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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
インクジェット方式で印刷を行う印刷装置であって、
少なくとも一の色について、前記一の色のインクである第１色用インクのインク滴をそ
れぞれ吐出する複数のインクジェットヘッドを備え、
前記複数のインクジェットヘッドのそれぞれは、濃度が互いに異なる前記第１色用イン
クのインク滴をそれぞれ吐出し、
前記複数のインクジェットヘッドの少なくともいずれかは、着色されたバインダ樹脂の
粒子が分散質として分散溶液に分散しているインクである樹脂分散インクのインク滴を吐
出し、
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前記複数のインクジェットヘッドとして、
第１の濃度で前記第１色用インクの色に着色された前記バインダ樹脂の粒子を含む第１
の前記樹脂分散インクのインク滴を吐出する第１インクジェットヘッドと、
前記第１の濃度よりも濃度が低い第２の濃度で前記第１色用インクの色に着色された前
記バインダ樹脂の粒子を含む第２の前記樹脂分散インクのインク滴を吐出する第２インク
ジェットヘッドと
を備え、
前記第２の樹脂分散インクにおける前記バインダ樹脂の粒子の含有比率は、前記第１の
樹脂分散インクにおける前記バインダ樹脂の粒子の含有比率と同じであることを特徴とす
る印刷装置。
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【請求項２】
インクジェット方式で印刷を行う印刷装置であって、
少なくとも一の色について、前記一の色のインクである第１色用インクのインク滴をそ
れぞれ吐出する複数のインクジェットヘッドを備え、
前記複数のインクジェットヘッドのそれぞれは、濃度が互いに異なる前記第１色用イン
クのインク滴をそれぞれ吐出し、
前記複数のインクジェットヘッドの少なくともいずれかは、着色されたバインダ樹脂の
粒子が分散質として分散溶液に分散しているインクである樹脂分散インクのインク滴を吐
出し、
前記複数のインクジェットヘッドとして、
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第１の濃度で前記第１色用インクの色に着色された前記バインダ樹脂の粒子を含む第１
の前記樹脂分散インクのインク滴を吐出する第１インクジェットヘッドと、
前記第１の濃度よりも濃度が低い第２の濃度で前記第１色用インクの色に着色された前
記バインダ樹脂の粒子を含む第２の前記樹脂分散インクのインク滴を吐出する第２インク
ジェットヘッドと
を備え、
前記第１の樹脂分散インクの前記バインダ樹脂の粒子、及び前記第２の樹脂分散インク
の前記バインダ樹脂の粒子は、同一種類の顔料を内包することにより着色されており、
前記第２の樹脂分散インクの前記バインダ樹脂の粒子は、前記第１の樹脂分散インクの
前記バインダ樹脂の粒子よりも小さい含有比率で前記顔料を内包することにより、前記第
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１の濃度よりも濃度が低い第２の濃度で前記第１色用インクの色に着色されており、
前記第１の樹脂分散インク及び前記第２の樹脂分散インクは、所定の大きさの前記バイ
ンダ樹脂の粒子の中に前記顔料の複数の粒子が分散した状態になっており、
前記第１の樹脂分散インク及び前記第２の樹脂分散インクのそれぞれの色の濃度は、前
記バインダ樹脂の粒子の中に分散する前記顔料の粒子の数の違いにより、互いに異なる濃
度に調整されていることを特徴とする印刷装置。
【請求項３】
インクジェット方式で印刷を行う印刷装置であって、
少なくとも一の色について、前記一の色のインクである第１色用インクのインク滴をそ
れぞれ吐出する複数のインクジェットヘッドを備え、
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前記複数のインクジェットヘッドのそれぞれは、濃度が互いに異なる前記第１色用イン
クのインク滴をそれぞれ吐出し、
前記複数のインクジェットヘッドの少なくともいずれかは、着色されたバインダ樹脂の
粒子が分散質として分散溶液に分散しているインクである樹脂分散インクのインク滴を吐
出し、
前記複数のインクジェットヘッドとして、
第１の濃度で前記第１色用インクの色に着色された前記バインダ樹脂の粒子を含む第１
の前記樹脂分散インクのインク滴を吐出する第１インクジェットヘッドと、
前記第１の濃度よりも濃度が低い第２の濃度で前記第１色用インクの色に着色された前
記バインダ樹脂の粒子を含む第２の前記樹脂分散インクのインク滴を吐出する第２インク
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ジェットヘッドと
を備え、
前記第１の樹脂分散インクの前記バインダ樹脂の粒子は、第１の種類の顔料を内包する
ことにより、前記第１の濃度で前記第１色用インクの色に着色されており、
前記第２の樹脂分散インクの前記バインダ樹脂の粒子は、前記第１の種類の顔料とは異
なる第２の種類の顔料を内包することにより、前記第２の濃度で前記第１色用インクの色
に着色されていることを特徴とする印刷装置。
【請求項４】
インクジェット方式で印刷を行う印刷装置であって、
少なくとも一の色について、前記一の色のインクである第１色用インクのインク滴をそ
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れぞれ吐出する複数のインクジェットヘッドを備え、
前記複数のインクジェットヘッドのそれぞれは、濃度が互いに異なる前記第１色用イン
クのインク滴をそれぞれ吐出し、
前記複数のインクジェットヘッドの少なくともいずれかは、着色されたバインダ樹脂の
粒子が分散質として分散溶液に分散しているインクである樹脂分散インクのインク滴を吐
出し、
前記複数のインクジェットヘッドとして、
第１の濃度で前記第１色用インクの色に着色された前記バインダ樹脂の粒子を含む第１
の前記樹脂分散インクのインク滴を吐出する第１インクジェットヘッドと、
前記第１の濃度よりも濃度が低い第２の濃度で前記第１色用インクの色に着色された前
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記バインダ樹脂の粒子を含む第２の前記樹脂分散インクのインク滴を吐出する第２インク
ジェットヘッドと
を備え、
前記第１の樹脂分散インクの前記バインダ樹脂の粒子、及び前記第２の樹脂分散インク
の前記バインダ樹脂の粒子の一方は、顔料を内包することにより着色されており、
前記第１の樹脂分散インクの前記バインダ樹脂の粒子、及び前記第２の樹脂分散インク
の前記バインダ樹脂の粒子の他方は、染料により着色されていることを特徴とする印刷装
置。
【請求項５】
インクジェット方式で印刷を行う印刷装置であって、
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少なくとも一の色について、前記一の色のインクである第１色用インクのインク滴をそ
れぞれ吐出する複数のインクジェットヘッドを備え、
前記複数のインクジェットヘッドのそれぞれは、濃度が互いに異なる前記第１色用イン
クのインク滴をそれぞれ吐出し、
前記複数のインクジェットヘッドの少なくともいずれかは、着色されたバインダ樹脂の
粒子が分散質として分散溶液に分散しているインクである樹脂分散インクのインク滴を吐
出し、
前記複数のインクジェットヘッドとして、
第１の濃度で前記第１色用インクの色に着色された前記バインダ樹脂の粒子を含む第１
の前記樹脂分散インクのインク滴を吐出する第１インクジェットヘッドと、
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前記第１の濃度よりも濃度が低い第２の濃度で前記第１色用インクの色に着色された前
記バインダ樹脂の粒子を含む第２の前記樹脂分散インクのインク滴を吐出する第２インク
ジェットヘッドと
を備え、
前記第１の樹脂分散インクの前記バインダ樹脂の粒子は、顔料を内包することにより、
前記第１の濃度で前記第１色用インクの色に着色されており、
前記第２の樹脂分散インクの前記バインダ樹脂の粒子は、染料により、前記第１の濃度
よりも濃度が低い第２の濃度で前記第１色用インクの色に着色されていることを特徴とす
る印刷装置。
【請求項６】
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インクジェット方式で印刷を行う印刷装置であって、
少なくとも一の色について、前記一の色のインクである第１色用インクのインク滴をそ
れぞれ吐出する複数のインクジェットヘッドを備え、
前記複数のインクジェットヘッドのそれぞれは、濃度が互いに異なる前記第１色用イン
クのインク滴をそれぞれ吐出し、
前記複数のインクジェットヘッドの少なくともいずれかは、着色されたバインダ樹脂の
粒子が分散質として分散溶液に分散しているインクである樹脂分散インクのインク滴を吐
出し、
前記複数のインクジェットヘッドとして、
第１の濃度で前記第１色用インクの色に着色された前記バインダ樹脂の粒子を含む第１
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の前記樹脂分散インクのインク滴を吐出する第１インクジェットヘッドと、
前記第１の濃度よりも濃度が低い第２の濃度で前記第１色用インクの色に着色された前
記バインダ樹脂の粒子を含む第２の前記樹脂分散インクのインク滴を吐出する第２インク
ジェットヘッドと
を備え、
前記第１の樹脂分散インクの前記バインダ樹脂の粒子、及び前記第２の樹脂分散インク
の前記バインダ樹脂の粒子は、染料により着色されていることを特徴とする印刷装置。
【請求項７】
前記第２の樹脂分散インクにおける前記バインダ樹脂の粒子の平均粒子径は、前記第１
の樹脂分散インクにおける前記バインダ樹脂の粒子の平均粒子径と同じであることを特徴
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とする請求項１から６のいずれかに記載の印刷装置。
【請求項８】
前記第１の樹脂分散インクの前記バインダ樹脂の粒子が着色される色と、前記第２の樹
脂分散インクの前記バインダ樹脂の粒子が着色される色との色差は、３０以上であること
を特徴とする請求項１から７のいずれかに記載の印刷装置。
【請求項９】
インクジェット方式で印刷を行う印刷方法であって、
少なくとも一の色について、前記一の色のインクである第１色用インクのインク滴をそ
れぞれ吐出する複数のインクジェットヘッドを用いて印刷を行い、
前記複数のインクジェットヘッドのそれぞれは、濃度が互いに異なる前記第１色用イン
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クのインク滴をそれぞれ吐出し、
前記複数のインクジェットヘッドの少なくともいずれかは、着色されたバインダ樹脂の
粒子が分散質として分散溶液に分散しているインクである樹脂分散インクのインク滴を吐
出し、
前記複数のインクジェットヘッドとして、
第１の濃度で前記第１色用インクの色に着色された前記バインダ樹脂の粒子を含む第１
の前記樹脂分散インクのインク滴を吐出する第１インクジェットヘッドと、
前記第１の濃度よりも濃度が低い第２の濃度で前記第１色用インクの色に着色された前
記バインダ樹脂の粒子を含む第２の前記樹脂分散インクのインク滴を吐出する第２インク
ジェットヘッドと
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を用い、
前記第１の樹脂分散インクの前記バインダ樹脂の粒子、及び前記第２の樹脂分散インク
の前記バインダ樹脂の粒子は、同一種類の顔料を内包することにより着色されており、
前記第２の樹脂分散インクの前記バインダ樹脂の粒子は、前記第１の樹脂分散インクの
前記バインダ樹脂の粒子よりも小さい含有比率で前記顔料を内包することにより、前記第
１の濃度よりも濃度が低い第２の濃度で前記第１色用インクの色に着色されており、
前記第１の樹脂分散インク及び前記第２の樹脂分散インクは、所定の大きさの前記バイ
ンダ樹脂の粒子の中に前記顔料の複数の粒子が分散した状態になっており、
前記第１の樹脂分散インク及び前記第２の樹脂分散インクのそれぞれの色の濃度は、前
記バインダ樹脂の粒子の中に分散する前記顔料の粒子の数の違いにより、互いに異なる濃
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度に調整されていることを特徴とする印刷方法。
【請求項１０】
インクジェット方式で印刷を行う印刷方法であって、
少なくとも一の色について、前記一の色のインクである第１色用インクのインク滴をそ
れぞれ吐出する複数のインクジェットヘッドを用いて印刷を行い、
前記複数のインクジェットヘッドのそれぞれは、濃度が互いに異なる前記第１色用イン
クのインク滴をそれぞれ吐出し、
前記複数のインクジェットヘッドの少なくともいずれかは、着色されたバインダ樹脂の
粒子が分散質として分散溶液に分散しているインクである樹脂分散インクのインク滴を吐
出し、
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前記複数のインクジェットヘッドとして、
第１の濃度で前記第１色用インクの色に着色された前記バインダ樹脂の粒子を含む第１
の前記樹脂分散インクのインク滴を吐出する第１インクジェットヘッドと、
前記第１の濃度よりも濃度が低い第２の濃度で前記第１色用インクの色に着色された前
記バインダ樹脂の粒子を含む第２の前記樹脂分散インクのインク滴を吐出する第２インク
ジェットヘッドと
を用い、
前記第２の樹脂分散インクにおける前記バインダ樹脂の粒子の含有比率は、前記第１の
樹脂分散インクにおける前記バインダ樹脂の粒子の含有比率と同じであることを特徴とす
る印刷方法。
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【請求項１１】
少なくとも一の色について、前記一の色のインクである第１色用インクのインク滴をそ
れぞれ吐出する複数のインクジェットヘッドであり、濃度が互いに異なる前記第１色用イ
ンクのインク滴をそれぞれ吐出する複数のインクジェットヘッドを備え、インクジェット
方式で印刷を行う印刷装置で用いられるインクを含むインクセットであって、
少なくとも、前記複数のインクジェットヘッドのそれぞれからそれぞれ吐出される複数
のインクを含み、
前記複数のインクの少なくとも何れかは、着色されたバインダ樹脂の粒子が分散質とし
て分散溶液に分散しているインクである樹脂分散インクであり、
前記印刷装置は、前記複数のインクジェットヘッドとして、
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第１の濃度で前記第１色用インクの色に着色された前記バインダ樹脂の粒子を含む第１
の前記樹脂分散インクのインク滴を吐出する第１インクジェットヘッドと、
前記第１の濃度よりも濃度が低い第２の濃度で前記第１色用インクの色に着色された前
記バインダ樹脂の粒子を含む第２の前記樹脂分散インクのインク滴を吐出する第２インク
ジェットヘッドと
を備え、
前記第１の樹脂分散インクの前記バインダ樹脂の粒子、及び前記第２の樹脂分散インク
の前記バインダ樹脂の粒子は、同一種類の顔料を内包することにより着色されており、
前記第２の樹脂分散インクの前記バインダ樹脂の粒子は、前記第１の樹脂分散インクの
前記バインダ樹脂の粒子よりも小さい含有比率で前記顔料を内包することにより、前記第
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１の濃度よりも濃度が低い第２の濃度で前記第１色用インクの色に着色されており、
前記第１の樹脂分散インク及び前記第２の樹脂分散インクは、所定の大きさの前記バイ
ンダ樹脂の粒子の中に前記顔料の複数の粒子が分散した状態になっており、
前記第１の樹脂分散インク及び前記第２の樹脂分散インクのそれぞれの色の濃度は、前
記バインダ樹脂の粒子の中に分散する前記顔料の粒子の数の違いにより、互いに異なる濃
度に調整されていることを特徴とするインクセット。
【請求項１２】
少なくとも一の色について、前記一の色のインクである第１色用インクのインク滴をそ
れぞれ吐出する複数のインクジェットヘッドであり、濃度が互いに異なる前記第１色用イ
ンクのインク滴をそれぞれ吐出する複数のインクジェットヘッドを備え、インクジェット
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方式で印刷を行う印刷装置で用いられるインクを含むインクセットであって、
少なくとも、前記複数のインクジェットヘッドのそれぞれからそれぞれ吐出される複数
のインクを含み、
前記複数のインクの少なくとも何れかは、着色されたバインダ樹脂の粒子が分散質とし
て分散溶液に分散しているインクである樹脂分散インクであり、
前記印刷装置は、前記複数のインクジェットヘッドとして、
第１の濃度で前記第１色用インクの色に着色された前記バインダ樹脂の粒子を含む第１
の前記樹脂分散インクのインク滴を吐出する第１インクジェットヘッドと、
前記第１の濃度よりも濃度が低い第２の濃度で前記第１色用インクの色に着色された前
記バインダ樹脂の粒子を含む第２の前記樹脂分散インクのインク滴を吐出する第２インク
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ジェットヘッドと
を備え、
前記第２の樹脂分散インクにおける前記バインダ樹脂の粒子の含有比率は、前記第１の
樹脂分散インクにおける前記バインダ樹脂の粒子の含有比率と同じであることを特徴とす
るインクセット。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は、印刷装置、印刷方法、及びインクセットに関する。
【背景技術】
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【０００２】
従来、様々な分野において、インクジェットプリンタが広く用いられている。また、近
年、利用分野の拡大や、インクジェットプリンタの性能向上により、インクジェットプリ
ンタでより高品質な印刷を行うことが望まれている。
【０００３】
ここで、インクジェットプリンタでより高品質な印刷を行う方法としては、先ず、イン
クジェットヘッドから吐出するインク滴の容量を小液滴化する方法が考えられる。しかし
、インク滴の容量を小さくし過ぎると、インクジェットヘッドから吐出したインク滴が媒
体（メディア）に到達するまでの間に、ミスト化等の問題を生じやすくなる。そのため、
例えばインク滴の容量が１ｐｌ程度以下になると、インク滴の容量を更に小さくすること
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は難しくなる。
【０００４】
そこで、近年、インク滴の容量を変更しない場合でも印刷の品質をより高める方法とし
て、同一色について濃度の異なる複数のインクを用いて印刷を行う方法が注目されている
。より具体的には、例えば、ＹＭＣＫインクのうち、マゼンタ（Ｍ）色、及びシアン（Ｃ
）色について、通常の濃度のインクに加え、ライト色のインクであるライトマゼンタ色及
びライトシアン色のインクを用いる方法が知られている（例えば、特許文献１参照。）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】米国特許
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【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
同一色の濃度の高いインク（以下、濃インクという）と濃度の低いインク（以下、淡イ
ンクという）とを用いる場合、例えばより広い幅の明度の印刷を高い精度で印刷を行うた
めには、濃インクの濃度を十分に高め、かつ、淡インクの濃度を十分に低くすることが望
まれる。また、例えば、薄いインクの層で高い濃度の印刷を行う場合等にも、濃インクの
濃度を十分に高めることが望まれる。一方、濃インクの濃度を高めた場合や、淡インクの
濃度を低くした場合には、様々な問題が生じる場合がある。
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【０００７】
例えば、濃インクの濃度を高める場合、着色剤として顔料を用いることが考えられる。
しかし、この場合、濃度を高めるために顔料の含有比率を増やすと、例えば、顔料の凝集
が生じやすくなり、インクを適切に製造できないおそれがある。また、例えば顔料の凝集
を防ぐためにインクの粘度を高めた場合、インクジェットヘッドからインク滴を適切に吐
出できないことになる。そのため、従来、濃淡のインクを用いる場合において、濃インク
の濃度を十分に高めることが難しい場合がある。
【０００８】
また、淡インクの濃度を低くする場合、淡インクの濃度を十分に低くするためには、例
えば使用する顔料の粒子径を小さくすることや、着色剤として染料を用いることが考えら
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れる。しかし、この場合、光や水等に対するインクの耐候性が低下する場合がある。また
、その結果、従来、濃淡のインクを用いる場合において、例えば、淡インクの濃度を十分
に低くすることが難しい場合もある。
【０００９】
そのため、従来、濃淡のインクを用いる場合において、濃インクや淡インクとして、よ
り好ましい特性のインクを用い、高品質の印刷をより適切に行うことが望まれていた。そ
こで、本発明は、上記の課題を解決できる印刷装置、印刷方法、及びインクセットを提供
することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
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本願の発明者は、鋭意研究を行い、着色されたバインダ樹脂の粒子が分散質として分散
溶液に分散しているインク（樹脂分散インク）を濃インクや淡インクとして用いることに
より、より好ましい特性の濃インクや淡インクを製造し得ることを見出した。また、これ
により、高品質の印刷をより適切に行い得ることを見出した。上記の課題を解決するため
に、本発明は、以下の構成を有する。
【００１１】
（構成１）インクジェット方式で印刷を行う印刷装置であって、少なくとも一の色につ
いて、一の色のインクである第１色用インクのインク滴をそれぞれ吐出する複数のインク
ジェットヘッドを備え、複数のインクジェットヘッドのそれぞれは、濃度が互いに異なる
第１色用インクのインク滴をそれぞれ吐出し、複数のインクジェットヘッドの少なくとも
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いずれかは、着色されたバインダ樹脂の粒子が分散質として分散溶液に分散しているイン
クである樹脂分散インクのインク滴を吐出する。
【００１２】
着色剤は、例えば顔料又は染料であり、バインダ樹脂の粒子中に分散することにより、
バインダ樹脂の粒子を着色する。着色剤が染料である場合、着色剤がバインダ樹脂の粒子
中に分散するとは、例えば、着色剤がバインダ樹脂の粒子中に溶解していることである。
バインダ樹脂の粒子は、例えば顔料及び染料の両方により着色されていてもよい。また、
一の色のインクとは、例えば、印刷により一の色を表現するための色のインクである。一
の色のインクは、媒体への定着時に当該一の色になるインクであってよい。また、より具
体的に、ＹＭＣＫの各色のインク（ＹＭＣＫインク）を用いて印刷を行う場合において、
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一の色は、例えば、Ｍ（マゼンタ）色、又は、Ｃ（シアン）色であってよい。この場合、
印刷装置は、Ｍ色及びＣ色のそれぞれについて、濃度の異なるインクのインク滴を吐出す
る複数のインクジェットヘッドを備えることが好ましい。
【００１３】
このように構成した場合、複数のインクジェットヘッドのそれぞれは、一の色について
、濃度の高い濃インク、及び濃度の低い淡インクのそれぞれのインク滴を吐出する。その
ため、このように構成すれば、例えば、同一色について濃度の異なる複数のインクを適切
に用いることができる。
【００１４】
また、この構成のように、樹脂分散インクを用いた場合、例えば顔料をそのままインク
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に含有させる場合と比べ、インクに含まれる粒子のサイズが大きくなるため、インクの固
体成分の凝集が生じにくくなる。そのため、例えば濃インクとして樹脂分散インクを用い
ることにより、インクの粘度を高めることなく、濃度の高い濃インクを適切に製造するこ
とができる。
【００１５】
また、このように構成した場合、着色剤がバインダ樹脂に分散している構成であるため
、光や水に対するインクの耐候性を適切に高めることができる。そのため、このように構
成すれば、例えば、淡インクとして樹脂分散インクを用いることにより、濃度の低い淡イ
ンクを適切に製造することができる。また、この場合、例えば着色剤として染料等を用い
たとしても、インクの耐候性を十分に高めることが可能となる。また、これにより、濃度

50

(8)

JP 6185755 B2 2017.8.23

のより低い淡インクをより適切に製造することができる。
【００１６】
そのため、このように構成すれば、例えば、必要に応じて、濃度の十分に高い濃インク
や、濃度の十分に低い淡インクを適切に用いることができる。また、これにより、例えば
、高品質の印刷を適切に行うことができる。
【００１７】
ここで、複数のインクジェットヘッドがそれぞれ吐出する第１色用インクの色は、例え
ば着色の仕方や着色時に生じる誤差等の範囲で異なっていてもよい。例えば、複数のイン
クジェットヘッドがそれぞれ吐出する第１色用インクの色は、一の色に対応する同色のイ
ンクであると言える範囲で、色が異なっていてもよい。より具体的には、例えば、印刷装
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置がＹＭＣＫインクを用いて印刷を行い、かつ、上記の一の色がＭ色である場合、複数の
インクジェットヘッドがそれぞれ吐出する第１色用インクの色は、例えば実質的にＭ色の
インクであると言える範囲で、互いに異なっていてもよい。また、上記の一の色がＣ色で
ある場合、複数のインクジェットヘッドがそれぞれ吐出する第１色用インクの色は、例え
ば実質的にＣ色のインクであると言える範囲で、互いに異なっていてもよい。インクの色
が実質的にＭ色又はＣ色であるとは、例えば、インクの商品名等において用いられている
色名によらず、ＹＭＣＫインクを用いてカラー印刷を行う印刷装置の動作の中で、Ｍ色又
はＣ色のインクとして用いられることである。
【００１８】
また、樹脂分散インクにおいて、バインダ樹脂の粒子の平均粒子径は、好ましくは３０
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０ｎｍ以上、より好ましくは４００ｎｍ以上である。このように構成すれば、例えば、イ
ンクジェットヘッドによるインクの吐出安定性を適切に確保しつつ、媒体上におけるイン
クの滲み、バインダ樹脂の粒子の凝集、及び着色剤の変質等を適切に防ぐことができる。
また、バインダ樹脂の粒子の平均粒子径は、例えば８００ｎｍ以上であってもよい。この
ように構成すれば、例えば、媒体上におけるインクの滲み等をより確実に防ぐことができ
る。
【００１９】
また、樹脂分散インクにおいて、バインダ樹脂の粒子の平均粒子径は、インクジェット
ヘッドのノズルのノズル径の１／１０以下であることが好ましい。このように構成すれば
、例えば、吐出安定性をより適切に向上させることができる。また、樹脂分散インクにお
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いて、バインダ樹脂粒子は、略球形状、略楕円形状、又は略円盤形状であることが好まし
い。このように構成すれば、例えば、インクの吐出安定性をより適切に向上させることが
できる。
【００２０】
また、樹脂分散インクにおいて、バインダ樹脂の粒子は、バインダ樹脂材料のモノマー
と着色剤とを乳化重合又は懸濁重合して形成されたものであってよい。このように構成す
れば、例えば、バインダ樹脂の粒子を容易に略球形状又は略楕円形状にできる。また、こ
れにより、例えば、バインダ樹脂の粒子を大径化しても吐出安定性を適切に確保できる。
【００２１】
また、樹脂分散インクのバインダ樹脂の粒子において、バインダ樹脂と着色剤との平均
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含有比率は、重量比で、２０：８０〜９５：５であることが好ましい。このように構成す
れば、例えば、バインダ樹脂の粒子の沈殿をより適切に抑えることができる。この比率は
、より好ましくは、７５：２５〜９５：５、更に好ましくは、６５：３５〜８５：１５で
ある。
【００２２】
また、樹脂分散インクにおいて、着色剤の平均粒子径は、５０ｎｍ以下であることが好
ましい。このように構成すれば、例えば、インクの着色性がより向上し、より高精彩な印
刷が可能となる。また、着色剤は、バインダ樹脂の粒子中に内包されているため、着色剤
の平均粒子径を５０ｎｍ以下に小さくしても、インクの耐候性を適切に向上させることが
できる。
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【００２３】
また、樹脂分散インクにおいて、分散溶液には、バインダ樹脂とは別の樹脂が溶解して
いてもよい。このように構成すれば、例えば、インクの粘度をより適切に調整できる。ま
た、例えば樹脂分散インクを乾燥させて媒体に定着させる場合において、インクが乾燥し
てバインダ樹脂同士の結合により皮膜化する際に、別の樹脂が結着材として機能し、バイ
ンダ樹脂同士を更に強力に結合させることができる。また、これにより、媒体上のインク
をより適切に定着させることができる。
【００２４】
（構成２）複数のインクジェットヘッドとして、第１の濃度で第１色用インクの色に着
色されたバインダ樹脂の粒子を含む第１の樹脂分散インクのインク滴を吐出する第１イン

10

クジェットヘッドと、第１の濃度よりも濃度が低い第２の濃度で第１色用インクの色に着
色されたバインダ樹脂の粒子を含む第２の樹脂分散インクのインク滴を吐出する第２イン
クジェットヘッドとを備える。
【００２５】
このように構成した場合、例えば、一の色に対応する濃インク及び淡インクの両方とし
て樹脂分散インクを用いることができる。そのため、このように構成すれば、例えば、濃
度の十分に高い濃インクや、濃度の十分に低い淡インクをより適切に用いることができる
。また、これにより、例えば、高品質の印刷を適切に行うことができる。
【００２６】
また、同一色の濃淡のインクを用いる場合、濃インクと淡インクとは、顔料又は染料等
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の着色剤の含有量又は種類が異なることになる。そのため、例えば顔料又は染料をそのま
ま含有するインクを用いた場合、濃インクと淡インクとの間で、特性の差が生じる場合が
ある。特に、例えばより広い幅の明度の印刷を高い精度で印刷を行うために、濃インクと
淡インクとの濃度の差を大きくした場合、特性の差が大きくなると考えられる。しかし、
インクジェットプリンタにおいて、使用するインクの間に特性の差があると、例えば印刷
の条件と各インクの特性とを合わせることが難しくなり、高品質な印刷を適切に行えない
おそれがある。
【００２７】
これに対し、一の色に対応する濃インク及び淡インクの両方として樹脂分散インクを用
いた場合、着色剤は、バインダ樹脂中に分散している。そのため、インクの特性は、着色
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剤の含有量や種類の違いの影響を受けにくい。従って、このように構成すれば、例えば、
同一色の濃淡のインクを用いる場合において、濃インクの特性と淡インクの特性との間に
生じる差を適切に抑えることができる。また、これにより、濃インク及び淡インクを用い
た高品質の印刷をより適切に行うことができる。
【００２８】
（構成３）第２の樹脂分散インクにおけるバインダ樹脂の粒子の含有比率は、第１の樹
脂分散インクにおけるバインダ樹脂の粒子の含有比率と同じである。このように構成すれ
ば、例えば、濃インクの特性と淡インクの特性との間に生じる差をより適切に抑えること
ができる。また、これにより、濃インク及び淡インクを用いた高品質の印刷をより適切に
行うことができる。
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【００２９】
尚、この含有比率は、例えば、一定体積のインク中においてインク中のバインダ樹脂が
占める体積の比率（体積％）である。バインダ樹脂の粒子の含有比率が同じであるとは、
含有比率が実質的に同じであることであってよい。含有比率が実質的に同じとは、例えば
、製造時の設計上の含有比率が同一であることである。また、製造時の設計上の含有比率
とは、例えば、製造工程で使用する材料から計算される比率であってよい。また、製造時
の設計上の含有比率が同一であるとは、製造時に生じる誤差等の範囲内で含有比率が同じ
になることであってよい。また、第１の樹脂分散インクと、第２の樹脂分散インクとは、
重量で示した比率（重量％）においても同じ比率のバインダ樹脂を含有することが好まし
い。
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【００３０】
（構成４）第２の樹脂分散インクにおけるバインダ樹脂の粒子の平均粒子径は、第１の
樹脂分散インクにおけるバインダ樹脂の粒子の平均粒子径と同じである。このように構成
すれば、例えば、濃インクの特性と淡インクの特性との間に生じる差をより適切に抑える
ことができる。また、これにより、濃インク及び淡インクを用いた高品質の印刷をより適
切に行うことができる。
【００３１】
尚、バインダ樹脂の粒子の平均粒子径が同じであるとは、平均粒子径が実質的に同じで
あることであってよい。平均粒子径が実質的に同じとは、例えば、製造時の設計上の平均
粒子径が同一であることである。また、製造時の設計上の平均粒子径が同一であるとは、

10

例えば、製造時に生じる誤差等の範囲内で平均粒子径が同じになることであってよい。
【００３２】
（構成５）第１の樹脂分散インクのバインダ樹脂の粒子、及び第２の樹脂分散インクの
バインダ樹脂の粒子は、同一種類の顔料を内包することにより着色されており、第２の樹
脂分散インクのバインダ樹脂の粒子は、第１の樹脂分散インクのバインダ樹脂の粒子より
も小さい含有比率で顔料を内包することにより、第１の濃度よりも濃度が低い第２の濃度
で第１色用インクの色に着色されている。このように構成すれば、例えば、濃インク及び
淡インクとして樹脂分散インクを適切に用いることができる。また、これにより、濃イン
ク及び淡インクを用いた高品質の印刷を適切に行うことができる。
【００３３】
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（構成６）第１の樹脂分散インクのバインダ樹脂の粒子は、第１の種類の顔料を内包す
ることにより、第１の濃度で第１色用インクの色に着色されており、第２の樹脂分散イン
クのバインダ樹脂の粒子は、第１の種類の顔料とは異なる第２の種類の顔料を内包するこ
とにより、第２の濃度で第１色用インクの色に着色されている。このように構成すれば、
例えば、濃インク及び淡インクとして樹脂分散インクを適切に用いることができる。また
、これにより、濃インク及び淡インクを用いた高品質の印刷を適切に行うことができる。
【００３４】
（構成７）第１の樹脂分散インクのバインダ樹脂の粒子、及び第２の樹脂分散インクの
バインダ樹脂の粒子の一方は、顔料を内包することにより着色されており、第１の樹脂分
散インクのバインダ樹脂の粒子、及び第２の樹脂分散インクのバインダ樹脂の粒子の他方

30

は、染料により着色されている。このように構成すれば、例えば、濃インク及び淡インク
として樹脂分散インクを適切に用いることができる。また、これにより、濃インク及び淡
インクを用いた高品質の印刷を適切に行うことができる。
【００３５】
（構成８）第１の樹脂分散インクのバインダ樹脂の粒子は、顔料を内包することにより
、第１の濃度で第１色用インクの色に着色されており、第２の樹脂分散インクのバインダ
樹脂の粒子は、染料により、第１の濃度よりも濃度が低い第２の濃度で第１色用インクの
色に着色されている。
【００３６】
このように構成した場合、例えば、第１の樹脂分散インクの着色剤として顔料を用いる

40

ことにより、濃インクの濃度を適切かつ十分に高めることができる。また、第２の樹脂分
散インクの着色剤として染料を用いることにより、淡インクの濃度を適切かつ十分に低く
することができる。
【００３７】
尚、淡インクの着色剤として、例えば顔料を用いた場合、淡インクの濃度を低くすると
、媒体の下地の色が十分に隠せず、例えば媒体の地の色（例えば白色）により画像が白っ
ぽくなる場合がある。これに対し、このように構成した場合、第２の樹脂分散インクの着
色剤として染料を用いるため、このような問題は生じない。
【００３８】
そのため、このように構成すれば、例えば、濃インク及び淡インクとして樹脂分散イン
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クをより適切に用いることができる。また、これにより、濃インク及び淡インクを用いた
高品質の印刷をより適切に行うことができる。
【００３９】
（構成９）第１の樹脂分散インクのバインダ樹脂の粒子、及び第２の樹脂分散インクの
バインダ樹脂の粒子は、染料により着色されている。このように構成すれば、例えば、濃
インク及び淡インクとして樹脂分散インクを適切に用いることができる。また、これによ
り、濃インク及び淡インクを用いた高品質の印刷を適切に行うことができる。
【００４０】
尚、上記の各構成において、第１の樹脂分散インク及び第２の樹脂分散インクの一方又
は両方におけるバインダ樹脂の粒子は、顔料及び染料の両方により着色されていてもよい
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。例えば、濃インクとして用いられる第１の樹脂分散インクのバインダ樹脂の粒子は、顔
料及び染料の両方により着色されていてもよい。
【００４１】
（構成１０）第１の樹脂分散インクのバインダ樹脂の粒子が着色される色と、第２の樹
脂分散インクのバインダ樹脂の粒子が着色される色との色差は、３０以上である。
【００４２】
このように構成すれば、例えば、ある程度の色差がある第１の樹脂分散インクと第２の
樹脂分散インクとを用いることにより、両インクで表現する色について、色再現軌跡を直
線化することができる。また、これにより、表現される色の色ブレをより適切に抑えるこ
とができる。
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【００４３】
尚、第１の樹脂分散インクと第２の樹脂分散インクとの色差は、例えば一の色に対応す
る同色のインクであると言える範囲で異なっていることが好ましい。この色差は、例えば
５０以内とすることが好ましい。この色差は、より好ましくは、４０以内である。
【００４４】
（構成１１）インクジェット方式で印刷を行う印刷方法であって、少なくとも一の色に
ついて、一の色のインクである第１色用インクのインク滴をそれぞれ吐出する複数のイン
クジェットヘッドを用いて印刷を行い、複数のインクジェットヘッドのそれぞれは、濃度
が互いに異なる第１色用インクのインク滴をそれぞれ吐出し、複数のインクジェットヘッ
ドの少なくともいずれかは、着色されたバインダ樹脂の粒子が分散質として分散溶液に分
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散しているインクである樹脂分散インクのインク滴を吐出する。このように構成すれば、
例えば、構成１と同様の効果を得ることができる。
【００４５】
（構成１２）少なくとも一の色について、一の色のインクである第１色用インクのイン
ク滴をそれぞれ吐出する複数のインクジェットヘッドであり、濃度が互いに異なる第１色
用インクのインク滴をそれぞれ吐出する複数のインクジェットヘッドを備え、インクジェ
ット方式で印刷を行う印刷装置で用いられるインクを含むインクセットであって、少なく
とも、複数のインクジェットヘッドのそれぞれからそれぞれ吐出される複数のインクを含
み、複数のインクの少なくとも何れかは、着色されたバインダ樹脂の粒子が分散質として
分散溶液に分散しているインクである樹脂分散インクである。このように構成すれば、例
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えば、構成１と同様の効果を得ることができる。
【発明の効果】
【００４６】
本発明によれば、例えば、濃淡のインクを用いる場合において、高品質の印刷をより適
切に行うことができる。
【図面の簡単な説明】
【００４７】
【図１】本発明の一実施形態に係る印刷装置１０の一例を示す図である。図１（ａ）は、
印刷装置１０の要部の構成の一例を示す。図１（ｂ）は、濃Ｍ色インクの構成の一例を示
す。図１（ｃ）は、淡Ｍ色インクの構成の一例を示す。
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【図２】本例において用いる樹脂分散インクの一例を示す図である。図２（ａ）は、本例
の樹脂分散インクに含まれるバインダ樹脂１００の構成の一例を示す。図２（ｂ）は、本
例のインクの製造方法の一例を示すフローチャートである。
【図３】印刷時の各段階におけるインクの状態の一例を示す図である。図３（ａ）は、媒
体５０に着弾する前のインクの状態の一例を示す。図３（ｂ）は、媒体５０上に着弾し、
ヒータ１６による加熱がされた後のインクの状態の一例を示す。図３（ｃ）は、ヒータ１
６で媒体５０を更に加熱した後のインクの状態の一例を示す。
【図４】同一色の濃インク及び淡インクをそれぞれ着色する様々な方法について説明する
図である。図４（ａ）〜（ｆ）のそれぞれは、濃インク及び淡インクを着色する方法の例
を示す。
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【発明を実施するための形態】
【００４８】
以下、本発明に係る実施形態を、図面を参照しながら説明する。図１は、本発明の一実
施形態に係る印刷装置１０の一例を示す。図１（ａ）は、印刷装置１０の要部の構成の一
例を示す。本例において、印刷装置１０は、媒体５０に対してＹＭＣＫインクを用いてカ
ラー印刷を行うインクジェットプリンタであり、インクジェット方式でそれぞれインク滴
を吐出する複数のインクジェットヘッド１２ｙ、１２ｍ、１２ｌｍ、１２ｃ、１２ｌｃ、
１２ｋ（以下、インクジェットヘッド１２ｙ〜ｋという）、テーブル１４、及びヒータ１
６を備える。
【００４９】
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インクジェットヘッド１２ｙは、Ｙ（イエロー）色のインクのインク滴を吐出するイン
クジェットヘッドである。インクジェットヘッド１２ｍ、１２ｌｍは、Ｍ（マゼンタ）色
のインクのインク滴を吐出するインクジェットヘッドである。インクジェットヘッド１２
ｃ、１２ｌｃは、Ｃ（シアン）色のインクのインク滴を吐出するインクジェットヘッドで
ある。インクジェットヘッド１２ｋは、Ｋ（黒）色のインクのインク滴を吐出するインク
ジェットヘッドである。
【００５０】
また、上記のように、本例において、印刷装置１０は、Ｍ色について、Ｍ色のインク（
以下、Ｍ色用インクという）をそれぞれ吐出する複数のインクジェットヘッド１２ｍ、１
２ｌｍを備える。また、Ｃ色について、Ｃ色のインク（以下、Ｃ色用インクという）をそ
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れぞれ吐出する複数のインクジェットヘッド１２ｃ、１２ｌｃを備える。Ｍ色用インク及
びＣ色用インクは、一の色のインクである第１色用インクの一例である。
【００５１】
また、本例において、複数のインクジェットヘッド１２ｍ、１２ｌｍのそれぞれは、濃
度が互いに異なるＭ色用インクのインク滴をそれぞれ吐出する。このうち、インクジェッ
トヘッド１２ｍは、濃度の高い濃インク（コンクインク）であるＭ色用インク（以下、濃
Ｍ色インク）のインク滴を吐出する。インクジェットヘッド１２ｌｍは、濃度の低い淡イ
ンク（ライトインク）であるＭ色用インク（以下、淡Ｍ色インクという）のインク滴を吐
出する。また、複数のインクジェットヘッド１２ｃ、１２ｌｃのそれぞれは、濃度が互い
に異なるＣ色用インクのインク滴をそれぞれ吐出する。このうち、インクジェットヘッド
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１２ｃは、高い濃インクであるＣ色用インク（以下、濃Ｃ色インクという）のインク滴を
吐出する。インクジェットヘッド１２ｌｃは、淡インクであるＣ色用インク（以下、淡Ｃ
色インクという）のインク滴を吐出する。これにより、印刷装置１０は、Ｍ色及びＣ色に
ついて、濃度の異なる複数のインクを用いて印刷を行う。
【００５２】
尚、本例において、Ｍ色用インクの濃度とは、Ｍ色用インクにより媒体５０上で表現さ
れる色の濃度である。Ｃ色用インクの濃度とは、Ｃ色用インクにより媒体５０上で表現さ
れる色の濃度である。これらの色の濃度は、例えば、予め設定された吐出濃度でインク滴
を媒体５０上に吐出した場合の色の濃度であってよい。
【００５３】

50

(13)

JP 6185755 B2 2017.8.23

また、テーブル１４は、媒体５０を保持する台状部材である。本例において、テーブル
１４は、上面に媒体５０を載置することにより、インクジェットヘッド１２ｙ〜ｋと対向
させて媒体５０を保持する。ヒータ１６は、媒体５０を加熱する加熱手段である。本例に
おいて、ヒータ１６は、例えばテーブル１４内において、インクジェットヘッド１２ｙ〜
ｋと対向する位置に設けられ、インク滴が着弾した媒体５０を加熱することにより、媒体
５０にインクを定着させる。
【００５４】
尚、使用するインクの組成によっては、媒体５０にインクを定着させる手段として、例
えば、紫外線を照射する紫外線光源等を更に備えてもよい。また、この場合、例えば、ヒ
ータ１６に代えて、紫外線光源等を備えてもよい。
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【００５５】
また、詳しい説明は省略するが、上記及び以下に説明する点を除き、印刷装置１０は、
例えば、公知のインクジェットプリンタと同一又は同様の構成を有する。例えば、印刷装
置１０は、所定の主走査方向（Ｙ方向）への主走査動作をインクジェットヘッド１２ｙ〜
ｋに行わせるための構成や、主走査方向と直交する副走査方向（Ｘ方向）へ媒体５０に対
して相対的にインクジェットヘッド１２ｙ〜ｋを移動させるための構成等を更に備える。
【００５６】
本例によれば、例えば、媒体５０の各位置に対し、インクジェットヘッド１２ｙ〜ｋに
より、適切に印刷を行うことができる。また、Ｍ色用インク及びＣ色用インクとして濃イ
ンク及び淡インクを用いることにより、例えば、高品質の印刷を適切に行うことができる
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。
【００５７】
続いて、本例において用いるインクについて、更に詳しく説明をする。先ず、本例で用
いるＭ色用インクについて、詳しく説明をする。図１（ｂ）は、濃Ｍ色インクの構成の一
例を示す。図１（ｃ）は、淡Ｍ色インクの構成の一例を示す。
【００５８】
本例において、濃Ｍ色インク及び淡Ｍ色インクのインク滴を吐出するインクジェットヘ
ッド１２ｍ、ｌｍは、いずれも、樹脂分散インクのインク滴を吐出する。樹脂分散インク
とは、図１（ｂ）、（ｃ）に示すように、着色されたバインダ樹脂１００の粒子が分散質
として、例えば水等の溶媒である分散溶液１０４に分散しているインクである。樹脂分散
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インクにおいて、バインダ樹脂１００は、着色剤１０２により着色がされている。また、
これにより、バインダ樹脂１００は、樹脂分散インクにおける色材となる。
【００５９】
尚、本例において、濃Ｍ色インクは、第１の樹脂分散インクの一例である。また、淡Ｍ
色インクは、第２の樹脂分散インクの一例である。また、インクジェットヘッド１２ｍは
、第１インクジェットヘッドの一例である。インクジェットヘッド１２ｌｍは、第２イン
クジェットヘッドの一例である。
【００６０】
また、本例において、着色剤１０２は、顔料であり、バインダ樹脂１００の粒子中に分
散することにより、バインダ樹脂１００の粒子を着色している。また、濃Ｍ色インクにお
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けるバインダ樹脂１００と、淡Ｍ色インクにおけるバインダ樹脂１００とは、同一種類の
顔料を内包することにより着色されている。バインダ樹脂１００の粒子が顔料を内包する
とは、例えば、バインダ樹脂１００の粒子内部に顔料が分散していることである。
【００６１】
また、本例において、濃Ｍ色インクのバインダ樹脂１００は、例えば、所定の含有比率
で顔料を内包することにより、所定の第１の濃度でＭ色に着色される。淡Ｍ色インクのバ
インダ樹脂１００は、濃Ｍ色インクのバインダ樹脂１００よりも小さい含有比率で顔料を
内包することにより、第１の濃度よりも濃度が低い第２の濃度でＭ色に着色される。これ
により、インクジェットヘッド１２ｍは、第１の濃度でＭ色に着色されたバインダ樹脂１
００の粒子を含む樹脂分散インクのインク滴を吐出する。また、インクジェットヘッド１
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２ｌｍは、第１の濃度よりも濃度が低い第２の濃度でＭ色に着色されたバインダ樹脂１０
０の粒子を含む樹脂分散インクのインク滴を吐出する。本例によれば、例えば、Ｍ色の濃
インク及び淡インクとして、樹脂分散インクを適切に用いることができる。
【００６２】
また、本例においては、Ｍ色用インク以外の各色のインクとしても、Ｍ色用インクと同
様の構成を用いる。例えば、濃Ｃ色インクとして、用いる着色剤１０２以外は濃Ｍ色イン
クと同一又は同様の樹脂分散インクを用いる。また、淡Ｃ色インクとして、用いる着色剤
１０２以外は淡Ｍ色インクと同一又は同様の樹脂分散インクを用いる。このように構成す
れば、例えば、Ｃ色の濃インク及び淡インクとして、樹脂分散インクを適切に用いること
ができる。
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【００６３】
また、Ｙ色及びＫ色のそれぞれのインクとしても、用いる着色剤１０２以外は濃Ｍ色イ
ンク又は淡Ｍ色インクと同一又は同様の樹脂分散インクを用いる。このように構成すれば
、Ｙ色及びＫ色のそれぞれのインクとして、樹脂分散インクを適切に用いることができる
。
【００６４】
また、このように構成した場合、それぞれのインクにおける着色剤１０２は、バインダ
樹脂１００中に分散している。そのため、インクの特性は、着色剤１０２の量や種類の違
いの影響を受けにくい。従って、本例によれば、例えば、使用する複数種類のインクにつ
いて、インク間に生じる特性の差を適切に抑えることができる。また、これにより、例え
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ば、濃インク及び淡インクを用いた高品質の印刷をより適切に行うことができる。
【００６５】
また、本例によれば、例えば、濃度の差が大きな濃淡のインクを用いる場合等において
も、濃インクの特性と淡インクの特性との間に生じる差を適切に抑えることができる。そ
のため、例えば、必要に応じて、濃度の十分に高い濃インクや、濃度の十分に低い淡イン
クを適切に用いることができる。また、これにより、例えば、高品質の印刷をより適切に
行うことができる。
【００６６】
更に、本例によれば、例えば、着色剤がバインダ樹脂１００に分散している構成である
ため、光や水に対するインクの耐候性をより適切に高めることができる。また、樹脂分散
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インクを用いる場合、例えばインクに含まれる粒子のサイズが大きくなるため、顔料をそ
のままインクに含有させる場合と比べ、インクの固体成分の凝集が生じにくくなる。その
ため、例えば濃Ｍ色インクや濃Ｃ色インク等について、インクの粘度を高めることなく、
濃度の高い濃インクを適切に製造することもできる。
【００６７】
尚、バインダ樹脂１００を着色する着色剤としては、顔料ではなく、染料を用いること
も考えられる。この場合、着色剤がバインダ樹脂の粒子中に分散するとは、例えば、着色
剤となる染料がバインダ樹脂１００の粒子中に溶解していることである。また、バインダ
樹脂１００の粒子は、例えば顔料及び染料の両方により着色されていてもよい。
【００６８】
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以上のように、本例によれば、例えば、色の濃度が異なる濃淡のインクを用いた印刷を
より適切に行うことができる。また、これにより、例えば、高品質の印刷をより適切に行
うことができる。
【００６９】
また、上記のように、本例においては、インクに含まれる色材であるバインダ樹脂１０
０自身を、着色により濃淡化している。そのため、インク中で顔料が凝集することや、媒
体５０への定着時に顔料の偏りが生じること等を適切に防ぐことができる。また、本例に
おいては、インク中におけるバインダ樹脂１００の密度について、濃インクと淡インクと
の間で同一又は同程度とすることができる。また、これにより、例えば、濃インクと淡イ
ンクとの間で、印刷時に媒体５０上で形成されるインクの層の厚みに差が生じることを適
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切に防ぐことができる。また、滲みを防止する印刷条件の設定等について、濃インク及び
淡インクに対して同様に行うこともできる。
【００７０】
ここで、濃Ｍ色インクの色と、淡Ｍ色インクの色とは、例えば着色の仕方や着色時に生
じる誤差等の範囲で異なっていてもよい。濃Ｍ色インク及び淡Ｍ色インクの色とは、例え
ば、濃Ｍ色インク及び淡Ｍ色インクのバインダ樹脂１００の粒子が着色される色である。
また、濃Ｍ色インクの色と、淡Ｍ色インクの色とは、例えば実質的にＭ色のインクである
と言える範囲で、互いに異なっていてもよい。また、濃Ｃ色インクの色と、淡Ｃ色インク
とは、例えば着色の仕方や着色時に生じる誤差等の範囲で異なっていてもよい。濃Ｃ色イ
ンク及び淡Ｃ色インクの色とは、例えば、濃Ｃ色インク及び淡Ｃ色インクのバインダ樹脂
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１００の粒子が着色される色である。また、濃Ｃ色インクの色と、淡Ｃ色インクの色とは
、例えば実質的にＭ色のインクであると言える範囲で、互いに異なっていてもよい。
【００７１】
また、より具体的に、濃Ｍ色インクの色と、淡Ｍ色インクの色との色差は、３０以上で
あってもよい。このように構成すれば、例えば、ある程度の色差がある濃淡のインクを用
いることにより、両インクで表現する色について、色再現軌跡を直線化することができる
。また、これにより、表現される色の色ブレをより適切に抑えることができる。また、濃
Ｃ色インクの色と、淡Ｃ色インクの色との色差も、同様に、３０以上であってもよい。ま
た、これらの色差は、例えば５０以内とすることが好ましい。これらの色差は、より好ま
しくは、４０以内である。

20

【００７２】
続いて、本例における樹脂分散インクにおいて色材として用いられるバインダ樹脂１０
０の特徴等について、更に詳しく説明をする。図２は、本例において用いる樹脂分散イン
クの一例を示す。図２（ａ）は、本例の樹脂分散インクに含まれるバインダ樹脂１００の
構成の一例を示す。上記のように、本例において用いる樹脂分散インクは、分散質である
バインダ樹脂１００と、分散溶液（溶媒）とを含む。また、バインダ樹脂１００は、顔料
等の着色剤１０２により着色されている。
【００７３】
本例において、各色のインクとしては、例えば、使用する着色剤１０２以外の特性が揃
った樹脂分散インクを用いることが好ましい。例えば、それぞれの色及び濃度の樹脂分散
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インクにおいて、容量中の固体成分の比率（Ｐ／Ｖ／Ｓｏｌ）を同じにすることが好まし
い。より具体的には、例えば、それぞれの色及び濃度の樹脂分散インクにおいて、バイン
ダ樹脂１００の粒子の含有比率を同じにすることが望ましい。この含有比率は、例えば、
一定体積のインク中においてインク中のバインダ樹脂が占める体積の比率（体積％）であ
る。また、それぞれの色及び濃度の樹脂分散インクにおいて、重量で示した比率（重量％
）も同じ比率でバインダ樹脂を含有することが好ましい。また、バインダ樹脂１００の粒
子の平均粒子径を同じにすることが望ましい。
【００７４】
このように構成した場合、例えば、各色のインクの間に生じる特性の差や、同一色の濃
インクの特性と淡インクの特性との間に生じる差をより適切に抑えることができる。その
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ため、このように構成すれば、例えば、濃インク及び淡インクを用いた高品質の印刷をよ
り適切に行うことができる。
【００７５】
尚、インク間の特性が揃っているとは、例えば、設計上同一の特性になるように調整さ
れていることである。例えば、バインダ樹脂１００の粒子の含有比率や平均粒子径が同じ
であるとは、これらが実質的に同じであることであってよい。含有比率等が実質的に同じ
とは、例えば、製造時の設計上の含有比率等が同一であることである。また、製造時の設
計上の含有比率等が同一であるとは、例えば、製造工程で使用する材料から計算される比
率であってよい。また、製造時の設計上の含有比率等が同一であるとは、製造時に生じる
誤差等の範囲内で含有比率等が同じになることであってよい。
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【００７６】
続いて、バインダ樹脂１００及び着色剤１０２のより具体的な構成について、説明をす
る。本例の樹脂分散インクにおいて用いられるバインダ樹脂１００の具体的な材料として
は、ビヒクルに溶けないものであれば特に限定されないが、光若しくは熱で重合して硬化
するか又は硬化した高分子化合物から選ばれる少なくとも一種の樹脂であることが好まし
い。ビヒクルとは、本例のインクにおいて、着色剤１０２等の微粒子が内部に分散又は溶
解しているバインダ樹脂１００以外の成分をいい、例えば、溶媒（分散溶液）、添加物、
共溶媒等が意図される。
【００７７】
また、バインダ樹脂１００の具体的な材料は、紫外線、電子線、放射線等のエネルギー

10

線の照射又は熱により重合反応して硬化するモノマー、オリゴマー及び低分子量樹脂であ
ってもよい。例えば、バインダ樹脂１００の粒子は、バインダ樹脂材料のモノマーと着色
剤とを乳化重合又は懸濁重合して形成されたものであってよい。このように構成すれば、
例えば、バインダ樹脂１００の粒子を容易に略球形状又は略楕円形状にできる。また、こ
れにより、例えば、バインダ樹脂１００の粒子を大径化しても、インクジェットヘッドか
らの吐出安定性を適切に確保できる。
【００７８】
より具体的に、バインダ樹脂１００の例としては、ビニル系樹脂、アクリル系樹脂、ア
ルキッド系樹脂、ポリエステル系樹脂、ウレタン系樹脂、スチレン系樹脂、スチレン系共
重合樹体樹脂、シリコン系樹脂、フッ素系樹脂、エポキシ系樹脂、フェノキシ系樹脂、ポ

20

リオレフィン系樹脂等、及びこれらの変性樹脂等が挙げられる。この中でも、より好まし
くは、アクリル系樹脂、ポリウレタン系樹脂、ポリエステル系樹脂、アクリル系樹脂であ
り、特に好ましくはアクリル系樹脂である。
【００７９】
また、バインダ樹脂１００の他の例として、天然ゴムラテックス、スチレンブタジエン
ラテックス、スチレン−アクリルラテックス、ポリウレタンラテックス等が挙げられる。
バインダ樹脂として、例えば、これらの樹脂の原液、当該原液が乳化重合反応したものを
採用すれば、重合前の低粘度液状樹脂が水中で分散したときに球形になりやすいため、よ
り好ましい。バインダ樹脂としてこれらの樹脂を採用する場合、分散剤が必要な高分子分
散型であっても、自己分散型（参考文献：特開２００１−１５２０６３号公報を参照）で
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あってもよい。
【００８０】
また、硬化した高分子化合物としては、例えば、各種の合成ラテックスを用いることが
できる。合成ラテックスとしては、例えば、天然ゴム（天然ゴムラテックス）、ポリブタ
ジエン（ＥＢＲラテックス）、スチレン−ブタジエン共重合体（ＳＢＲラテックス）、ア
クリロニトリル−ブタジエン共重合体（ＮＢＲラテックス）、メチルメタクリレート−ブ
タジエン共重合体（ＭＢＲラテックス）、２−ビニルピリジン−スチレン−ブタジエン共
重合体（ＶＰラテックス

ビニルピリジンラテックス）、ポリクロロブレン（クロロブレ

ンラテックス）、ポリイソブレン（ＩＲラテックス）、ポリスチレン（ポリスチレンラテ
ックス）、ポリウレタン（ポリウレタンラテックス
レート系重合体（アクリルラテックス

ポリウレタンエマルジン）、アクリ
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アクリレートエマルジョン）、ポリ酢酸ビニル（

酢ビエマルジョン）、酢酸ビニル共重合体（酢ビアクリルエマルジョン等）、酢酸ビニル
−エチレン共重合体（ＥＶＡエマルジョン等）、アクリレート−スチレン共重合体（アク
リルスチレンエマルジョン）、ポリエチレン（ポリエチレンエマルジョン）、塩化ビニル
系共重合体（塩ビラテックス）、塩化ビニリデン共重合体（（塩化）ビニリデンラテック
ス）、エポキシ（エポキシエマルジョン）等を挙げることができる。これらは、単独又は
組み合わせて使用することができる。更に、媒体５０（図１参照）との密着性や、低温加
熱での定着性を向上させるために、ガラス転移点（ＴＧ）の小さな樹脂とＴＧの大きな堅
牢度の高い樹脂を組み合わせて用いることも考えられる。
【００８１】

50

(17)

JP 6185755 B2 2017.8.23

また、本例のインクにおいて、バインダ樹脂１００の粒子の平均粒子径は、３００ｎｍ
以上であることが好ましく、４００ｎｍ以上であることがより好ましい。バインダ樹脂１
００の粒子の平均粒子径とは、分散溶液中に分散する複数のバインダ樹脂１００の粒子の
粒子径の平均のことである。このように構成すれば、例えば、インクジェットヘッドによ
るインクの吐出安定性を適切に確保しつつ、媒体５０上におけるインクの滲み、バインダ
樹脂の粒子の凝集、及び着色剤の変質等を適切に防ぐことができる。また、バインダ樹脂
の粒子の平均粒子径は、例えば８００ｎｍ以上とすることも考えられる。このように構成
すれば、例えば、媒体５０上におけるインクの滲みをより確実に防ぐことができる。また
、バインダ樹脂１００の粒子の平均粒子径は、インクジェットヘッドのノズルのノズル径
の１／１０以下であることが好ましい。このように構成すれば、例えば、吐出安定性をよ

10

り適切に向上させることができる。また、バインダ樹脂１００の粒子は、略球形状、略楕
円形状、又は略円盤形状であることが好ましい。このように構成すれば、例えば、インク
の吐出安定性をより適切に向上させることができる。
【００８２】
インク中におけるバインダ樹脂１００の粒子の濃度については、目的に応じて適宜設定
すればよい。例えば、バインダ樹脂１００の粒子の中に着色剤１０２として顔料の微粒子
を分散させる場合においては、インクの全量に対して、バインダ樹脂１００を５体積％〜
７０体積％であればより好ましく、７体積％〜４０体積％が更に好ましい。
【００８３】
また、バインダ樹脂１００の粒子中に分散している着色剤１０２の具体例としては、ビ
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ヒクルに溶けないものであれば特に限定されず、目的に応じて様々な着色剤を採用するこ
とができる。具体的な着色剤としては、例えば、有機顔料、無機顔料、分散染料、酸性染
料、反応染料、酸化チタン、磁性粒子、アルミナ、シリカ、セラミック、カーボンブラッ
ク、金属ナノ粒子及び有機金属よりなる群から選ばれる少なくとも一種の粒子が挙げられ
る。金属ナノ粒子の材料としては、例えば、金、銀、銅、アルミニウム等が挙げられる。
尚、酸化チタンの場合は、白色の塗料として好適に用いることができる。
【００８４】
また、着色剤１０２の平均粒子径は、５０ｎｍ以下であることが好ましい。このように
構成すれば、例えば、インクの着色性がより向上し、より高精彩な印刷が可能となる。ま
た、着色剤１０２は、バインダ樹脂の粒子中に内包されているため、着色剤の平均粒子径
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を５０ｎｍ以下に小さくしても、インクの耐光性を適切に向上させることができる。また
、着色剤１０２の平均粒子径は、２０ｎｍ以下であることがより好ましい。このような着
色剤１０２を用いる構成としては、例えば、ナノ顔料を用い、バインダ樹脂１００をナノ
分散樹脂とすること等が考えられる。
【００８５】
尚、着色剤１０２を上述した粒子径を有するように微粒子化する方法、又は着色剤１０
２の微粒子の生成方法としては、例えばロールクラッシャー、ボールミル、ジェットミル
、サンドグラインダーミル、エッジランナー等の機械的な粉砕法、水中結晶化法、水熱法
、熱分解法、熱分解法等の結析法及びＣＶＤ（気層化学析出法、Ｃｈｅｍｉｃａｌ
ｐｏｒ

Ｖａ

Ｄｅｐｏｓｉｔｉｏｎ）に代表される気相法、或いは乳化重合、エマルジョン重
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合等の液相法から、対象とする着色剤や用途に応じて適宜選択すればよい。粒子を製造工
程中で一定の粒径分布に制御するか、製造後の幅広粒度分布を有する粒子を分級すること
により、一定の粒度分布を有する微粒子を得ることができる。
【００８６】
また、本例のインクにおいて、バインダ樹脂１００の粒子中には、例えば、複数の着色
剤１０２の粒子が分散又は溶解している。より具体的には、例えば、５個以上の着色剤１
０２の粒子が分散又は溶解していることが好ましい。バインダ樹脂１００の粒子中に分散
又は溶解する着色剤１０２は１種類であってもよいが、複数の種類であってもよい。また
、バインダ樹脂１００の粒子において、バインダ樹脂１００と着色剤１０２との平均含有
比率は、重量比で、２０：８０〜９５：５であることが好ましい。このように構成すれば
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、例えば、バインダ樹脂の粒子の沈殿をより適切に抑えることができる。この平均含有比
率は、より好ましくは、７５：２５〜９５：５、更に好ましくは、６５：３５〜８５：１
５である。
【００８７】
また、溶媒の具体例としては、着色剤１０２を溶解しないものである限り限定されず、
目的に応じて様々な分散溶液を採用することができる。具体的な分散溶液としては、例え
ば、水を挙げることができる。水は安全性が高く環境汚染がないという利点から、一般に
使用されるインクジェットプリンタ用のインク等の用途に好適に用いることができる。水
単独では乾燥速度が速く、インクジェットヘッドのノズル詰りの原因となるため、水に保
湿剤を添加することがより好ましい。また、加熱により媒体５０上の分散溶液を蒸発させ

10

る場合においては、インクが滲むことを防止するために水に有機溶剤を添加することがよ
り好ましい。また、分散溶液として、水以外の親水性溶媒等を用いることも考えられる。
【００８８】
また、分散溶液の主成分が水及び親水性溶媒の少なくとも一方である場合、バインダ樹
脂１００の表面は親水化処理されていることが好ましい。このように構成した場合、水又
は親水性溶媒に接するバインダ樹脂１００の粒子の表面は、水又は親水性溶媒に対して親
和性を有するため、分散溶液中にバインダ樹脂の粒子が好適に分散される。そのため、こ
のように構成すれば、例えば、バインダ樹脂１００の粒子の粒子径を大きくしても、ノズ
ル内においてインクが分離せず、ノズルから所定量のインクを確実に吐出することができ
る。更に、分散溶液との親和性は、親水性のバインダ樹脂表面において確保される。その
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ため、バインダ樹脂１００の材料及び着色剤１０２として、親水性のものを選択する必要
がなく、種々のバインダ樹脂１００の材料及び着色剤１０２を用いることができる。
【００８９】
また、この親水化処理は、例えば、乳化剤を用いて上記表面を乳化する乳化処理、又は
上記表面に親水性基を導入する導入処理であることが好ましい。このように構成すれば、
例えば、バインダ樹脂１００の粒子の表面を適切に親水化することができる。
【００９０】
また、本例のインクは、着色剤１０２を内包したバインダ樹脂１００の粒子及び分散溶
液の他に、添加物を含んでいてもよい。添加物の種類としては、目的に応じて適宜選択す
ればよく、例えば、界面活性剤、カップリング剤、緩衝剤、殺生物剤、金属イオン封止剤
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、粘度修正剤、溶剤等が挙げられる。また、添加物は、バインダ樹脂１００の粒子の中に
分散していてもよく、バインダ樹脂１００の粒子外であって分散溶液内に存在していても
よい。
【００９１】
また、バインダ樹脂１００自体を染料で着色したものを、バインダ樹脂１００の粒子と
して用いてもよい。例えば、分散染料を内包させたポリエステル樹脂を加熱して分散染料
を溶解させ、分散染料により樹脂を染色したもの、酸性染料又は反応染料を混ぜたナイロ
ン樹脂を加熱して染料を溶解させ、酸性染料又は反応染料により樹脂を染色したものを、
バインダ樹脂１００の粒子として使用することも考えられる。この場合、透明性の高く、
滲まず、かつ高精彩なインクジェット印刷用のインクが得られる。
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【００９２】
また、本例のインクにおいて、分散溶液には、バインダ樹脂１００とは別の樹脂が溶解
していてもよい。このように構成すれば、例えば、インクの粘度をより適切に調整できる
。また、例えば媒体５０上のインクを乾燥させる場合において、インクが乾燥してバイン
ダ樹脂同士の結合により皮膜化する際に、別の樹脂が結着材として機能し、バインダ樹脂
１００同士を更に強力に結合させることができる。また、これにより、媒体５０上のイン
クをより適切に定着させることができる。
【００９３】
続いて、本例にける樹脂分散インクの製造方法について、説明をする。図２（ｂ）は、
本例のインクの製造方法の一例を示すフローチャートであり、バインダ樹脂１００が熱で
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硬化する高分子化合物であり、着色剤１０２が顔料微粒子、溶媒（分散溶液）が水である
場合の製造方法の一例を示す。尚、他の構成のバインダ樹脂１００等を用いる場合にも、
使用するバインダ樹脂１００等の種類に応じて一部を変更することにより、以下と同様に
して、インクを製造できる。
【００９４】
本例のインクの製造方法においては、先ず、高分子化合物の原液を生成する（ステップ
Ｓ１０２）。ここでは、例えば、高分子化合物粒子の中に分散させることとなる顔料微粒
子を高分子化合物の原液に加えて、分散させておく。また、目的に応じて添加物を加えて
おいてもよい。
【００９５】
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尚、ステップＳ１０２の前工程として行う顔料微粒子の製造方法としては、例えばビル
ドアップ法が挙げられる。ビルドアップ法は気相及び液相の原子、分子、イオンのオーダ
ーで純度の高い原料から反応、過飽和、核生成、成長を通して固相の材料（原料）を作製
することにより微粒子を作製する方法である。工業的には、粒径が数ｎｍ〜数十ｎｍまで
の高純度微粒子の合成に用いられる方法である。ビルドアップ法としては特許第３９３６
５５８号公報を参考文献として参照できる。
【００９６】
次に、高分子化合物の原液をエマルジョン化する（ステップＳ１０４）。ステップＳ１
０４は、例えば、容器及び攪拌機により構成されている装置を用いて行うことができる。
この場合、例えば、未反応モノマー等からなる高分子化合物の原液を容器に入れ、水及び
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溶剤等の高分子化合物粒子を分散させる溶媒を攪拌機に入れる。そして、例えば、ポンプ
により原液を容器から配管を介して攪拌機に注入しながら攪拌翼により高速で攪拌する。
この動作により、水等からなる溶媒中に分散した高分子化合物の原液において、球状の、
粒径が制御された粒子からなるエマルジョン液が形成される。
【００９７】
尚、エマルジョン化の手段としては、機械的な各種の攪拌機以外にも超音波攪拌機等の
乳化や分散に使用される装置が使用可能である。また、この原液中には顔料が予め分散し
ているので、このエマルジョンを構成する高分子化合物の原液の粒子中には顔料の微粒子
が分散している。また、高分子化合物の原液中に存在している顔料の微粒子は原液の粘性
によって凝集が抑えられている。このようにして、顔料微粒子が一様に内部で分散した高
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分子化合物の原液の粒子を水中に形成することができる。
【００９８】
次に、高分子化合物の原液を乳濁又は懸濁してインクの原液を生成する（ステップＳ１
０６）。ステップＳ１０６では、例えば、この原液を加熱するか、又は原液を重合反応さ
せてゴム化する（例えば水中に混入させた架橋剤を用いる）ことにより、乳濁又は懸濁す
ればよい。高分子化合物の原液を乳濁又は懸濁することにより、高分子化合物粒子中の顔
料微粒子は固定化され、再凝集することは完全になくなる。また、用途によっては、高分
子化合物の原液を乳濁又は懸濁は必須ではなく、原液の粒子が水中に分散した状態で、次
のステップに進んでもよい。
【００９９】
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最後に、ステップＳ１０６で得られたインクの原液を目的の濃度に希釈して、所望の濃
度又は粘度のインクを得る（ステップＳ１０８）。ステップＳ１０８では、インクの表面
張力を調整するために、適宜添加剤を加えてもよい。
【０１００】
続いて、上記のようにして製造されたインクを用いて行う印刷時のインクの状態の一例
について、説明する。図３は、印刷時の各段階におけるインクの状態の一例を示す。図３
（ａ）は、媒体５０に着弾する前のインクの状態の一例を示す。この時点のインクにおい
て、インク中のバインダ樹脂１００は、分散溶液中に分散している。
【０１０１】
図３（ｂ）は、媒体５０上に着弾し、ヒータ１６（図１参照）による加熱がされた後の
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インクの状態の一例を示す。この時点において、インク中のバインダ樹脂１００は、媒体
５０上に積層された状態になる。また、ヒータ１６で加熱されることにより、インクに含
まれる分散溶液の少なくとも一部が蒸発し、インクの粘度が高まった状態になっている。
【０１０２】
図３（ｃ）は、ヒータ１６で媒体５０を更に加熱した後のインクの状態の一例を示す。
媒体５０を更に加熱することにより、インクに含まれる分散溶液が十分に除去されると、
インク中のバインダ樹脂１００は、例えば、互いに結合して被膜化する。また、これによ
り、インクは、媒体５０上に定着する。
【０１０３】
ここで、例えば、バインダ樹脂１００として、熱で硬化する高分子化合物を用いている

10

場合、ヒータ１６は、例えば、媒体５０上のインクにおけるバインダ樹脂１００が硬化す
る温度以上の温度で、媒体５０を加熱してもよい。このように構成すれば、例えば、イン
クのバインダ樹脂１００を熱硬化させることにより、媒体５０へのインクの定着をより強
固に行うことができる。
【０１０４】
また、ヒータ１６により、例えば、更に高い温度で媒体５０を加熱し、硬化後のバイン
ダ樹脂１００を溶解させて、媒体５０へ画像を定着させることも考えられる。このように
構成すれば、例えば、媒体５０上において、加熱されて溶融したバインダ樹脂１００を適
切に一体化させることができる。また、一体化したバインダ樹脂１００は、例えば、加熱
の完了後、温度が下がった時点で、媒体５０に定着する。そのため、このように構成すれ
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ば、例えば、媒体５０へのインクの定着をより強固に行うことができる。
【０１０５】
また、バインダ樹脂１００として、例えば、紫外線等の光の照射により硬化する高分子
化合物を用いることも考えられる。この場合、例えば、ヒータ１６によりインク中の分散
溶液を蒸発させた後に、紫外線の照射によりバインダ樹脂１００を硬化させることが好ま
しい。このように構成した場合も、例えば、媒体５０へのインクの定着をより強固に行う
ことができる。
【０１０６】
続いて、インク中のバインダ樹脂１００を着色する様々な方法について、説明をする。
図１〜３を用いて行った上記の説明においては、主に、バインダ樹脂１００の着色剤とし
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て顔料を用いる場合について、説明をした。また、図１においては、同一色の濃インク及
び淡インクについて、同一種類の顔料を内包することで着色されている構成について説明
をした。しかし、バインダ樹脂１００の着色は、この方法に限らず、他の方法で行うこと
もできる。
【０１０７】
図４は、同一色の濃インク及び淡インクをそれぞれ着色する様々な方法について説明す
る図である。図４（ａ）〜（ｆ）のそれぞれは、濃インク及び淡インクを着色する方法の
例を示す。
【０１０８】
尚、以下に説明する各例において、濃インクは、例えば濃Ｍインク又は濃Ｃインクであ
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る。淡インクは、例えば淡Ｍインク又は淡Ｃインクである。また、濃インクと淡インクと
は、バインダ樹脂１００の着色の濃度以外は同一の特徴を有する。
【０１０９】
図４（ａ）は、濃インク及び淡インクのバインダ樹脂１００の着色剤１０２として、同
一種類の顔料を用いる場合の構成の一例を示す。この場合、図１等を用いて説明したよう
に、淡インクにおけるバインダ樹脂１００は、濃インクにおけるバインダ樹脂１００より
も小さい含有比率で顔料を内包する。このように構成すれば、例えば、濃インク及び淡イ
ンクの濃度を適切に設定できる。
【０１１０】
図４（ｂ）は、濃インク及び淡インクのバインダ樹脂１００の着色剤１０２として、異
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なる種類の顔料を用いる場合の構成の一例を示す。この場合、濃インクのバインダ樹脂１
００は、例えば、第１の種類の顔料を内包することにより、第１の濃度で、このインクの
色（例えば、Ｍ色又はＣ色等）に着色される。また、淡インクのバインダ樹脂１００は、
第１の種類の顔料とは異なる第２の種類の顔料を内包することにより、第１の濃度よりも
低い第２の濃度で、このインクの色に着色される。このように構成した場合も、例えば、
濃インク及び淡インクの濃度を適切に設定できる。
【０１１１】
図４（ｃ）は、濃インク及び淡インクのバインダ樹脂１００の着色剤１０２として、染
料を用いる場合の構成の一例を示す。この場合、例えば、着色剤１０２である染料をバイ
ンダ樹脂１００中に溶解させることにより、バインダ樹脂１００を着色する。また、例え
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ば、濃インク及び淡インクについて、同一種類の染料を用い、バインダ樹脂１００中に溶
解させる染料の量を異ならせる。このように構成すれば、例えば、濃インク及び淡インク
の濃度を適切に設定できる。また、濃インクと淡インクとの間で、使用する染料を異なら
せてもよい。
【０１１２】
図４（ｄ）は、濃インク及び淡インクの一方におけるバインダ樹脂１００の着色剤１０
２として顔料を用い、他方のバインダ樹脂１００の着色剤１０２として染料を用いる場合
の構成の一例を示す。この場合、例えば、濃インクのバインダ樹脂１００の粒子は、顔料
を内包することにより、第１の濃度で、そのインクの色に着色される。また、淡インクの
バインダ樹脂１００の粒子は、染料により、第１の濃度よりも濃度が低い第２の濃度で、
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そのインクの色に着色される。このように構成した場合も、例えば、濃インク及び淡イン
クの濃度を適切に設定できる。
【０１１３】
また、この場合、濃インクのバインダ樹脂１００の着色剤１０２として顔料を用いるこ
とにより、インクの濃度をより高い濃度に適切に高めることができる。また、これにより
、より高い濃度の濃インクを適切に使用できる。また、淡インクのバインダ樹脂１００の
着色剤１０２として染料を用いることにより、例えば淡インクの濃度が低い場合にも、媒
体の地の色（例えば白色）により画像が白っぽくなること等を適切に防ぐことができる。
また、これにより、より低い濃度の淡インクを適切に使用できる。尚、使用する濃インク
及び淡インクの濃度によっては、例えば、濃インクのバインダ樹脂１００を染料で着色し
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、淡インクのバインダ樹脂１００を顔料で着色することも考えられる。
【０１１４】
図４（ｅ）は、濃インクの着色剤１０２として顔料及び染料の両方を用い、淡インクの
着色剤１０２として顔料を用いる場合の構成の一例を示す。このように構成すれば、例え
ば、濃インクの濃度をより適切に高めることができる。また、これにより、例えば、濃イ
ンク及び淡インクの濃度を適切に設定できる。尚、この構成において、淡インクにおける
バインダ樹脂１００の着色剤１０２として用いる顔料は、例えば、濃インクにおけるバイ
ンダ樹脂１００の着色剤１０２として用いる顔料と同一種類の顔料であってよい。また、
濃インクにおけるバインダ樹脂１００の着色剤１０２として用いる顔料とは異なる種類の
顔料であってもよい。
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【０１１５】
図４（ｆ）は、濃インクの着色剤１０２として顔料及び染料の両方を用い、淡インクの
着色剤１０２として染料を用いる場合の構成の一例を示す。このように構成すれば、例え
ば、濃インクの濃度をより適切に高めることができる。また、これにより、例えば、濃イ
ンク及び淡インクの濃度を適切に設定できる。尚、この構成において、淡インクにおける
バインダ樹脂１００の着色剤１０２として用いる染料は、例えば、濃インクにおけるバイ
ンダ樹脂１００の着色剤１０２として用いる染料と同一種類の染料であってよい。また、
濃インクにおけるバインダ樹脂１００の着色剤１０２として用いる染料とは異なる種類の
染料であってもよい。
【０１１６】
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以上のように、本例によれば、例えば、樹脂分散インクである濃インク及び淡インクの
濃度を適切に設定できる。また、これにより、濃インク及び淡インクを用いた高品質の印
刷を適切に行うことができる。
【０１１７】
尚、濃インク及び淡インクの構成の更なる変形例においては、例えば、濃インク及び淡
インクの一方のみとして、樹脂分散インクを用いることも考えられる。この場合も、例え
ば、濃インクとして樹脂分散インクを用いる場合、濃インクの濃度を適切かつ十分に高め
ることができる。また、例えば、淡インクとして樹脂分散インクを用いる場合、淡インク
の濃度を適切かつ十分に低くすることができる。そのため、これらの場合も、濃インク及
び淡インクを用いた高品質の印刷を適切に行うことができる。
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【０１１８】
以上、本発明を実施形態を用いて説明したが、本発明の技術的範囲は上記実施形態に記
載の範囲には限定されない。上記実施形態に、多様な変更又は改良を加えることが可能で
あることが当業者に明らかである。その様な変更又は改良を加えた形態も本発明の技術的
範囲に含まれ得ることが、特許請求の範囲の記載から明らかである。
【産業上の利用可能性】
【０１１９】
本発明は、例えば印刷装置に好適に利用できる。
【符号の説明】
20

【０１２０】
１０・・・印刷装置、１２ｙ、１２ｍ、１２ｌｍ、１２ｃ、１２ｌｃ、１２ｋ・・・イン
クジェットヘッド、１４・・・テーブル、１６・・・ヒータ、５０・・・媒体、１００・
・・バインダ樹脂、１０２・・・着色剤、１０４・・・分散溶液

【図１】

【図２】
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