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(57)【要約】
【課題】繰り返し使用における耐久性が向上した転写型
の画像形成用の転写体、並びに、それを用いた画像形成
方法及び画像形成装置を提供すること。
【解決手段】転写型の画像形成に用いる転写体として、
断熱層、蓄熱層及び画像形成面を有する表面層をこの順
に有し、以下の式１～６を満たす転写体を用いる。式１
：０．５≦ｔ１≦１．５（ｔ１は前記断熱層の厚さ［ｍ
ｍ］を表す。）；式２：０．０５≦ｔ２≦０．５０（ｔ
２は前記蓄熱層の厚さ［ｍｍ］を表す。）；式３：ｔ３
≦０．０２０（ｔ３は前記表面層の厚さ［ｍｍ］を表す
。）；式４：λ１≦０．２０（λ１は前記断熱層の熱伝
導率［Ｗ／（ｍ・Ｋ）］を表す。）；式５：λ２≧０．
２３（λ２は前記蓄熱層の熱伝導率［Ｗ／（ｍ・Ｋ）］
を表す。）；式６：Ｃ２≧１．５２（Ｃ２は前記蓄熱層
の体積比熱［ＭＪ／（ｍ３・Ｋ）］を表す。）
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　断熱層、蓄熱層、及び表面層をこの順に有する、転写型の画像形成用の転写体であって
、
　前記断熱層の厚さ、前記蓄熱層の厚さ、及び前記表面層の厚さをそれぞれｔ１、ｔ２、
及びｔ３とし、前記断熱層の熱伝導率及び前記蓄熱層の熱伝導率をそれぞれλ１及びλ２
とし、前記蓄熱層の体積比熱をＣ２としたとき、前記ｔ１、前記ｔ２、前記ｔ３、前記λ
１、前記λ２、及び前記Ｃ２が下記式１～６を満たすことを特徴とする転写体。
式１：０．５［ｍｍ］≦ｔ１≦１．５［ｍｍ］
式２：０．０５［ｍｍ］≦ｔ２≦０．５０［ｍｍ］
式３：ｔ３≦０．０２０［ｍｍ］
式４：λ１≦０．２０［Ｗ／（ｍ・Ｋ）］
式５：λ２≧０．２３［Ｗ／（ｍ・Ｋ）］
式６：Ｃ２≧１．５２［ＭＪ／（ｍ３・Ｋ）］
【請求項２】
　前記Ｃ２が下記式７を満たす請求項１に記載の転写体。
式７：Ｃ２≧１．６０［ＭＪ／（ｍ３・Ｋ）］
【請求項３】
　前記λ２及び前記Ｃ２が下記式８及び式９を満たす請求項１に記載の転写体。
式８：λ２≧０．２７［Ｗ／（ｍ・Ｋ）］
式９：Ｃ２≧１．７０［ＭＪ／（ｍ３・Ｋ）］
【請求項４】
　前記λ２及び前記Ｃ２が下記式１０及び式１１を満たす請求項１に記載の転写体。
式１０：λ２≧０．５０［Ｗ／（ｍ・Ｋ）］
式１１：Ｃ２≧２．００［ＭＪ／（ｍ３・Ｋ）］
【請求項５】
　前記断熱層の弾性率、及び前記蓄熱層の弾性率をそれぞれＥ１、及びＥ２としたとき、
前記Ｅ１及びＥ２が下記式１２及び式１３を満たす請求項１乃至４のいずれか１項に記載
の転写体。
式１２：０．１［ＭＰａ］≦Ｅ１≦１０［ＭＰａ］
式１３：１［ＭＰａ］≦Ｅ２≦６０［ＭＰａ］
【請求項６】
　前記蓄熱層の波長９００ｎｍ以上２５００ｎｍ以下の近赤外線の吸収率が６０％以上で
ある請求項１乃至５のいずれか１項に記載の転写体。
【請求項７】
　請求項１乃至６のいずれか１項に記載の転写体の画像形成面にインクを付与して中間画
像を形成する画像形成工程と、
　前記転写体を画像形成面側から加熱することによって前記中間画像を加熱する加熱工程
と、
　前記加熱工程により加熱された中間画像を記録媒体に転写する転写工程と、
を有することを特徴とする画像形成方法。
【請求項８】
　前記画像形成工程が、前記インクを高粘度化する処理液を前記画像形成面に付与する工
程を有する請求項７に記載の画像形成方法。
【請求項９】
　前記加熱工程が、波長９００ｎｍ以上２５００ｎｍ以下を含む近赤外線の放射により前
記転写体を加熱する工程である請求項７または８に記載の画像形成方法。
【請求項１０】
　前記転写体へのインクの付与が、インクジェット法により行われる請求項７乃至９のい
ずれか１項に記載の画像形成方法。
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【請求項１１】
　請求項１乃至６のいずれか１項に記載の転写体と、
　前記転写体の画像形成面にインクを付与することによって中間画像を形成する画像形成
ユニットと、
　前記転写体を画像形成面側から加熱することによって前記転写体上の前記中間画像を加
熱する加熱装置と、
　前記中間画像を前記転写体から記録媒体に転写する転写ユニットと、
を有することを特徴とする画像形成装置。
【請求項１２】
　前記画像形成ユニットが、前記インクを高粘度化する処理液を前記転写体に付与する処
理液付与装置を有する請求項１１に記載の画像形成装置。 
【請求項１３】
　前記加熱装置が、波長９００ｎｍ以上２５００ｎｍ以下を含む近赤外線の放射により前
記転写体を加熱する加熱装置である請求項１１または１２に記載の画像形成装置。
【請求項１４】
　前記画像形成ユニットが、インクジェット記録ヘッドで前記インクを前記転写体に付与
するインク付与装置を有する請求項１１乃至１３のいずれか１項に記載の画像形成装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、転写型の画像形成用の転写体、画像形成方法及び画像形成装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　転写体の画像形成面にインクにより中間画像を形成し、転写体上の中間画像を記録媒体
へ転写する転写型の画像形成方法が知られている。
　特許文献１には、樹脂エマルジョンを含むインクにより転写体上に中間画像を形成し、
この中間画像を樹脂エマルジョンの最低造膜温度以上に加熱してから記録媒体に転写する
転写式の画像形成方法が開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開平７－３２７２１号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　転写型の画像形成方法においては、ランニングコストの面から転写体は繰り返して画像
形成に用いられることが望ましい。しかし、一連の画像形成プロセスがくり返し行われる
ことで、転写体に徐々に様々なダメージが発生する場合がある。特に、加熱工程や転写工
程で加えられる熱や圧力は、転写体に対してダメージを与えやすい。
　熱や圧力によって転写体の表面に欠陥箇所が発生すると、転写体の画像形成性能や転写
性能が低下していき、画像乱れや転写不良などにより、記録媒体に転写された画像の画質
が劣化する場合がある。
　本発明の目的は、繰り返し使用における耐久性が向上した転写型の画像形成用の転写体
、並びに、それを用いた画像形成方法及び画像形成装置を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　本発明にかかる転写体は、断熱層、蓄熱層、及び表面層をこの順に有する、転写型の画
像形成用の転写体であって、
　前記断熱層の厚さ、前記蓄熱層の厚さ、及び前記表面層の厚さをそれぞれｔ１、ｔ２、
及びｔ３とし、前記断熱層の熱伝導率及び前記蓄熱層の熱伝導率をそれぞれλ１及びλ２
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とし、前記蓄熱層の体積比熱をＣ２としたとき、前記ｔ１、前記ｔ２、前記ｔ３、前記λ
１、前記λ２、及び前記Ｃ２が下記式１～６を満たすことを特徴とする。
式１：０．５［ｍｍ］≦ｔ１≦１．５［ｍｍ］
式２：０．０５［ｍｍ］≦ｔ２≦０．５０［ｍｍ］
式３：ｔ３≦０．０２０［ｍｍ］
式４：λ１≦０．２０［Ｗ／（ｍ・Ｋ）］
式５：λ２≧０．２３［Ｗ／（ｍ・Ｋ）］
式６：Ｃ２≧１．５２［ＭＪ／（ｍ３・Ｋ）］
　本発明にかかる画像形成方法は、
　上記転写体の画像形成面にインクを付与して中間画像を形成する画像形成工程と、
　前記転写体を画像形成面側から加熱することによって前記中間画像を加熱する加熱工程
と、
　前記加熱工程により加熱された中間画像を記録媒体に転写する転写工程と、
を有することを特徴とする。
　本発明にかかる画像形成装置は、
　上記転写体と、
　前記転写体の画像形成面にインクを付与することによって中間画像を形成する画像形成
ユニットと、
　前記転写体を画像形成面側から加熱することによって前記転写体上の前記中間画像を加
熱する加熱装置と、
　前記中間画像を前記転写体から記録媒体に転写する転写ユニットと、
を有することを特徴とする。
【発明の効果】
【０００６】
　本発明によれば、繰り返し使用における耐久性が向上した転写型の画像形成用の転写体
、並びに、それを用いた画像形成方法及び画像形成装置を提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【０００７】
【図１】本発明の一実施形態にかかる転写体の構成を示す模式的部分断図である。
【図２】本発明の一実施形態にかかる画像形成装置の構成を示す模式図である。
【発明を実施するための形態】
【０００８】
　本発明にかかる転写体は、断熱層、蓄熱層及び画像形成面を有する表面層を、この順に
有し、転写型の画像形成に用いられる転写体である。
　これらの層は、以下の式１～６を満たす。
式１：０．５［ｍｍ］≦ｔ１≦１．５［ｍｍ］
（ｔ１は前記断熱層の厚さ［ｍｍ］を表す。）
式２：０．０５［ｍｍ］≦ｔ２≦０．５０［ｍｍ］
（ｔ２は前記蓄熱層の厚さ［ｍｍ］を表す。）
式３：ｔ３≦０．０２０［ｍｍ］
（ｔ３は前記表面層の厚さ［ｍｍ］を表す。）
式４：λ１≦０．２０［Ｗ／（ｍ・Ｋ）］
（λ１は前記断熱層の熱伝導率［Ｗ／（ｍ・Ｋ）］を表す。）
式５：λ２≧０．２３［Ｗ／（ｍ・Ｋ）］
（λ２は前記蓄熱層の熱伝導率［Ｗ／（ｍ・Ｋ）］を表す。）
式６：Ｃ２≧１．５２［ＭＪ／（ｍ３・Ｋ）］
（Ｃ２は前記蓄熱層の体積比熱［ＭＪ／（ｍ３・Ｋ）］を表す。）
　本発明にかかる画像形成方法は、上記構成の転写体の画像形成面にインクを付与して中
間画像（インク像とも称する）を形成する画像形成工程と、転写体上で中間画像を加熱す
る加熱工程と、中間画像を記録媒体に転写する転写工程と、を有する。
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　画像形成工程は、さらにインクを高粘度化する処理液を前記画像形成面に付与する工程
（処理液付与工程とも称する）を有することが好ましい。処理液の付与により中間画像を
形成するインクを高粘度化して、中間画像を転写体上に効果的に固定することができる。
処理液の付与は、インクの付与前及びインクの付与後の少なくとも一方において行うこと
ができる。インクと処理液は、これらの少なくとも一部が重なり合うように転写体に付与
される。処理液によるインクの高粘度化をより効果的に行うには、処理液が付与された転
写体の画像形成面に、インクを付与することが好ましい。
　本発明にかかる画像形成装置は、上記構成の転写体と、転写体の画像形成面にインクを
付与して中間画像を形成する画像形成ユニットと、中間画像を加熱する加熱装置と、中間
画像を転写体から記録媒体に転写する転写ユニットと、を有する。
　転写体はその画像形成面に中間画像を一時的に保持し、転写体に保持された画像が記録
媒体に転写され、記録媒体上に最終画像が形成される。画像形成ユニットは、転写体にイ
ンクを付与するインク付与装置を有する。また、画像形成ユニットは、インク付与装置に
加えて処理液付与装置を更に有することが好ましい。
　なお、本発明において、インクジェット法によってインクを付与する画像形成装置及び
画像形成方法を、それぞれインクジェット記録装置及びインクジェット記録方法と称する
ことができる。また、インクジェット記録装置またはインクジェット記録方法に用いられ
る転写型の画像形成用の転写体を、転写型インクジェット記録用の転写体を称することが
できる。また、転写体を具備するインクジェット記録装置を以下便宜的に転写型インクジ
ェット記録装置と称し、転写体を用いるインクジェット記録方法を以下便宜的に転写型イ
ンクジェット記録方法と称することがある。
【０００９】
　以下に、本発明にかかる転写体について説明する。
＜転写体＞
　転写体は、断熱層、蓄熱層及び表面層を有する。また、転写体は、必要に応じて支持部
材により支持された状態で転写型の画像形成に用いられてもよい。
　本発明にかかる転写体は、前記式１～６の要件を満たすことによって、転写型の画像形
成装置での繰り返し使用における耐久性を向上させることができることを本発明者らは見
出した。転写体の耐久性が向上することについての詳細なメカニズムは不明であるが、本
発明者らは以下のように推測している。
　転写型の画像形成装置において、中間画像を記録媒体に転写する際の中間画像の転写性
を向上させるために、加熱装置によって表面に中間画像を有する転写体が加熱される。転
写体が加熱されることによって、転写体上の中間画像中に含まれる樹脂等が溶融し、中間
画像の記録媒体への付着性が向上する。その結果、中間画像の記録媒体への転写性を向上
させることができる。しかしながら、本発明者らの検討によると、画像形成装置において
、加熱された転写体を繰り返し使用した場合、転写性の低下や転写体の表面におけるクラ
ックの発生が生じることが分かった。そして、本発明者らは、これらの現象の原因が、転
写体の加熱によって生じた転写体の表面層の化学的組成の変化にあると推測している。
　そこで、本発明者らは、転写体の転写性を維持しつつ、転写体の耐久性を向上させるた
めに、転写体の各層の熱特性に着目した。具体的には、加熱装置からの熱を保持すること
、及び、表面層の局所的な加熱を抑制することができる転写体の検討を行い、本発明に至
った。本発明にかかる転写体は、前記式２に記載の厚さｔ２、及び、式６に記載の体積比
熱を満たす蓄熱層を有しているため、加熱装置から与えられた熱を、蓄熱層に熱を保持し
やすくなっている。さらに、本発明にかかる転写体は、式１に記載の厚さｔ１、式４に記
載の熱伝導率λ１を満たす断熱層を有しているため、蓄熱層からの熱が断熱層側に拡散し
にくくなり、さらに蓄熱層の熱を保持しやすい状態としている。また、本発明にかかる転
写体は、式３に記載の厚さｔ３を満たす表面層と、式５に記載の熱伝導率λ２を満たす蓄
熱層とを有しているため、加熱装置からの熱が表面層から蓄熱層に素早く伝達され、転写
体の表面層の局所的な加熱を抑制している。その結果、転写体が繰り返し加熱されて転写
に使用された場合であっても、転写体の表面層の劣化を抑制することができ、転写体の繰
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り返し使用における耐久性を向上させることができたものと推測される。
　転写体の大きさ及び形状は、目的の印刷画像の形状やサイズに合わせて自由に選択する
ことができる。転写体の全体的な形状としては、シート形状、ローラー形状、ドラム形状
、ベルト形状、無端ウェブ形状等が挙げられる。
【００１０】
［表面層］
　転写体の有する表面層の開放された表面（すなわち、蓄熱層側の面に対する裏面）の少
なくとも一部は画像形成面として利用される。表面層を構成する材料としては、樹脂、セ
ラミクス等の各種材料を適宜用いることができる。
　また、表面層の厚さｔ３は式３に示すように０．０２０ｍｍ以下である。表面層が０．
０２０ｍｍより厚いと転写時に記録媒体の表面に対する圧力の均一性が低下し、転写性が
低下する場合や、表面層が熱を保持しやすくなり、耐久性が低下する場合がある。また、
表面層の厚さｔ３の下限値については特に制限はないが、例えば、表面層の厚さｔ３は、
０．００１［ｍｍ］≦ｔ３≦０．０２０［ｍｍ］とすることができる。
　樹脂としては、アクリル樹脂、アクリルシリコーン樹脂、フッ素含有樹脂等を挙げるこ
とができる。セラミックとしては、加水分解性有機ケイ素化合物の縮合物等が挙げられる
。表面層の形成に利用できるその他の縮合物としては、例えば、金属アルコキシドの加水
分解、重縮合により得られる化合物、一般的にはゾルゲル法により得られる無機化合物を
挙げることができる。金属アルコキシドとしては、一般式：Ｍ（ＯＲ）ｎ（Ｍはケイ素、
チタン、ジルコニウムまたはアルミニウム等の金属であり、Ｒはアルキル基を表す）で表
される化合物を挙げることができる。
　中でも、加水分解性有機ケイ素化合物の縮合物が、インクによる画像形成性及び転写性
の点から好ましい。更に、カチオン重合やラジカル重合等による重合構造を有する加水分
解性有機ケイ素化合物の縮合物が、耐久性の点からより好ましい。
　表面層が、加水分解性有機ケイ素化合物に由来するシロキサン結合を含む分子構造を有
していることにより、中間画像を構成するインクにより付与された成分が表面層の有する
画像形成面に効果的に広がり、かつ、中間画像の転写体からの剥離が容易となり、転写性
が向上するものと推測される。
　加水分解性有機ケイ素化合物の具体例としては、以下のものが挙げられるが、本発明は
これらに限定されるものではない。例えば、グリシドキシプロピルトリメトキシシラン、
グリシドキシプロピルトリエトキシシラン、グリシドキシプロピルメチルジメトキシシラ
ン、グリシドキシプロピルメチルジエトキシシラン、グリシドキシプロピルジメチルメト
キシシラン、グリシドキシプロピルジメチルエトキシシラン、２－（エポキシシクロヘキ
シル）エチルトリメトキシシラン、２－（エポキシシクロヘキシル）エチルトリエトキシ
シラン、これらの化合物のエポキシ基をオキセタニル基に置換した化合物、アクリロキシ
プロピルトリメトキシシラン、アクリロキシプロピルトリエトキシシラン、アクリロキシ
プロピルメチルジメトキシシラン、アクリロキシプロピルメチルジエトキシシラン、アク
リロキシプロピルジメチルメトキシシラン、アクリロキシプロピルジメチルエトキシシラ
ン、メタクリロキシプロピルトリメトキシシラン、メタクリロキシプロピルトリエトキシ
シラン、メタクリロキシプロピルメチルジメトキシシラン、メタクリロキシプロピルメチ
ルジエトキシシラン、メタクリロキシプロピルジメチルメトキシシラン、メタクリロキシ
プロピルジメチルエトキシシラン、メチルトリメトキシシラン、メチルトリエトキシシラ
ン、ジメチルジメトキシシラン、ジメチルジエトキシシラン、トリメチルメトキシシラン
、トリメチルエトキシシラン、プロピルトリメトキシシラン、プロピルトリエトキシシラ
ン、ヘキシルトリメトキシシラン、ヘキシルトリエトキシシラン、デシルトリメトキシシ
ラン、デシルトリエトキシシラン等である。
　表面層は、上述した材料から選択された１種により、あるいは２種以上を組み合わせて
形成することができる。
【００１１】
［蓄熱層］
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　蓄熱層は、表面層の有する画像形成面側から付与された熱を保持する層である。蓄熱層
の熱伝導率をλ２［Ｗ／（ｍ・Ｋ）］、体積比熱をＣ２［ＭＪ／（ｍ３・Ｋ）］としたと
き、蓄熱層は、式５：λ２≧０．２３［Ｗ／（ｍ・Ｋ）］、及び、式６：Ｃ２≧１．５２
［ＭＪ／（ｍ３・Ｋ）］を満たす。好ましくはλ２≧０．２３［Ｗ／（ｍ・Ｋ）］（式５
）、及び、Ｃ２≧１．６０［ＭＪ／（ｍ３・Ｋ）］（式７）であり、より好ましくはλ２
≧０．２７［Ｗ／（ｍ・Ｋ）］（式８）、及び、Ｃ２≧１．７０［ＭＪ／（ｍ３・Ｋ）］
（式９）であり、更に好ましくはλ２≧０．５０［Ｗ／（ｍ・Ｋ）］（式１０）、及び、
Ｃ２≧２．００［ＭＪ／（ｍ３・Ｋ）］（式１１）である。λ２の上限値に関しては特に
制限は無いが、例えば５.０［Ｗ／（ｍ・Ｋ）］以下とすることができる。Ｃ２の上限値
に関しては特に制限は無いが、例えば１０.０［ＭＪ／（ｍ３・Ｋ）］以下とすることが
できる。
　蓄熱層を構成する材料は特に限定されず、金属、樹脂、ゴム材料等の各種材料を適宜用
いることができる。具体例としてはアルミニウム、ポリエチレンテレフタレート（ＰＥＴ
）、シリコーンゴム、フッ素ゴム、エチレンプロピレンジエンゴム等が挙げられる。これ
らの材料から選択された１種により、あるいは２種以上を組み合わせて蓄熱層を形成する
ことができる。
　また、蓄熱層には、より効率的に加熱されることを補助するための添加物が含有されて
いることが好ましい。例えば、画像形成面側からの加熱に、９００ｎｍ以上２５００ｎｍ
以下の波長を含む近赤外線の照射による加熱を用いる場合、照射される近赤外線を吸収で
きる添加物（以下、近赤外線吸収用の添加剤とも称する）が蓄熱層に含有されていること
が好ましい。近赤外線吸収用の添加剤としては、具体的には、フタロシアニン系色素、ジ
チオレン錯体化合物（ジチオレン配位子を有する金属錯体）、スクアリウム系色素、キノ
ン系色素、ジインモニウム系化合物等の有機色素や有機化合物、カーボンブラック、酸化
鉄、アルミナ、鉄、アルミニウム、ケイ素等の無機材料を挙げることができる。有機色素
は、その種類に応じて染料または顔料の形態として利用することができる。また、無機材
料は、粒子状あるいは繊維状等の無機フィラーとしての形態として利用することができる
。炭素材料からなる無機フィラーとしては、カーボンナノチューブを挙げることができる
。蓄熱層への近赤外線吸収用の添加剤の含有量は、添加剤の種類に応じて目的とする発熱
及び蓄熱効果が得られるように設定すればよく特に限定されない。蓄熱層の９００ｎｍ以
上２５００ｎｍ以下の波長に対する近赤外線の吸収率が６０％以上であることが好ましく
、より好ましくは８０％以上である。そのため、蓄熱層の９００ｎｍ以上２５００ｎｍ以
下の波長に対する近赤外線の吸収率が６０％以上になるように、添加物を添加することが
好ましく、前記吸収率が８０％以上になるように、蓄熱層は近赤外線吸収用の添加剤を含
有することが好ましい。このような観点から、蓄熱層における近赤外線吸収用の添加剤の
含有量は１質量％以上９０質量％以下とすることが好ましい。
　また、蓄熱層の厚さｔ２は式２に示すように、０．０５ｍｍ以上０．５０ｍｍ以下とさ
れる。蓄熱層の厚さが０．０５ｍｍより薄いと熱の保持が難しくなり、０．５０ｍｍより
厚いと蓄熱層の温度を上げるために多くのエネルギーを要することとなる。また、蓄熱層
の厚さｔ２は、０．０５ｍｍ以上０．３０ｍｍ以下であることが好ましい。
　蓄熱層が後述する弾性層としての機能も有する場合は、蓄熱層の弾性率Ｅ２［ＭＰａ］
が、１［ＭＰａ］≦Ｅ２≦６０［ＭＰａ］（式１３）を満たすことが好ましい。
　蓄熱層に含有される加熱を補助する添加物の含有量を調整することによって、蓄熱層の
熱伝導率λ２や体積比熱Ｃ２を制御することができる。例えば、蓄熱層におけるカーボン
ブラックの含有量を増加させることで、熱伝導率λ２を高くすることができる。また、蓄
熱層におけるカーボンブラックの含有量を増加させると、蓄熱層の弾性率Ｅ２及び近赤外
線の吸収率も高くすることができる。また、蓄熱層におけるアルミナ粒子またはケイ素粒
子の含有量を増加させることで、熱伝導率λ２及び体積比熱Ｃ２を高くすることができる
。
　また、アルミナ粒子よりもケイ素粒子の方が、熱伝導率は高く、体積比熱は低いため、
同じ量のアルミナ粒子とケイ素粒子を蓄熱層に添加した場合、アルミナ粒子を含有した蓄
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熱層は、ケイ素粒子を含有した蓄熱層よりも、熱伝導率は低くなり、体積比熱は高くなる
。
　また、蓄熱層におけるアルミナ粒子またはケイ素粒子の含有量を増加させると、蓄熱層
の弾性率Ｅ２も高くすることができる。
【００１２】
［断熱層］
　断熱層は、画像形成面側から付与された熱が蓄熱層から下層に拡散することを抑制する
層である。断熱層の熱伝導率をλ１［Ｗ／（ｍ・Ｋ）］としたとき、断熱層は、式４：λ
１≦０．２０［Ｗ／（ｍ・Ｋ）］を満たしている。λ１の下限値に関しては特に制限は無
いが、例えば０．０３［Ｗ／（ｍ・Ｋ）］以上とすることができる。
　また、断熱層の厚さｔ１は式１に示すように０．５ｍｍ以上１．５ｍｍ以下とされる。
断熱層の厚さが０．５ｍｍより薄いと蓄熱層に与えられた熱の拡散の抑制が不十分である
。１．５ｍｍより厚いと断熱層の厚さのばらつきを抑えることが難しくなり、転写時の圧
力にムラが発生する場合がある。また、断熱層の厚さｔ１は、０．５ｍｍ以上１．０ｍｍ
以下であることが好ましい。
　断熱層を構成する材料は特に限定されず、金属、樹脂、ゴム材料等の断熱性を有する各
種材料を適宜用いることができる。特に多孔質な材料は優れた断熱性を示すため、好まし
い。具体的には各種スポンジや、発泡金属や発泡樹脂等の各種発泡材料を挙げることがで
きる。発泡金属としては、発泡アルミニウム等が挙げられる。また、発泡樹脂としては、
発泡ポリウレタン、発泡ポリスチレン、発泡ポリオレフィン等が挙げられる。これらの材
料から選択された１種により、あるいは２種以上を組み合わせて断熱層を形成することが
できる。
　また、断熱性を向上させるために、断熱層は中空微粒子を含有することが好ましい。中
空微粒子としては、内部に空洞を有していれば限定されない。例えば、アクリル樹脂、ス
チレン樹脂、スチレン－アクリル樹脂、メタクリル酸メチル樹脂製の中空樹脂微粒子等が
挙げられる。これらの市販品としては、例えば、松本油脂製薬株式会社製マツモトマイク
ロスフェア―シリーズ、日本フィライト株式会社製エクスパンセルシリーズを用いること
ができる。また、中空シリカ粒子などの中空無機粒子を用いてもよい。
　断熱層を後述する圧縮層としての機能も有する場合は、断熱層の弾性率Ｅ１［ＭＰａ］
が、０．１［ＭＰａ］≦Ｅ１≦２０［ＭＰａ］を満たすことが好ましく、０．１［ＭＰａ
］≦Ｅ１≦１０［ＭＰａ］（式１２）を満たすことがより好ましい。
　断熱層に含有される中空微粒子の含有量を調整することによって、断熱層の熱伝導率λ
１を制御することができる。例えば、断熱層における中空微粒子の含有量を増加させるこ
とで、断熱層の熱伝導率λ１を低くすることができる。また、断熱層における中空微粒子
の含有量を増加させることで、断熱層の弾性率Ｅ１も低くすることができる。
【００１３】
［その他の層］
　本発明にかかる転写体は、転写時に記録媒体の表面の形状に対して転写体の表面層を追
従させやすくすることを目的として、弾性層を有していても良い。表面層の記録媒体への
より良好な追従状態を得るための変形を弾性層に得るには、弾性層の弾性率は１ＭＰａ以
上６０ＭＰａ以下であることが好ましい。
　弾性層は表面層の直下、すなわち表面層と接触して積層されていることが好ましい。弾
性層を構成する材料としては、樹脂、セラミクス、エラストマー材料、ゴム材料等、各種
材料を適宜用いることができる。これらの材料の中では、エラストマー材料、ゴム材料が
好ましい。ゴム材料として具体的には、シリコーンゴム、フッ素ゴム、クロロプレンゴム
、ウレタンゴム、ニトリルゴム、エチレンプロピレンゴム、エチレンプロピレンジエンゴ
ム、天然ゴム、スチレンゴム、イソプレンゴム、ブタジエンゴム、ニトリルブタジエンゴ
ム等を例示することができる。特に、シリコーンゴム、フッ素ゴム、エチレンプロピレン
ジエンゴムは、温度による弾性率の変化が小さく、好ましい。これらの材料の１種を、ま
たは２種以上を組み合わせて用いることができる。
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　また、蓄熱層が弾性層の機能を兼ねていても良い。この場合、弾性層兼蓄熱層を構成す
る材料としては、アルミナ、シリカ、窒化ホウ素、酸化マグネシウム、銅、アルミニウム
、カーボンナノチューブ等のセラミクスや金属のフィラーを添加して熱伝導率を高めた樹
脂材料、ゴム材料等が好適に用いられる。
　本発明の転写体は、より安定した転写性、耐久性を得ることを目的として圧縮層を有し
ていてもよい。圧縮層を構成する材料としては、多孔質の材料が好ましい。多孔質体から
なる圧縮層は様々な圧力変動に対して気泡部分（空孔部分）が体積変化を伴って圧縮され
るため、圧縮方向以外への変形が小さい。圧縮層に、より安定した転写性及び耐久性を得
るための復元性及び転写時の圧力変動に対する適応性を得るという観点から、圧縮層の弾
性率は０．１ＭＰａ以上２０ＭＰａ以下であることが好ましく、より好ましくは０．１Ｍ
Ｐａ以上１０ＭＰａ以下である。
　圧縮層は弾性層より下層に位置していることが好ましい。また、断熱層が圧縮層を兼ね
ていても良い。圧縮層を構成する材料としては、目的とする圧縮層の物性等を得ることが
できる材料であれば特に限定されない。圧縮層を構成する具体的な材料としては、中空微
粒子等を添加した多孔質のゴム材料等が好適に用いられる。
【００１４】
　本発明を適用できる転写体の一実施形態にかかる構成を示す部分断面図を図１に示す。
転写体は、表面層１０１、蓄熱層１０２及び断熱層１０３がこの順に直接接触して積層さ
れた構成を有する。表面層１０１は、蓄熱層１０２と接する面の反対側の面に画像形成面
を有する。
　図１に示す構成において弾性層を設ける場合は、表面層１０１と蓄熱層１０２の間に弾
性層を設けることが好ましい。また、弾性層を別途設けずに、蓄熱層１０２に弾性層とし
ての機能を付与してもよい。更に、圧縮層を設ける場合は、表面層１０１と蓄熱層１０２
の間、あるいは蓄熱層１０２の断熱層１０３の間に設けることが好ましい。また、圧縮層
を別途設けずに、断熱層１０３に圧縮層の機能を付与してもよい。
　弾性層とともに圧縮層を用いる場合は、圧縮層を弾性層よりも断熱層１０３側に設ける
ことが好ましい。この場合における層構成を以下に例示する。
（１）表面層１０１と蓄熱層１０２の間に弾性層を設け、蓄熱層１０２と断熱層１０３の
間に圧縮層を設ける構成。
（２）表面層１０１と蓄熱層１０２の間に弾性層を設け、断熱層１０３に圧縮層の機能を
付与した構成。
（３）蓄熱層１０２に弾性層の機能を付与し、蓄熱層１０２と断熱層１０３の間に圧縮層
を設ける構成。
（４）蓄熱層１０２に弾性層の機能を付与し、断熱層１０３に圧縮層の機能を付与した構
成。
【００１５】
［支持部材］
　支持部材は、転写体に対して搬送性や機械的な耐久性を付与するために必要に応じて用
いられる。図１に示す転写体の場合は、支持部材によって断熱層１０３を支持することが
できる。
　支持部材には、転写体の搬送精度や支持部材自体の耐久性に必要な構造強度が求められ
る。
　支持部材を構成する材料としては、金属、セラミック、樹脂等が好ましく用いられる。
中でも特に、転写時の加圧に耐え得る剛性や寸法精度のほか、動作時のイナーシャを軽減
して制御の応答性を向上するために、アルミニウム、鉄、ステンレス、アセタール樹脂、
エポキシ樹脂、ポリイミド、ポリエチレン、ポリエチレンテレフタレート、ナイロン、ポ
リウレタン、シリカセラミクス、アルミナセラミクスが好ましく用いられる。またこれら
を組み合わせて用いるのも好ましい。適用する記録装置の形態または記録媒体への転写態
様、転写体の形状等に合わせ、例えばローラー状、ドラム状、ベルト状等の形状の支持部
材を用いることができる。ドラム状の支持部材やベルト状の無端ウェブ状の支持部材によ
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り支持される転写体を用いることによって、同一の転写体を連続して繰り返し使用するこ
とが可能となり、生産性の点で好ましい。
【００１６】
［画像形成装置］
　図２は本発明の一実施形態に係る画像形成装置（インクジェット記録装置）２００の概
略構成を示す模式図である。
　画像形成装置２００は、ロールコーター２０１（処理液付与装置）、インクジェット記
録ヘッド２０２、ヒーター２０３（加熱装置）、転写体２０７、クリーニングローラー２
０６（クリーニング装置）、押圧ローラー２０４（転写ユニット）を有する。
　転写体２０７は、回転可能なドラム状の支持部材２０７ａの外周面上に配置されている
。転写体２０７は矢印方向に回転駆動し、その回転と同期して、周辺に配置された各装置
が作動するようになっている。
　転写体２０７の形態は、その表面が記録媒体２０５と接触可能なものであればよく、適
用する画像形成装置の形態ないしは記録媒体への転写条件に合わせて選択することができ
る。例えば、ローラー状、ドラム状または無端ベルト状の転写体を好適に使用することが
できる。特に、図２の実施形態のようなドラム状の転写体２０７を用いると、同一の転写
体２０７を連続して繰り返し使用することが容易となり、生産性の面からも極めて好適な
構成となる。
　図２に示す装置における画像形成ユニットは、処理液付与部及びインク付与部を有する
。処理液付与部には、ロールコーター２０１を有する処理液付与装置が設けられている。
インク付与部には、インクジェット法によるインク付与装置として、インクジェット記録
ヘッド２０２を備えたインクジェットデバイスが設けられている。これらの装置は、転写
体２０７の回転方向における上流側から下流側にこの順に配置されており、インク付与前
に処理液が転写体２０７の画像形成面に付与される。処理液付与装置及びインク付与装置
の構成は、図２に示す構成に限定されず、転写体２０７の形態に応じて選択することがで
きる。
　インクジェットデバイスは、インクジェット記録ヘッドを複数有していてもよい。例え
ば、イエローインク、マゼンタインク、シアンインク、ブラックインクを用いてそれぞれ
の色画像を形成する場合、インクジェットデバイスは上記４種類のインクを転写体上にそ
れぞれ吐出する４つのインクジェット記録ヘッドを有する。
　加熱装置は、ヒーター２０３を有する。加熱装置における加熱方式及び構成は特に限定
されず、中間画像の加熱処理を行うことができるものであればよい。加熱装置としては、
ヒーター等の発熱による加熱装置に加えて、赤外線あるいは近赤外線を放射する加熱装置
を例示することができる。
　本発明にかかる転写体は断熱層と蓄熱層を有し、蓄熱層に蓄えられた熱を効果的に利用
して画像形成面側から中間画像の加熱を行うことができる。本実施形態では、蓄熱層での
蓄熱を生じさせるために、転写体の蓄熱層を画像表面側から加熱するヒーター２０３を設
けている。
　クリーニング装置は、転写体２０７を繰り返し連続的に用いる場合に、転写体２０７の
表面を次の中間画像の形成用としてクリーニングするために用いられる。本実施形態では
、濡らしたクリーニングローラー２０６を転写体の画像形成面に当接させて払拭すること
で画像形成面をクリーニングするクリーニング装置が設けられている。クリーニング装置
の構成は図２に示す構成に限定されず、転写体２０７の形態に応じて選択することができ
る。
画像形成ユニットにより転写体２０７の画像形成面に形成され、ヒーター２０３によって
加熱処理された中間画像は、押圧ローラー（転写用の押圧部材）２０４によって記録媒体
２０５に押圧され、転写される。
　本実施形態では、押圧部材としての押圧ローラー２０４と、転写体２０７の支持部材２
０７ａによって転写ユニットが形成されている。転写体２０７の画像形成面を含む外周面
と押圧ローラー２０４の外周面とによって、転写用のニップ部が形成される。転写ユニッ
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トの構成は図２に示す構成に限定されず、転写体２０７や記録媒体２０５の形態に応じて
選択することができる。
【００１７】
［画像形成方法］
　以下に、本実施形態に係る画像形成方法の概略を説明する。
　まず、画像供給装置（図示せず）から画像データが送信され、画像形成装置２００に画
像記録を行うように指示する。そして、その画像データについてインクジェット記録ヘッ
ド２０２により画像形成を行うための所要の画像処理が行われる。また、転写体２０７が
回転すると共に、ロールコーター２０１によって、転写体２０７の表面上にインクの流動
性を低下させるための処理液を付与しても良い。
　以下、画像形成工程が処理液付与工程とインク付与工程を有する場合について説明する
。
［処理液付与工程］
　処理液（反応液ともいう）は、インクを高粘度化させる成分（インク高粘度化成分）を
含有する。インクの高粘度化とは、インクを構成している成分の一部である色材や樹脂等
がインク高粘度化成分と接触することによって化学的に反応し、あるいは物理的に吸着し
、これによってインク粘度の上昇が認められることである。このインクの高粘度化には、
インク粘度の上昇が認められる場合のみならず、色材や樹脂などのインクを構成する成分
の一部が凝集することにより局所的に粘度の上昇を生じる場合も含まれる。インク高粘度
化成分は、転写体上でのインク及び／又はインクを構成している成分の一部の流動性を低
下させて、中間画像形成時のブリーディングや、ビーディングを抑制する効果がある。処
理液の調製に用いるインク高粘度化成分としては、目的とするインクの高粘度化を生じる
成分であれば特に限定されない。例えば、多価の金属イオン、有機酸、カチオンポリマー
、多孔質性微粒子など、インク高粘度化用として旧来から公知の物質や、インク高粘度化
用として利用し得る物質から選択して用いることができる。これらの物質の１種、あるい
は２種以上を組み合わせてインク高粘度化成分として用いることができる。これらの中で
も特に多価の金属イオンおよび有機酸が好適である。また、複数の種類のインク高粘度化
成分を含有させることも好適である。なお、処理液中のインク高粘度化成分の含有量は、
処理液全質量に対して５質量％以上であることが好ましい。
【００１８】
　具体的にインク高粘度化成分として使用できる金属イオンとしては、例えば二価や三価
の金属イオンを挙げることができる。二価の金属イオンとしてはＣａ２＋、Ｃｕ２＋、Ｎ
ｉ２＋、Ｍｇ２＋、Ｓｒ２＋、Ｂａ２＋およびＺｎ２＋等、三価の金属イオンとしてはＦ
ｅ３＋、Ｃｒ３＋、Ｙ３＋およびＡｌ３＋等が挙げられる。また、具体的にインク高粘度
化成分として使用できる有機酸としては、例えば、シュウ酸、ポリアクリル酸、ギ酸、酢
酸、プロピオン酸、グリコール酸、マロン酸、リンゴ酸、マレイン酸、アスコルビン酸、
レブリン酸、コハク酸、グルタル酸、グルタミン酸、フマル酸、クエン酸、酒石酸、乳酸
、ピロリドンカルボン酸、ピロンカルボン酸、ピロールカルボン酸、フランカルボン酸、
ピリジンカルボン酸、クマリン酸、チオフェンカルボン酸、ニコチン酸、オキシコハク酸
、ジオキシコハク酸等が挙げられる。
　処理液は、適量の水及び／又は有機溶剤を含有していてもよい。この場合に用いる水は
イオン交換等により脱イオン化した水であることが好ましい。処理液に用いることのでき
る有機溶剤としては特に限定されず、公知の有機溶剤をいずれも用いることができる。
　また、処理液中には、各種樹脂を添加することもできる。適当な樹脂を添加しておくこ
とで転写時の記録媒体への接着性を良好なものとしたり、最終画像の機械強度や光沢度を
高めたりすることが可能であり、好適である。用いる樹脂としてはインク高粘度化成分と
共存できるものであれば特に制限は無い。例えば、後述するインクの調製用としての樹脂
から処理液用として選択した樹脂を用いることができる。
　また、処理液には界面活性剤や粘度調整剤を加えて、その表面張力や粘度を適宜調整し
て用いることができる。用いる材料としては、インク高粘度化成分と共存できるものであ
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れば特に制限は無い。例えば、陽イオン系界面活性剤、陰イオン系界面活性剤、非イオン
系界面活性剤、両性界面活性剤、フッ素系界面活性剤、及びシリコーン系界面活性剤等の
中から選択することができる。また、これらの材料を２種類以上、混合して用いることも
可能である。
　処理液付与装置としては、ロールコーターだけでなく、スプレーコーター、バーコータ
ー等、従来から用いられている装置をいずれも好適に使用可能である。また、インクジェ
ット記録ヘッドを用いて処理液を付与する方法も好適である。
【００１９】
［インク付与工程］
　処理液付与工程の次の工程としてインク付与工程を行う。転写体２０７の表面に画像形
成用のインクを、インクジェット記録ヘッド２０２を用いて選択的に転写体２０７上に付
与して、中間画像を形成する。先に処理液を付与しているために、付与されたインクは転
写体２０７の表面で処理液と接触することで化学的及び／又は物理的反応を起こし、中間
画像の流動性が低下する。
　インクは、色材として顔料及び染料の少なくとも一方を含有することができる。染料及
び顔料としては、特に限定されず、インクの色材として利用し得るものから選択し、その
必要量を用いることができる。例えば、インクジェット用のインクとして公知の染料やカ
ーボンブラック、有機顔料等を用いることができる。染料及び／または顔料を液媒体に溶
解および／または分散させたものを用いることができる。この中でも、各種顔料は印刷物
の耐久性や品位に特徴があり好適であり、インクは色材として少なくとも顔料を含むこと
が好ましい。インク中に用いることのできる顔料としては特に限定されず、公知の無機顔
料・有機顔料を用いることができる。具体的にはＣ．Ｉ．（カラーインデックス）ナンバ
ーで表わされる顔料を用いることができる。また、黒色顔料としては、カーボンブラック
を用いることが好ましい。インク中の顔料の含有量は、インク全質量に対し０．５質量％
以上１５．０質量％以下であることが好ましく、１．０質量％以上１０．０質量％以下で
あることがより好ましい。
　また、顔料を分散させる分散剤としては、従来から公知のインクジェット記録に用いら
れるものであれば、いずれも使用することができる。これらの中でも分子構造中に親水性
部と疎水性部とを併せ持つ水溶性の分散剤を用いることが好ましい。特に、少なくとも親
水性のモノマーと疎水性のモノマーとを含んで共重合させた樹脂からなる顔料分散剤を好
ましく用いることができる。ここで用いる各モノマーについては特に制限はなく、旧来か
ら公知の物を好適に用いることができる。具体的には、疎水性モノマーとしてはスチレン
、スチレン誘導体、アルキル（メタ）アクリレート、ベンジル（メタ）アクリレート等が
挙げられる。また、親水性モノマーとしては、アクリル酸、メタクリル酸、マレイン酸等
を挙げることができる。
　分散剤の酸価は５０ｍｇＫＯＨ／ｇ以上５５０ｍｇＫＯＨ／ｇ以下であることが好まし
い。
　また、分散剤の重量平均分子量は１０００以上５００００以下であることが好ましい。
　なお、顔料と分散剤の質量比としては１：０．１以上１：３以下の範囲であることが好
ましい。また、分散剤を用いず、顔料自体を表面改質して分散可能とした、いわゆる自己
分散性顔料を用いることも本実施形態においては好適である。
【００２０】
　本実施形態におけるインクは、色材を有しない各種粒子を含有してもよい。中でも樹脂
粒子は画像品位や定着性の向上に効果がある場合があり、この樹脂粒子を添加したインク
が好適である。樹脂粒子の材料としては、特に限定されず公知の樹脂を適宜、用いること
ができる。具体的には、ポリオレフィン、ポリスチレン、ポリウレタン、ポリエステル、
ポリエーテル、ポリ尿素、ポリアミド、ポリビニルアルコール、ポリ（メタ）アクリル酸
及びその塩、ポリ（メタ）アクリル酸アルキル、ポリジエン等の単独重合物もしくはこれ
らを複数組み合わせた共重合物が挙げられる。樹脂の質量平均分子量は、１，０００以上
２，０００，０００以下の範囲が好適である。また、インク中における樹脂粒子の量は、
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インク全質量に対して１質量％以上５０質量％以下が好ましく、より好ましくは２質量％
以上４０質量％以下である。
　インクの調製には、樹脂粒子が液中に分散した樹脂粒子分散体を用いることが好ましい
。樹脂粒子の分散の手法については特に限定はないが、解離性基を有するモノマーを単独
重合もしくは複数種、共重合させた樹脂を用いて分散させた、いわゆる自己分散型樹脂粒
子分散体が好適である。ここで解離性基としてはカルボキシル基、スルホン酸基、リン酸
基等が挙げられ、この解離性基を有するモノマーとしてはアクリル酸やメタクリル酸等が
挙げられる。また、乳化剤により樹脂粒子を分散させた、いわゆる乳化分散型樹脂粒子分
散体も、同様に本実施形態では好適に用いることができる。ここで言う乳化剤としては、
低分子量、高分子量に関わらず公知の界面活性剤が好適に用いられる。界面活性剤はノニ
オン性か、もしくは樹脂微粒子と同じ電荷を持つ物が好適である。インクである樹脂粒子
分散体において、樹脂粒子は１０ｎｍ以上１０００ｎｍ以下の分散粒径をもつことが望ま
しく、１００ｎｍ以上５００ｎｍ以下の分散粒径をもつことがより望ましい。
　また、樹脂粒子分散体を調製する際には、その安定化のために各種添加剤を加えること
も好ましい。添加剤としては例えば、ｎ－ヘキサデカン、メタクリル酸ドデシル、メタク
リル酸ステアリル、クロロベンゼン、ドデシルメルカプタン、オリーブ油、青色染料（ブ
ルーイング剤：Ｂｌｕｅ７０）、ポリメチルメタクリレート等が好適である。
　インクは、更に界面活性剤を含んでもよい。界面活性剤としては、具体的には、アセチ
レノ－ルＥＨ（商品名、川研ファインケミカル社製）等が挙げられる。インク中の界面活
性剤の量は、インク全質量に対して０．０１質量％以上５．０質量％以下であることが好
ましい。
　インクの液媒体としては、水、あるいは水と水溶性有機溶剤の混合物を含む水性液媒体
を用いることができる。水性液媒体に色材を添加することで水性インクを得ることができ
る。水はイオン交換等により脱イオン化した水であることが好ましい。また、インク中の
水の含有量は、インク全質量に対して３０質量％以上９７質量％以下であることが好まし
い。水溶性有機溶剤の種類は特に限定されず、公知の有機溶剤をいずれも用いることがで
きる。具体的には、グリセリン、ジエチレングリコール、ポリエチレングリコール、２－
ピロリドン等が挙げられる。また、インク中の水溶性有機溶剤の含有量は、インク全質量
に対して３質量％以上７０質量％以下であることが好ましい。
　上記成分以外にも、インクは必要に応じて、ｐＨ調整剤、防錆剤、防腐剤、防黴剤、酸
化防止剤、還元防止剤、水溶性樹脂およびその中和剤、粘度調整剤など種々の添加剤を含
有してもよい。
【００２１】
［転写用の補助液付与工程］
　転写体の表面層に設けられた画像形成面に形成された中間画像の転写性をより向上させ
る目的で、転写用の補助液を中間画像に付与してもよい。
　転写用の補助液は、転写時の温度における記録媒体への画像の付着力をより向上させる
目的で中間画像に添加される。補助液は、転写性向上効果を有する樹脂成分と液媒体を含
むことが好ましい。転写用の補助液に用いられる樹脂成分は特に限定されず、目的とする
記録媒体への付着力を画像に付与できる樹脂を公知の樹脂から選択して補助液に用いられ
る樹脂成分として用いることができる。補助液用の樹脂の重量平均分子量は、１０００以
上１５０００以下程度であることが好ましい。
　補助液用の液媒体としては、先にインク用として挙げた水、または水と水溶性有機溶媒
との混合物を好ましく用いることができる。
　補助液用の樹脂としては、インク用として先に挙げた樹脂粒子を、必要に応じて樹脂粒
子分散用の水溶性樹脂ともに、好適に用いることができる。
　補助液用の樹脂の具体例としては、以下の粘着性付与用の樹脂を挙げることができる。
（ａ）ビニル系樹脂。
（ｂ）スチレンおよびその誘導体、ビニルナフタレンおよびその誘導体、α，β－エチレ
ン性不飽和カルボン酸の脂肪族アルコールエステル、アクリル酸およびその誘導体、マレ
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イン酸およびその誘導体、イタコン酸およびその誘導体、フマル酸およびその誘導体から
なる群から選択された樹脂用として公知のモノマーの２種以上の共重合体及びその塩。
　上記（ｂ）に挙げた共重合体としては、ブロック共重合体、ランダム共重合体及びグラ
フト重合体を挙げることができる。
　粘着性付与用の樹脂の種類としては、溶媒溶解性の樹脂（水溶性樹脂等）や溶媒分散型
（樹脂エマルジョンを含む）を挙げることができ、これらから選択することができる。
　これらの樹脂から選択された１種を、あるいは２種以上を組合せて用いることができる
。
　粘着性付与用の樹脂以外の成分としては、上述したインクに用いられる色材以外の成分
を用いることができる。それら成分の配合比はインクと近い配合比にすることが好ましい
。
　補助液中における樹脂の量は、補助液全質量に対して１質量％以上５０質量％以下が好
ましく、より好ましくは２質量％以上４０質量％以下である。
【００２２】
［加熱工程］
　インク付与工程の次の工程として加熱工程により転写体２０７上の中間画像を加熱する
。図２に例示した装置は支持部材２０７ａ内部には加熱装置を持たず、ヒーター２０３が
転写体２０７の蓄熱層を画像形成面側から加熱するように配置されている。加熱工程に用
いる加熱装置は、温風ヒーターや、赤外線または近赤外線ヒーター等、特に限定されず、
支持部材２０７ａ及び転写体２０７の外部から転写体の蓄熱層を加熱できる装置であれば
よい。中でも、波長９００ｎｍ以上、２５００ｎｍ以下の近赤外線を含む電磁波を利用し
た加熱装置は、エネルギー効率や応答性等の観点から好ましい。
　このときに本発明にかかる転写体の蓄熱層が、付与された熱量を主に保持し、断熱層が
、保持した熱量が次工程の転写工程までの間に断熱層より下層に拡散するのを抑えること
になる。
　具体的な加熱温度は、中間画像の加熱による転写性の向上と熱による転写体の耐久性の
向上の観点から、７０℃以上１２０℃以下であることが好ましい。なお、１２０℃より高
い場合、転写体への熱によるダメージが発生し、転写体の耐久性が劣る場合がある。更に
、中間画像が変質してしまい、画質が劣化する場合がある。特に、インクや処理液が有機
酸や有機溶媒を含有し、転写体の表面層に付与された状態においては、熱によって転写体
の表面層と有機酸や有機溶媒の間で予期せぬ化学的・物理的相互作用が発生し、表面層の
変質や削れ、微細なクラック等の欠陥箇所が発生する場合がある。
【００２３】
［転写工程］
　加熱工程の次の工程として転写工程を行う。転写工程では、転写体２０７の表面に記録
媒体２０５を押圧して、中間画像を記録媒体２０５に転写させる。中間画像が加熱された
状態で転写工程を行うことで、転写性を向上させている。加熱工程での加熱温度を抑えつ
つ転写工程において良好な転写性を得るためには、中間画像の加熱工程から転写工程まで
の間は可能な限り短いことが望ましい。また、転写体の断熱層の厚さ及び熱伝導率、及び
蓄熱層の厚さ、熱伝導率及び体積比熱が本発明にかかる範囲を満たしていれば、加熱工程
で付与された熱を効率的に転写工程まで保持することができるため、良好な耐久性と画像
転写性を得ることができる。図２に例示した装置では押圧ローラー２０４を用いて転写体
２０７と記録媒体２０５を押圧することで中間画像を転写させている。この押圧直前の中
間画像の温度は、中間画像に含まれる成分の軟化温度以上であると効率的な転写が可能と
なる。例えば、インクや補助液が樹脂を含む場合には、樹脂の軟化温度等の樹脂を含む画
像が軟化し始めることにより転写性を向上させることができる温度以上に中間画像が加熱
されていることが好ましい。
　転写工程の前に、形成した中間画像から液体分を除去する工程を行っても良い。液体分
の除去を行う事により、転写工程において余剰液体がはみ出したりあふれ出したりして、
画像乱れや転写不良の原因となるのを防止できる。液体分の除去方法としては旧来から用
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いられている各種手法をいずれも好適に適用できる。具体的には、加熱による方法、低湿
空気を送風する方法、減圧する方法、吸収体を接触させる方法、またこれらを組み合わせ
る手法をいずれも好適に用いることができる。また、自然乾燥により液体分の除去を行う
ことも可能である。また、このような液体分を除去する工程が、中間画像を加熱する工程
を兼ねていても良い。
［クリーニング工程］
　また、転写体２０７は生産性の観点から繰り返し連続的に用いることがあり、その際に
は次の中間画像の形成を行う前に表面を再生することが好ましい。再生方法としては、旧
来から用いられている各種手法をいずれも好適に適用できる。転写体の表面にシャワー状
に洗浄液を当てる方法、濡らしたクリーニングローラーを転写体の表面に当接させ払拭す
る方法、洗浄液面に接触させる方法、転写体の表面に各種エネルギーを付与する方法など
も好適に使用できる。無論、これらを複数、組み合わせる手法も好適である。図２に例示
した装置における画像形成面再生用のクリーニング装置はクリーニングローラー２０６を
有し、転写体２０７の画像形成面に転写後に残留しているインク成分や紙粉等を、画像形
成面から取り除けるようになっている。
【００２４】
　以上のようにして画像供給装置から送信された画像データについての処理が終われば、
本画像形成手順は終了する。なお、追加工程として、転写後に画像記録が行われた記録媒
体を定着ローラーで加圧し、表面平滑性を高めるようにしても良い。またこの際、定着ロ
ーラーを加熱して画像に堅牢性を持たせるようにしても良い。
【実施例】
【００２５】
　以下、転写体及び画像記録方法の実施例及び比較例を挙げて、本発明をさらに具体的に
説明する。なお、本発明は、その要旨を超えない限り、下記の実施例によって限定される
ものではない。また、成分量に関して「部」及び「％」と記載しているものは特に断らな
い限り質量基準である。
　転写体を構成する各層の物性は以下の方法により求めた。
（Ａ）層の厚さ
　転写体の断面を電子顕微鏡にて観察し、断熱層、蓄熱層及び表面層の各層の厚みを測長
して、各層の厚さを求めた。
（Ｂ）熱伝導率
　断熱層及び蓄熱層の熱伝導率は、各層の構成材料をそれぞれ用いて測定用のテストピー
スを作製し、その熱伝導率測定装置（製品名：ＴＰＳ２５００Ｓ、Ｈｏｔ　Ｄｉｓｋ　Ａ
Ｂ社製）で測定することにより求めた。
（Ｃ）体積比熱
　蓄熱層の構成材料を用いて測定用のテストピースを作製し、その体積比熱を示差走査熱
量計（製品名：ＤＳＣ４０００、パーキンエルマー社製）で測定することにより求めた。
（Ｄ）弾性率
　断熱層、蓄熱層及び表面層の弾性率は、各層の構成材料をそれぞれ用いて測定用のテス
トピースを作製し、微小硬度計（製品名：フィッシャースコープＨＭ２０００、フィッシ
ャーインストルメンツ社製）で測定することにより求めた。
（Ｅ）近赤外線の吸収率
　蓄熱層の近赤外線の吸収率は、蓄熱層の構成材料を用いて測定用のテストピースを作製
し、その波長９００ｎｍ以上２５００ｎｍ以下の近赤外線の吸収率を、近赤外吸光光度計
（製品名：ＮＩＲ　Ｑｕｅｓｔ５１２－５．２、オーシャンオプティクス社製）を用いて
測定することにより求めた。
【００２６】
（実施例１）
［転写体の作製］
　綿糸を製織した第一の基布層、アクリロニトリルゴムを有するゴムスポンジ層、綿糸を
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の第二の基布層側の表面に、平均粒径が約６０μｍの中空微粒子を混合した未加硫のシリ
コーンゴムを真空撹拌脱泡機によって混合し、ナイフコーターを用いて０．５ｍｍの厚さ
で塗布した後、加硫を行い、断熱層を形成した。
　次いで、カーボンブラックを含むシリコーンゴム用黒色マスターバッチを５質量％の割
合でシリコーンゴムに添加し、更に平均粒径が約４μｍの球状アルミナ粒子を添加し、真
空撹拌脱泡機によって混合した。得られた混合物を、断熱層の表面にナイフコーターを用
いて０．２１ｍｍの厚さで塗布した後、加硫を行い、蓄熱層を形成した。
　次に、等モル量のグリシドキシプロピルトリエトキシシランとメチルトリエトキシシラ
ンを水に添加して得られた水溶液を、１００℃で２４時間還流撹拌した。得られたオルガ
ノシランの加水分解縮合物に、光カチオン硬化剤としてＡＤＥＫＡ製アデカアークルズＳ
Ｐ－１５０（商品名）をオルガノシランの加水分解縮合物に対して５質量％添加し、メチ
ルイソブチルケトンを溶媒としてオルガノシランの加水分解縮合物の含有量が２７質量％
となるように希釈してオルガノシランの加水分解縮合物溶液を得た。
　次いで、蓄熱層の表面に対して大気圧プラズマ処理装置を用いて親水化処理を行った。
上記のオルガノシランの加水分解縮合物溶液を親水化処理済みの蓄熱層表面にスリットコ
ーターを用いて塗布し、成膜した。その膜にＵＶランプ（装置名：ＦＵＳＩＯＮ　ＬＩＧ
ＨＴ　ＨＡＭＭＥＲ、Ａｌｐｈａ　ＵＶ　Ｓｙｓｔｅｍｓ製、ピーク波長：３６５ｎｍ、
積算光量：１７４０ｍＪ／ｃｍ２）にて紫外線を照射した後、オーブンで２時間１２０℃
に加熱して膜を硬化させ、表面層とした。そして、画像形成装置に取り付けるための金具
を装着させ、転写体Ａとした。
　転写体Ａの各物性値の測定結果を表１に示した。
（実施例２～１４）
　断熱層の中空微粒子の添加量や、蓄熱層のマスターバッチやアルミナ粒子の添加量、及
び各層の厚さを調整し、表１～表３に示す物性値を有する転写体ＢからＮを、転写体Ａと
同様にして作製した。
（比較例１～７）
　断熱層の中空微粒子の添加量や、蓄熱層のマスターバッチやアルミナ粒子の添加量、及
び各層の厚さを調整し、表４及び５に示す物性値を有する転写体ＯからＵを、転写体Ａと
同様にして作製した。
【００２７】
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【００２８】
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【表２】

 
【００２９】
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【表３】

 
【００３０】
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【表４】

 
【００３１】
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【表５】

 
【００３２】
（実施例１５）
　作製した転写体Ａを図２に示す構成を有する画像形成装置の支持部材２０７ａに装着し
て画像の形成を行った。
　ロールコーター２０１により転写体の表面に処理液を塗布した。処理液の調製方法及び
組成（質量基準）は以下のとおりである。
＜処理液の調製＞
　下記の各成分を混合し、十分撹拌した後、ポアサイズ３．０μｍのセルロースアセテー
トフィルター（アドバンテック製）にて加圧ろ過を行い、処理液を調製した。
・レブリン酸：４０．０部
・グリセリン：５．０部
・メガファックＦ４４４（商品名）：１．０部（界面活性剤、ＤＩＣ製）
・イオン交換水：５４．０部
　次いで、処理液が付与された転写体の表面に、転写体の表面と対向するように設けられ
たインクジェット記録ヘッドによって各色のインク及び転写補助液をこの順に付与した。
インク及び転写補助液の調製方法及び組成は以下のとおりである。なお、各色のインク用
として顔料を用いた。
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＜樹脂粒子の調製＞
　撹拌機、還流冷却装置、及び窒素ガス導入管を備えた四つ口フラスコに、ブチルメタク
リレート１８．０部、重合開始剤（２，２’－アゾビス（２－メチルブチロニトリル））
２．０部、及びｎ－ヘキサデカン２．０部を入れ、反応系に窒素ガスを導入し、０．５時
間撹拌した。このフラスコに、乳化剤（商品名：ＮＩＫＫＯＬ　ＢＣ１５、日光ケミカル
ズ製）の６．０％水溶液７８．０部を滴下して、０．５時間撹拌した。次いで、超音波照
射機で超音波を３時間照射することで、混合物を乳化させた。その後、窒素雰囲気下、８
０℃で４時間重合反応を行った。反応系を２５℃まで冷却した後、成分をろ過し、適量の
純水を添加して、樹脂粒子１（固形分）の含有量が２０．０％である樹脂粒子１の水分散
液を調製した。
＜樹脂水溶液の調製＞
　酸価が１５０ｍｇＫＯＨ／ｇで、重量平均分子量が８，０００のスチレン－アクリル酸
エチル－アクリル酸共重合体（樹脂１）を準備した。２０．０部の樹脂１を、その酸価と
等モルの水酸化カリウムで中和し、適量の純水を加え、樹脂（固形分）の含有量が２０．
０％である樹脂１の水溶液を調製した。
＜インクの調製＞
（顔料分散液の調製）
　顔料（カーボンブラック）１０．０部、樹脂１の水溶液１５．０部、及び純水７５．０
部を混合した。この混合物と、０．３ｍｍ径のジルコニアビーズ２００部を、バッチ式縦
型サンドミル（アイメックス製）に入れて、水冷しながら５時間分散させた。その後、遠
心分離して粗大粒子を除去し、ポアサイズ３．０μｍのセルロースアセテートフィルター
（アドバンテック製）にて加圧ろ過して、顔料の含有量が１０．０％、樹脂分散剤（樹脂
１）の含有量が３．０％の顔料分散液Ｋを調製した。
（インクの調製）
　下記表６に示す各成分を混合し、十分撹拌した後、ポアサイズ３．０μｍのセルロース
アセテートフィルター（アドバンテック製）にて加圧ろ過を行い、ブラックインクを調製
した。アセチレノールＥ１００（商品名）は川研ファインケミカル製の界面活性剤である
。
【００３３】
【表６】

 
【００３４】
＜転写補助液の調製＞
　下記の各成分を混合し、十分撹拌した後、ポアサイズ３．０μｍのセルロースアセテー
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・樹脂粒子１の水分散液：３０．０％
・樹脂１の水溶液：３．０％
・グリセリン：５．０％
・ジエチレングリコール：４．０％
・アセチレノールＥ１００（商品名、界面活性剤、川研ファインケミカル製）：１．０％
・イオン交換水：５７．０％
【００３５】
　処理液が付与された転写体上へのインク及び転写補助液の付与により、転写体の有する
表面層の画像形成面上に、中間画像が形成される。中間画像の吐出パターンとしては、記
録デューティが１００％のベタ画像を１ｃｍ×１ｃｍの範囲に形成した１００％ベタ画像
パターンを用いた。なお、上記画像記録装置では、解像度１，２００ｄｐｉ×１，２００
ｄｐｉで１／１，２００インチ×１／１，２００インチの単位領域に３．０ｎｇのインク
滴を１滴付与する条件を、記録デューティが１００％であると定義する。
　その後、転写体の表面と対向するように設けられた加熱装置２０３によって転写体及び
中間画像を加熱した。なお、加熱装置としては、温風ヒーターを用いた。次いで、押圧ロ
ーラー２０４で転写体に中間画像を押圧し、記録媒体２０５として用いたコート紙（日本
製紙製（株）製オーロラコート（商品名）、坪量７３．５ｇ／ｍ２）上に画像を転写した
。
　加熱装置により加熱した状態、記録媒体を接触させ押圧ローラーで押圧する直前の状態
、押圧ローラーで押圧した記録媒体を剥離した直後の状態、の各状態における転写体の表
面の温度を、放射温度計を用いて測定した。
　転写体を洗浄した後、同様の画像形成工程を１００００回繰り返し、１枚目と１０００
０枚目の画像を評価した。
　評価の基準は下記の通りとした。
ＡＡ：記録媒体への転写率が９５％以上
Ａ：記録媒体への転写率が９０％以上９５％未満
Ｂ：記録媒体への転写率が８０％以上９０％未満
Ｃ：記録媒体への転写率が８０％未満
　なお、転写工程後の転写体を光学顕微鏡にて観察し、中間画像の残存面積を算出し、［
１００－（中間画像の残存面積）／（中間画像の面積）］を算出することにより、記録媒
体への転写率を測定した。
　また、１００００回画像形成を行った後の転写体の表面を、光学顕微鏡を用いて観察し
た。
　評価の基準は下記の通りとした。
Ａ：観察範囲にクラック等のダメージが見られない。
Ｂ：観察範囲にクラック等のダメージがほとんど見られない。
Ｃ：観察範囲にクラック等のダメージが見られる。
（実施例１６～２９）
　転写体ＡからＮを用いたことと、加熱手段にピーク波長１５００ｎｍの近赤外線ヒータ
ー（ヘレウス（株）製ＺＫＢ６００／８０Ｇ（商品名））を用いたこと以外は実施例１５
と同様の方法で画像を形成し、評価した。
　評価結果を表７、８及び９に示す。
【００３６】
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【表７】

 
【００３７】

【表８】

 
【００３８】
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【表９】

 
【００３９】
（比較例８～１５）
　転写体ＯからＵを用いた以外は実施例１５～２９と同様の方法で画像を形成し、評価し
た。
　評価結果を表１０及び表１１に示す。
【００４０】
【表１０】

 
【００４１】
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【００４２】
（実施例３０）
　断熱層の中空微粒子の添加量や、蓄熱層のマスターバッチの添加量、及び各層の厚さを
調整し、さらに、フィラーとしてアルミナ粒子及びケイ素粒子を用い、このフィラーの添
加量を調整し、表１２に示す物性値を有する転写体Ｖを、転写体Ａと同様にして作製した
。
【００４３】
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【表１２】

 
【００４４】
（実施例３１）
　転写体Ｖを用いた以外は実施例１５と同様の方法で画像を形成し、評価した。
　評価結果を表１３に示す。
【００４５】

【表１３】
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【符号の説明】
【００４６】
１０１　表面層
１０２　蓄熱層
１０３　断熱層
２００　画像形成装置
２０１　ロールコーター（処理液付与装置）
２０２　インクジェット記録ヘッド
２０３　ヒーター（加熱装置）
２０４　押圧ローラー（転写ユニット）
２０５　記録媒体
２０６　クリーニングローラー（クリーニング装置）
２０７　転写体

【図１】

【図２】
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