場合は中間タンク）からノズル射出面までの配管系、部材の全てが対象と
なる。
【０１５８】
　温度コントロールの方法としては、特に制約はないが、例えば、温度センサーを各配管
部位に複数設け、インク組成物流量、環境温度に応じた加熱制御をすることが好ましい。
また、加熱するヘッドユニットは、装置本体を外気からの温度の影響を受けないよう、熱
的に遮断もしくは断熱されていることが好ましい。加熱に要するプリンター立上げ時間を
短縮するため、あるいは熱エネルギーのロスを低減するために、他部位との断熱を行うと
ともに、加熱ユニット全体の熱容量を小さくすることが好ましい。
【０１５９】
　本発明のインク組成物に重合開始剤としての光重合開始剤を添加することで、活性放射
線硬化型のインク組成物となる。
　このようなインク組成物における活性放射線の照射条件について述べる。基本的な照射
方法は、特開昭６０－１３２７６７号公報に開示されている。具体的には、ヘッドユニッ
トの両側に光源を設け、シャトル方式でヘッドと光源を走査する。照射は、インク着弾後
、一定時間をおいて行われることになる。更に、駆動を伴わない別光源によって硬化を完
了させる。ＷＯ９９／５４４１５号では、照射方法として、光ファイバーを用いた方法や
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コリメートされた光源をヘッドユニット側面に設けた鏡面に当て、記録部へＵＶ光を照射
する方法が開示されている。本発明においては、これらの照射方法を用いることが可能で
ある。
【０１６０】
　また、本発明のインク組成物を用いた場合、インク組成物を一定温度に加温するととも
に、着弾から照射までの時間を０．０１～０．５秒とすることが望ましく、好ましくは０
．０１～０．３秒、より好ましくは０．０１～０．１５秒後に放射線を照射することにあ
る。このように着弾から照射までの時間を極短時間に制御することにより、着弾インクが
硬化前に滲むことを防止するこが可能となる。
　また、多孔質な被記録媒体に対しても光源の届かない深部までインク組成物が浸透する
前に露光することができる為、未反応モノマーの残留を抑えられ、その結果として臭気を
低減することができる。
　インクジェット記録方法と本発明のインク組成物とを併せて用いることにより、大きな
相乗効果をもたらすことになる。特に、２５℃におけるインク粘度が２００ｍＰａ・ｓ以
下のインク組成物を用いると大きな効果を得ることができる。
　このようなインクジェット記録方法を取ることで、表面の濡れ性が異なる様々な被記録
媒体に対しても、着弾したインクのドット径を一定に保つことができ、画質が向上する。
なお、カラー画像を得るためには、明度の低い色から順に重ねていくことが好ましい。明
度の低いインクを重ねると、下部のインクまで照射線が到達しにくく、硬化感度の阻害、
残留モノマーの増加及び臭気の発生、密着性の劣化が生じやすい。また、照射は、全色を
射出してまとめて露光することが可能だが、１色毎に露光するほうが、硬化促進の観点か
ら好ましい。
【０１６１】
　本発明に用いられるインクジェット記録装置としては、特に制限はなく、市販のインク
ジェット記録装置が使用できる。即ち、本発明においては、市販のインクジェット記録装
置を用いて被記録媒体（印刷物）へ記録することができる。
　前記好ましい射出条件によれば、本発明のインク組成物は加温、降温を繰り返すことに
なるが、本発明のインク組成物は、このような温度条件下で保存された場合でも、顔料分
散性の低下が抑制され、長期間にわたり優れた発色性が得られ、且つ、顔料の凝集に起因
する吐出性の低下も抑制されるという利点をも有する。
【０１６２】
（被記録媒体）
　本発明のインク組成物を適用しうる被記録媒体としては、特に制限はなく、通常の非コ
ート紙、コート紙などの紙類、いわゆる軟包装に用いられる各種非吸収性樹脂材料あるい
は、それをフィルム状に成形した樹脂フィルムを用いることができ、各種プラスチックフ
ィルムとしては、例えば、ＰＥＴフィルム、ＯＰＳフィルム、ＯＰＰフィルム、ＯＮｙフ
ィルム、ＰＶＣフィルム、ＰＥフィルム、ＴＡＣフィルム等が挙げられる。その他、被記
録媒体材料として使用しうるプラスチックとしては、ポリカーボネート、アクリル樹脂、
ＡＢＳ、ポリアセタール、ＰＶＡ、ゴム類などが挙げられる。また、金属類や、ガラス類
も被記録媒体として使用可能である。
【０１６３】
（印刷物）
　本発明の印刷物は、本発明のインク組成物を用いて、インクジェットプリンターにより
被記録媒体に印字したものであり、その後、印字されたインク組成物に活性エネルギーを
照射又は加熱して硬化することが好ましい。本発明のインク組成物により作製された印刷
物は、画像形成に用いられるインクが微細な顔料粒子を均一、且つ、安定に分散して含む
ため、発色性と鮮鋭度に優れた高品質な画像を有し、画像の耐候性にも優れることから、
広汎な分野に適用しうる。
【実施例】
【０１６４】
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　以下実施例により本発明をさらに具体的に説明するが、本発明はこれら実施例における
形態に限定されるものではない。
【０１６５】
＜（１）の繰り返し単位を与えるモノマーの合成＞
－例示モノマー：Ｍ－４の合成－
　９（１０Ｈ）アクリドン（和光純薬社製）１５ｇ、水酸化ナトリウム（和光純薬社製）
３．４ｇをジメチルスルホキシド（和光純薬社製）８４ｇに溶解させ、４５℃に加熱する
。これにＣＭＳ－Ｐ（クロロメチルスチレン、セイミケミカル製）１７．６部を滴下し、
５０℃でさらに５時間加熱攪拌を行う。この反応液を蒸留水３０ｇ、メタノール（和光純
薬社製）３０ｇの混合溶液に攪拌しながら注ぎ、得られた析出物を濾別、蒸留水、メタノ
ールを同質量ずつ混合した溶液３００ｇで洗浄することで、前記例示モノマー：Ｍ－４を
１７．５ｇ得た。
【０１６６】
－例示モノマー：Ｍ－１７の合成－
　１，８－ナフタルイミド（関東化学社製）３５５．０ｇをＮ－メチルピロリドン（和光
純薬社製）１５００ｍＬに溶解させ、２５℃にてニトロベンゼン（和光純薬社製）０．５
７ｇを添加し、ここへＤＢＵ（ジアザビシクロウンデセン）（和光純薬社製）３０１．４
ｇを滴下した。３０分撹拌した後、ＣＭＳ－Ｐ４１２．１ｇを滴下し、６０℃でさらに４
時間加熱攪拌を行った。この反応液へイソプロパノール（和光純薬社製）２．７Ｌ、蒸留
水０．９Ｌを加え、５℃に冷却しながら攪拌した。得られた析出物を濾別し、イソプロパ
ノール１．２Ｌで洗浄することで、前記例示モノマー：Ｍ－１７を５４４．０ｇ得た。
【０１６７】
－例示モノマー：Ｍ－１９の合成－
　ｐ－ビニル安息香酸（和光純薬社製）１６．６ｇ、トルエン８０ｍｌ、Ｎ，Ｎ－ジメチ
ルホルムアミド２滴を入れて室温下で攪拌しているところに、塩化チオニル（和光純薬社
製）９．７ｍｌを加えて６０℃で２時間加熱攪拌した。その後、系内を４０℃まで冷却し
、減圧下でトルエンおよび過剰の塩化チオニルを除去し、ｐ－ビニル安息香酸クロリドを
得た。２－アミノアントラキノン（東京化成工業社製）２２．５ｇとピリジン１１０ｍｌ
を氷冷下で攪拌しているところにｐ－ビニル安息香酸クロリドをゆっくりと滴下した。氷
冷下で３０分攪拌した後、６０℃に昇温し、３時間加熱攪拌した。その後、室温まで冷却
し、水を加えた。生じた粗結晶を濾別し、水、メタノールでかけ洗いしたのち、集めた粗
結晶にメタノール５００ｍｌを加えて６０℃で加熱攪拌した。その後、結晶を濾別し、メ
タノールで洗浄、乾燥することでＭ－１９を２０．１ｇ得た。（収率：７０％）
【０１６８】
＜（ｂ）特定重合体（ｂ－１）＞の合成
　窒素置換した５００ｍｌ三ツ口フラスコに、一般式（１）の繰り返し単位を与えるモノ
マーとして（前記例示モノマー：Ｍ－４）を５．０ｇ、塩基性官能基を有するモノマーと
して２－（ｔｅｒｔブチルアミノ）エチルメタクリレート（アルドリッチ社製）を２０．
０ｇ、重合性オリゴマーとしてＡＡ－６（ポリメチルメタクリレートマクロモノマー、東
亞合成社製）を７５．０ｇ、連鎖移動剤としてドデカンチオール（和光純薬社製）を１．
６ｇ、メチルエチルケトン（和光純薬社製）を１８０ｇ加え、窒素気流下７５℃で３０分
撹拌する。更にメチルエチルケトン５．０ｇで希釈した重合開始剤２，２’－アゾビス（
イソ酪酸）ジメチル（Ｖ－６０１、和光純薬社製）を０．０９３ｇ加えた後、２時間毎に
メチルエチルケトン５ｇで希釈したＶ－６０１を０．０９３ｇずつ２回加える。さらに２
時間の反応後、反応溶液を放冷する。反応液にアセトンを１５０ｇ加え希釈した溶液を１
５Ｌのステンレス製容器中の１０Ｌのヘキサン中に加えポリマーを再沈殿した。ポリマー
を１００メッシュのナイロンメッシュでろ別後、一晩乾燥し、さらに真空乾燥することで
、（ｂ）特定重合体ｂ－１を９６ｇ得た。得られたポリマー粉末の分子量をＧＰＣで測定
したところ、ポリスチレン換算で１７，０００であった。
【０１６９】
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＜（ｂ）特定重合体ｂ－２～ｂ－６、比較重合体１～５の合成＞
　（ｂ）特定重合体ｂ－１の合成における一般式（１）の繰り返し単位を与えるモノマー
、塩基性官能基を有するモノマー、重合性オリゴマーの種類及び使用量と、連鎖移動剤、
重合開始剤の使用量を表１のように変更した以外は（ｂ）特定重合体ｂ－１の合成と同様
にして、（ｂ）特定重合体ｂ－２～ｂ－６、比較重合体１～５をそれぞれ合成した。ただ
し、比較重合体５については、一般式（１）の繰り返し単位を与えるモノマーＭ－４の溶
剤溶解性が低く、均一系での反応ができなかったため検討を中断した。
　尚、表１中、ｔＢｕＡＥＭＡは２－（ｔｅｒｔブチルアミノ）エチルメタクリレートを
示し、ＤＭＡＰＡＡｍは３－（ジメチルアミノプロピル）アクリルアミド（和光純薬社製
）を示す。また、９－ビニルカルバゾールは東京化成工業社製を用いた。
【０１７０】
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【表１】

【０１７１】
［実施例１～１０、比較例１～１１］
－ミルベース１～１８の作製－
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　（ｂ）特定重合体、（ｃ）特定グラフト共重合体を分散媒（プロポキシ化ネオペンチル
グリコールジアクリレートＳＲ９００３（ＮＰＧＰＯＤＡ、サートマー社製））に溶解さ
せ、（ａ）顔料と共にビーズミル（モーターミルＭ５０、アイガー社製、ビーズ：ジルコ
ニアビーズ、直径０．６５ｍｍ）を用い、周速９．０ｍ／ｓで２時間分散を行い、表２に
示す組成の実施例１～１０及び比較例１～１０の顔料分散物であるミルベース１～２１を
得た。
　尚、表２中、ＲＴ－３５５はキナクリドン系顔料ＰＲ４２（Ｃｉｎｑｕａｃｉａ　Ｒｅ
ｄ　ＲＴ－３５５Ｄ、チバスペシャリティケミカル社製）を示し、（ｃ）特定グラフト共
重合体ｓｏｌ３２０００はＳｏｌｓｐｅｒｓｅ３２０００（ルーブリゾール社製）を示し
、ｓｏｌ２４０００ＳＣはＳｏｌｓｐｅｒｓｅ２４０００ＳＣ（ルーブリゾール社製）を
示す。尚、比較重合体１～４は（ｂ）特定重合体の要件を満たしていないが、比較のため
に使用したため、便宜上（ｂ）の欄に記載した。また、（ｂ）特定重合体、及び（ｃ）特
定グラフト共重合体の含有量は、顔料１００質量部に対するものである。また、（（Ｂ）
／（Ｃ））は、前記（ｂ）特定重合体又は比較重合体の含有量（Ｂ）を、（ｃ）特定グラ
フト共重合体の含有量（Ｃ）で割った値（（Ｂ）／（Ｃ））を示す。また、比較例５の（
（Ｂ）／（Ｃ））は分母が０となるため、「－－」と記載した。
【０１７２】
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【表２】

【０１７３】
（ミルベースの評価）
　得られた各ミルベースについて、下記の評価方法に従って評価した。その結果を表３に
示す。
【０１７４】
－粒子径－
　各ミルベースについて、光散乱回折式の粒度分布測定装置（ＬＡ９１０、（株）堀場製
作所製）を用いて体積基準の累積９０％粒子径Ｄ９０を測定し評価した。評価基準は以下
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Ａ：Ｄ９０が２５０ｎｍ未満
Ｂ：Ｄ９０が２５０ｎｍ以上、５００ｎｍ未満
Ｃ：Ｄ９０が５００ｎｍ以上
【０１７５】
－流動性－
　ミルベースを分散中に、ミルベースが循環用パイプ、ホッパー内を循環している様子を
観察した。評価基準は以下の通りである。
Ａ：ミルベースの流動性が良好で、ホッパー内のミルベースが滞りなく循環している。
Ｂ：ミルベースは循環しており、循環パイプからミルベースが流出しているが、粘度が高
く、ホッパー内で一部滞留が生じている。
Ｃ：ミルベースが循環しておらず、循環パイプからミルベースが流出しないもの。
【０１７６】
－分散後粘度増加
　各ミルベースを分散後、容量５０ｍｌのビーカーに２５ｍｌ移し、室温で１時間静置し
た後ミルベースの流動性を確認した。評価基準は以下の通りである。
Ａ：ミルベースが分散直後と同様の流動性を保っていた。
Ｂ：ミルベースが増粘しており、ビーカーを傾けてもほとんど流動しないが、撹拌すると
流動性を発現する。
Ｃ：ミルベースが増粘しており、ビーカーを傾けても撹拌しても流動しない。
【０１７７】
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【表３】

【０１７８】
　表３より、実施例１～１０では、（ｂ）特定重合体と（ｃ）特定グラフト共重合体を併
用して用いることにより、粒径が微細で流動性に優れたミルベースが作製されていること
、及び分散後の粘度増加も抑えられていることがわかる。
　これに対し、表３より、各比較例では、比較例１～４のように、（ｂ）特定重合体を用
いなかった場合（一般式（１）の繰り返し単位を含んでいない重合体又は重量平均分子量
が規定値外の場合）や、比較例５のように（ｃ）特定グラフト共重合体を用いなかった場
合、又比較例６～１０のように、（ｂ）特定重合体又は（ｃ）特定グラフト共重合体の比
率が適切でないときには、粒径の微細化が困難になったり、ミルベースの流動性の低下や
、分散後にチキソトロピー性が生じていることがわかる。また、比較例１１のように顔料
濃度が高すぎる場合も粘度が高く、良好に分散することが出来なかった。
【０１７９】
［実施例１１～２０、比較例１２～２２］



(44) JP 5535699 B2 2014.7.2

－インク組成物（インク）１～２１の作製－
　表４に示すミルベース、重合性化合物、光重合開始剤、重合禁止剤、界面活性剤を混合
し、これをメンブランフイルターで加圧濾過し、実施例１１～２０、比較例１２～２２の
インク（インク組成物）１～２１を得た。また、インク１～２１における顔料、重合性化
合物、及び有機溶剤の含有量を表５に示す。
【０１８０】
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【表４】

【０１８１】
　尚、表４中、ＮＶＣはＮ－ビニル－ε－カプロラクタム（ＢＡＳＦ社製）を、ＦＡ－５
１２Ａはジシクロペンテニルオキシエチルアクリレート（日立化成工業社製）を、ＳＴ－
１はＦＩＲＳＴＣＵＲＥ　ＳＴ－１（Ｃｈｅｍ　Ｆｉｒｓｔ社製）を、ＭＥＨＱはｐ－メ
トキシフェノール（和光純薬工業社製）を、ＴＰＯはＬｕｃｉｒｉｎ　ＴＰＯ（ＢＡＳＦ
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社製）を、ベンゾフェノンは和光純薬工業社製を、ＫＦ－３５３はシリコーン系界面活性
剤（信越化学工業社製）をそれぞれ示す。
【０１８２】
【表５】

【０１８３】
（インク１～２１の評価）
　得られたインクジェット用のインク１～２１について、下記の評価方法に従って評価し
た。その結果を表６に記す。
－粘度－
　各インクの２５℃における粘度をＥ型粘度計（東機産業製）を用いて測定し、下記基準
で評価した
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Ａ：３０ｍＰａｓ未満。
Ｂ：３０ｍＰａｓ以上、４０ｍＰａｓ未満。
Ｃ：４０ｍＰａｓ以上（吐出上問題のあるレベル）。
【０１８４】
－安定性－
　各インクを２５℃で１ヶ月保存後、及び６０℃で１週間保存後の分散状態を粘度により
評価した。評価基準は以下の通りである。
Ａ：粘度の増加が５％未満で吐出性に問題ないレベル。
Ｂ：粘度の増加が５％以上１０％未満で吐出安定性が低下するレベル。
Ｃ：粘度の増加が１０％以上であり吐出安定性が著しく低下するレベル。
【０１８５】
－吐出性－
　インクジェットプリントヘッドＣＡ３（東芝テック製）を搭載したＪｅｔＬｙｚｅｒ（
ミマキエンジニアリング社製）を吐出電圧２２Ｖ、吐出ドロップ数７ドロップに設定し、
インク組成物を４５℃にて６０分間連続吐出して、下記の基準で評価した。
Ａ：正常に打滴されているか、わずかにミストが発生したが、吐出性が実用上問題ないレ
　　ベル。
Ｂ：ミストの発生が見られた。インクジェット吐出性はやや悪い。
Ｃ：酷いミストの発生が見られた。インクジェット吐出性は悪い。
【０１８６】
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【０１８７】
　表６より、実施例１１～２０では、初期粘度や、安定性、吐出性に優れたインクを得ら
れていることがわかる。また、画像の鮮明性にも優れていることもわかる。
　これに対し、各比較例では、粘度や、安定性、吐出性が劣っていた。このことより、各
比較例のインクジェットインクは、顔料の分散性が十分でなかったことが推察される。
　以上より、（ｂ）特定重合体と（ｃ）特定グラフト共重合体とを併用した本発明の顔料
分散物は顔料の分散性が優れており、インクジェットインクとして用いた場合にもその高
い分散性故、インクの安定性と優れたインクジェット吐出性が得られることがわかる。
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