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UV インクジェットインクの硬化特性
朝武
（2010.9.1

敦*
受理）

Technology and Feature of UV Curable Inkjet Ink
Atsushi TOMOTAKE *
Two alternative curing mechanisms may be used for UV curable inkjet inks ; free radical polymerization and
cationic polymerization. Free radical polymerization currently dominates because of its low cost and the ease of
design aﬀorded by a wide selection of usable monomers. Cationic polymerization is a new process but has
become to get many attracts because of its unique advantages. In this paper technologies and features of the UV
curable inkjet inks will be reviewed.
Keywords : inkjet ink, UV curing, free radical polymerization, cationic polymerization
産業用インクジェットの分野では，速乾性，基材選択性，VOC フリー等の点で UV 硬化型方式が広がりつつ
あり，新規に上市されるプリンターは UV 方式が主流となっている．従来，ラジカル重合型インクが広く用い
られてきたが，近年，カチオン重合型インクが注目を集めている．本報告では，UV インクの概要から重合機構
を説明し，ラジカル重合型インクおよびカチオン重合型インクの特徴について説明する．合わせて最新の技術
開発事例についても紹介する．
キーワード：インクジェットインク，UV 硬化，ラジカル重合，カチオン重合

1.

はじめに

として含有し，これに光重合開始剤，色材，分散剤，界面活性
剤などのその他添加剤を少量含む．その比率は各社・各種 UV

産業用インクジェットの分野では，速乾性，幅広い基材選択

インクによっても大差なく，モノマーが 80∼90%，光重合開

性，VOC フリー等の点で UV 硬化型インクジェットインク

始剤が 5∼10%，色材が 2∼5%，残りがその他添加剤という構

（以下，UV インクとする）が広がりつつあり，新規に上市さ

成である（Fig. 1）
．

れるプリンターは UV インクを用いたシステムが主流となっ

UV インクに UV 光が照射されると光重合開始剤が UV 光を

ている．UV インクは UV 光（紫外線）により重合開始剤が活

吸収して分解し，活性種を生成する．この活性種がモノマーと

性種を発生し，重合反応によりインク全体が硬化する特性を持

反応し新たな活性種を生成し，さらにこの反応を繰り返すこと

つ．従来，ラジカル重合型インクが広く用いられてきたが，近

でモノマーが重合して高分子化し，固化・定着される．この反

年，カチオン重合型インクが注目を集めている．本稿では UV

応は UV 光照射後，瞬時に進行するため，速乾性という特性

インクの概要から重合機構を説明し，ラジカル重合型インクお
よびカチオン重合型インクの特徴について説明する．合わせて
最新の技術開発事例についても紹介する．

2.

UV 硬化型インクジェットインクの概要

まず，UV インクについて概観する．
UV インクには水や溶剤を含むタイプも存在するが，本稿で
は無溶剤の UV インクについて説明する．
UV インクの構成は比較的単純であり，モノマーを主要成分
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Fig. 1 Composition of UV curing inkjet ink.
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を UV インクに与える．またインク全体が瞬時に硬化するた

オロリン酸やテトラフルオロホウ酸などの強酸を発生する．こ

め，プラスチックフィルムのようなインクを吸収しない非吸収

れらの酸がエポキシ類などの酸素原子をプロトン化してカチオ

性の基材上にも画質が劣化することなく印字することが可能で

ン活性種が形成され，重合反応が進行する（Fig. 4）．モノマ

あり，そのため使用可能な基材種が多い．さらにモノマー全体

ーとしてはエポキシ類の他，オキセタン類やビニルエーテル類

が高分子化するため硬化後は揮発成分が存在しない．これによ

などの化合物が用いられている．モノマーと重合開始剤の例を

り VOC フリーという特性を与える（ここで言う VOC とは

示す（Fig. 5）．

“volatile organic compound”であり，揮発性を有し大気中で

2.2 光源と光重合開始剤

気体状となる有機化合物を意味する）．

次に，UV インクジェットシステムに用いられる光源と光重

この特性はホームプリンターで使われている水性インクと比

合開始剤の関係について説明する．

較するとわかりやすい．水性インクは通常，吸収性の基材（普

高圧水銀灯およびメタルハライドランプは，250∼450 nm の

通紙，インクジェット専用紙など）に対して用いられ，水を主

波長域に幅広い輝線スペクトルを示す．また光量も強く，UV

成分とする水性媒体中に染料が溶解あるいは顔料が分散されて

インクジェットシステムにおいて広く用いられている．一方，

いる．印字後，色材は水性媒体と共に基材中に浸透し，基材を

低圧水銀灯は 254 nm に単一の輝線を示し，光量も高圧水銀灯

形成する繊維あるいは媒染剤などに吸着して定着される．ここ

に比べ弱い．一方で発熱が少なく長寿命であるメリットもあ

で水性媒体は硬化しないため，除去するために乾燥が必要とな

り，一部の UV インクジェットシステムに用いられている．

る．その際には媒体に用いられる有機溶媒が揮発し，VOC と

また近年になり紫外線を発光する LED（UV-LED）も用いら

して大気中に拡散する．さらにはフィルム，ガラス・金属など

れるようになってきた．まだ光量は高圧水銀灯のレベルには到

の非吸収性基材上では色材が定着されないため，色混じりなど

達しないものの，低圧水銀灯のメリットを合わせ持ち，今後の

により画質が大きく低下してしまう．
2.1 UV インクの種類
種々の反応系が光により重合反応を行うことが知られている
が，現在，ラジカル重合とカチオン重合の二つの反応系がイン
クジェットインクに用いられている．
ラジカル重合反応系を用いた UV インク（以下ラジカル UV
インクと称す）では光により重合開始剤が分解してラジカルを
発生し，これがモノマーと反応して新たなラジカル活性種を生
み出す．重合開始剤は水素引き抜き型と開裂型に大別できる
が，どちらもベンゾフェノン，フェニルホスフィンオキシドな
どの芳香族ケトン類が用いられている．これらの開始剤は UV
光を吸収し励起状態を経てラジカルを生成する．このラジカル
がアクリル酸エステルなどのラジカル重合性二重結合を有する
モノマーと反応し，重合反応を引き起こす（Fig. 2）．ラジカ
ル UV インクに用いられるモノマーと重合開始剤の例を示す
（Fig. 3）
．
一方，カチオン重合反応系を用いた UV インク（以下カチ
オン UV インクと称す）では光により重合開始剤が分解して
酸が生成し，これがモノマーと反応してカチオン活性種を生み
出す．重合開始剤としてはトリアリルスルホニウムカチオンま
たはジアリルヨードニウムカチオンとヘキサフルオロホスフェ
ート，テトラフルオロボレートなどとの塩が用いられている．

Fig. 3 Typical monomers and photo-initiators for radical UV
ink.

これらの開始剤は UV 光を吸収し分解することでヘキサフル

Fig. 2 General scheme of radical UV curing reaction.
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Fig. 5 Typical monomers and photo-initiators for cationic UV
ink.

Fig. 7 Absorption spectra of initiator and sensitizer for
cationic UV ink.

重合開始剤（C）と増感剤（D）の吸収スペクトルを例として
示す（Fig. 7）
．

3.

UV 硬化型インクジェットインクの硬化挙動

さて次に UV インクにおける重要な特性である，硬化挙動
について考えてみたい．ここでは特に硬化（重合）を阻害する
因子と，密着に関する因子について説明する．
3.1 重合を阻害する因子
前述の通り，UV インクは UV 光により光重合開始剤が分解
し活性種を生成する．この活性種がモノマーに付加して新たに
活性種を生成し，これが連鎖的に進行して重合する．ところが
この活性種が外部因子により不活性化されると，重合反応が停
止してしまう．これを重合阻害と呼ぶ．これはラジカル，カチ
Fig. 6 Absorption spectra of initiators for radical and cationic
UV inks.

オンどちらにも共通して起こりうる．
ラジカル UV インクの場合，酸素が重合を阻害する．酸素
は基底状態で三重項状態にあるためラジカルとの反応性が高
く，ラジカル活性種と容易に反応してヒドロペルオキシラジカ

発展が期待されている 1)．

ル（E）を形成する．このラジカルはモノマーとの反応性に劣

さて前述の通り，UV インクにおいては光重合開始剤が UV

るため，重合反応の進行が阻害されることになる（Fig. 8）
．

光を吸収することにより重合・硬化が開始する．そのため光開

一般の印刷インキと比較してインクジェットシステム用のラ

始剤がどれだけ効率良く UV 光を吸収するかがポイントとな

ジカル UV インクは，酸素による重合阻害を受けやすい特性

る．ラジカル UV インクに用いられる光重合開始剤 2 種（A，

を有する．インクジェットシステムに用いられる UV 硬化型

B）およびカチオン UV インクに用いられる光重合開始剤（C）

インクの場合，出射上の制約から粘度は 3∼15 mPa･s 程度の

の光吸収スペクトルを示す（Fig. 6）．背景に高圧水銀灯の発

低粘度にせざるを得ない．そのため大気中から酸素が拡散・進

光スペクトルの例を重ね合わせておく．

入しやすく，酸素による阻害を非常に受けやすい 2)．さらにイ

ラジカル光重合開始剤（B）は長波長域まで吸収を示し，高
圧水銀灯の発光を効率良く吸収できることがわかる．一方，ラ

ンクジェットシステムではインクを小さな液滴として印字する
ため，表面積が大きくなり酸素の影響を受けやすくなる．

ジカル重合開始剤（A），カチオン重合開始剤（C）は 350 nm

この阻害を緩和するために一般的には多くの光重合開始剤を

程度までしか吸収せず，十分に光を吸収するとは言い難い．そ

添加し高出力の光源と組み合わせる手法がとられる．単位時間

のためラジカル・カチオンどちらの場合も増感剤を併用して吸

あたりのラジカル発生量を多くすることで，酸素による阻害の

収効率を向上させる方法が使われている．特に UV-LED の場

影響を相対的に小さくする発想である．また脂肪族アミンの添

合，350 nm 以上の単一の発光輝線を用いることから増感剤の

加により酸素ラジカル（酸素分子，ヒドロペルオキシラジカ

併用が必須となってくる．カチオン UV インクに用いられる

ル）そのものを補足する手法もある．

( 32 )
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Fig. 8 Inhibition of radical UV curing reaction by oxygen.

Fig. 9 Retardation of cationic UV curing reaction by water.

一方カチオン UV インクの場合，水分が重合を阻害する．
水分子はモノマーとして用いられるエポキシ類やオキセタン類

Fig. 10 Newly developed photo-initiators and sensitizers.

よりも塩基性が高く，光により発生する強酸をトラップする．
そのためモノマーのプロトン化される率が下がりカチオン活性
種の濃度が低下するため，重合反応の進行が遅くなる（Fig.
9）．水分子はモノマーに比べて分子量が小さいため，インク中

改良できるとの報告もあり 6)，今後の開発動向が注目される．

に含有される重量がわずかであっても分子数的には大きくその

カチオン重合の場合も別個に存在するモノマーが単結合によ

影響は小さくない．なお，この水による重合阻害は可逆的な平

り結びつけられる状況は同様であるが，重合時にエポキシ等の

衡反応であるため，エポキシ類の添加比率を上げることで反応

環状モノマーが開環してその分の体積が増加するので，差し引

の律速となるエポキシ類の開環を加速することができ，結果と

き体積の変化は少なくなる．そのため密着性に優れているもの

3)

と報告されている 7)．また体積収縮が懸念されるビニルエーテ

してり阻害を回避できると報告されている ．
3.2 密着性に影響する因子

ルであっても特定の構造を有するモノマーであれば十分な密着

UV インクはインク全体が硬化するため，非吸収性の基材に

性を示すこと，さらには硬化後の加熱処理により密着性は増大

対しても印字することができる特性を有する．逆の見方をする

することが報告されている 8)．

と基材がインクを吸収しないため，硬化後の画像と基材との密

4.

着性が問題となる場合がある．
ラジカル UV インクとカチオン UV インクを比較すると，
ラジカル UV インクで基材との密着性が問題となる例が多い．

最近の研究開発動向

最近の発表事例より，研究開発動向のトピックスをいくつか
紹介する．

ラジカル重合の場合，別個に存在する二つの二重結合が単結合

前述のように，光源として UV-LED を用いるインクジェッ

としてつながるため，全体としての体積が収縮する．基材との

トシステムが実用化されている．インクに関する報告例は限ら

接着面においては体積が収縮することで応力が発生し，密着性

れているが，発光波長の適正化（色材吸収ができるだけ少ない

が劣化するものとされている．一般的に体積収縮はアクリル当

波長）および増感剤の併用が報告されている 9)．特許にも吸光

量の大きなものほど少なく，印刷用のインキでは多官能モノマ

効率の増大の観点から，新規増感剤（F）10)，長波に吸収極大

ーの添加により制御されている．しかしこれらのモノマーは粘

を持つ新規重合開始剤（G）11)，特定の酸化還元電位を有する

度が高いため，粘度に制約のあるインクジェットシステム用

増感剤と重合開始剤との組み合わせ，等が報告されている 12)．

UV 硬化型インクへ多量に添加することは困難である．そのた

一方，安全性や膜物性の改良の観点から，重合開始剤や増感

め新規なモノマーや添加剤により改良を狙った特許が少なから

剤の高分子化が検討されている．高分子化することで硬化後の

ず出願されている 4)．その一方，表面張力の小さいモノマーを

重合開始剤および増感剤の移動を抑制する目的で，樹枝状高分

用いることで基材の表面エネルギーとの差を大きくし，反応性

子タイプ（H）13)や重合性基を有するタイプ（I）14)の報告例があ

や硬化による収縮の影響を受けることなく密着性を改良できる

る（Fig. 10）
．

5)

との報告がある ．また基材表面へ浸透させることで密着性を
日本画像学会誌
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とした研究報告例も見受けられる．環状アミンを添加する
15)

16)

例 ，窒素原子含有化合物をモノマーとして使用する例 ，添
加剤としてチオール類とヒンダードアミン類を添加する例 17)，
リン系化合物を添加する例 18)等が報告されている．いずれもヒ
ドロペルオキシラジカルを捕捉することで阻害の抑制を狙って
いるものと思われる．

5.

おわりに

UV 硬化型インクジェットインクはインクそのものが硬化す
る特性を有し，幅広い基材適性を有する．この特性を生かして
産業用途への応用が期待されている．従来，弱点とされてきた
重合阻害や密着性については，モノマーや添加剤の工夫により
改良が試みられている．またエネルギー効率の観点からも，
UV-LED の実用化により省エネルギーの方向にシフトしつつ
ある．次代の主流として今後の発展が期待される．
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