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(57)【要約】
【課題】記録された画像からのＶＯＣの発生量を低減で
きると共に、インク組成が馴染みにくい記録媒体に画像
を記録した場合であってもドットむらやドットによる粒
状感の少ない良好な画像が得られる、記録媒体対応性が
幅広いインクセット、およびそれを用いた記録方法を提
供する。
【解決手段】本発明に係るインクセットは、第１の顔料
と、炭素数が６以下でありかつ標準沸点が２４５℃以上
のアルカンジオールと、を含有し、前記第１の顔料の含
有量が１．５質量％以上、前記アルカンジオールの含有
量が３質量％以上２０質量％以下である、第１インク組
成物と、第２の顔料と、前記アルカンジオール以外の浸
透剤と、を含有し、前記第２の顔料の含有量が１．５質
量％未満である、第２インク組成物と、を備え、前記第
２インク組成物に含まれる浸透剤の浸透力が、前記第１
のインク組成物に含まれるアルカンジオールの浸透力よ
りも高いことを特徴とする。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１インク組成物と、第２インク組成物と、を備えるインクセットであって、
　前記第１インク組成物は、第１の顔料と、炭素数が６以下でありかつ標準沸点が２４５
℃以上のアルカンジオールと、を含有し、前記第１の顔料の含有量が１．５質量％以上、
前記アルカンジオールの含有量が３質量％以上２０質量％以下であり、
　前記第２インク組成物は、第２の顔料と、前記アルカンジオール以外の浸透剤と、を含
有し、前記第２の顔料の含有量が１．５質量％未満であり、
　前記第２インク組成物の浸透力が、前記第１のインク組成物の浸透力よりも高いことを
特徴とする、インクセット。
【請求項２】
　前記第１インク組成物及び前記第２インク組成物をそれぞれ同量着弾させたときに、前
記第１インク組成物の着弾直後のドット高さｄ１及び前記第２インク組成物の着弾直後の
ドット高さｄ２が、それぞれ０．１ｄ１となるまでの時間をｔ１及び０．１ｄ２となるま
での時間をｔ２とした場合に、ｔ１＞ｔ２の関係を満たす、請求項１に記載のインクセッ
ト
【請求項３】
　前記第１インク組成物に含まれるアルカンジオール及び前記第２インク組成物に含まれ
る浸透剤が、それぞれ分岐構造を有する、請求項１又は請求項２に記載のインクセット。
【請求項４】
　前記第２インク組成物に含まれる浸透剤が、炭素数４～８の多価アルコール又はグリコ
ールエーテルである、請求項１ないし請求項３のいずれか一項に記載のインクセット。
【請求項５】
　請求項１ないし請求項４のいずれか一項に記載のインクセットを用いる記録方法であっ
て、
　記録ヘッドを用いて前記第１インク組成物及び／又は前記第２インク組成物のインク滴
を吐出して記録媒体に画像を記録することを特徴とする、記録方法。
【請求項６】
　前記インク滴が２０ピコリットル以下である、請求項５に記載の記録方法。
【請求項７】
　前記記録ヘッドが、圧電素子を用いてインク滴を吐出するものであり、単位長さ当たり
の解像度が３００ｄｐｉ以上である、請求項５又は請求項６に記載の記録方法。
【請求項８】
　前記記録媒体が、表面に受容層を有し、下記式（１）及び（２）を用いて算出される前
記受容層の表面自由エネルギーの非極性成分γｓｄが２０ｍＮ／ｍ以下のものである、請
求項５ないし請求項７のいずれか一項に記載の記録方法。
　γlＭ(1+COSθＭ)=2(γsd・γldＭ)0.5+2(γsp・γlpＭ)0.5　・・・　（１）
　γlＷ(1+COSθＷ)=2(γsd・γldＷ)0.5+2(γsp・γlpＷ)0.5　・・・　（２）
（ただし、式（１）及び（２）中、γｌｄＭは、ジヨードメタンの表面自由エネルギーの
非極性成分、γｌｐＭは、ジヨードメタンの表面自由エネルギーの極性成分、γｌＭは、
ジヨードメタンの表面自由エネルギー（＝γｌｄ＋γｌｐ）、θＭは、前記受容層上での
ジヨードメタンの接触角、γｌｄＷは、水の表面自由エネルギーの非極性成分、γｌｐＷ

は、水の表面自由エネルギーの極性成分、γｌＷは、水の表面自由エネルギー（＝γｌｄ
＋γｌｐ）、θＷは、前記受容層上での水の接触角、γｓｄは、前記受容層の表面自由エ
ネルギーの非極性成分、γｓｐは、前記受容層の表面自由エネルギーの極性成分を表す。
）
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、インクセットおよび記録方法に関する。



(3) JP 2014-196378 A 2014.10.16

10

20

30

40

50

【背景技術】
【０００２】
　インクジェット記録方式を用いた印刷方法は、インクの小滴を吐出・飛翔させて紙など
の記録媒体上に付着（着弾）させることにより行なう。近年のインクジェット記録技術の
革新的な進歩により、これまで写真やオフセット印刷が用いられていた高精細な画像記録
（画像印刷）の分野にもインクジェット記録方式を用いた記録方法が利用されている。
【０００３】
　このインクジェット記録方式において、より高精細な記録を行なうために、吐出される
インク滴の量は数ピコリットルと極微量になり、インクを吐出するノズルの径やノズルの
間隔はより小さくなっている。例えば、特許文献１には、高画質化に対応した記録ヘッド
（個別流路が相対的に短い第１ノズルと相対的に長い第２ノズルとが３０μｍ未満の配置
間隔で交互に配置されてなる記録ヘッド（記録ヘッド））に適用できるとする、１，２－
ヘキサンジオールのような特定のアルカンジオールを含むインクジェット用インクが開示
されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００９－２８７００３号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、特許文献１に記載のインクジェット用インクには、主として低沸点の浸
透剤が用いられているため、記録された画像からの有機溶媒の揮発量（ＶＯＣ：Volatile
 Organic Compounds）が多くなってしまうという課題があった。そこで、標準沸点が高い
浸透剤を使用することにより、ＶＯＣ量を低減することが考えられる。しかしながら、標
準沸点が高い浸透剤を使用したインクジェット用インクでは、記録媒体上にインク滴が着
弾した後、水分が優先的に揮発していくことで浸透剤リッチの状態となり、顔料の分散性
が破壊されて凝集するために、記録された画像の粒状性が悪化するという課題が発生する
。このような課題は、インク組成が馴染みにくい記録媒体上に記録する場合や顔料濃度の
低い淡インク組成物を使用する場合において顕著に現れることが本願発明者らの研究によ
り明らかとなっている。
【０００６】
　そこで、本発明に係る幾つかの態様は、記録された画像からのＶＯＣの発生量を低減で
きると共に、インク組成が馴染みにくい記録媒体に画像を記録した場合であってもドット
むらやドットによる粒状感の少ない良好な画像が得られる、記録媒体対応性が幅広いイン
クセット、およびそれを用いた記録方法を提供するものである。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明は、上述の課題の少なくとも一部を解決するためになされたものであり、以下の
態様または適用例として実現することができる。
【０００８】
　［適用例１］
　本発明に係るインクセットの一態様は、
　第１インク組成物と、第２インク組成物と、を備えるインクセットであって、
　前記第１インク組成物は、第１の顔料と、炭素数が６以下でありかつ標準沸点が２４５
℃以上のアルカンジオールと、を含有し、前記第１の顔料の含有量が１．５質量％以上、
前記アルカンジオールの含有量が３質量％以上２０質量％以下であり、
　前記第２インク組成物は、第２の顔料と、前記アルカンジオール以外の浸透剤と、を含
有し、前記第２の顔料の含有量が１．５質量％未満であり、
　前記第２インク組成物の浸透力が、前記第１のインク組成物の浸透力よりも高いことを
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特徴とする。
【０００９】
　適用例１のインクセットによれば、第１の顔料の含有量が１．５質量％以上の第１イン
ク組成物（以下、「濃インク組成物」ともいう。）が、炭素数が６以下でありかつ標準沸
点が２４５℃以上のアルカンジオールを含有することで、記録された画像からのＶＯＣの
発生量を低減することができるので、環境に対する負荷を低減できる。また、第２の顔料
の含有量が１．５質量％未満の第２インク組成物（以下、「淡インク組成物」ともいう。
）が、濃インク組成物に含まれるアルカンジオール以外の浸透力の高い浸透剤を含有する
ことで、インク組成が馴染みにくい記録媒体に画像を記録した場合であってもドットむら
やドットによる粒状感の少ない良好な画像が得られる。さらに、インクセットとして、本
適用例のような組成とすることにより、例えばインクジェット記録方式を用いた記録方法
において好適なインクセットを提供することができる。
【００１０】
　［適用例２］
　適用例１のインクセットにおいて、
　前記第１インク組成物及び前記第２インク組成物をそれぞれ同量着弾させたときに、前
記第１インク組成物の着弾直後のドット高さｄ１及び前記第２インク組成物の着弾直後の
ドット高さｄ２が、それぞれ０．１ｄ１となるまでの時間をｔ１及び０．１ｄ２となるま
での時間をｔ２とした場合に、ｔ１＞ｔ２の関係を満たすことができる。
【００１１】
　［適用例３］
　適用例１又は適用例２のインクセットにおいて、
　前記第１インク組成物に含まれるアルカンジオール及び前記第２インク組成物に含まれ
る浸透剤が、それぞれ分岐構造を有することができる。
【００１２】
　［適用例４］
　適用例１ないし適用例３のいずれか一例のインクセットにおいて、
　前記第２インク組成物に含まれる浸透剤が、炭素数４～８の多価アルコール又はグリコ
ールエーテルであることができる。
【００１３】
　［適用例５］
　本発明に係る記録方法の一態様は、
　適用例１ないし適用例４のいずれか一例のインクセットを用いる記録方法であって、
　記録ヘッドを用いて前記第１インク組成物及び／又は前記第２インク組成物のインク滴
を吐出して記録媒体に画像を記録することを特徴とする。
【００１４】
　適用例５の記録方法によれば、上記適用例のインクセットを用いるので、記録された画
像からのＶＯＣの発生量を低減できると共に、インク組成が馴染みにくい記録媒体に画像
を記録した場合であってもドットむらやドットによる粒状感の少ない良好な画像が得られ
る。
【００１５】
　［適用例６］
　適用例５の記録方法において、
　前記インク滴が２０ピコリットル以下であることができる。
【００１６】
　［適用例７］
　適用例５又は適用例６の記録方法において、
　前記記録ヘッドが圧電素子を用いてインク滴を吐出するものであり、単位長さ当たりの
解像度が３００ｄｐｉ以上であることができる。
【００１７】
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　［適用例８］
　適用例５ないし適用例７のいずれか一例の記録方法において、
　前記記録媒体が、表面に受容層を有し、下記式（１）及び（２）を用いて算出される前
記受容層の表面自由エネルギーの非極性成分γｓｄが２０ｍＮ／ｍ以下のものであること
ができる。
　γlＭ(1+COSθＭ)=2(γsd・γldＭ)0.5+2(γsp・γlpＭ)0.5　・・・　（１）
　γlＷ(1+COSθＷ)=2(γsd・γldＷ)0.5+2(γsp・γlpＷ)0.5　・・・　（２）
（ただし、式（１）及び（２）中、γｌｄＭは、ジヨードメタンの表面自由エネルギーの
非極性成分、γｌｐＭは、ジヨードメタンの表面自由エネルギーの極性成分、γｌＭは、
ジヨードメタンの表面自由エネルギー（＝γｌｄ＋γｌｐ）、θＭは、前記受容層上での
ジヨードメタンの接触角、γｌｄＷは、水の表面自由エネルギーの非極性成分、γｌｐＷ

は、水の表面自由エネルギーの極性成分、γｌＷは、水の表面自由エネルギー（＝γｌｄ
＋γｌｐ）、θＷは、前記受容層上での水の接触角、γｓｄは、前記受容層の表面自由エ
ネルギーの非極性成分、γｓｐは、前記受容層の表面自由エネルギーの極性成分を表す。
）
【図面の簡単な説明】
【００１８】
【図１】記録媒体Ａの受容層の縦断面の走査型電子顕微鏡（ＳＥＭ）写真。
【発明を実施するための形態】
【００１９】
　以下に本発明の好適な実施の形態について説明する。以下に説明する実施の形態は、本
発明の一例を説明するものである。また、本発明は、以下の実施の形態に限定されるもの
ではなく、本発明の要旨を変更しない範囲において実施される各種の変形例も含む。
【００２０】
　１．インクセット
　本実施の形態に係るインクセットは、第１インク組成物と、第２インク組成物と、を備
えるインクセットである。前記第１インク組成物は、第１の顔料と、炭素数が６以下であ
りかつ標準沸点が２４５℃以上のアルカンジオールと、を含有し、前記第１の顔料の含有
量が１．５質量％以上、前記アルカンジオールの含有量が３質量％以上２０質量％以下で
ある。前記第２インク組成物は、第２の顔料と、前記アルカンジオール以外の浸透剤と、
を含有し、前記第２の顔料の含有量が１．５質量％未満である。本実施の形態に係るイン
クセットでは、前記第２インク組成物に含まれる浸透剤の浸透力が、前記第１のインク組
成物に含まれるアルカンジオールの浸透力よりも高いことを特徴とする。以下、本実施の
形態に係るインクセットを構成する、第１インク組成物、第２インク組成物の順に説明す
る。なお、インクセットにおける全てのインク組成物が、上述の特徴を満たしている必要
は無い。
【００２１】
　１．１．第１インク組成物
　１．１．１．第１の顔料
　第１インク組成物は、第１の顔料を１．５質量％以上含有する、いわゆる濃インク組成
物である。すなわち、第１インク組成物は、１．５質量％以上の第１顔料と、３質量％以
上２０質量％以下の炭素数が６以下でありかつ標準沸点が２４５℃以上のアルカンジオー
ルと、を含有している。なお、第１インク組成物中の第１の顔料の含有量は、好ましくは
１．５質量％以上８質量％以下、より好ましくは２質量％以上６質量％以下である。第１
の顔料としては、特に制限されないが、無機顔料や有機顔料が挙げられる。
【００２２】
　無機顔料としては、ファーネスブラック、ランプブラック、アセチレンブラック、チャ
ネルブラック等のカーボンブラック（Ｃ．Ｉ．ピグメントブラック７）類、酸化鉄、酸化
チタン等を使用することができる。
【００２３】
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　有機顔料としては、不溶性アゾ顔料、縮合アゾ顔料、アゾレーキ、キレートアゾ顔料等
のアゾ顔料、フタロシアニン顔料、ペリレン及びペリノン顔料、アントラキノン顔料、キ
ナクリドン顔料、ジオキサン顔料、チオインジゴ顔料、イソインドリノン顔料、キノフタ
ロン顔料等の多環式顔料、染料キレート（例えば、塩基性染料型キレート、酸性染料型キ
レート等）、染色レーキ（塩基性染料型レーキ、酸性染料型レーキ）、ニトロ顔料、ニト
ロソ顔料、アニリンブラック、昼光蛍光顔料等が挙げられる。上記顔料は、１種単独で用
いてもよく、２種以上を併用してもよい。
【００２４】
　イエロー有機顔料としては、Ｃ．Ｉ．ピグメントイエロー１、２、３、４、５、６、７
、１０、１１、１２、１３、１４、１６、１７、２４、３４、３５、３７、５３、５５、
６５、７３、７４、７５、８１、８３、９３、９４、９５、９７、９８、９９、１０８、
１０９、１１０、１１３、１１４、１１７、１２０、１２４、１２８、１２９、１３３、
１３８、１３９、１４７、１５１、１５３、１５４、１５５、１６７、１７２、１８０、
１８５、２１３等が挙げられる。
【００２５】
　マゼンタ有機顔料としては、Ｃ．Ｉ．ピグメントレッド１、２、３、４、５、６、７、
８、９、１０、１１、１２、１４、１５、１６、１７、１８、１９、２１、２２、２３、
３０、３１、３２、３７、３８、４０、４１、４２、４８（Ｃａ）、４８（Ｍｎ）、５７
（Ｃａ）、５７：１、８８、１１２、１１４、１２２、１２３、１４４、１４６、１４９
、１５０、１６６、１６８、１７０、１７１、１７５、１７６、１７７、１７８、１７９
、１８４、１８５、１８７、２０２、２０９、２１９、２２４、２４５、又はＣ．Ｉ．ピ
グメントバイオレット１９、２３、３２、３３、３６、３８、４３、５０等が挙げられる
。
【００２６】
　シアン有機顔料としては、Ｃ．Ｉ．ピグメントブルー１、２、３、１５、１５：１、１
５：２、１５：３、１５：４、１５：６、１５：３４、１６、１８、２２、２５、６０、
６５、６６、Ｃ．Ｉ．バットブルー４、６０等が挙げられる。
【００２７】
　グリーン顔料としては、Ｃ．Ｉ．ピグメントグリーン７（フタロシアニングリーン）、
１０（グリーンゴールド）、３６、３７、５８等が挙げられ、これらの１種以上を用いる
ことができる。これらの中でも、Ｃ．Ｉ．ピグメントグリーン７、３６、３７、５８等の
フタロシアニン系顔料であることが好ましい。
【００２８】
　オレンジ顔料としては、Ｃ．Ｉ．ピグメントオレンジ２、５、７、１３、１４、１５、
１６、２４、３４、３６、３８、４０、４３、６３、６４等が挙げられる。これらの中で
も、ピグメントオレンジ３６又は４３が好ましい。
【００２９】
　第１の顔料としては、例えば、イエロー（Ｙ）、マゼンタ（Ｍ）、シアン（Ｃ）、オレ
ンジ（Ｏｒ）、グリーン（Ｇｒ）などのカラーインク組成物に、それぞれの色に対応した
有彩色の有機顔料を用いることができる。また、第１の顔料としては、例えば、ブラック
（Ｋ）のインク組成物に、黒色顔料（無機顔料）を用いることができる。
【００３０】
　１．１．２．アルカンジオール
　第１インク組成物は、炭素数が６以下でありかつ標準沸点が２４５℃以上のアルカンジ
オール（以下、「特定アルカンジオール」ともいう。）を含有する。このような特定アル
カンジオールの具体例としては、３－メチル－１，５－ペンタンジオール、１，６－ヘキ
サンジオール、(R)－(+)－２－メチル－１，４－ブタンジオール等が挙げられ、浸透性や
濡れ性がより良好である点で分岐構造を有しているものがより好ましい。これらの中でも
、３－メチル－１，５－ペンタンジオールが特に好ましい。第１インク組成物にこれらの
特定アルカンジオールを添加することにより、記録された画像からのＶＯＣ発生量を低減
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することが可能となる。また、これらの特定アルカンジオールは、浸透性（濡れ性）が低
いものの、第１の顔料を１．５質量％含有する濃インク組成物に添加した場合には、ドッ
トむらやドットによる粒状感の少ない良好な画像が得られる。この理由としては、第１イ
ンク組成物は、第２インク組成物に比べて顔料濃度が高いために、顔料の凝集による影響
が少なく目立たないためであると推測される。
【００３１】
　第１インク組成物中の特定アルカンジオールの含有量は、３質量％以上２０質量％以下
であり、３質量％以上１５質量％以下であることが好ましく、３質量％以上１０質量％以
下であることがより好ましい。第１インク組成物中の特定アルカンジオールの含有量が前
記範囲にあれば、ドットむらやドットによる粒状感の少ない良好な画像が得られやすい。
【００３２】
　１．１．３．水
　第１インク組成物に水を含ませる場合、水は主に顔料を分散させる分散媒として機能す
る。第１インク組成物は、水を２５質量％以上含む水系インクであっても、水の含有量が
２５質量％未満である非水系インクであってもよいが、記録媒体上で溶媒が速やかに減少
することで顔料の定着性、記録媒体上での配向性が向上する水系インクがより好ましい。
【００３３】
　１．１．４．その他の添加剤
　第１インク組成物には、多価アルコール、グリコールエーテル等の有機溶剤、第１の顔
料を分散させるための樹脂、界面活性剤、その他の成分が含有されていてもよい。
【００３４】
　＜多価アルコール＞
　多価アルコールとしては、例えば、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、ポリエチレングリコール、ポリプロピレングリコール、プロピレン
グリコール、ブチレングリコール、１，２，６－ヘキサントリオール、チオグリコール、
ヘキシレングリコール、グリセリン、トリメチロールエタン、トリメチロールプロパン、
１，２－ブタンジオール、１，２－ヘキサンジオール、１，２－ヘプタンジオール、１，
２－オクタンジオール等が挙げられる。
【００３５】
　＜グリコールエーテル＞
　グリコールエーテルとしては、エチレングリコールモノメチルエーテル、エチレングリ
コールモノエチルエーテル、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
ールモノメチルエーテル、ジエチレングリコールモノエチルエーテル、ジエチレングリコ
ールモノブチルエーテル、ジプロピレングリコールモノメチルエーテル、ジプロピレング
リコールモノエチルエーテル、トリエチレングリコールモノメチルエーテル、トリエチレ
ングリコールモノブチルエーテル、トリプロピレングリコールモノメチルエーテル等の多
価アルコールの低級アルキルエーテルを挙げることができる。
【００３６】
　なお、ＶＯＣ発生量を低減する観点から、第１インク組成物には、標準沸点が２４５℃
未満の有機溶剤を実質的に含んでいないことが好ましい。
【００３７】
　ここで、実質的に含まないとは、インクの総質量（１００質量％）に対して、例えば１
．０質量％以上含有しないことであり、好ましくは０．５質量％以上含有しないことであ
り、より好ましくは０．１質量％以上含有しないことであり、さらに好ましくは０．０５
質量％以上含有しないことであり、さらにより好ましくは０．０１質量％以上含有しない
ことであり、最も好ましくは０．００１質量％以上含有しないことである。
【００３８】
　＜樹脂＞
　第１インク組成物に含まれる樹脂は、顔料を分散させる分散剤として機能する。樹脂と
しては、ポリアクリル酸、ポリメタアクリル酸、ポリメタアクリル酸エステル、ポリエチ
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ルアクリル酸、スチレン－ブタジエン共重合体、ポリブタジエン、アクリロニトリル－ブ
タジエン共重合体、クロロプレン共重合体、フッ素樹脂、フッ化ビニリデン、ポリオレフ
ィン樹脂、セルロース、スチレン－アクリル酸共重合体、スチレン－メタクリル酸共重合
体、ポリスチレン、スチレン－アクリルアミド共重合体、ポリイソブチルアクリレート、
ポリアクリロニトリル、ポリ酢酸ビニル、ポリビニルアセタール、ポリビニルピロリドン
、ポリアミド、ロジン系樹脂、フルオレン系樹脂、ポリエチレン、ポリカーボネート、塩
化ビニリデン樹脂、セルロースアセテートブチレートなどのセルロース系樹脂、酢酸ビニ
ル樹脂、エチレン－酢酸ビニル共重合体、酢酸ビニル－アクリル共重合体、塩化ビニル樹
脂、ポリウレタン、ロジンエステルなどが挙げられるがこれらに限定されるものではない
。これらの樹脂は、１種単独で用いてもよく、２種以上組み合わせて用いてもよい。
【００３９】
　樹脂の顔料に対する添加量は、顔料１００質量部に対して１０質量部以上３００質量部
以下であることが好ましく、５０質量部以上２５０質量部以下であることがより好ましい
。この範囲であることにより、顔料の水中への分散安定性が一層良好になる。
【００４０】
　＜界面活性剤＞
　界面活性剤の種類としては、特に限定されないが、アセチレングリコール系界面活性剤
又はポリシロキサン系界面活性剤であることが好ましい。アセチレングリコール系界面活
性剤及びポリシロキサン系界面活性剤は、記録媒体などの被記録面への濡れ性を高めてイ
ンク組成物の浸透性を高めることができる。
【００４１】
　シリコン系界面活性剤としては、ポリシロキサン系化合物等が好ましく用いられ、例え
ば、ポリエーテル変性オルガノシロキサン等が挙げられる。より詳しくは、ＢＹＫ－３０
６、ＢＹＫ－３０７、ＢＹＫ－３３３、ＢＹＫ－３４１、ＢＹＫ－３４５、ＢＹＫ－３４
６、ＢＹＫ－３４８（以上商品名、ビックケミー・ジャパン株式会社製）、ＫＦ－３５１
Ａ、ＫＦ－３５２Ａ、ＫＦ－３５３、ＫＦ－３５４Ｌ、ＫＦ－３５５Ａ、ＫＦ－６１５Ａ
、ＫＦ－９４５、ＫＦ－６４０、ＫＦ－６４２、ＫＦ－６４３、ＫＦ－６０２０、Ｘ－２
２－４５１５、ＫＦ－６０１１、ＫＦ－６０１２、ＫＦ－６０１５、ＫＦ－６０１７（以
上商品名、信越化学工業株式会社製）等が挙げられる。
【００４２】
　アセチレングリコール系界面活性剤としては、例えば、サーフィノール１０４、１０４
Ｅ、１０４Ｈ、１０４Ａ、１０４ＢＣ、１０４ＤＰＭ、１０４ＰＡ、１０４ＰＧ－５０、
１０４Ｓ、４２０、４４０、４６５、４８５、ＳＥ、ＳＥ－Ｆ、５０４、６１、ＤＦ３７
、ＣＴ１１１、ＣＴ１２１、ＣＴ１３１、ＣＴ１３６、ＴＧ、ＧＡ（以上全て商品名、Ａ
ｉｒ　Ｐｒｏｄｕｃｔｓ　ａｎｄ　Ｃｈｅｍｉｃａｌｓ．　Ｉｎｃ．社製）、オルフィン
Ｂ、Ｙ、Ｐ、Ａ、ＳＴＧ、ＳＰＣ、Ｅ１００４、Ｅ１０１０、ＰＤ－００１、ＰＤ－００
２Ｗ、ＰＤ－００３、ＰＤ－００４、ＥＸＰ．４００１、ＥＸＰ．４０３６、ＥＸＰ．４
０５１、ＡＦ－１０３、ＡＦ－１０４、ＡＫ－０２、ＳＫ－１４、ＡＥ－３（以上全て商
品名、日信化学工業株式会社製）、アセチレノールＥ００、Ｅ００Ｐ、Ｅ４０、Ｅ１００
（以上全て商品名、川研ファインケミカル株式会社製）等が挙げられる。
【００４３】
　第１インク組成物中の界面活性剤の含有量は、０．１質量％以上１．５質量％以下であ
ることが好ましく、０．１質量％以上１．０質量％以下であることがより好ましい。
【００４４】
　＜その他の成分＞
　インク組成物は、上記以外の成分（その他の成分）を含むものであってもよい。このよ
うな成分としては、例えば、ｐＨ調整剤、有機バインダー、尿素系化合物、糖類、アルカ
ノールアミン（トリエタノールアミン等）等の乾燥抑制剤などが挙げられる。
【００４５】
　１．２．第２インク組成物
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　第２インク組成物は、第２の顔料を１．５質量％未満含有する、いわゆる淡インク組成
物である。すなわち、第２インク組成物は、１．５質量％未満の第２の顔料と、上記特定
アルカンジオール以外の浸透剤と、を含有している。この第２インク組成物に含有される
浸透剤は、上記特定アルカンジオールよりも浸透力が高い。なお、第２インク組成物中の
第２の顔料の含有量は、好ましくは０．０５質量％以上１．２質量％以下、より好ましく
は０．１質量％以上１質量％以下である。
【００４６】
　第２の顔料の具体例としては、上記第１インク組成物で例示した第１の顔料と同様の顔
料が挙げられる。第２の顔料としては、例えば、ライトイエロー（Ｌｙ）、ライトマゼン
タ（Ｌｍ）、ライトシアン（Ｌｃ）のカラーインク組成物に、それぞれの色に対応した有
機顔料を用いることができる。また、グレー（Ｌｋ）、ライトグレー（ＬＬｋ）のインク
組成物には黒色顔料（無機顔料）を用いることができる。なお、第１の顔料と第２の顔料
とは同一であってもよい。
【００４７】
　第２インク組成物は、顔料濃度が１．５質量％未満と低いために、記録媒体上にインク
滴が着弾した後、水分が優先的に揮発していくことで浸透剤リッチの状態となり、顔料の
分散性が破壊されて凝集するために、記録された画像の粒状性が悪化するという課題が発
生しやすい。特にインク組成が馴染みにくい記録媒体上に記録する場合には、顔料の凝集
による画質への影響が大きく目立ちやすい傾向がある。また、顔料濃度が低いため、凝集
により意図せず発色が高くなってしまう領域が出てきた場合に大きく目立ってしまう。し
たがって、第２インク組成物には、第１インク組成物に含まれる特定アルカンジオール以
外の浸透性（濡れ性）に優れた浸透剤を添加することが好ましい。これによって、幅広い
記録媒体対応性を有することができる。
【００４８】
　このような浸透剤としては、上記第１インク組成物で例示した多価アルコールやグリコ
ールエーテルが挙げられるが、炭素数４～８の多価アルコール又はグリコールエーテルで
あることが好ましい。炭素数４～８の多価アルコール又はグリコールエーテルを用いるこ
とで、第２インク組成物の浸透性（濡れ性）を向上できる。さらに、標準沸点が２００℃
以上（好ましくは２００℃以上２４５℃未満）の多価アルコール又はグリコールエーテル
であることがより好ましい。標準沸点が２００℃以上の多価アルコール又はグリコールエ
ーテルを用いることで、第２インク組成物の浸透性（濡れ性）を向上できると共に、記録
された画像からのＶＯＣ発生量を幾分でも低減することができる。
【００４９】
　好ましい多価アルコールとしては、１，２－ヘキサンジオール、１，２－ペンタンジオ
ール、２－エチル－１，３－ヘキサンジオールが挙げられる。一方、好ましいグリコール
エーテルとしては、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、テトラエチレングリコールモノブチルエーテル、ジプロピレングリ
コールモノプロピルエーテル、ジエチレングリコールモノヘキシルエーテルが挙げられる
。これらの中でも１，２－ヘキサンジオールが最も好ましい。
【００５０】
　第２インク組成物中の浸透剤の含有量は、３質量％以上２０質量％以下であり、３質量
％以上１５質量％以下であることが好ましく、３質量％以上１０質量％以下であることが
より好ましい。第２インク組成物中の浸透剤の含有量が前記範囲にあれば、ドットむらや
ドットによる粒状感の少ない良好な画像が得られやすく、記録された画像からのＶＯＣ発
生量を低減することができる。
【００５１】
　第２インク組成物には、上記第１インク組成物で列挙した、水、樹脂、界面活性剤、そ
の他の成分を添加することができる。第２インク組成物中の各成分の含有量（使用量）に
ついては、第１インク組成物と同様である。
【００５２】
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　１．３．第１インク組成物及び第２インク組成物の浸透力
　上述のように、第２インク組成物の浸透力は、第１インク組成物の浸透力よりも高い。
第２インク組成物は、第１インク組成物に含まれる特定アルカンジオールよりも浸透力の
高い浸透剤を含有するからである。第２インク組成物の浸透力が第１インク組成物の浸透
力よりも高いことは、以下の方法によって測定することができる。
【００５３】
　同一の記録媒体表面に、第１インク組成物及び第２インク組成物をそれぞれ同量着弾さ
せたときに、前記第１インク組成物の着弾直後のドット高さｄ１及び前記第２インク組成
物の着弾直後のドット高さｄ２が、それぞれ０．１ｄ１となるまでの時間をｔ１及び０．
１ｄ２となるまでの時間をｔ２とした場合に、ｔ１＞ｔ２（好ましくはｔ１≧２ｔ２）の
関係を満たすことが、第２インク組成物の浸透力が第１インク組成物の浸透力よりも高い
ということを表す。測定用の記録媒体としては、側方から観察して浸透力の測定を行うた
め、記録媒体表面が平滑であれば得に限定されないが、観察が容易であり且つ浸透性の差
異を明確に出す事が出来るという観点から、セイコーエプソン株式会社製の写真用紙＜光
沢＞を用いると良い。
【００５４】
　本願発明の第１インク組成物及び第２インク組成物は、インクが馴染みにくい記録媒体
に好ましく効果を発揮することより、非常に広い記録媒体対応性を有する。また、インク
が馴染みにくい記録媒体としては、例えば、下記式（１）及び（２）を用いて算出される
表面自由エネルギーの非極性成分γｓｄが２０ｍＮ／ｍ以下の受容層を有する記録媒体が
挙げられる。当該記録媒体は、前記第１インク組成物及び前記第２インク組成物が馴染み
にくい（吸収されにくい）層を有している。このようなインク組成が馴染みにくい受容層
を有する記録媒体では、上述の課題、すなわち記録媒体上にインク滴が着弾した後、水分
が優先的に揮発していくことで浸透剤リッチの状態となり、顔料の分散性が破壊されて凝
集するために、記録された画像の粒状性が悪化するという課題が発生しやすい。しかしな
がら、本願発明に係るインクセットを用いることにより、このようなインク組成が馴染み
にくい受容層を有する記録媒体に対しても、ドットむらやドットによる粒状感の少ない良
好な画像が得られるのである。
【００５５】
　γlＭ(1+COSθＭ)=2(γsd・γldＭ)0.5+2(γsp・γlpＭ)0.5　・・・　（１）
　γlＷ(1+COSθＷ)=2(γsd・γldＷ)0.5+2(γsp・γlpＷ)0.5　・・・　（２）
（ただし、式（１）及び（２）中、γｌｄＭは、ジヨードメタンの表面自由エネルギーの
非極性成分、γｌｐＭは、ジヨードメタンの表面自由エネルギーの極性成分、γｌＭは、
ジヨードメタンの表面自由エネルギー（＝γｌｄ＋γｌｐ）、θＭは、前記受容層上での
ジヨードメタンの接触角、γｌｄＷは、水の表面自由エネルギーの非極性成分、γｌｐＷ

は、水の表面自由エネルギーの極性成分、γｌＷは、水の表面自由エネルギー（＝γｌｄ
＋γｌｐ）、θＷは、前記受容層上での水の接触角、γｓｄは、前記受容層の表面自由エ
ネルギーの非極性成分、γｓｐは、前記受容層の表面自由エネルギーの極性成分を表す。
）
【００５６】
　上記式（１）及び（２）は、一般に、Ｏｗｅｎｓ－Ｗｅｎｄｔの近似式と呼ばれるもの
であり、式中の、γｌｄＷ、γｌｐＷ、γｌＷ、γｌｄＭ、γｌｐＭ、γｌＭγｓｄ、γ
ｓｐの単位は、いずれも、ｍＮ／ｍである。
【００５７】
　受容層の極性成分γｓｐおよび非極性成分γｓｄは、以下のようにして求めることがで
きる。すなわち、室温（２３℃）下、１μｌの水およびジヨードメタンについて、受容層
に対する滴下から１００ｍｓ後の接触角を測定する。水およびジヨードメタンの極性成分
、非極性成分は既知なので、水の値を用いた式、およびジヨードメタンの値を用いた式の
２式から、連立方程式を解くことで、受容層の極性成分γｓｐと非極性成分γｓｄとを算
出することができる。なお、水のγｌｄＷは４８．５、γｌｐＷは２．３、γｌＷは５０
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．８であり、ジヨードメタンのγｌｄＭは２９．１、γｌｐＭは４３．７、γｌＭは７２
．８である。
【００５８】
　このような受容層を有する記録媒体としては、上記の条件を満たす限り特に制限される
ものではないが、例えば、基材としてのガラス繊維混沙紙上に、無機粒子としての水酸化
カルシウムを含む塗料が塗布されて形成された受容層を有する記録媒体や、ＭＣマット合
成紙（セイコーエプソン株式会社製）等が挙げられる。特に本願発明に係るインクセット
を適用して前者の記録媒体に画像を記録した場合には、ドットむらやドットによる粒状感
の少ない、漆喰に描かれた絵画（壁画）のような質感を有する良好な画像が得られるため
、好適である。
【００５９】
　２．記録方法
　本実施の形態に係る記録方法は、上述のインクセットを用いる記録方法であって、記録
ヘッドを用いて前記第１インク組成物及び／又は前記第２インク組成物のインク滴を吐出
して記録媒体に画像を記録することを特徴とする。本実施の形態に係る記録方法によれば
、上述のインクセットを用いるので、記録された画像からのＶＯＣの発生量を低減できる
と共に、インク組成が馴染みにくい記録媒体に画像を記録した場合であってもドットむら
やドットによる粒状感の少ない良好な画像が得られる。したがって、本実施の形態に係る
記録方法によれば、記録媒体の対応性が幅広くなる。以下、本実施の形態に係る記録方法
で好適に用い得るインク滴吐出装置について詳細に説明する。
【００６０】
　２．１．インク滴吐出装置
　インク滴吐出装置としては、いわゆるシリアル型およびライン型のいずれでも使用する
ことができる。これらの型のインク滴吐出装置には、記録ヘッドが搭載されており、記録
媒体と記録ヘッドとの相対的な位置関係を変化させながら、記録ヘッドのノズル孔からイ
ンク組成物のインク滴を所定のタイミングでかつ所定の体積（質量）で吐出させ、記録媒
体にインク組成物を付着させて所定の画像を記録することができる。
【００６１】
　インク滴吐出装置の記録ヘッドは、圧電素子を用いてインク滴を吐出するものであり、
単位長さ当たりの解像度が３００ｄｐｉ以上のものであることが好ましい。このような記
録ヘッドを備え、かつ、第１インク組成物及び／又は第２インク組成物のインク滴をマル
チサイズ（例えば１ｐｌ～４０ｐｌの範囲）で吐出できるとより一層好ましい画質が期待
できる。
【００６２】
　記録ヘッドの単位長さあたりの解像度は、３００ｄｐｉ以上であることが好ましく、６
００ｄｐｉ以上であることがより好ましい。これにより、微細なインク滴を高密度かつ高
速に記録し、特定の非極性成分を有する記録媒体にも良好な画像を形成が可能となり記録
媒体対応性が向上する。一方、解像度が低い記録ヘッドを用いた場合、インク滴サイズを
大きくしなければ、印刷速度が遅くなってしまう傾向にあるが、インク滴サイズが大きい
場合には滲み等の画像の品質劣化が顕著になってしまい、上述の記録媒体に適用するのは
困難である。一方、印刷速度を遅くするのは記録物の生産性の観点で好ましくない。
【００６３】
　したがって、記録ヘッドは、２０ｐｌ以下のインク滴を用いて画像の記録を行うもので
あることが好ましい。すなわち、記録ヘッドから吐出されるインク滴１滴の体積は、２０
ｐｌ以下であるのが好ましく、５ｐｌ以上１５ｐｌ以下であるのがより好ましい。これに
より、より確実に滲みが防止された画像を所定の非極性成分を有する記録媒体に記録する
ことができる。
【００６４】
　ここで一般に、シリアル型のインク滴吐出装置では、記録媒体の搬送方向と記録ヘッド
の往復動作の方向とが交差しており、記録ヘッドの往復動作と記録媒体の搬送動作（往復
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動作も含む）との組み合わせによって、記録媒体と記録ヘッドとの相対的な位置関係を変
化させる。またこの場合、一般的には、記録ヘッドには複数のノズル孔（インク組成物を
吐出する孔）が配置され、記録媒体の搬送方向に沿ってノズル孔の列（ノズル列）が形成
されている。また、記録ヘッドには、インク組成物の種類数に応じて、複数のノズル列が
形成される場合もある。
【００６５】
　また、一般に、ライン型のインク滴吐出装置では、記録ヘッド又は記録媒体の一方は往
復動作を行わず、記録媒体の搬送によって記録媒体と記録ヘッドとの相対的な位置関係を
変化させる。この場合においても、一般的には、記録ヘッドには、ノズル孔が複数配置さ
れ、記録媒体の搬送方向に交差する方向に沿って該ノズル孔の列（ノズル列）が形成され
ている。
【００６６】
　なお、本明細書では、シリアル型のインク滴吐出装置において、記録ヘッドの往復動作
の方向を「主走査方向」と称することがあり、また、記録媒体の搬送方向を「副走査方向
」と称することがある。一方、ライン型のインク滴吐出装置では、記録媒体の搬送方向を
「走査方向」と称することがある。
【００６７】
　次に、記録媒体に記録される画像の解像度と、記録ヘッドに配置されるノズル孔のノズ
ル列の長さあたりの個数（以下、「ヘッド解像度」ということがある。）の関係について
説明する。ヘッド解像度が、例えば、１インチあたり３６０個（すなわち３６０ｄｐｉ（
ドット／インチ））である場合には、各ノズル孔から記録媒体に対してインク組成物を吐
出すると、記録媒体上には、ノズル列におけるノズルの配置に対応する３６０ｄｐｉのド
ットの列が形成される。記録ヘッドと記録媒体とを、ノズル列の延びる方向に交差する方
向に相対的に移動させながら各ノズル孔から、インク組成物のインク滴を吐出した場合で
あっても、記録媒体上にはノズル列の方向に沿う方向のドットは３６０ｄｐｉの解像度で
形成されることになる。すなわち、この場合には、画像の、ノズル列の延びる方向に沿う
方向における解像度（画像解像度）は、３６０ｄｐｉである。
【００６８】
　なお、記録媒体上の記録ヘッドのノズル列の方向に交差する方向におけるインク滴の間
隔は、ノズル孔からインク滴が吐出される時間間隔（吐出周波数）に依存する。記録ヘッ
ドと記録媒体とを、ノズル列に直交する方向に相対的に移動させる場合の、画像解像度と
、ヘッド解像度との関係は、シリアル型およびライン型のインク滴吐出装置において共通
している。
【００６９】
　また、シリアル型のインク滴吐出装置においては、記録ヘッドの往復動作の方向に対し
て交差する方向に記録媒体を移動させることができるため、記録ヘッドの解像度が例えば
３６０ｄｐｉであっても、記録媒体を移動させることにより記録媒体上に形成される画像
における、ノズル列に沿う方向のドットの間隔を小さくすることができる。すなわち、記
録媒体に対して、記録ヘッドをノズル列に直交する方向に移動させて記録を行った後、記
録媒体を記録ヘッドのノズル列に沿う方向に、例えばドット間隔の１／２の距離だけ移動
させ、再度、記録媒体に対して、記録ヘッドをノズル列に直交する方向に移動させて記録
を行えば、記録媒体上に形成される画像の、ノズル列に沿う方向の解像度を２倍すなわち
７２０ｄｐｉ相当とすることができる。さらに、記録媒体を記録ヘッドのノズル列に沿う
方向への移動距離は、ドット間隔の１／３、１／４、１／８などと設定することができる
ため、ヘッド解像度よりも高い解像度の画像を形成することが容易である。ただし、この
ような手法によって画像解像度を高める場合には、画像解像度と、画像記録に要する時間
とがトレードオフの関係にあることに注意する。
【００７０】
　なお、シリアル型のインク滴吐出装置である場合、主走査方向に直交する方向の画像解
像度が、前記主走査方向に直交する方向のヘッド解像度の６倍以下、より好ましくは４倍
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以下であることが好ましい。また、記録ヘッドの走査（主走査）と記録媒体の搬送（副走
査）が交互に繰り返されることが好ましい。これによって高速で画像形成を行うことがで
きる。
【００７１】
　また、ライン型のインク滴吐出装置であれば高速で画像を形成する事が出来る。さらに
、走査方向に直交する方向の画像の解像度が、走査方向に直交する方向のヘッド解像度の
６倍以下であることが好ましい。また、記録媒体の搬送速度は、３０ｃｍ／ｓ以上、より
好ましくは５０ｃｍ／ｓ以上、一層好ましくは８０ｃｍ／ｓ以上とすることで、高速で画
像形成を行うことができる。もちろんこの条件において、さらに画像解像度がヘッド解像
度の１倍であればより高速な画像形成を行うことが可能である。
【００７２】
　インクジェット記録方式は、上述したようなシリアル型またはライン型のインク滴吐出
装置を用いるものであるが、方式としては、インク組成物を微細なノズル孔よりインク滴
として吐出して該インク滴を記録媒体に付着させることができれば、特に制限されない。
例えば、インクジェット記録方式としては、静電吸引方式、ポンプ圧力によりインク滴を
噴射させる方式、圧電素子を用いる方式、インク液を微小電極で加熱発泡させインク滴を
噴射させる方式、などを挙げることができる。
【００７３】
　２．２．記録媒体
　本実施の形態に係る記録方法は、上述したようなインク組成が馴染みにくい受容層を有
する記録媒体に記録する場合においても、ドットむらやドットによる粒状感の少ない良好
な画像が得られる点で優れている。このような記録媒体としては、上記式（１）及び（２
）を用いて算出される表面自由エネルギーの非極性成分γｓｄが２０ｍＮ／ｍ以下の受容
層を有する記録媒体が挙げられるが、かかる記録媒体について以下に詳述する。
【００７４】
　上記式（１）より算出される受容層の表面自由エネルギーの非極性成分γｓｄは、２０
ｍＮ／ｍ以下であり、５ｍＮ／ｍ以上２０ｍＮ／ｍ以下であることが好ましい。本願発明
のインクセットを用いればこのような記録媒体にも良好な画像記録が可能となる。また、
上記式（１）より算出される受容層の表面自由エネルギーの極性成分γｓｐは、２０ｍＮ
／ｍ以下であるのが好ましく、０．１ｍＮ／ｍ以上１０ｍＮ／ｍ以下であるのがより好ま
しい。これにより、より質感の高い記録物を得ることが可能となり、本願発明のインクセ
ットを用いればこのような記録媒体にも良好な画像記録が可能となる。
【００７５】
　記録媒体の受容層は、炭酸カルシウム、クレー、タルク、カオリン、金属水酸化物から
選択される一種以上を含むものであるのが好ましく、より好ましくは金属水酸化物である
。受容層を構成する金属水酸化物としては、例えば、水酸化アルミニウム、水酸化カルシ
ウム、水酸化マグネシウム、水酸化亜鉛等が挙げられるが、中でも、水酸化カルシウムが
好ましい。これにより、漆喰に描かれた絵画（壁画）のような質感をさらに向上させるこ
とができる。また、記録後受容層が一部変化して色材を保護し、耐光性をさらに優れたも
のとすることができる。受容層を構成する金属水酸化物は、粒状をなすものであるものが
好ましい。これにより、漆喰に描かれた絵画（壁画）のような質感をさらに向上させるこ
とができる。また、記録物の耐光性をさらに優れたものとすることができる。
【００７６】
　受容層中の金属水酸化物の含有量は、受容層の全質量に対して２０質量％以上が好まし
く、２０質量％以上９０質量％以下がより好ましく、３０質量％以上８０質量％以下であ
るのがさらに好ましい。これにより、漆喰に描かれた絵画（壁画）のような質感をさらに
向上させることができる。また、記録物の耐光性をさらに優れたものとすることができる
。
【００７７】
　また、受容層を構成する金属水酸化物の平均粒子径は、０．２μｍ以上１０μｍ以下で
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あるのが好ましく、０．４μｍ以上７μｍ以下であるのがより好ましい。これにより、漆
喰に描かれた絵画（壁画）のような質感をさらに向上させることができる。また、記録物
の耐光性をさらに優れたものとすることができる。受容層の厚みは、５０μｍ以上１００
０μｍ以下であるのが好ましく、１００μｍ以上８００μｍ以下であるのがより好ましい
。これにより、漆喰に描かれた絵画（壁画）のような質感をさらに向上させることができ
る。また、記録物の耐光性をさらに優れたものとすることができる。記録媒体は、前述し
たような受容層のみで構成されたものであってもよいが、前記受容層を保持する基材上に
受容層が設けられたものであるのが好ましい。これにより、記録媒体の形状の安定性、搬
送性が向上し、記録物の生産性、製造された記録物の信頼性を特に優れたものとすること
ができる。
【００７８】
　基材は、いかなる材料で構成されたものであってもよいが、紙、ガラス繊維、ビニロン
繊維、ポリプロピレン繊維、ポリエステル繊維、ポリエチレンテレフタレート繊維、アク
リル繊維、アラミド繊維、カーボン繊維等の繊維状物からなる織布または不織布等を用い
ると好ましい。また、受容層は、必要に応じて樹脂粒子や非晶質シリカ、多孔質珪酸塩、
マグネシウムや亜鉛などの２価金属の弱酸塩や酸化物、天然または合成のゼオライト、ア
ルミナ、ケイソウ土、合成雲母、各種のクレー、タルク、炭酸カルシウム、カオリン、酸
性白土、活性白土等を、含有させても良い。
【００７９】
　受容層は、その表面から基材に亘るひび割れ領域（クラック）を有するものであっても
よい。上述に記載した記録媒体はこのようなクラックを有する場合があるが、本願発明を
利用すれば、このような記録媒体にも良好に画像が記録出来る。また、にじみがより効果
的に防止され、十分な画像濃度の印刷部を有し、漆喰に描かれた絵画（壁画）のような質
感のある記録物を提供することができる。
【００８０】
　３．実施例
　以下、本発明の実施形態を実施例および比較例によってさらに具体的に説明するが、本
発明はこれらの実施例によって何ら限定されるものではない。
【００８１】
　３．１．各インク組成物の調製
　下表１に、第１インク組成物及び第２インク組成物として具体的に調製したインク組成
物の構成を示す。濃インク組成物としての第１インク組成物は、イエロー（Ｙ）、マゼン
タ（Ｍ）、シアン（Ｃ）、ブラック（Ｋ）の各インク組成物を準備した。淡インク組成物
としての第２インク組成物は、ライトマゼンタ（Ｌｍ）、ライトシアン（Ｌｃ）、グレー
（Ｌｋ）、ライトグレー（ＬＬｋ）の各インク組成物を準備した。
【００８２】
　イエロー（Ｙ）の顔料にはピグメントイエロー７４を、シアン（Ｃ）及びライトシアン
（Ｌｃ）の顔料にはピグメントブルー１５：３を、マゼンタ（Ｍ）及びライトマゼンタ（
Ｌｍ）の顔料にはピグメントバイオレット１９を、ブラック（Ｋ）、グレー（Ｌｋ）、ラ
イトグレー（ＬＬｋ）の顔料にはカーボンブラックを、それぞれ表１に示す含有量で用い
た。
【００８３】
　まず、上記の顔料、スチレン－アクリル酸共重合体（重量平均分子量７８，０００、樹
脂酸価１００）、及びイオン交換水（一部）を混合攪拌して混合物とした。この混合物を
、サンドミル（安川製作所株式会社製）を用いて、ジルコニアビーズ（直径１．５ｍｍ）
と共に６時間分散処理を行った。その後、ジルコニアビーズをセパレータで分離すること
により、顔料分散液を得た。
【００８４】
　次いで、上記で得られた顔料分散液に、グリセリン、界面活性剤（製品名「ＢＹＫ－３
４８」、ビックケミー・ジャパン株式会社製、シリコン系界面活性剤）、トリエタノール
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アミン、表２に記載の浸透剤、及びイオン交換水を表１に記載の組成となるように添加し
た。その後、常温で１時間混合攪拌し、さらに孔径５μｍのメンブランフィルターでろ過
することにより、各インク組成物を調製した。なお、表１中の数値は、インク中での含有
量（質量基準％）を表す。
【００８５】
　なお、表２に記載の浸透剤の略称は、それぞれ以下の化合物を意味する。
・ＭＰＤ　　　：３－メチル－１，５－ペンタンジオール
・ＢＴＧ　　　：トリエチレングリコールモノブチルエーテル
・１，２－ＨＤ：１，２－ヘキサンジオール
・１，６－ＨＤ：１，６－ヘキサンジオール
【００８６】
【表１】

【００８７】
　３．２．評価方法
　（１）ＶＯＣ発生量の評価
　ＶＯＣ発生量の評価は、インクジェットプリンター（セイコーエプソン株式会社製、型
式「ＰＸ－Ｈ８０００」）を用い、ブルーエンジェル（ドイツ環境ラベル）による測定方
法・評価条件に従って行った。判定の基準を以下に示す。
　ＶＯＣの判定：良好「○」・・・ＶＯＣ５ｍｇ／時間以下
　　　　　　　　不良「×」・・・ＶＯＣ５ｍｇ／時間超
【００８８】
　（２）粒状性の評価
　粒状性の評価は、日本画像学会論文「インクジェットの画質評価」（Japan hardcopy’
９９論文集（ｐ２９１－２９４））に従って行った。具体的には、専用の粒状性評価画像
（グラデーションパッチ）を実施例１～６及び比較例１～７のインクセットを用いて記録
し、得られた記録物をスキャナーで電子データとして取り込み、専用ソフトにて粒状性指
標値を算出することにより行った。インクジェットプリンターには、ＰＸ－Ｈ８０００（
セイコーエプソン株式会社製）を用い、解像度７２０ｄｐｉ×７２０ｄｐｉにて記録を行
った。記録媒体には、後述する記録媒体Ａ又は記録媒体Ｂのいずれか一方を使用した。ス
キャナーには、ＧＴ－Ｘ７７０（セイコーエプソン株式会社製）を用い、解像度１２００
ｄｐｉ、解析対象領域２５６×２５６ｐｉｘｅｌにて画像データを取り込み、解析データ
とした。粒状性の評価は、算出された粒状性指標値に対して以下の判定基準に従って行っ
た。判定基準を以下に示す。
　粒状性の判定：良好　「○」・・・粒状性指標が０．２８未満
　　　　　　　　略良好「△」・・・粒状性指標が０．２８以上０．３０未満
　　　　　　　　不良　「×」・・・粒状性指標が０．３０以上
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【００８９】
　粒状性の評価に用いた記録媒体Ａは、基材としてのガラス繊維混沙紙上に、無機粒子と
しての水酸化カルシウム（平均粒子径：１μｍ）を含む塗料が塗布されて形成された受容
層を有するものである。水酸化カルシウムの含有量は、受容層全質量に対して５０質量％
であった。図１は、記録媒体Ａの受容層の縦断面の走査型電子顕微鏡（ＳＥＭ）写真であ
る。図１からも判るように、記録媒体Ａの受容層は、その表面から基材に亘るひび割れ領
域（クラック）を有するものであった。なお、記録媒体Ａの表面自由エネルギーの非極性
成分γｓｄは１５．４ｍＮ／ｍであり、表面自由エネルギーの極性成分γｓｐは０．３ｍ
Ｎ／ｍであった。
【００９０】
　粒状性の評価に用いた記録媒体Ｂは、受容層を備えたフィルム系マット紙（セイコーエ
プソン株式会社製、ＭＣマット合成紙）である。なお、記録媒体Ｂの表面自由エネルギー
の非極性成分γｓｄは１９．６ｍＮ／ｍであり、表面自由エネルギーの極性成分γｓｐは
２０ｍＮ／ｍであった。
【００９１】
　（３）浸透力の測定
　まず、表３に示すように浸透剤が異なるインク組成物（Ｌｋ１～Ｌｋ３）を上記と同様
にして調製した。これらのインク組成物をインクジェットプリンター（セイコーエプソン
株式会社製、型式「ＰＸ－Ｇ９３０」）に装填し、写真用紙＜光沢＞（セイコーエプソン
株式会社製）上に１１ｐｌのインク滴を吐出した。そのインク滴をハイスピードカメラ（
株式会社ナックイメージテクノロジー製、製品名「ＭＥＭＲＥＣＡＭ　ＧＸ－１　Ｐｌｕ
ｓ」）を用いて着弾時点のドット高さ（１００％）ｄが０．１ｄ（１０％）になるまでの
時間を測定した。このようにして各インク組成物の浸透力を測定した。この時間が短けれ
ば短いほど、浸透力が高いインク組成物ということになる。その結果を表３に併せて示す
。
【００９２】
　３．３．評価結果
　表２に、実施例１～６及び比較例１～７のインクセットにおけるＶＯＣ発生量の評価結
果並びに粒状性の評価結果を併せて示す。
【００９３】



(17) JP 2014-196378 A 2014.10.16

10

20

30

40

50

【表２】

【００９４】
　表２から明らかなように、実施例１～６に係るインクセットによれば、インクが馴染み
にくい記録媒体Ａや記録媒体Ｂに記録した場合に、ＶＯＣ評価及び粒状性評価において良
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好な結果が得られた。一方、比較例１～７に係るインクセットでは、ＶＯＣ評価及び粒状
性評価のいずれか一方が不良となった。
【００９５】
　表３に、浸透剤が異なるインク組成物（Ｌｋ１～Ｌｋ３）から評価した、インク組成物
の浸透力測定の結果を示す。
【００９６】
【表３】

【００９７】
　なお、表３から明らかなように、インク組成物（Ｌｋ１～Ｌｋ３）のドット高さｄが０
．１ｄとなるまでの時間から、浸透剤の浸透力は、１，２－ヘキサンジオール（１，２－
ＨＤ）＞トリエチレングリコールモノブチルエーテル（ＢＴＧ）＞３－メチル－１，５－
ペンタンジオール（ＭＰＤ）の順となることが示唆された。
【００９８】
　本発明は、前述した実施形態に限定されるものではなく、種々の変形が可能である。例
えば、本発明は、実施形態で説明した構成と実質的に同一の構成（例えば、機能、方法お
よび結果が同一の構成、あるいは目的および効果が同一の構成）を含む。また、本発明は
、実施形態で説明した構成の本質的でない部分を置き換えた構成を含む。また、本発明は
、実施形態で説明した構成と同一の作用効果を奏する構成または同一の目的を達成するこ
とができる構成を含む。また、本発明は、実施形態で説明した構成に公知技術を付加した
構成を含む。
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