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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　染料または顔料から選択される着色成分、一価または二価のＣ５～Ｃ１０の鎖長を有す
る分枝のアルコール、アセチレングリコール系界面活性剤、浸透性有機溶剤、保湿剤、樹
脂エマルジョン、および水を少なくとも含んでなり、前記一価または二価のＣ５～Ｃ１０
の鎖長を有する分枝のアルコール、前記アセチレングリコール系界面活性剤、浸透性有機
溶剤、および前記保湿剤が、互いに相溶する組み合わせから選択されるものであり、
　前記一価または二価のＣ５～Ｃ１０の鎖長を有する分枝のアルコールが、２－エチルー
１，３－ヘキサンジオール、２－メチル－１－ブタノール、およびネオペンチルアルコー
ルから選択されるものであり、
　前記浸透性有機溶剤が、トリエチレングリコールモノブチルエーテル、ジエチレングリ
コールモノブチルエーテル、ｉｓｏ－プロピルアルコール、および２－ブタノールから選
択されるものであり、
　前記保湿剤が、ジエチレングリコール、トリエチレングリコール、トリメチロールプロ
パン、２－ピロリドン、１，２－ヘキサンジオール、および１，２－オクタンジオールか
ら選択されるものであり、
　前記一価または二価のＣ５～Ｃ１０の鎖長を有する分枝のアルコールが、インク全重量
に対して２～５重量％含まれ、前記アセチレングリコール系界面活性剤が、インク全重量
に対して０．５～１．５重量％含まれ、前記浸透性有機溶剤が、インク全重量に対して２
～５重量％含まれ、前記保湿剤が、インク全重量に対して１１～１６重量％含まれる、水
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性インク組成物。
【請求項２】
　前記樹脂エマルジョンのガラス転移温度が２０℃以上である、請求項１に記載の水性イ
ンク組成物。
【請求項３】
　２５℃におけるインクの粘度が５～２０ｃＰｓである、請求項１または２に記載の水性
インク組成物。
【請求項４】
　前記染料が、酸性染料、直接染料、反応性染料、および塩基性染料から選択されるもの
である、請求項１～３いずれか一項に記載の水性インク組成物。
【請求項５】
　前記顔料が、水溶性樹脂により分散されたカーボンブラックである、請求項１～４のい
ずれか一項に記載の水性インク組成物。
【請求項６】
　前記顔料が、水溶性樹脂により分散された有機顔料である、請求項１～５のいずれか一
項に記載の水性インク組成物。
【請求項７】
　前記顔料が、表面改質され、分散剤なしにインク中に分散することができる表面処理顔
料である、請求項１～６のいずれか一項に記載の水性インク組成物。
【請求項８】
　前記表面処理顔料が、カーボンブラックを表面処理したものである、請求項７に記載の
水性インク組成物。
【請求項９】
　前記表面処理顔料が、有機顔料を表面処理したものである、請求項７に記載の水性イン
ク組成物。
【請求項１０】
　請求項１～９のいずれか一項に記載の水性インク組成物の液滴を吐出して、前記液滴を
記録媒体に付着させて記録を行なうインクジェット記録方法。
【請求項１１】
　請求項１～９のいずれか一項に記載の水性インク組成物をインクジェット記録方法にて
印刷した記録物。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、染料または顔料から選択される着色成分と、アルコールと、界面活性剤およ
び／または浸透性有機溶剤と、保湿剤と、樹脂エマルジョンと、水、とを含んでなる水性
インク組成物に関する。
【発明の背景】
【０００２】
　インクジェット記録方法は、インクの小滴を飛翔させ、紙等の記録媒体に付着させて印
刷を行なう印刷方法である。この方法は、比較的安価な装置で高解像度、高品位な画像を
高速で印刷可能であるという特徴を有する。
【０００３】
　インクジェット記録方法に使用されるインク組成物は、水を主成分とし、これに着色成
分および目詰まり防止等の目的でグリセリン等の保湿剤を含有したものが一般的である。
インクジェット記録用インク組成物に用いられる着色成分としては、色剤の彩度の高さ、
利用できる色剤の種類の豊富さ、水への溶解性等の理由から水溶性染料が数多く使用され
ている。
【０００４】
　また、水溶性染料では実現が難しい記録物の耐光性、耐ガス性、耐水性等の耐候性を向
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上させるため、近年、インクジェット記録用水性インクの着色成分として顔料を用いるこ
とが検討されている。
【０００５】
　インクジェット記録用の水性インクは、鮮明な画像を得るために、高い発色性や滲みの
少ないこと等の印字特性、高速印字に対応できる高い浸透特性、そしてヘッドノズルから
の吐出が曲がったりしない吐出安定特性などを同時に満足することが求められる。
【０００６】
　しかしながら、インクの浸透性を高めすぎると、記録媒体の中までインクが浸透してし
まうため、記録媒体表面にインクが残存しにくくなり、塗りつぶし画像の均一性が損なわ
れる。また、使用する水溶性有機溶剤や界面活性剤の組み合わせによっては吐出が不安定
になる。
【０００７】
　このような問題に対して、特開平４－２３９０６８号公報（特許文献１）や特開平６－
３２２３０７号公報（特許文献２）には、アセチレングリコール型界面活性剤を用いるこ
とにより、インクの記録媒体への浸透性を制御することが提案されている。また、特開２
００３－３１００号公報（特許文献３）や特開２００３－１９２９６９号公報（特許文献
４）には、記録媒体に対する浸透性を改善するために、一価または二価の特定鎖長を有す
る分枝のアルコール添加することが提案されている。さらに、特開２００３－９６３４５
号公報（特許文献５）等には、特定の二価のアルコールと浸透剤とを含む所定粘度のイン
ク組成物が開示されている。
【０００８】
　ところで、インクジェット記録方法に用いる水性インク組成物には、着色成分以外にも
インクに求められる種々の特性を最適化するために各種の添加剤、特に水溶性有機溶剤が
添加される。水溶性有機溶剤として、例えば、乾燥を防ぐための保湿剤、浸透性を抑制す
るための浸透性有機溶剤や界面活性剤、ｐＨを調整する有機アミン等がインク中に添加さ
れる。
【０００９】
　しかしながら、一価または二価の特定鎖長を有する分枝のアルコールを用いると、同時
に使用される他の有機溶剤や界面活性剤の組み合わせによっては吐出が不安定になる場合
があった。また、普通紙での発色性の改善が求められていた。
【特許文献１】特開平４－２３９０６８号公報
【特許文献２】特開平６－３２２３０７号公報
【特許文献３】特開２００３－３１００号公報
【特許文献４】特開２００３－１９２９６９号公報
【特許文献５】特開２００３－９６３４５号公報
【発明の概要】
【００１０】
　本発明者らは今般、特定のアルコールとアセチレングリコール系界面活性剤および／ま
たは浸透性有機溶剤と保湿剤とを組み合わせることにより、吐出安定性に優れるとともに
、均一に記録媒体に印字できる、との知見を得た。本発明はかかる知見によるものである
。
【００１１】
　よって、本発明の目的は、吐出安定性に優れるとともに、均一に記録媒体に印字できる
水性インク組成物を提供することにある。
【００１２】
　そして、本発明による水性インク組成物は、染料または顔料から選択される着色成分、
一価または二価のＣ５～Ｃ１０の鎖長を有する分枝のアルコール、アセチレングリコール
系界面活性剤および／または浸透性有機溶剤、保湿剤、ならびに水を少なくとも含んでな
り、前記一価または二価のＣ５～Ｃ１０の鎖長を有する分枝のアルコール、前記アセチレ
ングリコール系界面活性剤および／または浸透性有機溶剤、ならびに前記保湿剤が、互い
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に相溶する組み合わせから選択されるものである。
【００１３】
　本発明によれば、上記の特定のアルコールとアセチレングリコール系界面活性剤および
／または浸透性有機溶剤と保湿剤とを組み合わせることにより、吐出安定性に優れるとと
もに、均一に記録媒体に印字できる水性インクが実現できる。
【００１４】
　本発明によれば、インクの各成分である、一価または二価のＣ５～Ｃ１０の鎖長を有す
る分枝のアルコール、アセチレングリコール系界面活性剤および／または浸透性有機溶剤
、ならびに保湿剤が、互いに完全に溶解することで、インクジェットノズル先端部分に不
溶物が出来にくくなり、インク液滴の曲がりや詰まりを防止できる。また、このような互
いに相溶する組み合わせの成分からなるインクであれば、ノズル先端に偶発的に残存した
インクが乾燥した場合であっても、インクが供給されれば乾燥物を再溶解することができ
る。そのため、インク液滴の曲がりや詰まりを有効に防止できる。特に、それ自身が溶解
しない顔料を着色成分とした場合に、とりわけ有効に、インク液滴の曲がりや詰まりを防
止できる。
【発明の具体的説明】
【００１５】
　本発明の水性インク組成物は、着色成分、一価または二価のＣ５～Ｃ１０の鎖長を有す
る分枝のアルコール、アセチレングリコール系界面活性剤および／または浸透性有機溶剤
、保湿剤、および水を必須の構成成分とし、前記一価または二価のＣ５～Ｃ１０の鎖長を
有する分枝のアルコール、前記アセチレングリコール系界面活性剤および／または浸透性
有機溶剤、ならびに前記保湿剤が、互いに相溶する組み合わせから選択されるものである
。ここで、「互いに相溶する組み合わせ」とは、インク組成物を構成する各成分の中で、
着色成分を除いた成分である、水、一価または二価のＣ５～Ｃ１０の鎖長を有する分枝の
アルコール、アセチレングリコール系界面活性剤および／または浸透性有機溶剤、ならび
に、保湿剤の混合物が完全に溶解するような、各材料とそれら各材料の比率との組み合わ
せを意味する。
【００１６】
　以下、本発明による水性インク組成物を構成する各成分について説明する。
【００１７】
　一価または二価のＣ５～Ｃ１０の鎖長を有する分枝のアルコール
　一価または二価のＣ５～Ｃ１０の鎖長を有する分枝のアルコールは、浸透成分として優
れた特性を有し、このような特定のアルコールを含む水性インク組成物は、記録媒体の種
類によらず、濡れ性および浸透速度を概ね同等とすることができる。
【００１８】
　本発明で用いられる一価のＣ５～Ｃ１０の鎖長を有する分枝のアルコールとしては、２
－メチル－１－ブタノール、２－エチル－１－ブタノール、３－メチル－２－ブタノール
、ｔｅｒｔ－ペンチルアルコール、ネオペンチルアルコール、２，３－ジメチル－２－ブ
タノール、３，３－ジメチル－２－ブタノール、２，４－ジメチル－３－ペンタノール、
３－エチル－３－ペンタノール、２－メチル－２－ペンタノール、４－メチル－２－ペン
タノール、２，４，４－トリメチル－１－ペンタノール、２，２－ジメチル－３－ペンタ
ノール、４－メチル－１－ペンタノール、３－メチル－２－ペンタノール、２－メチル－
３－ペンタノール、３－メチル－１－ペンタノール、２－エチルヘキサノール、２－メチ
ル－２－ヘキサノール、２－メチル－３－ヘキサノール等が挙げられる。
【００１９】
　本発明で用いられる二価のＣ５～Ｃ１０の鎖長を有する分枝のアルコールとしては、２
－メチル－２－プロピル－１，３－プロパンジオール、２－ブチル－２－エチル－１，３
－プロパンジオール、２，２－ジエチル－１，３プロパンジオール、２，２，３－トリメ
チル－１，３－プロパンジオール、２，２－ジメチル－１，３－プロパンジオール、２，
２－ジエチル－１，３プロパンジオール、３，３－ジメチル－１，２－ブタンジオール、
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２－メチル－２，４－ペンタンジオール、２，２，４－トリメチル－１，３－ペンタンジ
オール、２，５－ジメチル－２，５－ヘキサンジオール、２－エチルー１，３－ヘキサン
ジオール等が挙げられる。
【００２０】
　本発明においては、上記のアルコールのなかでも、２－エチルー１，３－ヘキサンジオ
ールが好ましい。２－エチルー１，３－ヘキサンジオールは、インクの乾燥を抑制する保
湿剤としての機能も併せ持つ。従って、後述するような保湿剤の添加を必要としなくなる
ため、インク中の水以外の溶剤使用量を少なくすることができる。その結果、インク中の
着色成分の含有量を増加することができ、発色性の高い水性インクを実現できる。
【００２１】
　本発明の一価または二価のＣ５～Ｃ１０の鎖長を有する分枝のアルコールの添加量は、
インク全量に対して０．１～１０重量％が好ましく、より好ましくは０．５～５重量％で
ある。添加量が０．１重量％未満であると、水性インク組成物の浸透性・乾燥性が乏しく
なってしまい、鮮明な画像が得られにくい。一方、１０重量％より多く添加すると、イン
ク中で安定に溶解せず、インクの保存安定性、インクジェットのノズルの目詰まりや、吐
出の不安定を起こす等の信頼性に不具合が生じる場合がある。
【００２２】
　アセチレングリコール系界面活性剤
　本発明による水性インク組成物は、上記の一価または二価のＣ５～Ｃ１０の鎖長を有す
る分枝のアルコールに加えて、アセチレングリコール系界面活性剤を含む。アセチレング
リコール系界面活性剤は、以下に説明する浸透性有機溶剤と同様に、記録媒体へのインク
浸透性を向上させるための添加剤である。また、アセチレングリコール系界面活性剤のな
かでも、アセチレングリコール系ノニオン性界面活性剤は、起泡性が少ないかまたは無い
という特性を有するため、水性インク組成物をインクジェット記録方法に適用する際に特
に有用である。本発明における好ましいアセチレングリコール系ノニオン性界面活性剤の
具体例としては、Ａｉｒ　Ｐｒｏｄｕｃｔｓ　ａｎｄ　Ｃｈｅｍｉｃａｌｓ．　Ｉｎｃ．
社製のサーフィノール６１、８２、１０４、４４０、４６５、４８５、またはＴＧ、日信
化学工業株式会社製のオルフィンＳＴＧ、オルフィンＥ１０１０等が挙げられる。
【００２３】
　このアセチレングリコール系ノニオン性界面活性剤の添加量は、所望のインク乾燥時間
により適宜決定されてよいが、インク全量に対して０．０１重量％～１０重量％が好まし
い。
【００２４】
　本発明においては、水溶性の低いアセチレングリコール系界面活性剤であっても、他の
インク成分と互いに相溶することから、インク中の添加量を増やすことができる。
【００２５】
　またこれらアセチレングリコール系界面活性剤は、一価または二価のＣ５～Ｃ１０の鎖
長を有する分枝のアルコールと併用することにより、記録媒体の種類によらずインクの濡
れ性や浸透速度が向上するため、浸透性や乾燥性がとりわけ優れるという特徴を有する。
【００２６】
　浸透性有機溶剤
　本発明による水性インク組成物は、上記の一価または二価のＣ５～Ｃ１０の鎖長を有す
る分枝のアルコールに加えて、浸透性有機溶剤を含む。ここで、「浸透性有機溶剤」とは
、記録媒体へのインク浸透性を速めるための添加剤を意味し、このような浸透性有機溶剤
は、所望のインク乾燥時間を考慮して適宜選択することができる。
【００２７】
　浸透性有機溶剤としては、多価アルコールのグリコールモノエーテル誘導体、１，２－
アルキルジオール類から選択されるものであることが好ましく、このような浸透性有機溶
剤は水性インク組成物の表面張力を低下させる機能を有するが、本発明においては、上記
の特定のアルコールおよびアセチレングリコール系界面活性剤と、この浸透性有機溶媒と
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を併用することにより、記録媒体の種類によらずインクの濡れ性や浸透速度が向上するた
め、浸透性や乾燥性がとりわけ優れるという特徴を有する。また、これらの三成分を組み
合わせることにより、着色成分の種類によらずに発色性の高い鮮明な画像を実現できる。
【００２８】
　１，２－アルキルジオール類としては、ブタンジオール、ペンタンジオール、ヘキサン
ジオール、ヘプタンジオール、オクタンジオール等の炭素数が４～８の１，２－アルキル
ジオールが好ましい。炭素数６～８の１，２－ヘキサンジオール、１，２－ヘプタンジオ
ール、１，２－オクタンジオールは、記録媒体への浸透性が強く、特に好ましい。これら
１，２－アルキルジオールの添加量は、水性インク組成物全量に対して０．２５重量％～
５重量％の範囲で添加することが好ましい。
【００２９】
　多価アルコールのグリコールモノエーテル誘導体としては、特にアルキルの炭素数は３
以上の多価アルコールの誘導体が好ましい。具体的には、エチレングリコールモノブチル
エーテル、ジエチレングリコールモノ－ｎ－プロピルエーテル、エチレングリコールモノ
－ｉｓｏ－プロピルエーテル、ジエチレングリコールモノ－ｉｓｏ－プロピルエーテル、
エチレングリコールモノ－ｎ－ブチルエーテル、エチレングリコールモノ－ｔ－ブチルエ
ーテル、ジエチレングリコールモノ－ｎ－ブチルエーテル、トリエチレングリコールモノ
－ｎ－ブチルエーテル、ジエチレングリコールモノ－ｔ－ブチルエーテル、１－メチル－
１－メトキシブタノール、プロピレングリコールモノ－ｔ－ブチルエーテル、プロピレン
グリコールモノ－ｎ－プロピルエーテル、プロピレングリコールモノ－ｉｓｏ－プロピル
エーテル、プロピレングリコールモノ－ｎ－ブチルエーテル、ジプロピレングリコールモ
ノ－ｎ－ブチルエーテル、ジプロピレングリコールモノ－ｎ－プロピルエーテル、ジプロ
ピレングリコールモノ－ｉｓｏ－プロピルエーテル等が挙げられる。
【００３０】
　多価アルコールのグリコールモノエーテル誘導体の添加量は、インク全量に対して０．
５～１５重量％の範囲であるのが好ましい。
【００３１】
　また、浸透性有機溶剤の好ましい他の例としては、メタノール、エタノール、ｎ－プロ
ピルアルコール、ｉｓｏ－プロピルアルコール、２，２－ジメチル－１－プロパノール、
ｎ－ブタノール、２－ブタノール、ｔｅｒｔ－ブタノール、ｉｓｏ－ブタノール、２－メ
チル－１－ブタノール、３－メチル－１－ブタノール、３－メチル－２－ブタノール、ｎ
－ペンタノール、２－ペンタノール、３－ペンタノール、ｔｅｒｔ－ペンタノール等の水
可溶性の一価アルコール類が挙げられる。これら一価アルコールの添加量はインク全量に
対して０．５～１０重量％の範囲であるのが好ましい。
【００３２】
　上記した浸透性有機溶剤は単独で用いてもよく、また複数を混合して用いてもよい。特
に、異なる構造を有する浸透溶剤を複数併用することにより、異なる浸透性・発色性を示
す種々の記録媒体に対しても同様の画質を得ることができるため、記録媒体種対応性の観
点から好ましい。なお、乾燥時間が比較的長い水性インク組成物とする場合は、後述する
ような表面張力の比較的小さい保湿剤を、浸透性有機溶剤の代用として用いることもでき
る。この場合、上記の浸透性有機溶剤を添加せずに水性インク組成物を構成してもよい。
【００３３】
　保湿剤
　本発明による水性インク組成物に使用される保湿剤は、インクの乾燥を抑制するために
添加されるものである。保湿剤を添加することにより、プリンタヘッドノズル先端の乾燥
による水分蒸発を抑制し、水性インクの凝集・固化を抑制することができる。
【００３４】
　本発明においては、少なくとも上記した一価または二価のＣ５～Ｃ１０の鎖長を有する
分枝のアルコール、アセチレングリコール系界面活性剤、および浸透性有機溶剤と相溶す
る保湿剤を少なくとも一種類含む。このような保湿剤としては、特に融点が３０℃以上の
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１，６－ヘキサンジオール、１，８－オクタンジオール、２，２－ジメチル－１，３－プ
ロパンジオール、２，２－ジエチル－１，３－プロパンジオール等のジオール類、トリメ
チロールエタン、トリメチロールプロパン等、ε－カプロラクタム等のラクタム類、尿素
、チオ尿素、エチレン尿素等の尿素誘導体から選択されるものであることが好ましい。融
点が３０℃以上の水溶性保湿剤を用いることにより、一価または二価のＣ５～Ｃ１０の鎖
長を有する分枝のアルコール、アセチレングリコール系界面活性剤、および浸透性有機溶
剤が互いに相溶し易くなる。
【００３５】
　さらに、その他の保湿剤を、融点が３０℃以上の水溶性保湿剤の保湿能力を補助する目
的で複数の保湿剤を併用して用いてもよい。
【００３６】
　その他の保湿剤としては、グリセリンやエチレングリコール、ジエチレングリコール、
トリエチレングリコール、テトラエチレングリコール、ポリエチレングリコール、プロピ
レングリコール、ジプロピレングリコール、ポリプロピレングリコール、１，３－プロパ
ンジオール、１，４－ブタンジオール、１，５－ペンタンジオール、２，３－ブタンジオ
ール、２－メチル－２，４－ペンタンジオール、１、２、６－ヘキサントリオール、ペン
タエリスリトール等のポリオール類、グルコース、マンノース、フルクトース、リボース
、キシロース、アラビノース、ガラクトース、アルドン酸、グルシトール、（ソルビット
）、マルトース、セロビオース、ラクトース、スクロース、トレハロース、マルトトリオ
ース等の単糖類、二糖類、オリゴ糖類および多糖類およびこれらの糖類の誘導体としては
、前記した糖類の還元糖、酸化糖、アミノ酸、チオ糖等が挙げられる。
【００３７】
　これら保湿剤の添加量はインク全量に対して、１～４０重量％であることが好ましく、
より好ましくは１～３０重量％である。
【００３８】
　これらの保湿剤は、他のインク成分を含むインク組成物とした場合に、２５℃でのイン
ク粘度が２５ｃＰｓ以下、好ましくは５～２０ｃＰｓとなるように、適宜添加量を調製す
ることが好ましい。
【００３９】
　樹脂エマルジョン
　本発明による水性インク組成物は、樹脂エマルジョンを含んでなることが好ましい。上
記成分、すなわち、着色成分、一価または二価のＣ５～Ｃ１０の鎖長を有する分枝のアル
コール、アセチレングリコール系界面活性剤および／または浸透性有機溶剤、保湿剤、な
らびに水を含む水性インクに、樹脂エマルジョンを添加することにより、着色剤の定着性
が向上するだけでなく、普通紙でのベタ均一性や発色性も格段に向上する。すなわち、上
記した各成分と樹脂エマルジョンとを組み合わせることにより、吐出安定性に優れるとと
もに、均一に記録媒体に印字でき、かつ普通紙での印字品質、とりわけ発色性と定着性と
に優れる水性インクが実現できる。ここで、樹脂エマルジョンとは、連続相が水であり、
分散相が次のような樹脂成分であるエマルジョンを意味する。
【００４０】
　本発明においては、樹脂エマルジョンのガラス転移温度は、２０℃以上であることが好
ましい。このようなガラス転移温度を有する樹脂エマルジョンを用いることにより、発色
性がさらに向上する。
【００４１】
　分散相の樹脂成分としては、アクリル系樹脂、メタクリル系樹脂、スチレン系樹脂、ウ
レタン系樹脂、アクリルアミド系樹脂、エポキシ系樹脂からなる群より選択される１種ま
たは２種以上であることが好ましい。これらの樹脂はホモポリマーとして使用されても良
く、またコポリマーして使用されても良い。
【００４２】
　本発明において使用される樹脂エマルジョンは、分散相としての樹脂が微粒子の形態で
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あることが好ましい。
【００４３】
　樹脂微粒子としては、単粒子構造のものを用いてもよく、また、コア部とそれを囲むシ
ェル部とからなるコア・シェル構造を有する樹脂微粒子を用いてもよい。ここで「コア・
シェル構造」とは、組成の異なる２種以上のポリマーが粒子中に相分離して存在する形態
を意味する。従って、シェル部がコア部を完全に被覆している形態のみならず、コア部の
一部を被覆しているものであっても良い。また、シェル部ポリマーの一部がコア粒子内に
ドメインなどを形成しているものであっても良い。さらに、コア部とシェル部の中間にさ
らにもう一層以上、組成の異なる層を含む３層以上の多層構造を持つものであっても良い
。
【００４４】
　本発明において用いられる樹脂エマルジョンは、公知の乳化重合によって得ることがで
きる。すなわち、不飽和ビニル単量体（不飽和ビニルモノマー）を重合開始剤および乳化
剤を存在させた水中において乳化重合することによって得ることができる。
【００４５】
　不飽和ビニル単量体としては、一般的に乳化重合で使用されるアクリル酸エステル単量
体類、メタクリル酸エステル単量体類、芳香族ビニル単量体類、ビニルエステル単量体類
、ビニルシアン化合物単量体類、ハロゲン化単量体類、オレフィン単量体類、ジエン単量
体類等が挙げられる。
【００４６】
　具体例としては、メチルアクリレート、エチルアクリレート、イソプロピルアクリレー
ト、ｎ－ブチルアクリレート、イソブチルアクリレート、ｎ－アミルアクリレート、イソ
アミルアクリレート、ｎ－ヘキシルアクリレート、２－エチルヘキシルアクリレート、オ
クチルアクリレート、デシルアクリレート、ドデシルアクリレート、オクタデシルアクリ
レート、シクロヘキシルアクリレート、フェニルアクリレート、ベンジルアクリレート、
グリシジルアクリレート等のアクリル酸エステル類；メチルメタクリレート、エチルメタ
クリレート、イソプロピルメタクリレート、ｎ－ブチルメタクリレート、イソブチルメタ
クリレート、ｎ－アミルメタクリレート、イソアミルメタクリレート、ｎ－ヘキシルメタ
クリレート、２－エチルヘキシルメタクリレート、オクチルメタクリレート、デシルメタ
クリレート、ドデシルメタクリレート、オクタデシルメタクリレート、シクロヘキシルメ
タクリレート、フェニルメタクリレート、ベンジルメタクリレート、グリシジルメタクリ
レート等のメタクリル酸エステル類；および酢酸ビニル等のビニルエステル類；アクリロ
ニトリル、メタクリロニトリル等のビニルシアン化合物類；塩化ビニリデン、塩化ビニル
等のハロゲン化単量体類；スチレン、α－メチルスチレン、ビニルトルエン、ｔ－ブチル
スチレン、クロルスチレン、ビニルアニソール、ビニルナフタレン等の芳香族ビニル単量
体類；エチレン、プロピレン等のオレフィン類；ブタジエン、クロロプレン等のジエン類
；ビニルエーテル、ビニルケトン、ビニルピロリドン等のビニル単量体類；アクリル酸、
メタクリル酸、イタコン酸、フマール酸、マレイン酸等の不飽和カルボン酸類；アクリル
アミドおよびＮ，Ｎ’－ジメチルアクリルアミド等のアクリルアミド類；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－ヒドロキシエチルメタ
クリレート、および２－ヒドロキシプロピルメタクリレート等の水酸基含有単量体類が挙
げられる。
【００４７】
　また本発明においては、上記モノマー由来の分子として、重合可能な二重結合を二つ以
上有する架橋性単量体によって架橋された構造を有するものを使用することができる。重
合可能な二重結合を二つ以上有する架橋性単量体としては、ポリエチレングリコールジア
クリレート、トリエチレングリコールジアクリレート、１，３－ブチレングリコールジア
クリレート、１，６－ブチレングリコ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、ネオペンチルグリコ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、ポリプロピレングリコールジアクリレート、２，２’－ビス（４－アクリロキ
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シプロピロキシフェニル）プロパン、２，２’－ビス（４－アクリロキシジエトキシフェ
ニル）プロパン等のジアクリレート化合物、トリメチロールプロパントリアクリレート、
トリメチロールエタントリアクリレート、テトラメチロールメタントリアクリレート等の
トリアクリレート化合物、ジトリメチロールテトラアクリレート、テトラメチロールメタ
ンテトラアクリレート、ペンタエリスリトールテトラアクリレート等のテトラアクリレー
ト化合物、ジペンタエリスリトールヘキサアクリレート等のヘキサアクリレート化合物、
エチレングリコールジメタクリレート、ジエチレングリコールジメタクリレート、トリエ
チレングリコールジメタクリレート、ポリエチレングリコールジメタクリレート、１，３
－ブチレングリコールジメタクリレート、１，４－ブチレングリコールジメタクリレート
、１，６－ヘキサンジオールジメタクリレート、ネオペンチルグリコールジメタクリレー
ト、ジプロピレングリコールジメタクリレート、ポリプロピレングリコールジメタクリレ
ート、ポリブチレングリコールジメタクリレート、２，２’－ビス（４－メタクリロキシ
ジエトキシフェニル）プロパン等のジメタクリレート化合物、トリメチロールプロパント
リメタクリレート、トリメチロールエタントリメタクリレート等のトリメタクリレート化
合物、メチレンビスアクリルアミド、ジビニルベンゼンが挙げられ、これらを単独または
２種以上混合して使用する事ができる。
【００４８】
　また、コア・シェル構造の樹脂微粒子は、公知の手法により、一般的には多段階の乳化
重合などによって製造される。例えば、特開平４－７６００４号公報で開示されている方
法によって製造することができる。重合に用いられる不飽和ビニル単量体の例としては、
上記したものが同様に挙げられる。
【００４９】
　また、上記のコア部へのエポキシ基の導入は、エポキシ基を有する不飽和ビニル単量体
として、グリシジルアクリレート、グリシジルメタクリレート、アリルグリシジルエーテ
ル等を他の不飽和ビニル単量体と共重合する方法、あるいは一種以上の不飽和ビニル単量
体を重合してコア粒子を調製する際にエポキシ化合物を同時に添加し、複合化させる方法
を挙げることができる。重合の容易さや重合安定性等の点から前者の方法が好ましい。
【００５０】
　また、乳化重合の際に使用される重合開始剤、乳化剤、分子量調整剤は常法に準じて使
用する。
【００５１】
　重合開始剤としては、通常のラジカル重合に用いられるものと同様のものが用いられ、
例えば、過硫酸カリウム、過硫酸アンモニウム、過酸化水素、アゾビスイソブチロニトリ
ル、過酸化ベンゾイル、過酸化ジブチル、過酢酸、クメンヒドロパーオキシド、ｔ－ブチ
ルヒドロキシパーオキシド、パラメンタンヒドロキシパーオキシド等が挙げられる。特に
、前述の如く、重合反応を水中で行う場合には、水溶性の重合開始剤が好ましい。
【００５２】
　乳化剤としては、例えば、ラウリル硫酸ナトリウムの他、一般にアニオン界面活性剤、
ノニオン界面活性剤または両性界面活性剤として用いられているもの、およびこれらの混
合物が挙げられ、これらを単独または２種以上混合して使用することができる。
【００５３】
　樹脂エマルジョンを乳化重合により製造する場合、特にアニオン性の樹脂微粒子から構
成される樹脂エマルジョンを乳化重合により製造する場合は、樹脂微粒子表面にはカルボ
キシル基やスルホン酸基のような負の極性基が存在するためｐＨが酸性側に傾き、粘度上
昇や凝集が起こりやすい。そこで通常は塩基性物質による中和が行われる。この塩基性物
質としては、アンモニア、有機アミン類、無機水酸化物等を用いることができる。ポリマ
ーエマルジョンおよび水性インク組成物の長期保存安定性、吐出安定性の観点から、この
中でも特に一価の無機水酸化物（水酸化カリウム、水酸化ナトリウム、水酸化リチウム）
が好ましい。上記中和剤の添加量は、ポリマーエマルジョンのｐＨが７．５～９．５の範
囲、好ましくは７．５～８．５の範囲となるように適宜決定される。
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【００５４】
　本発明において、樹脂エマルジョンは微粒子粉末として水性インク組成物中の他の成分
と混合されても良いが、樹脂微粒子を水媒体に分散させて、樹脂エマルジョンの形態とし
た後、水性インク組成物の他の成分と混合することがより好ましい。
【００５５】
　インク組成物の長期保存安定性、吐出安定性の観点から、本発明に好ましい樹脂微粒子
の粒径は５～４００ｎｍの範囲であり、より好ましくは５０～２００ｎｍの範囲である。
【００５６】
　本発明において、上記樹脂は水性インク組成物全量に対して０．１～３０重量％の範囲
で含まれることが好ましく、０．３～１５重量％の範囲で含まれることがより好ましい。
０．１重量％未満であるときには所望される定着性が不充分である場合があり、３０重量
％よりも多いときには急激な粘度上昇、吐出不安定等の不具合が発生する恐れがある。
【００５７】
　着色成分
　着色成分としては、染料、または、水溶性樹脂により分散された顔料、もしくは表面改
質された樹脂なしに分散する表面処理顔料が挙げられる。
【００５８】
　染料としては、特にその種類を限定することなく、水に可溶な有機性有色物質であり、
カラーインデックスにおいて酸性染料、直接染料、反応性染料、可溶性建染染料または食
品用色素に分類されているものを好適に使用できる。また、中性の水に不溶であってもア
ルカリ水に可溶であれば、カラーインデックスにおいて油溶染料、塩基性染料に分類され
る着色剤を用いることもできる。
【００５９】
　具体的には、黄色系染料として、Ｃ．Ｉ．アシッドイエロー１、３、１１、１７、１９
、２３、２５、２９、３６、３８、４０、４２、４４、４９、５９、６１、７０、７２、
７５、７６、７８、７９、９８、９９、１１０、１１１、１２７、１３１、１３５、１４
２、１６２、１６４、１６５、Ｃ．Ｉ．ダイレクトイエロー１、８、１１、１２、２４、
２６、２７、３３、３９、４４、５０、５８、８５、８６、８７、８８、８９、９８、１
１０、１３２、１４２、１４４、Ｃ．Ｉ．リアクティブイエロー１、２、３、４、６、７
、１１、１２、１３、１４、１５、１６、１７、１８、２２、２３、２４、２５、２６、
２７、３７、４２、Ｃ．Ｉ．フードイエロー３、４、Ｃ．Ｉ．ソルベントイエロー１５、
１９、２１、３０、１０９等が挙げられる。
【００６０】
　また、赤色系染料として、Ｃ．Ｉ．アシッドレッド１、６、８、９、１３、１４、１８
、２６、２７、３２、３５、３７、４２、５１、５２、５７、７５、７７、８０、８２、
８５、８７、８８、８９、９２、９４、９７、１０６、１１１、１１４、１１５、１１７
、１１８、１１９、１２９、１３０、１３１、１３３、１３４、１３８、１４３、１４５
、１５４、１５５、１５８、１６８、１８０、１８３、１８４、１８６、１９４、１９８
、２０９、２１１、２１５、２１９、２４９、２５２、２５４、２６２、２６５、２７４
、２８２、２８９、３０３、３１７、３２０、３２１、３２２、Ｃ．Ｉ．ダイレクトレッ
ド１、２、４、９、１１、１３、１７、２０、２３、２４、２８、３１、３３、３７、３
９、４４、４６、６２、６３、７５、７９、８０、８１、８３、８４、８９、９５、９９
、１１３、１９７、２０１、２１８、２２０、２２４、２２５、２２６、２２７２２８、
２２９、２３０、２３１、Ｃ．Ｉ．リアクティブレッド１、２、３、４、５、６、７、８
、１１、１２、１３、１５、１６、１７、１９、２０、２１、２２、２３、２４、２８、
２９、３１、３２、３３、３４、３５、３６、３７、３８、３９、４０、４１、４２、４
３、４５、４６、４９、５０、５８、５９、６３、６４、Ｃ．Ｉ．ソルビライズレッド１
、Ｃ．Ｉ．フードレッド７、９、１４等が挙げられる。
【００６１】
　また、青色系染料として、Ｃ．Ｉ．アシッドブルー１、７、９、１５、２２、２３、２
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５、２７、２９、４０、４１、４３、４５、５４、５９、６０、６２、７２、７４、７８
、８０、８２、８３、９０、９２、９３、１００、１０２、１０３、１０４、１１２、１
１３、１１７、１２０、１２６、１２７、１２９、１３０、１３１、１３８、１４０、１
４２、１４３、１５１、１５４、１５８、１６１、１６６、１６７、１６８、１７０、１
７１、１８２、１８３、１８４、１８７、１９２、１９９、２０３、２０４、２０５、２
２９、２３４、２３６、２４９、Ｃ．Ｉ．ダイレクトブルー１、２、６、１５、２２、２
５、４１、７１、７６、７７、７８、８０、８６、８７、９０、９８、１０６、１０８、
１２０、１２３、１５８、１６０、１６３、１６５、１６８、１９２、１９３、１９４、
１９５、１９６、１９９、２００、２０１、２０２、２０３、２０７、２２５、２２６、
２３６、２３７、２４６、２４８、２４９、Ｃ．Ｉ．リアクティブブルー１、２、３、４
、５、７、８、９、１３、１４、１５、１７、１８、１９、２０、２１、２５、２６、２
７、２８、２９、３１、３２、３３、３４、３７、３８、３９、４０、４１、４３、４４
、４６、Ｃ．Ｉ．ソルビライズバットブルー１、５、４１、Ｃ．Ｉ．バットブルー２９、
Ｃ．Ｉ．フードブルー１、２、Ｃ．Ｉ．ベイシックブルー９、２５、２８、２９、４４等
が挙げられる。
【００６２】
　さらに、黒色系染料として、Ｃ．Ｉ．アシッドブラック１、２、７、２４、２６、２９
、３１、４８、５０、５１、５２、５８、６０、６２、６３、６４、６７、７２、７６、
７７、９４、１０７、１０８、０９、１１０、１１２、１１５、１１８、１１９、１２１
、１２２、１３１、１３２、１３９、１４０、１５５、１５６、１５７、１５８、１５９
、１９１、Ｃ．Ｉ．ダイレクトブラック１７、１９、２２、３２、３８、５１、５６、６
２、７１、７４、７５、７７、９４、１０５、１０６、１０７、１０８、１１２、１１３
、１１７、１１８、１３２、１３３、１４６、１５４、１６８、Ｃ．Ｉ．リアクティブブ
ラック１、３、４、５、６、８、９、１０、１２、１３、１４、１８、Ｃ．Ｉ．ソルビラ
イズバットブラック１Ｃ．Ｉ．フードブラック２等が挙げられる。
【００６３】
　これらの染料は一種または二種以上の混合物として用いてよい。また、これらの染料は
インク全量に対して０．５～２０重量％、好ましくは１～１０重量％の範囲で添加される
のが好ましい。染料の含有量を上記の範囲とすることにより、インクジェット記録方法に
より印刷した印刷物は充分な光学濃度を有するとともに、インクジェット記録方法に適し
た粘度に調整し易い。なお、本発明に用いることが可能な着色剤は、ここに記載したもの
に限定されるものでなく、本発明の目的の範囲内において、他の着色剤を使用することが
できる。
【００６４】
　水溶性樹脂により分散された顔料、または表面改質され樹脂なしに分散する表面処理顔
料としては、具体的には、カーボンブラックや有機顔料等を挙げることができる。
【００６５】
　本発明において好適なカーボンブラックの具体例としては、三菱化学株式会社製のカー
ボンブラックとして、Ｎｏ．２３００、９００、ＭＣＦ８８、Ｎｏ．２０Ｂ、Ｎｏ．３３
、Ｎｏ．４０、Ｎｏ．４５、Ｎｏ．５２、ＭＡ７、ＭＡ８、ＭＡ１００、Ｎｏ２２００Ｂ
等が挙げられる。デグサ社製のカーボンブラックとして、カラーブラックＦＷ１、ＦＷ２
、ＦＷ２Ｖ、ＦＷ１８、ＦＷ２００、Ｓ１５０、Ｓ１６０、Ｓ１７０、プリテックス３５
、Ｕ、Ｖ、１４０Ｕ、スペシャルブラック６、５、４Ａ、４、２５０等が挙げられる。コ
ロンビアカーボン社製のカーボンブラックとして、コンダクテックスＳＣ、ラーベン１２
５５、５７５０、５２５０、５０００、３５００、１２５５、７００等が挙げられる。キ
ャボット社製のカーボンブラックとして、キャボット社製のリガール４００Ｒ、３３０Ｒ
、６６０Ｒ、モグルＬ、モナーク７００、８００、８８０、９００、１０００、１１００
、１３００、１４００、エルフテックス１２等が挙げられる。なお、これらは本発明に好
適なカーボンブラックの一例の記載であり、これらによって本発明が限定されるものでは
ない。これらのカーボンブラックは一種または二種以上の混合物として用いてよい。また
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、これらの顔料はインク全量に対して０．５～１５重量％、好ましくは１～１０重量％の
範囲で添加されるのが好ましい。
【００６６】
　本発明において好適な有機顔料としては、キナクリドン系顔料、キナクリドンキノン系
顔料、ジオキサジン系顔料、フタロシアニン系顔料、アントラピリミジン系顔料、アンサ
ンスロン系顔料、インダンスロン系顔料、フラバンスロン系顔料、ペリレン系顔料、ジケ
トピロロピロール系顔料、ペリノン系顔料、キノフタロン系顔料、アントラキノン系顔料
、チオインジゴ系顔料、ベンツイミダゾロン系顔料、イソインドリノン系顔料、アゾメチ
ン系顔料またはアゾ系顔料等が挙げられる。具体的には、以下のような顔料を好適に使用
できる。
【００６７】
　シアンインク組成物に使用される顔料としては、Ｃ．Ｉ．ピグメントブルー１、２、３
、１５：３、１５：４、１５：３４、１６、２２、６０等；Ｃ．Ｉ．バットブルー４、６
０等が挙げられ、好ましくは、Ｃ．Ｉ．ピグメントブルー１５：３、１５：４、および６
０からなる群から選択される一種または二種以上の混合物があげられる。また、顔料はイ
ンクに対して０．５～１５重量％含まれることが好ましく、１～１０重量％がより好まし
い。
【００６８】
　マゼンタインク組成物に使用される顔料としては、Ｃ．Ｉ．ピグメントレッド５、７、
１２、４８（Ｃａ）、４８（Ｍｎ）、５７（Ｃａ）、５７：１、１１２、１２２、１２３
、１６８、１８４、２０２、Ｃ．Ｉ．ピグメントバイオレット１９等が挙げられ、好まし
くはＣ．Ｉ．ピグメントレッド１２２、２０２、および２０９、Ｃ．Ｉ．ピグメントバイ
オレット１９からなる群から選択される一種または二種以上の混合物が挙げられる。また
、これらの顔料はインクに対して０．５～１５重量％程度含まれることが好ましく、１～
１０重量％程度がより好ましい。
【００６９】
　イエローインク組成物に使用される顔料としては、Ｃ．Ｉ．ピグメントイエロー１、２
、３、１２、１３、１４Ｃ、１６、１７、７３、７４、７５、８３、９３、９５、９７、
９８、１１９、１１０、１１４、１２８、１２９、１３８、１５０、１５１、１５４、１
５５、１８０、１８５、等が挙げられ、好ましくはＣ．Ｉ．ピグメントイエロー７４、１
０９、１１０、１２８、および１３８からなる群から選択される一種または二種以上の混
合物が挙げられる。また、これらの顔料はインクに対して０．５～１５重量％程度含まれ
ることが好ましく、１～１０重量％程度がより好ましい。
【００７０】
　オレンジインク組成物に使用される顔料としては、Ｃ．Ｉ．ピグメントオレンジ３６も
しくは４３またはこれらの混合物が挙げられる。また、これらの顔料はインクに対して０
．５～１５重量％程度含まれることが好ましく、１～１０重量％程度がより好ましい。
【００７１】
　グリーンインク組成物に使用される顔料としては、Ｃ．Ｉ．ピグメントグリーン７また
は３６、もしくはこれらの混合物が挙げられる。また、これらの顔料はインクに対して０
．５～１５重量％程度含まれることが好ましく、１～１０重量％程度がより好ましい。
【００７２】
　水溶性樹脂により分散された顔料とは、アニオン性基を有する水溶性樹脂により顔料を
分散させた分散体を意味する。アニオン性基を有する水溶性樹脂とは、水に対して自己分
散能または溶解能を有するアニオン性基を有する高分子の化合物である。アニオン性基を
有する水溶性樹脂としては、カルボキシル基、スルホン酸基、またはホスホン酸基等のア
ニオン性基を導入された水溶性樹脂から選択される樹脂を好適に使用できる。これらの水
溶性樹脂は、例えば有機アミンや無機アリカリを用いて、上記アニオン性基との塩を形成
することにより、水に対して自己分散または溶解する。このような水溶性樹脂を用いるこ
とによりにより、顔料は水性インク中でも安定的に分散することができる。
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【００７３】
　上記水溶性樹脂としては、アニオン性アクリル系分散樹脂が好ましい。アニオン性アク
リル系水溶性樹脂としては、例えば、アニオン性基を有するアクリルモノマー（以下、ア
ニオン性基含有アクリルモノマーという）を重合したものであっても、または、アニオン
性基含有アクリルモノマーと、このモノマーと共重合し得る他のモノマーとを溶媒中で共
重合したものであってもよい。アニオン性基含有アクリルモノマーとしては、例えば、カ
ルボキシル基、スルホン酸基、ホスホン基からなる群から選択される１個以上のアニオン
性基を含有するアクリルモノマーが挙げられ、これらの中でもカルボキシル基を有するア
クリルモノマーが特に好ましい。
【００７４】
　カルボキシキル基を有するアクリルモノマーの具体例としては、アクリル酸、メタクリ
ル酸、クロトン酸、エタアクリル酸、プロピルアクリル酸、イソプロピルアクリル酸、イ
タコン酸、フマール酸、マレイン酸などが挙げられる。これらの中でもアクリル酸または
メタクリル酸、マレイン酸が好ましい。
【００７５】
　スルホン酸基を有するアクリルモノマーの具体例としては、スルホエチルメタクリレー
ト、ブチルアクリルアミドスルホン酸等が挙げられる。
【００７６】
　ホスホン基を有するアクリルモノマーの具体例としては、ホスホエチルメタクリレート
等が挙げられる。
【００７７】
　アニオン性基含有アクリルモノマーと共重合し得る他のモノマーの具体例としては、ア
クリル酸メチル、アクリル酸エチル、アクリル酸イソプロピル、アクリル酸－ｎ－プロピ
ル、アクリル酸－ｎ－ブチル、アクリル酸－ｔ－ブチル、アクリル酸－２－エチルヘキシ
ル、アクリル酸－ｎ－オクチル、アクリル酸ラウリル、アクリル酸ベンジル、メタクリル
酸メチル、メタクリル酸エチル、メタクリル酸イソプロピル、メタクリル酸－ｎ－プロピ
ル、メタクリル酸－ｎ－ブチル、メタクリル酸イソブチル、メタクリル酸－ｔ－ブチル、
メタクリル酸－２－エチルヘキシル、メタクリル酸－ｎ－オクチル、メタクリル酸ラウリ
ル、メタクリル酸ステアリル、メタクリル酸トリデシル、メタクリル酸ベンジル等のよう
な（メタ）アクリル酸エステル；ステアリン酸とグリシジルメタクリレートの付加反応物
等のような油脂肪酸とオキシラン構造を有する（メタ）アクリル酸エステルモノマーとの
付加反応物；炭素原子数３以上のアルキル基を含むオキシラン化合物と（メタ）アクリル
酸との付加反応物；スチレン、α－メチルスチレン、ｏ－メチルスチレン、ｍ－メチルス
チレン、ｐ－メチルスチレン、ｐ－ｔｅｒｔ－ブチルスチレン等のようなスチレン系モノ
マー；イタコン酸ベンジル等のようなイタコン酸エステル；マレイン酸ジメチル等のよう
なマレイン酸エステル；フマール酸ジメチル等のようなフマール酸エステル；アクリロニ
トリル、メタクリロニトリル、酢酸ビニル、アクリル酸イソボルニル、メタクリル酸イソ
ボルニル、アクリル酸アミノエチル、アクリル酸アミノプロピル、アクリル酸メチルアミ
ノエチル、アクリル酸メチルアミノプロピル、アクリル酸エチルアミノエチル、アクリル
酸エチルアミノプロピル、アクリル酸アミノエチルアミド、アクリル酸アミノプロピルア
ミド、アクリル酸メチルアミノエチルアミド、アクリル酸メチルアミノプロピルアミド、
アクリル酸エチルアミノエチルアミド、アクリル酸エチルアミノプロピルアミド、メタク
リル酸アミド、メタクリル酸アミノエチル、メタクリル酸アミノプロピル、メタクリル酸
メチルアミノエチル、メタクリル酸メチルアミノプロピル、メタクリル酸エチルアミノエ
チル、メタクリル酸エチルアミノプロピル、メタクリル酸アミノエチルアミド、メタクリ
ル酸アミノプロピルアミド、メタクリル酸メチルアミノエチルアミド、メタクリル酸メチ
ルアミノプロピルアミド、メタクリル酸エチルアミノエチルアミド、メタクリル酸エチル
アミノプロピルアミド、アクリル酸ヒドロキシメチル、アクリル酸－２－ヒドロキシエチ
ル、アクリル酸－２－ヒドロキシプロピル、メタクリル酸ヒドロキシメチル、メタクリル
酸－２－ヒドロキシエチル、メタクリル酸－２－ヒドロキシプロピル、Ｎ－メチロールア



(14) JP 4587069 B2 2010.11.24

10

20

30

40

50

クリルアミド、アリルアルコール等が挙げられる。
【００７８】
　これらの水溶性樹脂は、数平均分子量が１，０００～１００，０００の範囲程度のもの
が好ましく、３，０００～５０，０００の範囲程度のものが特に好ましい。また、上記水
溶性樹脂は、アルカリ中和していないものは有機溶剤（例えば、アセトンやメチルエチル
ケトン等の親水性有機溶剤が好ましく用いられる）に可溶であることが好ましい。水溶性
樹脂の数平均分子量がこの範囲であることにより、顔料における被覆膜、または水性イン
クにおける塗膜、としての機能を十分に発揮することができる。
【００７９】
　これらのモノマーを重合した水溶性樹脂は、アルカリ金属や有機アミンとの塩の形で水
性インクに使用されることが好ましい。塩形態にある水溶性樹脂を用いた場合、再分散性
および信頼性に優れる。水溶性樹脂とアルカリ金属との塩の具体例としては、リチウム、
ナトリウム、カリウムの塩が、好ましくは水酸化ナトリウム、水酸化カリウム、水酸化リ
チウム等のアルカリ金属の塩、より好ましくは水酸化カリウムとの塩が挙げられる。
【００８０】
　また水溶性樹脂と有機アミンとの塩の具体例としては、アンモニア、トリエチルアミン
、トリブチルアミン、ジメチルエタノールアミン、ジイソプロパノールアミン、モルホリ
ンのような揮発性アミン化合物との塩、または、ジエタノールアミン、トリエタノールア
ミン、トリプロパノールアミンなどの揮発しにくい高沸点の有機アミン等の塩が挙げられ
る。
【００８１】
　アニオン基を有する水溶性樹脂中のアニオン性基の量は、酸価が３０ＫＯＨｍｇ／ｇ程
度以上が好ましく、５０～２５０ＫＯＨｍｇ／ｇ程度の範囲がより好ましい。水溶性樹脂
の酸価がこの範囲にあれば、塗膜化した記録画像の耐水性が向上し、水性インク中におけ
る顔料分散体の貯蔵安定性が向上する。
【００８２】
　本発明における着色成分としての分散体は、顔料と水溶性分散樹脂の比率は重量比で１
０：１～１：１０が好ましく、４：１～１：３がより好ましい。また、分散時の分散体の
粒径は分散安定性の観点から５μｍ以下が好ましく、より好ましくは０．３μｍ以下（３
００ｎｍ以下）、より好ましくは０．０１～０．１５μｍ（１０～１５０ｎｍ）の範囲で
ある。
【００８３】
　本発明において好適に用いられる表面処理顔料は、顔料表面に、カルボキシル基および
その塩、スルホン酸基およびその塩等が、直接および／またはアルキル基、アルキルエー
テル基、アリール基を介して間接的に、結合するような表面処理を行うことにより、水溶
性樹脂なしに水に分散および／または溶解することができるものである。具体的には、真
空プラズマなどの物理的処理や次亜塩素酸ナトリウムやオゾン等の酸化剤を用いた化学的
処理により、官能基または官能基を含んだ分子を顔料表面にグラフトさせることによって
得ることができる。
【００８４】
　本発明において、一つの顔料粒子にグラフトされる官能基は単一でも複数種であっても
よい。グラフトされる官能基の種類およびその程度は、インク中での分散安定性、色濃度
、およびインクジェットヘッド前面での乾燥性等を考慮しながら適宜決定されてよい。
【００８５】
　本発明において用いられる上記表面処理顔料は、例えば特開平８－３４９８号公報記載
の方法によって得ることができる。
【００８６】
　また、これらの顔料は、水性インク組成物の保存安定性やノズルの目詰まり防止等の観
点から、その平均粒子径は５０～２５０ｎｍの範囲であることが好ましい。
【００８７】
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　水およびその他の成分
　本発明による水性インク組成物に使用される水としては、イオン性の不純物を極力低減
することを目的として、イオン交換水、限外濾過水、逆浸透水、蒸留水等の純水、または
超純水を用いることができる。
【００８８】
　また、紫外線照射、または過酸化水素添加等により滅菌した水を用いると、水性インク
組成物を長期保存する場合にカビやバクテリアの発生を防止することができるので好適で
ある。
【００８９】
　本発明の水性インク組成物は、上記した各成分を含むことにより、吐出安定性に優れる
とともに、均一に記録媒体に印字でき、かつ普通紙での印字品質、とりわけ発色性と顔料
の定着性に優れる水性インクが実現できるものであるが、必要に応じて、以下の成分をさ
らに含むことにより、種々の特性をさらに向上させることができる。
【００９０】
　本発明による水性インク組成物は、必要に応じてインクジェット記録用インクに通常用
いられる添加物を加えることもできる。
【００９１】
　必要に応じて加える添加物としては、酸化防止剤・紫外線吸収剤、防腐剤・防かび剤等
が挙げられる。
【００９２】
　酸化防止剤・紫外線吸収剤としては、アロハネート、メチルアロハネート等のアロハネ
ート類、ビウレット、ジメチルビウレット、テトラメチルビウレット等のビウレット類等
、Ｌ－アスコルビン酸およびその塩等、チバガイギー社製のＴｉｎｕｖｉｎ３２８、９０
０、１１３０、３８４、２９２、１２３、１４４、６２２、７７０、２９２、Ｉｒｇａｃ
ｏｒ２５２、１５３、Ｉｒｇａｎｏｘ１０１０、１０７６、１０３５、ＭＤ１０２４等、
あるいはランタニドの酸化物等が用いられる。
【００９３】
　防腐剤・防かび剤としては、例えば安息香酸ナトリウム、ペンタクロロフェノールナト
リウム、２－ピリジンチオール－１－オキサイドナトリウム、ソルビン酸ナトリウム、デ
ヒドロ酢酸ナトリウム、１，２－ジベンジソチアゾリン－３－オン等の中から選択するこ
とができる。
【００９４】
　着色成分の分散方法
　本発明において、着色成分のうちカーボンブラックまたは有機顔料を水溶性樹脂により
分散させる好適な方法を説明する。先ず、アニオン性基を含有する水溶性樹脂を有機アミ
ンやアルカリ金属塩化合物等のアルカリ性化合物を含有するアルカリ水に溶解、あるいは
分散させる。次いで、この液と顔料とを混合し、ボールミル、サンドミル、アトライター
、ロールミル、アジテーターミル、ヘンシェルミキサー、コロイドミル、超音波ホモジナ
イザー、ジェットミル、オングミル等の分散機を用いて分散することにより顔料分散液を
得ることができる。より好ましくは、顔料と水溶性樹脂とをより強固に接着して分散安定
するために、特開平９－１５１３４２号公報、特開平１０－１４００６５号公報、特開平
１１－２０９６７２号公報、特開平１１－１７２１８０号公報、特開平１０－２５４４０
号公報、特開平１１－４３６３６号公報、または、特開２００１－２４７８１０号公報の
各公報に開示されている方法によって製造することもできる。
【００９５】
　以下に、着色成分分散液の製造方法の一例を説明する。
【００９６】
　特開２００１－２４７８１０号公報、特開平９－１５１３４２号公報、および特開平１
０－１４００６５号公報には、顔料分散液の製造方法として「転相法」と「酸析法」とが
開示されている。
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【００９７】
　ａ）「転相法」
本発明において、「転相法」とは、基本的には、自己分散能または溶解能を有する水溶性
樹脂と顔料との混合溶融物を水に分散させる、自己分散（転相乳化）化方法をいう。ここ
で、混合溶融物とは、溶解せず混合した状態、また溶解して混合した状態、またはこれら
両者のいずれの状態をも含むものをいう。
【００９８】
　一つの具体例として、
（１）分散樹脂前駆体（前記したアニオン性基を含有する水溶性樹脂等）／溶剤溶液に、
顔料、中和剤、少量の水を加えて、溶剤ベースのスラリーを作製する工程、（２）スラリ
ーを多量の水に加えながら分散し、水ベースのスラリーを作製する工程、（３）水ベース
のスラリーから、水溶性樹脂を溶解するのに用いた溶剤を除去して、水分散樹脂で顔料を
包含した顔料含有樹脂粒子分散体を作製する工程を含んでなるものである。
【００９９】
　ｂ）「酸析法」
　本発明において、「酸析法」とは、水溶性樹脂と顔料とからなる含水ケーキを用意し、
その含水ケーキ中の、水溶性樹脂が含有してなる未中和基の一部を中和剤で中和すること
によって、顔料を製造する方法をいう。
【０１００】
　未中和基がアニオン性の酸基であり、中和剤が塩基性化合物である場合には、具体的に
は、例えば、
（１）水溶性樹脂と顔料とをアルカリ性水性媒体中に分散し、また、必要に応じて加熱処
理を行なって水溶性樹脂のゲル化を図る工程、（２）ｐＨを中性または酸性にすることに
よって水溶性樹脂を疎水化して、水溶性樹脂を顔料に強く固着する工程と、（３）必要に
応じて、濾過および水洗を行なって、含水ケーキを得る工程と、（４）含水ケーキを中の
、水溶性樹脂が含有してなるアニオン性基の一部または全部を塩基性化合物にて中和し、
その後、水性媒体中に再分散する工程と、（５）必要に応じて加熱処理を行ない水溶性樹
脂のゲル化を図る工程とを含んでなるものである。
【０１０１】
　上記した「転相法」および「酸析法」のより具体的な製造方法は、特開平９－１５１３
４２号公報および特開平１０－１４００６５号公報に開示されているものと同様であって
よい。
【０１０２】
　さらに、特開平１１－２０９６７２号公報、および特開平１１－１７２１８０号公報に
は、着色成分の製造方法が開示されている。この製法の概要は、基本的には次の製造工程
からなる。
【０１０３】
（１）アニオン性基を有する樹脂またはそれを有機溶剤に溶解した溶液と塩基性化合物と
を混合して中和することと、（２）この混合液に顔料を混合して懸濁液とした後に、分散
機等で顔料を分散して顔料分散液を得ることと、（３）必要に応じて、溶剤を蒸留して除
くことと、（４）酸性化合物を加えてアニオン性基を有する水溶性樹脂を析出させること
によって、顔料をアニオン性基を有する水溶性樹脂で被覆することと、（５）必要に応じ
て、濾過および水洗を行なうことと、（６）塩基性化合物を加えてアニオン性基を有する
水溶性樹脂のアニオン性基を中和して水性媒体中に分散させて水性分散体を得ること、と
を含んでなるものである。
【０１０４】
　また、本発明で、カーボンブラックまたは有機顔料を表面処理により分散させる方法と
して、親水性の分散性付与基である上記官能基あるいはその塩を、顔料粒子の表面に直接
あるいは多価の基を介して、導入させる表面処理手段が好ましく、種々の公知の表面処理
手段を適用することができる。
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【０１０５】
　例えば、
（ａ）市販の酸化カーボンブラックにオゾンや次亜塩素酸ソーダ溶液を作用し、カーボン
ブラックをさらに酸化処理して、その表面をより親水化処理する手段(例えば、特開平７
－２５８５７８号公報，特開平８－３４９８号公報，特開平１０－１２０９５８号公報，
特開平１０－１９５３３１号公報，特開平１０－２３７３４９号公報)、
（ｂ）カーボンブラックを３－アミノ－Ｎ－アルキル置換ピリジウムブロマイドで処理す
る手段(例えば、特開平１０－１９５３６０号公報，特開平１０－３３０６６５号公報)、
（ｃ）有機顔料が不溶あるいは難溶である溶剤中に有機顔料を分散させ、スルホン化剤に
より、顔料粒子表面にスルホン基を導入する手段(例えば、特開平８－２８３５９６号公
報，特開平１０－１１０１１０号公報，特開平１０－１１０１１１号公報)、
（ｄ）三酸化硫黄と錯体を形成する塩基性溶剤中に有機顔料を分散させ、三酸化硫黄を添
加することにより有機顔料の表面を処理し、スルホン基あるいはスルホンアミノ基を導入
する手段(例えば、特開平１０－１１０１１４号公報)、
（ｅ）アゾカップリング反応によりカーボンブラックに結合させたフェニレン基を介する
ことで、水可溶化官能基と水溶性樹脂を顔料表面に導入する手段(例えば、特開２０００
－５３９０２号公報)等が挙げられる。
【０１０６】
　しかしながら、本発明で用いられる表面処理顔料の作製手段は、上記（ａ）～（ｅ）の
手段に限定されるものではない。
【０１０７】
　水性インク組成物の製造方法
　上記のようにして得られた着色成分に、一価または二価のＣ５～Ｃ１０の鎖長を有する
分枝のアルコール、保湿剤、浸透性有機溶剤および／またはアセチレングリコール系界面
活性剤、および水、さらに必要に応じてその他の成分を添加することによって、水性イン
ク組成物を好適に製造できる。
【０１０８】
　このようにして得られた水性インク組成物は、２５℃におけるインク粘度が、５～２０
ｃＰｓであることが好ましく、６～１５ｃＰｓであることがより好ましい。従来のインク
ジェット記録用インクは、２５℃でのインク粘度が３ｃＰｓ程度であり、このような低粘
度のインクの水分率は７０％程度である。本発明においては、インク粘度を上記の範囲と
することにより、インク中の水分率を５０％以下にすることができるため、インク滴が記
録媒体上に着弾するときの水分蒸発率が従来のインクと比較して２～３倍高い。この結果
、高濃度の顔料が記録媒体上で速やかに凝集するため、発色性に優れた画像を実現できる
。
【０１０９】
　インクジェット記録方法および記録物
　本発明のインクジェット記録方法は、上記の水性インク組成物を微細なノズルより液滴
として吐出して、その液滴を記録媒体に付着させる方式であればいかなる方法も使用する
ことができる。例えば、静電吸引方式が挙げられ、この方式はノズルとノズルの前方に置
いた加速電極の間に強電界を印可し、ノズルから水性インク組成物を液滴状で連続的に噴
射させ、インク滴が偏向電極間を飛翔する間に印刷情報信号を偏向電極に与えて記録する
か、あるいはインク滴を偏向させることなく印刷情報信号に対応して噴射させる方式であ
る。
【０１１０】
　他の方法としては、小型ポンプでインク液に圧力を加え、ノズルを水晶振動子等で機械
的に振動させることにより、強制的にインク滴を噴射させる方式である。噴射したインク
滴は噴射と同時に帯電させ、インク滴が偏向電極間を飛翔する間に印刷情報信号を偏向電
極に与えて記録する。
【０１１１】
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　また、他の方法としては、圧電素子を用いる方式があり、これはインク液に圧電素子で
圧力と印刷情報信号を同時に加え、インク滴を噴射・記録させる方式である。
【０１１２】
　さらに他の方式としては、熱エネルギーの作用によりインク液を急激に体積膨張させる
方式であり、これはインク液を印刷情報信号に従って微小電極で加熱発泡させ、インク滴
を噴射・記録させる方式である。
【０１１３】
　以上のような種々のインクジェット記録方式のなかでも、特に１０ｍ／ｓ以下の比較的
低速のインク吐出速度で印刷する方法と、本発明の水性インク組成物とを組み合わせるこ
とにより、吐出ノズルへの水性インク組成物付着を防止して安定にインクジェット記録を
行なうことができる。
【０１１４】
　また、本発明の記録物は、上記した水性インク組成物をインクジェット記録方法にて印
刷して得られる。
【実施例１】
【０１１５】
　以下、実施例により本発明の内容をさらに詳細に説明するが、本発明の範囲がこれら実
施例に限定されるものではない。
【０１１６】
＜分散液の作製＞
（１）分散液Ｋ１
　カーボンブラックとしてＭＡ１００（商品名、三菱化学株式会社製）　７５ｇ、アニオ
ン性基としてカルボン酸基を有するスチレン－アクリル酸系水溶性樹脂としてジョンクリ
ル６１１（商品名、ジョンソンポリマー株式会社、平均分子量８，１００、酸価５３ＫＯ
Ｈｍｇ／ｇ）　２５ｇ、水酸化カリウム　１．４０ｇ、イオン交換法と逆浸透法により精
製した超純水　２５０ｇを混合して、ジルコニアビーズによるボールミルにて１０時間分
散を行った。得られた分散原液を孔径約８μｍのメンブランフィルタ（商品名、日本ミリ
ポア・リミテッド製）で濾過して粗大粒子を除き、超純水で顔料濃度１５重量％まで希釈
して水溶性樹脂で分散した分散液１を調製した。
【０１１７】
（２）分散液Ｃ１
　分散液Ｋ１に対して、カーボンブラックを有機顔料のＣ．Ｉ．ピグメントブルー　１５
：３　６５ｇに、水溶性樹脂の添加量を３５ｇに、水酸化カリウムの添加量を１．９０ｇ
に代える以外は同様な方法で分散液を作製した。これを分散液Ｃ１とする。
【０１１８】
（３）分散液Ｙ１
　分散液Ｋ１に対して、カーボンブラックを有機顔料のＣ．Ｉ．ピグメントイエロー　７
４　７５ｇに水溶性樹脂の添加量を２５ｇに、水酸化カリウムの添加量を１．４０ｇに代
える以外は同様な方法で分散液を作製した。これを分散液Ｙ１とする。
【０１１９】
（４）分散液Ｍ１
　分散液Ｋ１に対して、カーボンブラックを有機顔料のＣ．Ｉ．ピグメントレッド　１２
２　８０ｇに、水溶性樹脂の添加量を２０ｇ、水酸化カリウムの添加量を１．１０ｇに代
える以外は同様な方法で分散液を作製した。これを分散液Ｍ１とする。
【０１２０】
（５）分散液Ｋ２
　カーボンブラックとしてＭＡ１００（商品名、三菱化学株式会社製）　７５ｇ、アニオ
ン性基としてカルボン酸基を有するスチレン－アクリル酸系水溶性樹脂としてジョンクリ
ル６７８（商品名、ジョンソンポリマー株式会社、平均分子量８，５００、酸価２１５Ｋ
ＯＨｍｇ／ｇ）　２５ｇ、水酸化カリウム　５．４０ｇ、イオン交換法と逆浸透法により
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精製した超純水　２５０ｇを混合して、ジルコニアビーズによるボールミルにて１０時間
分散を行った。得られた分散原液を孔径約８μｍのメンブランフィルタ（商品名、日本ミ
リポア・リミテッド製）で濾過して粗大粒子を除き、超純水で顔料濃度１５重量％まで希
釈して水溶性樹脂で分散した分散液Ｋ２を調製した。
【０１２１】
（６）分散液Ｃ２
　分散液Ｋ２に対して、カーボンブラックを有機顔料のＣ．Ｉ．ピグメントブルー　１５
：４　４０ｇに、水溶性樹脂の添加量を４０ｇ、水酸化カリウムの添加量を９．０ｇに代
える以外は同様な方法で分散液を作製した。これを分散液Ｃ２とする。
【０１２２】
（７）分散液Ｙ２
　分散液Ｋ２に対して、カーボンブラックを有機顔料のＣ．Ｉ．ピグメントイエロー　７
４　６０ｇに、水溶性樹脂の添加量を２０ｇ、水酸化カリウムの添加量を１．１０ｇに代
える以外は同様な方法で分散液を作製した。これを分散液Ｙ２とする。
【０１２３】
（８）分散液Ｍ２
　分散液Ｋ２に対して、カーボンブラックを有機顔料のＣ．Ｉ．ピグメントレッド　１２
２　６４ｇに、水溶性樹脂の添加量を１６ｇ、水酸化カリウムの添加量を０．９ｇに代え
る以外は同様な方法で分散液を作製した。これを分散液Ｍ２とする。
【０１２４】
（９）分散液Ｋ３
カーボンブラックＭＡ－７（三菱化学社製）１２重量部を５％の次亜塩素酸ナトリウム溶
液６００重量部と混合し、８０～９５℃で加熱還流を１０時間行った。その後、水洗と遠
心分離を繰り返した後、塩酸を加えてｐＨを１に調整し、逆浸透膜にて脱塩処理した。得
られた原液を孔径約８μｍのメンブランフィルタ（商品名、日本ミリポア・リミテッド製
）で濾過して粗大粒子を除き、トリエタノールアミンを加えてｐＨを８に調整し、顔料濃
度１５重量％の表面処理カーボンブラック分散液を得た。
【０１２５】
（１０）分散液Ｃ３
　５～１０℃の発煙硫酸（ＳＯ3濃度２５％品）１００重量部中にフタロシアニン顔料（
Ｃ．Ｉ．ピグメントブルー１５：３）３重量部を攪拌しながら１５分かけて添加した。得
られた混合物を７０～９０℃で数時間攪拌した後、氷水中に注入した。生じた懸濁液を濾
過洗浄後、トリエタノールアミンを加えてｐＨ８．２に調整し、１８重量％のスルホン化
処理フタロシアニン顔料分散液を得た。
【０１２６】
＜樹脂エマルジョンの調製＞
（１）樹脂エマルジョンＡ
　イオン交換水４５０ｇ、ラウリル硫酸ナトリウム３ｇ、アクリルアミド２０ｇ、スチレ
ン５００ｇ、ブチルアクリレート４１０ｇ、メタクリル酸３０ｇおよびエチレングリコー
ルジメタクリレート２ｇを攪拌して混合し、乳化物Ａを調製した。また、攪拌機、還流コ
ンデンサー、滴下装置および温度計を備えた反応容器に、イオン交換水９００ｇおよびラ
ウリル硫酸ナトリウム３ｇを仕込み、攪拌下に窒素置換しながら７０℃まで昇温した。内
温を７０℃に保ち、重合開始剤として過硫酸カリウム４ｇを添加し、溶解後、予め調製し
た乳化物Ａを連続的に４時間かけて反応容器内に滴下した。滴下終了後、３時間の熟成を
行った。得られた水性エマルジョンを常温まで冷却した後、イオン交換水とアンモニア水
とを添加して、固形分４０重量％、ｐＨ８．０に調整し、樹脂エマルジョンＡを得た。得
られた樹脂エマルジョンＡのガラス転移温度を示差走査熱量計（ＤＳＣ６２２０：セイコ
ーインスツルメンツ株式会社製）により測定したところ、－１５℃であった。
【０１２７】
（２）樹脂エマルジョンＢ
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　イオン交換水４５０ｇ、ラウリル硫酸ナトリウム３ｇ、アクリルアミド２０ｇ、メチル
アクリレート６７５ｇ、ブチルアクリレート２３５ｇ、メタクリル酸３０ｇを攪拌して混
合し、乳化物Ｂを調製した。また、攪拌機、還流コンデンサー、滴下装置および温度計を
備えた反応容器に、イオン交換水９００ｇおよびラウリル硫酸ナトリウム３ｇを仕込み、
攪拌下に窒素置換しながら７０℃まで昇温した。内温を７０℃に保ち、重合開始剤として
過硫酸カリウム４ｇを添加し、溶解後、予め調製した乳化物Ｂを連続的に４時間かけて反
応容器内に滴下した。滴下終了後、３時間の熟成を行った。得られた水性エマルジョンを
常温まで冷却した後、イオン交換水と５％水酸化ナトリウム水溶液とを添加して、固形分
４０重量％、ｐＨ８．０に調整し、樹脂エマルジョンＢを得た。得られた樹脂エマルジョ
ンＢのガラス転移温度を上記と同様にして測定したところ５０℃であった。
【０１２８】
（３）樹脂エマルジョンＣ
　イオン交換水４５０ｇ、ラウリル硫酸ナトリウム３ｇ、アクリルアミド２０ｇ、メチル
メタクリレート８１０ｇ、ブチルアクリレート２３５ｇおよびメタクリル酸３０ｇを攪拌
して混合し、乳化物Ｃを調製した。また、攪拌機、還流コンデンサー、滴下装置および温
度計を備えた反応容器に、イオン交換水９００ｇおよびラウリル硫酸ナトリウム３ｇを仕
込み、攪拌下に窒素置換しながら７０℃まで昇温した。内温を７０℃に保ち、重合開始剤
として過硫酸カリウム４ｇを添加し、溶解後、予め調製した乳化物Ｂを連続的に４時間か
けて反応容器内に滴下した。滴下終了後、３時間の熟成を行った。得られた水性エマルジ
ョンを常温まで冷却した後、イオン交換水とアンモニア水とを添加して、固形分４０重量
％、ｐＨ８．０に調整し、樹脂エマルジョンＣを得た。得られた樹脂エマルジョンＣのガ
ラス転移温度を上記と同様にして測定したところ２６℃であった。
【０１２９】
＜水性インク組成物の調製＞
　上記で得られた分散液および樹脂エマルジョンを、下記表１に示した組成となるように
加えて全量を１００ｇとし、２時間攪拌、孔径約１．２μｍのメンブランフィルタ（商品
名、日本ミリポア・リミテッド製）にて濾過することにより水性インク１～４５（実施例
１～４５）および水性インク４６～４８（比較例１～３）を調製した。
【０１３０】
　上記水性インクの各組成を表１に示す。
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【表２】
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【表４】

【０１３１】
　インク成分の溶解性を確認するため、着色成分、または着色成分と樹脂エマルジョンを
添加しなかった以外は、実施例１～４５、および比較例１～３の各水性インクと同様の組
成の混合溶液を作製した。実施例１～４５に対応する混合溶液は透明で各成分が完全に溶
解していることを目視により確認した。これに対して、比較例１～３に対応する混合溶液
は白濁していることを目視により確認した。
【０１３２】
＜評価＞
（１）吐出安定性の評価
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　実施例１～４５および比較例１～３の水性インクをインクジェットプリンタ（ＰＸ－Ｖ
７００：セイコーエプソン株式会社製）に搭載した。印刷用紙にＡ４版のＸｅｒｏｘ　Ｐ
（商品名、富士ゼロックスオフィスサプライ株式会社製）を用い、２０～２５℃／４０～
６０％ＲＨの環境下で文字・塗りつぶしが混在する画像を連続的に印刷して、印刷中の画
像に飛行曲がりや抜け等の不具合の有無を目視にて測定した。評価基準は以下の通りとし
た。
　　ＡＡ：２００枚まで連続印刷しても、飛行曲がり・抜けが発生しない
　　　Ａ：１００枚までの連続印刷で、飛行曲がり・抜けが発生しない
　　　Ｂ：１００枚までの連続印刷で、飛行曲がり・抜けが発生したが１０箇所未満であ
る
　　　Ｃ：１００枚までの連続印刷時に、飛行曲がり・抜けが１０箇所以上発生する
　結果は、下記の表２に示される通りであった。
【０１３３】
（２）普通紙・再生紙上での印刷品質の評価
　実施例１～４５および比較例１～３の水性インクをインクジェットプリンタ（ＰＸ－Ｖ
７００：セイコーエプソン株式会社製）に搭載した。印刷設定を「用紙種類；普通紙、印
刷品質；ファイン」にして、５％から１００％まで５％刻みで塗りつぶし密度を変えた画
像を印刷して、その印刷物の濃淡ムラによる印刷品質（塗りつぶし画像品質）を評価した
。この評価においては、普通紙として、Ｘｅｒｏｘ　Ｐｒｅｍｉｕｍ　Ｍｕｌｔｉｐｕｒ
ｐｏｓｅ　４０２４（商品名、Ｘｅｒｏｘ　Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ製）、Ｘｅｒｏｘ　
Ｐ（商品名、富士ゼロックスオフィスサプライ株式会社製）、Ｈａｍｍｅｒｍｉｌｌ　Ｃ
ｏｐｙ　Ｐｌｕｓ（商品名、Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ　Ｐａｐｅｒ社製）を、再生紙
として、Ｘｅｒｏｘ　Ｒ（商品名、富士ゼロックスオフィスサプライ株式会社製）を用い
た。塗りつぶし画像品質の評価は目視により行なった。評価基準は以下の通りとした。
　　ＡＡ：全ての塗りつぶし画像において、ほとんど濃淡ムラが認められない
　　　Ａ：塗りつぶし密度１００％画像でわずかに濃淡ムラが認められるが、実用上問題
ないレベル
　　　Ｂ：塗りつぶし密度５０％以上の画像で濃淡ムラが認められる
　　　Ｃ：全ての塗りつぶし画像で濃淡ムラが認められる
　結果は、下記の表２に示される通りであった。
【０１３４】
（３）発色性の評価
実施例１～４５および比較例１～３の水性インクをインクジェットプリンタ（ＰＸ－Ｖ７
００：セイコーエプソン株式会社製）に搭載した。印刷設定を「用紙種類；普通紙、印刷
品質；ファイン」にして、１００％の塗りつぶし密度の画像を印刷して、印刷品質（Ｏ．
Ｄ．値）を評価した。この評価では、普通紙としてＸｅｒｏｘ　Ｐｒｅｍｉｕｍ　Ｍｕｌ
ｔｉｐｕｒｐｏｓｅ　４０２４（商品名、Ｘｅｒｏｘ　Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ製）、Ｘ
ｅｒｏｘ　Ｐ（商品名、富士ゼロックスオフィスサプライ株式会社製）、Ｈａｍｍｅｒｍ
ｉｌｌ　Ｃｏｐｙ　Ｐｌｕｓ（商品名、Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ　Ｐａｐｅｒ社製）
を、再生紙としてＸｅｒｏｘ　Ｒ（商品名、富士ゼロックスオフィスサプライ株式会社製
）を用いた。画像品質の評価についてはグレタグ濃度計（グレタグマクベス社製）を用い
た。評価基準は以下の通りとした。
　　ＡＡ：Ｏ．Ｄ．値　１．０以上の場合
　　　Ａ：Ｏ．Ｄ．値　０．９５以上　１．０未満の場合
　　　Ｂ：Ｏ．Ｄ．値　０．９０以上　０．９５未満の場合
　　　Ｃ：Ｏ．Ｄ．値　０．９０未満の場合
　結果は、下記の表２に示される通りであった。
【０１３５】
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【表６】

【０１３６】
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　上記の結果からも明らかなように、実施例１～４５の全ての水性インクにおいては、１
００枚以上連続印字を行なっても飛行曲がり・抜け等の不具合が発生せず安定しており、
特に、特定のアルコールと浸透溶剤とアセチレングリコール系界面活性剤と保湿剤とを併
用した水性インクについては、２００枚連続印字を行なっても飛行曲がり・抜け等の不具
合が発生せず、吐出安定性に優れるものである。
【０１３７】
　また、実施例１～４５の全ての水性インクは、記録媒体の種類によらずいずれも、塗り
つぶし画像品質が良好である。これに対し、比較例１～３の水性インクは、文字品質・塗
りつぶし画像品質ともに滲みが多く、濃淡ムラを有するものである。
【０１３８】
　さらに、樹脂エマルジョンを含有する実施例４１～４５の水性インクは、とりわけＯ．
Ｄ．値が高いという顕著な効果を有する。
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              特開２００４－０４３５１８（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００６－２５７３６１（ＪＰ，Ａ）　　　

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              Ｃ０９Ｄ１１
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