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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　単官能アクリレート化合物、２官能アクリレート化合物、３官能以上のアクリレート化
合物及び少なくとも１種の光重合性３級アミンモノマーを含有し、該単官能アクリレート
化合物を６５質量％以上、該３官能以上のアクリレート化合物を０．１質量％以上、１０
質量％未満含有し、２官能以上のアクリレート化合物は、下記一般式（１）で表される構
造を有する化合物で、かつ３０℃におけるインク粘度が、３５～７０ｍＰａ・ｓであるこ
とを特徴とする活性光線硬化型インクジェット無溶剤インク。
　一般式（１）
　　　－（－Ｒ－Ｏ－）ｎ－
〔式中、Ｒはアルキレン基を表し、ｎは１以上の整数を表す。〕
【請求項２】
　少なくとも１種の３級アミン化合物を含有することを特徴とする請求項１に記載の活性
光線硬化型インクジェット無溶剤インク。
【請求項３】
　請求項１または２に記載の活性光線硬化型インクジェット無溶剤インクのインク液滴を
、インクジェット記録ヘッドにより記録材料上に吐出し、該記録材料上に印刷を行う画像
形成方法であって、該インク液滴が着弾した後、０．００１～２．０秒の間に活性光線を
照射することを特徴とする画像形成方法。
【請求項４】
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　請求項１または２に記載の活性光線硬化型インクジェット無溶剤インクのインク液滴を
、インクジェット記録ヘッドにより記録材料上に吐出し、該記録材料上に印刷を行う画像
形成方法であって、該インク液滴が着弾し、活性光線を照射して硬化した後の総インク膜
厚が、２～２０μｍであることを特徴とする画像形成方法。
【請求項５】
　請求項１または２に記載の活性光線硬化型インクジェット無溶剤インクのインク液滴を
、インクジェット記録ヘッドにより記録材料上に吐出し、該記録材料上に印刷を行う画像
形成方法であって、該インクジェット記録ヘッドの各ノズルより吐出するインク液滴量が
、１～１５ｐｌであることを特徴とする画像形成方法。
【請求項６】
　前記記録材料が、非吸収性であることを特徴とする請求項３～５のいずれか１項に記載
の画像形成方法。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
　本発明は、活性光線硬化型インクジェット無溶剤インクとそれを用いた画像形成方法に
関する。
【０００２】
【従来の技術】
近年、インクジェット記録方式が、簡便で安価に画像を作成できる点から、写真、各種印
刷、マーキング、カラーフィルター等の特殊印刷など、様々な印刷分野に広く応用されて
きている。特に、微細なドットを出射、制御する記録装置や、色再現域、耐久性、出射適
性等を改善したインクと、インクの吸収性、色材の発色性、表面光沢などを飛躍的に向上
させた専用紙との組み合わせで、銀塩写真に匹敵する画質を得ることも可能となっている
。今日のインクジェット記録方式の画質向上は、記録装置、インク、専用紙の全てが揃っ
て初めて達成されている。
【０００３】
しかしながら、専用紙を必要とするインクジェットシステムでは、使用できる記録媒体が
制限されること、記録媒体のコストアップが問題となる。そこで、専用紙と異なる被転写
媒体へ、インクジェット方式により記録する試みが多数なされている。具体的には、室温
で固形のワックスインクを用いる相変化インクジェット方式、速乾性の有機溶剤を主体と
したインクを用いるソルベント系インクジェット方式や、記録後紫外線（ＵＶ）光や電子
線により架橋させる活性光線硬化型インクジェット方式などである。
【０００４】
中でも、ＵＶインクジェット方式は、ソルベント系インクジェット方式に比べ、比較的低
臭気であり、速乾性、インク吸収性の無い記録媒体への記録ができる点で、近年注目され
つつあり、例えば、特開平６－２００２０４号、特表２０００－５０４７７８号等におい
て、紫外線硬化型インクジェットインクが開示されている。
【０００５】
しかしながら、これらのインクを用いたとしても、記録材料の種類や作業環境によって、
着弾後のドット径が大きく変化してしまい、様々な記録材料に対して、高精細な画像を形
成することは不可能である。
【０００６】
例えば、この紫外線硬化型インクとしては、アクリル系組成物を中心とした光重合性化合
物を用いたラジカル重合型紫外線硬化型インクが提案されている（例えば、特許文献１～
３参照。）が、下記のような課題が残っている。
【０００７】
ラジカル重合型紫外線硬化型インクは、その重合メカニズム上、酸素が介在した環境では
酸素阻害作用を受けるため、硬化性が落ちて画質が低下する問題や、硬化収縮が大きいた
めに記録材料に皺がよったり記録材料がカールしたりしてしまう問題があった。
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【０００８】
また、ラジカル重合性化合物は、総じて粘度が高いものが多く、インクジェット記録に用
いた場合、吐出安定性が不十分で、再現性よく高精細な画像を形成することは難しかった
。
【０００９】
【特許文献１】
欧州特許第５４０，２０３号明細書
【００１０】
【特許文献２】
国際公開第９７／３１，０７１号パンフレット
【００１１】
【特許文献３】
国際公開第９９／２９，７８８号パンフレット
【００１２】
【発明が解決しようとする課題】
　本発明の目的は、活性光線により硬化するインクをインクジェット記録方法により様々
な記録材料に印字した場合にも、印刷物の質感を損なうことなく再現良く高精細な画像を
形成できる活性光線硬化型インクジェット無溶剤インクとそれを用いた画像形成方法を提
供することにある。
【００１３】
【課題を解決するための手段】
本発明の上記目的は、以下の構成により達成された。
【００１４】
　１．単官能アクリレート化合物、２官能アクリレート化合物、３官能以上のアクリレー
ト化合物及び少なくとも１種の光重合性３級アミンモノマーを含有し、該単官能アクリレ
ート化合物を６５質量％以上、該３官能以上のアクリレート化合物を０．１質量％以上、
１０質量％未満含有し、２官能以上のアクリレート化合物は、下記一般式（１）で表され
る構造を有する化合物で、かつ３０℃におけるインク粘度が、３５～７０ｍＰａ・ｓであ
ることを特徴とする活性光線硬化型インクジェット無溶剤インク。
　一般式（１）
　　　－（－Ｒ－Ｏ－）ｎ－
〔式中、Ｒはアルキレン基を表し、ｎは１以上の整数を表す。〕
【００１７】
　２．少なくとも１種の３級アミン化合物を含有することを特徴とする前記１に記載の活
性光線硬化型インクジェット無溶剤インク。
【００２０】
　３．前記１または２項に記載の活性光線硬化型インクジェット無溶剤インクのインク液
滴を、インクジェット記録ヘッドにより記録材料上に吐出し、該記録材料上に印刷を行う
画像形成方法であって、該インク液滴が着弾した後、０．００１～２．０秒の間に活性光
線を照射することを特徴とする画像形成方法。
【００２１】
　４．前記１または２項に記載の活性光線硬化型インクジェット無溶剤インクのインク液
滴を、インクジェット記録ヘッドにより記録材料上に吐出し、該記録材料上に印刷を行う
画像形成方法であって、該インク液滴が着弾し、活性光線を照射して硬化した後の総イン
ク膜厚が、２～２０μｍであることを特徴とする画像形成方法。
【００２２】
　５．前記１または２項に記載の活性光線硬化型インクジェット無溶剤インクのインク液
滴を、インクジェット記録ヘッドにより記録材料上に吐出し、該記録材料上に印刷を行う
画像形成方法であって、該インクジェット記録ヘッドの各ノズルより吐出するインク液滴
量が、１～１５ｐｌであることを特徴とする画像形成方法。
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【００２３】
　６．前記記録材料が、非吸収性であることを特徴とする前記３～５項のいずれか１項に
記載の画像形成方法。
【００２５】
　本発明者は、単官能アクリレート化合物、２官能アクリレート化合物、３官能以上のア
クリレート化合物及び少なくとも１種の光重合性３級アミンモノマーを含有し、該単官能
アクリレート化合物を６５質量％以上、該３官能以上のアクリレート化合物を０．１質量
％以上、１０質量％未満含有し、２官能以上のアクリレート化合物は、前記一般式（１）
で表される構造を有する化合物で、かつ３０℃におけるインク粘度が、３５～７０ｍＰａ
・ｓである活性光線硬化型インクジェット無溶剤インクを用いることにより、飛躍的に吐
出安定性が改良され、インク硬化時のしわ無く、記録材料のカールが無く、再現性良く高
精細な画像を形成できることを見出し、本発明に至った次第である。
【００２６】
また、本発明の活性光線硬化型インクジェット無溶剤インクを用いた画像形成方法は、記
録材料がプラスチックフィルムなどの非吸収性の記録材料である場合に、特に有効である
。
【００２７】
以下、本発明を詳細に説明する。
《活性光線硬化型インクジェット無溶剤インク》
はじめに、本発明の活性光線硬化型インクジェット無溶剤インク（以下、インクともいう
）について説明する。
【００２８】
本発明のインクは、少なくとも重合性モノマー、光開始剤から構成される。
重合性モノマーとしては、各種（メタ）アクリレートモノマーを用いることができ、例え
ば、イソアミルアクリレート、ステアリルアクリレート、ラウリルアクリレート、オクチ
ルアクリレート、デシルアクリレート、イソミルスチルアクリレート、イソステアリルア
クリレート、２－エチルヘキシル－ジグリコールアクリレート、２－ヒドロキシブチルア
クリレート、２－アクリロイロキシエチルヘキサヒドロフタル酸、ブトキシエチルアクリ
レート、エトキシジエチレングリコールアクリレート、メトキシジエチレングリコールア
クリレート、メトキシポリエチレングリコールアクリレート、メトキシプロピレングリコ
ールアクリレート、フェノキシエチルアクリレート、テトラヒドロフルフリルアクリレー
ト、イソボルニルアクリレート、２－ヒドロキシエチルアクリレート、２－ヒドロキシプ
ロピルアクリレート、２－ヒドロキシ－３－フェノキシプロピルアクリレート、２－アク
リロイロキシエチルコハク酸、２－アクリロイロキシエチルフタル酸、２－アクリロイロ
キシエチル－２－ヒドロキシエチル－フタル酸、ラクトン変性可とう性アクリレート、ｔ
－ブチルシクロヘキシルアクリレート等の単官能モノマー、トリエチ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、ポリエチ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、ポリプロピレングリコールジアク
リレート、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、１，９－ノナンジオールジアクリレート、ネオペンチルグリコールジアクリレー
ト、ジメチロール－トリシクロデカンジアクリレート、ビスフェノールＡのＥＯ（エチレ
ンオキサイド）付加物ジアクリレート、ビスフェノールＡのＰＯ（プロピレンオキサイド
）付加物ジアクリレート、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等の２官能モノマー、トリメチロールプ
ロパントリアクリレート、ＥＯ変性トリメチロールプロパントリアクリレート、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テトラアクリレート、ジペンタエ
リスリトールヘキサアクリレート、ジトリメチロールプロパンテトラアクリレート、グリ
セリンプロポキシトリアクリレート、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、ペンタエリスリトールエトキシテトラアクリレート、カプロラクタム変性ジ
ペンタエリスリトールヘキサアクリレート等の三官能以上の多官能モノマーが挙げられる
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。
【００２９】
この他、重合性のオリゴマー類も、モノマー同様に配合可能である。重合性オリゴマーと
しては、例えば、エポキシアクリレート、脂肪族ウレタンアクリレート、芳香族ウレタン
アクリレート、ポリエステルアクリレート、直鎖アクリルオリゴマー等が挙げられる。
【００３０】
なお、感作性、皮膚刺激性、眼刺激性、変異原性、毒性などの観点から、上記モノマーの
中でも、特に、イソアミルアクリレート、ステアリルアクリレート、ラウリルアクリレー
ト、オクチルアクリレート、デシルアクリレート、イソミルスチルアクリレート、イソス
テアリルアクリレート、エトキシジエチレングリコールアクリレート、メトキシポリエチ
レングリコールアクリレート、メトキシプロピレングリコールアクリレート、イソボルニ
ルアクリレート、ラクトン変性可とう性アクリレート、テトラエチレングリコールジアク
リレート、ポリエチレングリコールジアクリレート、ポリプロピレングリコールジアクリ
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、ジペンタエリスリトールヘ
キサアクリレート、ジトリメチロールプロパンテトラアクリレート、グリセリンプロポキ
シトリアクリレート、カウ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、
ペンタエリスリトールエトキシテトラアクリレート、カプロラクタム変性ジペンタエリス
リトールヘキサアクリレートが好ましい。
【００３１】
更に、この中でも、ステアリルアクリレート、ラウリルアクリレート、イソステアリルア
クリレート、エトキシジエチレングリコールアクリレート、イソボルニルアクリレート、
テトラエチレングリコールジアクリレート、ＥＯ変性トリメチロールプロパントリアクリ
レート、グリセリンプロポキシトリアクリレート、カウ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、カプロラクタム変性ジペンタエリスリトールヘキサアクリレ
ートが好ましい。
【００３２】
　本発明のインクにおいては、吐出安定性、感作性、皮膚刺激性、眼刺激性、変異原性、
毒性などの安全性の両立の観点から、前記一般式（１）で表されるアルキレンオキサイド
構造を有する２官能以上のアクリレート化合物を含有することが一つの特徴である。
【００３３】
　前記一般式（１）において、Ｒで表されるアルキレン基としては、Ｃ２～Ｃ４のアルキ
レン基が好ましく、更に好ましくは、一般式（１）が－（－ＣＨ２ＣＨ２－Ｏ）ｎ－（Ｅ
Ｏ：エチレンオキサイド）、あるいは－（ＣＨ２（ＣＨ（ＣＨ３）－Ｏ－）ｎ－（ＰＯ：
プロピレンオコサイド）である。
【００３６】
　本発明のインクにおいては、前記一般式（１）で表されるアルキレンオキサイド構造を
有する２官能以上のアクリレート化合物を含有すると共に、単官能アクリレート化合物が
６５質量％以上であり、かつ、３官能以上のアクリレート化合物が０．１質量％以上、１
０質量％未満であることが一つの特徴である。単官能アクリレート化合物の含有量は、好
ましくは６５～９５質量％、より好ましくは６５～８０質量％である。３官能以上のアク
リレート化合物の含有量が、好ましくは１．０質量％以上、１０質量％未満である。
【００３７】
また、本発明のインクにおいては、インクの硬化収縮を抑える目的で、インク中に上記重
合性モノマーに加えて、３級アミン化合物を含有させることが好ましい。
【００３８】
対象となる３級アミン化合物としては、アンモニアの水素原子の３つ全てが、それぞれ独
立に、アルキル基、ヒドロキシアルキル基又はアラルキル基で置換された化合物であれば
特に制限はなく、公知のあらゆる化合物を用いることができる。その具体的例としては、
例えば、トリエチルアミン、トリ－ｎ－プロピルアミン、トリ－ｎ－ブチルアミン、ジメ
チルエタノールアミン、ジエチルエタノールアミン、トリエタノールアミン、Ｎ，Ｎ－ジ
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メチルベンジルアミン、Ｎ，Ｎ－ジエチルベンジルアミン、Ｎ，Ｎ－ジメチルフェネチル
アミンなどが挙げられるが、この限りでない。
【００３９】
　更に、本発明においては、インクの硬化収縮を抑える目的で、光重合性３級アミンモノ
マーを用いることを特徴とする。
【００４０】
光重合性３級アミンモノマーは、上述の重合性モノマーに３級アミノ基がついたものであ
り、例えば、Ｎ－エチル（メタ）アクリルアミド、Ｎ－ｎ－プロピル（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－シクロプロピル（メタ）アクリル
アミド、Ｎ－メチル－Ｎ－エチル（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、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）アクリルアミド、Ｎ
－メチル－Ｎ－イソプロピル（メタ）アクリルアミド、Ｎ－メチル－Ｎ－ｎ－プロピル（
メタ）アクリルアミド、Ｎ－（メタ）アクリロイルモルホリン、Ｎ－（メタ）アクリロイ
ルピロリジン、Ｎ－（メタ）アクリロイルピぺリジン、Ｎ－ビニル－２－ピロリドン、Ｎ
－メチレンビスアクリルアミド、Ｎ－メトキシプロピル（メタ）アクリルアミド、Ｎ－イ
ソプロポキシプロピル（メタ）アクリルアミド、Ｎ－エトキシプロピル（メタ）アクリル
アミド、Ｎ－１－メトキシメチルプロピル（メタ）アクリルアミド、Ｎ－メトキシエトキ
シプロピル（メタ）アクリルアミド、Ｎ－１－メチル－２－メトキシエチル（メタ）アク
リルアミド、Ｎ－メチル－Ｎ－ｎ－プロピル（メタ）アクリルアミド、Ｎ－（１，３－ジ
オキソラン－２－イル）（メタ）アクリルアミド等のアミンモノマーが挙げられるが、こ
の限りでない。
【００４１】
本発明で用いることのできる光開始剤としては、アリールアルキルケトン、オキシムケト
ン、チオ安息香酸Ｓ－フェニル、チタノセン、芳香族ケトン、チオキサントン、ベンジル
とキノン誘導体、ケトクマリン類などの従来公知の開始剤が使用できる。
【００４２】
光開始剤については、「ＵＶ・ＥＢ硬化技術の応用と市場」（シーエムシー出版、田畑米
穂監修／ラドテック研究会編集）に詳しく記載されているが、中でも、アシルフォスフィ
ンオキシドやアシルホスフォナートは、感度が高く、開始剤の光開裂により吸収が減少す
るため、インクジェット方式のように１色当たり５～１２μｍのインク厚みを有するイン
ク画像において、内部硬化に特に有効である。具体的には、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、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などが好ましい。また
、前述のモノマー同様、安全性を考慮した選択では、１－ヒドロキシ－シクロヘキシル－
フェニル－ケトン、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、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、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（Ｒ）１１７３）が好適に用いられる。好ましい添加量は、
インク組成物全体の１～６質量％、好ましくは２～５質量％である。
【００４３】
本発明では、インク膜の記録材料への接着性・追従性を高める観点から、波長または強度
を変えて２段階に活性光線の照射を分けることが好ましく、開始剤についても、吸光波長
の異なる２種以上を併用することが特に好ましい。
【００４４】
この他、インク組成物を着色する場合は、色材を添加する。色材としては、重合性化合物
の主成分に溶解または分散できる色材を使用することができるが、耐候性の観点から、顔
料が好ましい。
【００４５】
顔料としては、
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Ｃ．Ｉ．　Ｐｉｇｍｅｎｔ　Ｙｅｌｌｏｗ－１、３、１２、１３、１４、１７、８１、８
３、８７、９５、１０９、４２、
Ｃ．Ｉ．　Ｐｉｇｍｅｎｔ　Ｏｒａｎｇｅ－１６、３６、３８、
Ｃ．Ｉ．　Ｐｉｇｍｅｎｔ　Ｒｅｄ－５、２２、３８、４８：１、４８：２、４８：４、
４９：１、５３：１、５７：１、６３：１、１４４、１４６、１８５、１０１、
Ｃ．Ｉ．　Ｐｉｇｍｅｎｔ　Ｖｉｏｌｅｔ－１９、２３、
Ｃ．Ｉ．　Ｐｉｇｍｅｎｔ　Ｂｌｕｅ－１５：１、１５：３、１５：４、１８、６０、２
７、２９、
Ｃ．Ｉ．　Ｐｉｇｍｅｎｔ　Ｇｒｅｅｎ－７、３６、
Ｃ．Ｉ．　Ｐｉｇｍｅｎｔ　Ｗｈｉｔｅ－６、１８、２１、
Ｃ．Ｉ．　Ｐｉｇｍｅｎｔ　Ｂｌａｃｋ－７等を使用することができるが、これに限定さ
れるものではない。
【００４６】
また、本発明において、プラスチックフィルムのような透明基材での色の隠蔽性を上げる
為に、白インクを用いることが好ましい。
【００４７】
顔料の分散には、公知の分散装置を用いることができ、例えば、ボールミル、サンドミル
、アトライター、ロールミル、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、ペイントシェーカー等を挙げることがで
きる。また、顔料の分散を行う際、分散剤を添加することもでき、分散剤として高分子分
散剤を用いることが好ましい。好ましい高分子分散剤としては、例えば、Ａｖｅｃｉａ社
のＳｏｌｓｐｅｒｓｅシリーズが挙げられる。また、分散助剤として、各種顔料に応じた
シナージストを用いることも可能である。これらの分散剤および分散助剤は、顔料１００
質量部に対し、１～５０質量部添加することが好ましい。
【００４８】
通常、顔料分散時の分散媒体としては、溶剤または重合性化合物を用いて行うが、本発明
のインクにおいては、インク着弾直後に速やかに反応、硬化させるため、無溶剤である。
【００４９】
溶剤が硬化画像中に残存してしまうと、耐溶剤性の劣化、残留する溶剤のＶＯＣの問題が
生じる。よって、本発明で用いる分散媒体は、溶剤を用いずに、重合性化合物、その中で
も最も粘度の低いモノマーを選択することが、顔料分散適性上好ましい。
【００５０】
上記分散による顔料粒子の平均粒径は、０．０８～０．５μｍとすることが好ましく、最
大粒径は０．３～１０μｍ、好ましくは０．３～３μｍとなるよう、顔料、分散剤、分散
媒体の選定、分散条件、ろ過条件等を適宜設定する。この顔料粒の厳密な管理によって、
記録ヘッドのノズルでの詰まりを抑制し、インクの保存安定性、インク透明性および硬化
感度を維持することができる。色材はインク全体の１～１０質量％の添加量が好ましい。
【００５１】
　また、本発明のインクは、３０℃における粘度が３５～７０ｍＰａ・ｓであることが特
徴の１つであり、硬化環境（温度・湿度）に関係なく吐出が安定し、再現性よく良好な硬
化性を得ることができる。
【００５２】
《画像形成方法》
次いで、本発明の画像形成方法について説明する。
【００５３】
（インクの吐出条件）
インクの吐出条件としては、記録ヘッド及びインクを、３５℃～１００℃に加熱して吐出
することが、吐出安定性の点で好ましい。活性光線硬化型インクは、温度変動による粘度
変動幅が大きく、粘度変動はそのまま液滴サイズ、液滴射出速度に大きく影響を与え、画
質劣化を起こすため、インク温度を上げながらその温度を一定に保つことが必要である。
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インク温度の制御幅としては、設定温度±５℃、好ましくは設定温度±２℃、更に好まし
くは設定温度±１℃である。
【００５４】
また、本発明では、各ノズルより吐出する液滴量が２～１５ｐｌであることが好ましい。
【００５５】
本来、高精細画像を形成するためには、液滴量がこの範囲であることが必要であるが、従
来の活性光線硬化型インクを用いたインクジェット記録装置では、液滴量が２０ｐｌ以上
で吐出される場合がほとんどで、高精細な画像を形成することは不可能であった。
【００５６】
（インク着弾後の光照射条件）
本発明の画像記録方法においては、活性光線の照射条件として、インク液滴が、記録材料
上に着弾した後、０．００１秒～２．０秒の間に活性光線が照射されることが好ましく、
より好ましくは０．００１秒～１．０秒であり、後述の図１、図２記載の構成の記録装置
を用いることが好ましく、特に、各色ヘッドの間に照射光源、例えば、ＬＥＤを複数個配
列したランプを設けることにより達成することができる。高精細な画像を形成するために
は、照射タイミングが出来るだけ早いことが、特に重要となる。
【００５７】
（インク着弾後の総インク膜厚）
本発明では、記録材料上にインクが着弾し、活性光線を照射して硬化した後の総インク膜
厚が２～２０μｍであることが好ましい。スクリーン印刷分野の活性光線硬化型インクジ
ェット記録では、総インク膜厚が２０μｍを越えているのが現状であるが、記録材料が薄
いプラスチック材料であることが多い軟包装印刷分野では、記録材料のカール・皺の問題
でだけでなく、印刷物全体のこし・質感が変わってしまうという問題が有るため、過剰な
膜厚のインク吐出は好ましくない。
【００５８】
なお、ここでいう「総インク膜厚」とは、記録材料に描画されたインクの膜厚の最大値を
意味し、単色でも、それ以外の２色重ね（２次色）、３色重ね、４色重ね（白インクベー
ス）のインクジェット記録方式で記録を行った場合でも、総インク膜厚の意味するところ
は同様である。
【００５９】
総インク膜厚を上記範囲にするためには、前述の範囲の小液滴量で高濃度なインクを吐出
することにより達成できる。
【００６０】
従来、活性光線硬化型インクジェット方式では、インク着弾後のドット広がり、滲みを抑
制のために、ランプ（照射光源）の総消費電力が１ｋＷ・ｈｒを超える高照度の光源が用
いられるのが通常であった。しかしながら、これらの光源を用いると、特に、シュリンク
ラベルなどへの印字では、記録材料のカール・収縮があまりにも大きく、実質上使用出来
ないのが現状であった。
【００６１】
本発明においては、活性光線を照射するランプの総消費電力が１ｋＷ・ｈｒ未満であるこ
とが好ましい。総消費電力が１ｋＷ・ｈｒ未満の光源の例としては、蛍光管、冷陰極管、
ＬＥＤなどがある。
【００６２】
本発明においては、記録材料として非吸収性記録材料を用いて、本発明の画像形成方法、
あるいは本発明のインクジェット記録装置を用いて、画像形成することが、特に有効であ
る。ここでいう非吸収性とは、インクを吸収しないと言う意味であり、本発明においては
、Ｊ．ＴＡＰＰＩ紙パルプ試験方法Ｎｏ．５１－８７紙又は板紙の液体吸収性試験方法（
ブリストウ法）に準じて測定したインク転移量が０．１ｍｌ／ｍｍ2未満であり、実質的
に０ｍｌ／ｍｍ2であるようなものを非吸収性記録材料と定義する。
【００６３】
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本発明で用いることのできる非吸収性記録材料としては、通常の非コート紙、コート紙な
どの他、いわゆる軟包装に用いられる各種非吸収性のプラスチックおよびそのフィルムを
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、ポリエチレンテレフタ
レート（ＰＥＴ）フィルム、延伸ポリスチレン（ＯＰＳ）フィルム、延伸ポリプロピレン
（ＯＰＰ）フィルム、延伸ナイロン（ＯＮｙ）フィルム、ポリビニルクロライド（ＰＶＣ
）フィルム、ポリエチレン（ＰＥ）フィルム、トリアセチルセルロース（ＴＡＣ）フィル
ムを挙げることができる。その他の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、ゴム類などが使用できる。また、金属類や、ガ
ラス類にも適用可能である。これらの記録材料の中でも、特に熱でシュリンク可能な、Ｐ
ＥＴフィルム、ＯＰＳフィルム、ＯＰＰフィルム、ＯＮｙフィルム、ＰＶＣフィルムへ画
像を形成する場合に本発明の構成は、有効となる。これらの記録材料は、インクの硬化収
縮、硬化反応時の発熱などに加えて、従来用いられていた高圧水銀ランプやメタルハライ
ドランプなどでは、ランプが発生する熱により、フィルムのカール、変形が生じてしまっ
た。
【００６４】
これら、各種プラスチックフィルムの表面エネルギーは大きく異なり、記録材料によって
インク着弾後のドット径が変わってしまうことが、従来から問題となっていた。本発明の
構成では、表面エネルギーの低いＯＰＰフィルム、ＯＰＳフィルムや表面エネルギーの比
較的大きいＰＥＴまでを含む、表面エネルギーが０．０３５～０．０６Ｊ／ｍ2のような
広範囲の記録材料に良好な高精細な画像を形成できるが、本発明に記載の効果がより好ま
しく得られるのは、０．０４０～０．０６Ｊ／ｍ2の範囲の記録材料である。
【００６５】
本発明において、包装の費用や生産コスト等の記録材料のコスト、プリントの作製効率、
各種のサイズのプリントに対応できる等の点で、長尺（ウェブ）な記録材料を使用する方
が有利である。
【００６６】
《インクジェット記録装置》
以下、本発明で用いることのできるインクジェット記録装置について、図面を適宜参照し
ながら説明する。なお、下記に示す図面の記録装置は、あくまでも本発明のインクジェッ
ト記録装置の一態様であり、本発明のインクジェット記録装置は、この図面に限定されな
い。
【００６７】
図１は、本発明のインクジェット記録装置に係る要部の構成の一例を示す正面図である。
【００６８】
図１では、シリアルタイプのインクジェット記録装置の一例を示してあり、記録装置１は
、ヘッドキャリッジ（遮光）２、記録ヘッド３、照射手段４、プラテン部５等を備えて構
成される。この記録装置１は、記録材料Ｐの下にプラテン部５が設置されている。プラテ
ン部５は、紫外線を吸収する機能を有しており、記録材料Ｐを通過してきた余分な紫外線
を吸収する。その結果、高精細な画像を非常に安定に再現できる。
【００６９】
記録材料Ｐは、ガイド部材６に案内され、搬送手段（図示せず）の作動により、図１にお
ける手前から奥の方向に移動する。ヘッド走査手段（図示せず）は、ヘッドキャリッジ２
を図１におけるＹ方向に往復移動させることにより、ヘッドキャリッジ２に保持された記
録ヘッド３の走査を行なう。
【００７０】
ヘッドキャリッジ２は、記録材料Ｐの上側に設置され、記録材料上の画像印刷に用いる色
の数に応じて後述する記録ヘッド３を複数個、インク吐出部３１を下側に配置して収納す
る。ヘッドキャリッジ２は、図１におけるＹ方向に往復自在な形態で記録装置本体に対し
て設置されており、ヘッド走査手段の駆動により、図１におけるＹ方向に往復移動する。
【００７１】
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なお、図１ではヘッドキャリッジ２が、ホワイト（Ｗ）、イエロー（Ｙ）、マゼンタ（Ｍ
）、シアン（Ｃ）、ブラック（Ｋ）、ライトイエロー（Ｌｙ）、ライトマゼンタ（Ｌｍ）
、ライトシアン（Ｌｃ）、ライトブラック（Ｌｋ）、ホワイト（Ｗ）の記録ヘッド３を収
納するものとして描図を行なっているが、実施の際にはヘッドキャリッジ２に収納される
記録ヘッド３の色数は、適宜決められるものである。図１においては、ヘッドキャリッジ
２の両端部に、記録材料Ｐに対してほぼ平行に固定された照射手段４を一対設けた例を示
してあるが、各記録ヘッドの間に、各々照射手段（ランプ）を設けても良い。
【００７２】
照射手段４は、記録ヘッド３がヘッド走査手段の駆動による１回の走査によってＵＶイン
クを吐出する着弾可能領域のうち、記録装置（ＵＶインクジェットプリンタ）で設定でき
る最大のものとほぼ同じ形状か、着弾可能領域よりも大きな形状を有する。
【００７３】
記録ヘッド３は、インク供給手段（図示せず）により供給された活性光線硬化型インク（
例えば、紫外線硬化型インク）を、内部に複数個備えられた吐出手段（図示せず）の作動
により、インク吐出部３１から記録材料Ｐに向けて吐出する。記録ヘッド３により吐出さ
れるＵＶインクは、色材、重合性モノマー、光開始剤等を含んで組成されており、紫外線
の照射を受けることで、開始剤が触媒として作用することに伴なうモノマーの架橋、重合
反応によって硬化する性質を有する。
【００７４】
記録ヘッド３は、記録材料Ｐの一端からヘッド走査手段の駆動により、図１におけるＹ方
向に記録材料Ｐの他端まで移動するという走査の間に、記録材料Ｐにおける一定の領域（
着弾可能領域）に対して、ＵＶインクをインク滴として吐出し、該着弾可能領域にインク
滴を着弾させる。
【００７５】
上記走査を適宜回数行ない、１領域の着弾可能領域に向けてＵＶインクの吐出を行なった
後、搬送手段で記録材料Ｐを図１における手前から奥方向に適宜移動させ、再びヘッド走
査手段による走査を行ないながら、記録ヘッド３により上記着弾可能領域に対し、図１に
おける奥方向に隣接した次の着弾可能領域に対してＵＶインクの吐出を行なう。
【００７６】
上述の操作を繰り返し、ヘッド走査手段及び搬送手段と連動して記録ヘッドからＵＶイン
クを吐出することにより、記録材料上にＵＶインク滴の集合体からなる画像が形成される
。
【００７７】
図１においては、シリアルヘッド方式による記録装置の一例を示したが、図２は、本発明
のインクジェット記録装置に係る要部の構成の他の一例を示す上面図である。
【００７８】
図２で示したインクジェット方式は、ラインヘッド方式と呼ばれており、ヘッドキャリッ
ジ２に、各色の記録ヘッド３を、記録材料Ｐの全幅をカバーするようにして、複数個、固
定配置されている。
【００７９】
一方、ヘッドキャリッジ２の上流側には、同じく記録材料Ｐの全幅をカバーするようにし
て、照射光源８、例えば、ＬＥＤ、冷陰極管等を主走査方向及び副走査方向に複数個配列
して、インク印字面全域をカバーするように配置されている照射手段４が設けられている
。
【００８０】
このラインヘッド方式では、ヘッドキャリッジ２及び照射手段４は固定され、記録材料Ｐ
のみが、搬送されて、インク出射及び硬化を行って画像形成を行う。
【００８１】
【実施例】
以下、本発明の実施例を挙げて具体的に説明するが、本発明の実施態様はこれらの例に限
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【００８２】
《インク組成物セットの調製》
（インク組成物セット１の調製）
〈Ｋインクの調製〉
ステンレスビーカーに、ソルスパース３２０００（アビシア製）を１０部と、表１に記載
の光重合性化合物（＊１～＊３）とを添加し、６５℃ホットプレート上で加熱しながら１
時間撹拌混合して溶解させた。これに、Ｃ．Ｉ．ｐｉｇｍｅｎｔ　Ｂｌａｃｋ７の３．５
部を添加し、直径１ｍｍのジルコニアビーズ２００ｇと共にポリ瓶に入れ密栓し、ペイン
トシェーカーにて２時間分散処理した後、ジルコニアビーズを取り除き、表１に記載の光
ラジカル開始剤（＊Ａ～＊Ｃ）を加えて、攪拌、混合した。次いで、この液を、プリンタ
ー目詰まり防止のため０．８μｍメンブランフィルターで濾過してＫインクを調製した。
【００８３】
〈Ｃ、Ｍ、Ｙ、Ｗ、Ｌｋ、Ｌｃ、Ｌｍ、Ｌｙインクの調製〉
上記Ｋインクの調製において、表１に記載の様に、色材の種類と添加量、光重合性化合物
（＊１～＊３）及び光ラジカル開始剤（＊Ａ～＊Ｃ）を変更した以外は同様にして、各色
インクを調製し、インク組成物セット１を得た。
【００８４】
（インク組成物セット２～４の調製）
上記インク組成物セット１の調製において、表２～４に記載の様に、色材の種類と添加量
、光重合性化合物及び光ラジカル開始剤の種類と添加量を変更し、更にインク組成物セッ
ト３、４ではアミン化合物を用いた以外は同様にして、インク組成物セット２～４を調製
した。
【００８５】
なお、上記調製した各インク組成物セットの粘度は、以下の通りである。粘度は、各色の
最大及び最小粘度での粘度巾で表示した。
【００８６】
インク組成物セット１：５３～５６ｍＰａ・ｓ
インク組成物セット２：２８～３２ｍＰａ・ｓ
インク組成物セット３：３９～４１ｍＰａ・ｓ
インク組成物セット４：４４～４６ｍＰａ・ｓ
【００８７】
【表１】
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【表２】
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【００８９】
【表３】
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【表４】
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【００９１】
表１～４に記載の各インクと各化合物の詳細は、以下の通りである。
Ｋ：濃ブラックインク
Ｃ：濃シアンインク
Ｍ：濃マゼンタインク
Ｙ：濃イエローインク
Ｗ：ホワイトインク
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Ｌｋ：淡ブラックインク
Ｌｃ：淡シアンインク
Ｌｍ：淡マゼンタインク
Ｌｙ：淡イエローインク
色材１：Ｃ．Ｉ．ｐｉｇｍｅｎｔ　Ｂｌａｃｋ－７
色材２：Ｃ．Ｉ．ｐｉｇｍｅｎｔ　Ｂｌｕｅ－１５：３
色材３：Ｃ．Ｉ．ｐｉｇｍｅｎｔ　Ｒｅｄ－５７：１
色材４：Ｃ．Ｉ．ｐｉｇｍｅｎｔ　Ｙｅｌｌｏｗ－１３
色材５：酸化チタン（アナターゼ型　平均粒径０．２０μｍ）
〔光重合性化合物〕
＊１：メトキシプロピレングリコールアクリレート（単官能アクリレート化合物）
＊２：ポリプロピレングリコール（ＰＯ含有）ジアクリレート（２官能アクリレート化合
物）
＊３：カプロラクタム変性ジペンタエリスルトールヘキサアクリレート（６官能アクリレ
ート化合物）
＊４：ステアリルアクリレート（単官能アクリレート化合物）
＊５：テトラエチレングリコール（ＥＯ含有）ジアクリレート（２官能アクリレート化合
物）
＊６：トリメチロールプロパントリアクリレート（３官能アクリレート化合物）
＊７：エトキシジエチレングリコールアクリレート（単官能アクリレート化合物）
〔光ラジカル開始剤〕
＊Ａ：イルガキュア１８５０（チバ・スペシャリティ・ケミカルズ社製）
＊Ｂ：イルガキュア６５１（チバ・スペシャリティ・ケミカルズ社製）
＊Ｃ：ジエチルチオキサントン
＊Ｄ：イルガキュア１８４（チバ・スペシャリティ・ケミカルズ社製）
＊Ｅ：イルガキュア１８００（チバ・スペシャリティ・ケミカルズ社製）
＊Ｆ：イルガキュア５００（チバ・スペシャリティ・ケミカルズ社製）
〔アミン化合物〕
＊Ｇ：２－（ジメチルアミノ）エチルメタクリレート（ＤＭＡＥＭＡ）
＊Ｈ：ソルスパース３２０００（アビシア製）
【００９２】
【化１】

【００９３】
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《インクジェット画像形成方法》
ピエゾ型インクジェットノズルを備えた図１に記載の構成からなるインクジェット記録装
置に、上記調製したインク組成物セット１、２を装填し、また、ピエゾ型インクジェット
ノズルを備えた図２に記載の構成からなるインクジェット記録装置に、上記調製したイン
ク組成物セット３、４を装填し、表５に記載の各表面エネルギーを有する巾６００ｍｍ、
長さ５００ｍの長尺の各記録材料へ、下記の方法に従って画像記録を連続して行った。
【００９４】
インク供給系は、インクタンク、供給パイプ、ヘッド直前の前室インクタンク、フィルタ
ー付き配管、ピエゾヘッドからなり、前室タンクからヘッド部分まで断熱して５０℃の加
温を行った。ピエゾヘッドは、２～１５ｐｌのマルチサイズドットを７２０×７２０ｄｐ
ｉの解像度で吐出できるよう駆動して、各インクを連続吐出した。着弾した後、キャリッ
ジ両脇、あるいは上流に設けた照射手段により瞬時（着弾後２秒未満）に硬化した。記録
後、トータルインク膜厚を測定したところ、２．３～１３μｍの範囲であった。なお、本
発明でいうｄｐｉとは、２．５４ｃｍ当たりのドット数を表す。
【００９５】
【表５】

【００９６】
なお、表５に記載の各記録材料の略称の詳細は、以下の通りである。
ＯＰＰ：ｏｒｉｅｎｔｅｄ　ｐｏｌｙｐｒｏｐｙｌｅｎｅ
ＰＥＴ：ｐｏｌｙｅｔｈｙｌｅｎｅ　ｔｅｒｅｐｈｔｈａｌａｔｅ
シュリンクＯＰＳ：市販のシュリンク用途のｏｒｉｅｎｔｅｄ　ｐｏｌｙｓｔｙｒｅｎｅ
また、表５に記載の照射光源の詳細は、以下の通りである。
【００９７】
照射光源１：１２０Ｗ／ｃｍのメタルハライドランプ（日本電池社製　ＭＡＬ４００ＮＬ
　３ｋＷ電源）
照射光源２：冷陰極管（ハイベック社製　光源消費電力１ｋＷ・ｈｒ未満）
《インクジェット記録画像の評価》
上記画像形成方法で記録した各画像について、下記の各評価を行った。
【００９８】
（印刷物しわ、カールの評価）
印字直後に、印刷物を手に取り、照射、硬化によりしわやカールが発生していないかを目
視観察し、下記の評価基準に則り評価した。
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【００９９】
○：しわやカールの発生がない
△：ややしわやカールの発生が認められるが、実用上許容の範囲にある
×：印刷物に強いしわやカールが認められ、実用上問題となる
（文字品質）
Ｙ、Ｍ、Ｃ、Ｋ各色インクを用いて、目標濃度で６ポイントＭＳ明朝体文字を印字し、文
字のガサツキをルーペで拡大評価し、下記の基準に則り文字品質の評価を行った。
【０１００】
◎：ガサツキなし
○：僅かにガサツキが見える
△：ガサツキが見えるが、文字として判別でき、ギリギリ使えるレベル
×：ガサツキがひどく、文字がかすれていて使えないレベル
（色混じり（滲み））
７２０ｄｐｉで、Ｙ、Ｍ、Ｃ、Ｋ各色１ｄｏｔが隣り合うように印字し、隣り合う各色ｄ
ｏｔをルーペで拡大し、滲み具合を目視観察し、下記の基準に則り色混じりの評価を行っ
た。
【０１０１】
◎：隣り合うｄｏｔ形状が真円を保ち、滲みがない
○：隣り合うｄｏｔ形状はほぼ真円を保ち、ほとんど滲みがない
△：隣り合うｄｏｔが少し滲んでいてｄｏｔ形状が少しくずれているが、ギリギリ使える
レベル
×：隣り合うｄｏｔが滲んで混じりあっており、使えないレベル
以上により得られた各評価結果を、表６に示す。
【０１０２】
【表６】

【０１０３】
表６より明らかなように、本発明の活性光線硬化型インクジェット無溶剤インクからなる
インクセットを用いた画像記録方法は、比較例に対し、様々な記録材料に対して、文字品
質に優れ、色混じり、印刷物しわ、カールの発生もなく、高精細な画像を記録することが
できることが分かる。
【０１０４】
【発明の効果】
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本発明により、様々な記録材料に印字した場合にも、印刷物の質感を損なうことなく、文
字品質に優れ、色混じり、印刷物しわ、カールの発生もない高精細な画像を形成できる活
性光線硬化型インクジェット無溶剤インクとそれを用いた画像形成方法及びインクジェッ
ト記録装置を提供することができた。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明のインクジェット記録装置の要部の構成の一例を示す正面図である。
【図２】本発明のインクジェット記録装置の要部の構成の他の一例を示す上面図である。
【符号の説明】
１　記録装置
２　ヘッドキャリッジ
３　記録ヘッド
４　照射手段
５　プラテン部
６　ガイド部材
７　蛇腹構造
８　照射光源
Ｐ　記録材料

【図１】 【図２】
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