
Demand continues to increase for digitized signs such as large-scale indoor and outdoor advertisements, posters, and retail 
store POPs; such digitized products may be fabricated by vacuum molding or heat molding. To meet the growing demand, the 
Fuji Film group has conducted research and development projects for highly functional ultraviolet (UV) ink-jet inks. Since 
2010, the Fuji Film group has launched a high-sensitivity ink and a vacuum-molding ink. High sensitivity and fitness for vacuum 
molding were accomplished by combining an N-vinyl compound (NVC) with an acrylate compound, which has been widely 
used in UV ink-jet inks. The purpose of this report is to describe how the NVC contributes to the increased sensitivity and to suit-
ability as a vacuum-molding ink. First, we discuss how the NVC improves the sensitivity of a UV ink-jet ink, then we explain 
the role the NVC plays in a vacuum-molding ink.

Abstract

1.	 緒言

　屋内外の大型広告，ポスター，店頭POP等のサインディ
スプレイ印刷市場では，2000年頃にデジタル化が進行し，
UVインクジェットインクを搭載したワイドフォーマットイ
ンクジェットプリンターの使用が拡大した。昨今，同市場で
は，生産性向上，メディア種類拡大，画質向上，省電力化など，
顧客ニーズが細分化されてきた1）。また，デジタル化が遅れ
ていた真空成型・加熱成型されたサインディスプレイ製品に
ついても，工程短縮化・グラフィカルデザインの要求が強ま
り，UVインクジェットインクの真空成型適性のニーズが聞
かれるようになってきた。富士フイルムグループは，これら
の要望に応えるべく，UVインクジェットインクの高機能化
の研究開発に取り組み，2010年以降，高感度インク，真空

成型インクなどをラインアップしてきた。これらのインクの
高感度化や真空成型適性は，従来からUVインクジェットに
広く用いられてきたアクリレート化合物（Fig. 2）に，N-ビ
ニル化合物（Fig. 1）を併用することで達成されている。
　本稿の目的は，高感度インク，真空成型インクにおける
N-ビニル化合物の機能を理解することである。第一に，N-
ビニル化合物によるUVインクジェットインクの高感度化の
メカニズムの検証を行った。第二に，真空成型インクにおけ
るN-ビニル化合物の機能を検討した。

富士フイルム（株）Ｒ＆Ｄ統括本部
解析技術センター
〒250-0193　神奈川県南足柄市中沼210
Analysis Technology Center
Research & Development Management Headquarters
FUJIFILM Corporation
Nakanuma, Minamiashigara, Kanagawa
250-0193, Japan

**

**

本誌投稿論文（受理2015年1月14日）
*

*

富士フイルム（株）Ｒ＆Ｄ統括本部
アドバンスト　マーキング研究所
〒258-8577　神奈川県足柄上郡開成町牛島577
Advanced Marking Research Laboratories
Research & Development Management Headquarters
Ushijima, Kaisei-machi, Ashigarakami-gun, Kanagawa
258-8577, Japan

N-ビニル化合物を用いたUVインクジェットインクの高機能化について

梅林　励*，幕田　俊之*，田邊　守**，芝本　匡雄**，浜本　貴紀**

High Functionality of UV Inkjet Inks Produced by Combining an N-vinyl Compound

Tsutomu UMEBAYASHI*，Toshiyuki MAKUTA*，Mamoru TANABE**，Tadao SHIBAMOTO**， 
and Takahiro HAMAMOTO**

Fig. 1　Example of an N-vinyl compound for UV IJ inks. Fig. 2　Example of an acrylate compound for UV IJ inks.
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2.	 高感度インクにおけるN-ビニル化合物の機能

　2012年に上市したLED搭載プリンター「Acuity1600LED」
用のインク（商品コード：LL）をはじめ当社の高感度イン
クには，N-ビニル化合物とアクリレート化合物を一定比率
で混合することにより高感度になるという特性が活かされて
いる2）。Fig. 3はその特性の一例である。インク中の全重合
性化合物に対するNVCの比率を約20～ 50％にすることに
よって，少ないUV照射回数でタックフリー（表面のべとつ
き無し）にすることができる。すなわち，NVC比率を20～
50％にすることで硬化感度が高くなる。
　この「アクリレート化合物とN-ビニル化合物を混合した
系が各々の単独系に対して感度が高くなる」特性のメカニズ
ムについて，各素過程（（i）開始反応，（ii）成長反応，（iii）
停止反応）に切り分けて検証した。

（i）	 開始反応

　ナノ過渡吸収測定法によって測定した，開始剤ラジカル（ア
シルフォスフィンオキサイドから発生するPラジカル）とN-
ビニル化合物，および，アクリレート化合物との開始反応速
度をTable 1に示す。アクリレート化合物に対して，NVCは，
おおよそ一桁高い反応速度定数を有することが分かった。

（ii）	 成長反応

　リアルタイムIR測定によると，N-ビニル化合物だけでは，
二重結合消失が進行しない（Fig. 4-1）。すなわち，N-ビニル
化合物上のラジカルは，N-ビニル化合物への重合反応に対
して活性が低いことが示唆された。これに対して，アクリレー
ト化合物を混合することにより，二重結合消失が加速される
ことが分かった（Fig. 4-2）。これらの結果から，N-ビニル化
合物上のラジカルは，アクリレート化合物への重合反応に対
しては十分な活性を有すると考えられる。
　また，N-ビニル化合物とアクリレート化合物を30：70
で混合したインクにおける生成ポリマーのNMR分析による
と，生成ポリマー中のN-ビニルモノマーとアクリレートモ
ノマーの構成比は，おおよそ30：70であった4）。したがって，
アクリレート化合物上のラジカルはN-ビニル化合物への重
合反応に対して十分に高い活性を有することが示唆される。

（iii）	 停止反応

　ラジカル重合における停止反応は，主にラジカルと酸素と
の反応により，活性の低いパーオキシラジカルが発生するこ
とにより説明できる。これまでの検討では，酸素との反応性
について，NVC化合物が，アクリレート化合物に対して特
筆すべき特性を有することは確認されていない。
　これらの解析結果から推定される，N-ビニル化合物によ
るUVインクジェットインクの高感度化のメカニズムは下記
の通りである。
　一般的にアクリレートを主体としたラジカル系UVインク
ジェットインクは，スクリーンインクなどのアナログUVイ
ンクと比較して粘度が低いため，大気中からの酸素が拡散・
進入しやすく，酸素による重合阻害の影響を強く受けると言
われている3）。そのため，UVインクジェットインクの感度
を向上させるには，酸素重合阻害の停止反応（iii）に対して，
開始反応（i）と成長反応（ii）の反応を相対的に高めること
がひとつの手段となる。①N-ビニル化合物の開始剤ラジカ
ルとの高い反応性が，N-ビニル化合物を用いたインクの開
始反応を高めることに寄与する。ただし，N-ビニル化合物
ラジカルとN-ビニル化合物との反応性は低いため，インク
モノマーをN-ビニル化合物だけで構成した場合は，成長反
応は進行せず，硬化感度は低くなる。これに対して②N-ビ

Fig. 3 Relation between curing sensitivity and the NVC ratio in total 
polymerizable compounds in inks.

Table 1 Initiation reaction rates for the P radical and each monomer; 
reaction rates estimated by nanotransient absorption 
measurements.

Scheme 1　Radical generation and initiation reaction

Scheme 2　Propagation reaction

Scheme 3　Termination reaction
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ニル化合物ラジカルのアクリレート化合物との反応性は十分
に高いため，両者の混合により，成長反応の速度低下を防ぐ
ことが可能となる。これら①，②により，アクリレート化合
物とN-ビニル化合物を一定比率で混合した系が，それぞれ
の単独系に対して感度が高くなる。

3.	 真空成型インクにおけるN-ビニル化合物の	
機能

　2014年春に上市した真空成型インク（商品コード：KV）
は，真空成型製品へのデジタル印刷を用いた加飾を可能にし，
製造・開発工程の短縮化，デザインの多様化など，多くのユー
ザーメリットをもたらした（製品の例をFig. 5に示す）。同
インクの真空成型適性は，硬化膜が室温では硬く，高温（80

～ 200℃）で1000％の延伸性を有するほど柔らかくなる膜
物性によって達成される。この特徴的な膜物性も，N-ビニ
ル化合物を用いることで得られる機能のひとつである。

　既存のワイドフォーマットグラフィック用に設計された
UVインクジェットインクを用いて真空成型を施した場合，
加飾層（インク膜）にクラックが発生する（Fig. 6）。このク
ラックの原因は，インク膜を構成する重合ポリマーの架橋密
度が高く，成型時（高温状態）に十分な延伸性を持たないこ
とによって説明できる。これまでの検証では，1000％以上
（PET基材／ 200℃加熱）の加熱延伸性を付与するために許
容されるインク中の架橋成分（多官能モノマー）は，限りな
くゼロに近い。すなわち，インクに用いる重合性希釈剤は，
単官能モノマーだけで構成する必要がある。

Fig. 4-1 Results from IR measurements for a polymerization 
system in the presence of an acrylate compound and in 
the presence of an N-vinyl compound. The measurements 
determined, from the start of irradiation (t = 0 s), the 
change in absorption (λ = 1626 cm-1 ) caused by double 
bonds.

Fig. 5 Examples of a vacuum-forming product digitally molded by an UV inkjet ink (KV). These examples show trial productions of the 
dashboard of a car (left) and of a three-dimensional signboard used at stores and other commercial facilities.

Fig. 4-2 Same as in Fig. 4-1 but in the presence of both an acrylate 
compound and an N-vinyl compound.

Fig. 6 Example of a crack. A linear crack formed mainly on a part of 
the edge of a three-dimensional object. When the sample is 
molded normally, it becomes uniformly white. 

Fig. 7 Example of blocking. After printing, the print side and the 
backside were placed on top of each other. After storing 
for 24 hours, blocking occurred in which an ink film (black) 
became attached to the backside (white matrix).
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　他社から発売されている真空成型インクは，単官能モノ
マーだけで構成され，架橋密度を下げることで，高温で優れ
た延伸性が付与されている。しかし，架橋密度を下げること
の弊害として，ブロッキングの懸念がある。これは，室温
（25℃前後）で印刷物を重ねて保管した場合に，インク膜が
基材に貼りつく故障であり（Fig. 7），ユーザーが印刷物の保
管方法に十分に気をつける必要がある。
　KVインクは，“架橋成分フリー化”と“N-ビニル化合物”の
2つの処方技術により，クラックとブロッキングの両方を回
避することに成功した。①架橋成分無インク（NVC有り）と，
②架橋成分有インク，③架橋成分無インク（NVC無し）の
粘弾性の測定結果，および，それぞれの重合膜の概念図（Fig. 
8）により，クラック回避とブロッキング回避の両立の機構
を以下に解説する。

　②の架橋成分有インクは，成型温度（＞80℃）で弾性率
が過剰に高い。この場合，加熱により軟化した基材の変形に，
硬い状態のインク膜は追随できずにクラックが発生する。
　③の架橋成分無インク（NVC無し）は高温での弾性率が
十分に低くなり，加熱により基材と同程度に軟化され，成型
によるクラックの問題は回避できる。しかしながら，室温で
は弾性率が低すぎる。すなわち，膜が柔らか過ぎるため，重
ねて保管した場合，ブロッキングの問題が発生する。
　KVインクに相当する①のインク膜は，架橋なし線状ポリ
マーで構成することで，成型温度（＞80℃）では加熱によ
り十分に軟化可能な低い弾性率を有する。さらに，線状ポ

リマーはN-ビニル化合物によって修飾されている。N-ビニ
ル化合物は，硬い環状の骨格を有しており，その硬化膜は
弾性率が高く，また，室温よりも高いTg（ガラス転移温度）
を有する（例えば，NVPはTg＝80℃，NVCはTg＝90℃）。
この硬い骨格による線状ポリマーの修飾で，弾性率が上がり，
室温ではブロッキングを回避するのに十分な硬い膜を形成す
ることが可能である。

4.	 まとめ

　2010年以降，当社が開発してきた高感度インク，真空成
型インクに活かされているN-ビニル化合物の機能について
検証した。高感度化のメカニズムは，「N-ビニル化合物と開
始剤ラジカルとの反応性が極めて高いこと」および，「N-ビ
ニル化合物ラジカルのN-ビニル化合物との反応性は低いが，
アクリレート化合物との反応性が十分に高いこと」の2点で
説明できることが分かった。また，真空成型インクに用いら
れているN-ビニル化合物は，架橋密度を上げることなく線
状ポリマーの室温範囲での弾性率を向上させる機能を有する
ことが分かった。
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Fig. 8 Results from viscoelasticity measurements and schematic 
diagrams of polymerized films for (1) ink without the 
crosslinking component (but including NVC), (2) ink 
containing a crosslinking component, and (3) ink without a 
crosslinking component (but not including NVC).
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