
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　顔料、水溶性有機溶媒 および /または界面活性剤 含有するインクジ
ェット記録液であって、
１）普通紙上における動的接触角の時間変化率が、０ .５～３ .５度／秒であり、
２）インクジェット記録液における分散粒子の数平均粒子径が、１５～１００ｎｍであり
、
３）インクジェット記録液における分散粒子の体積平均粒子径が、３０～２００ｎｍであ

ることを特徴とするインクジェット記録液。
【請求項２】
　
【請求項３】
　水溶性樹脂の疎水性部を構成する単量体が、スチレン、 (メタ )アクリル酸のアルキル、
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、水、水溶性樹脂 を

り、
４）水溶性樹脂の重量平均分子量が３５００～１００００であり、
５）顔料に対する水溶性樹脂の添加量比率が３～５０重量％であり、
６）顔料が水に自己分散可能な顔料であり、水溶性樹脂および／または界面活性剤が、ア
ニオン性またはノニオン性であり、
７）水溶性樹脂が、親水性部と疎水性部の共重合体からなり、親水性部を構成する単量体
が、アクリル酸、メタクリル酸および（無水）マレイン酸からなる群から選ばれる１以上
であ

界面活性剤を含むことを特徴とする請求項１記載のインクジェット記録液。



アリールおよびアルキルアリールエステルからなる群から選ばれる１種以上であることを
特徴とする請求項 記載のインクジェット記録液。
【請求項４】
　水溶性樹脂のＨＬＢが８ .５～３０ .０であり、そのインクジェット記録液中の含有量が
０ .１重量％以上であることを特徴とする請求項１記載のインクジェット記録液。
【請求項５】
　インクジェット記録液の粘度が、１ .５～６ .０ｍＰａ・ｓであることを特徴とする請求
項１記載のインクジェット記録液。
【請求項６】
　

【請求項７】
　

【請求項８】
　

【請求項９】
　

【請求項１０】
　

【請求項１１】
　

【請求項１２】
　

【請求項１３】
　

【請求項１４】
　

【請求項１５】
　請求項１ 記載のインクジェット記録液をインクジェット記録方式によ
り記録することを特徴とするインクジェット記録方法。
【請求項１６】
　インクジェット記録方式が、熱インクジェット記録方式であることを特徴とする請求項

記載のインクジェット記録方法。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、インクジェット記録液およびインクジェット記録方法に関する。
【０００２】

10

20

30

40

50

(2) JP 4016510 B2 2007.12.5

１

界面活性剤が、アニオン性界面活性剤、カチオン性界面活性剤、両性界面活性剤及びノ
ニオン性界面活性剤からなる群から選ばれることを特徴とする請求項１記載のインクジェ
ット記録液。

界面活性剤が、ポリプロピレングリコール・エチレンオキサイド付加物、アセチレング
リコールのオキシエチレン付加物及びポリオキシエチレンアルキルエーテルからなる群か
ら選ばれることを特徴とする請求項１記載のインクジェット記録液。

界面活性剤のインクジェット記録液中の含有量が、１０重量％未満であることを特徴と
する請求項１記載のインクジェット記録液。

界面活性剤のインクジェット記録液中の含有量が、０．０１～５重量％であることを特
徴とする請求項１記載のインクジェット記録液。

普通紙上における動的接触角の時間変化率が、１ .０～３ .０度／秒であることを特徴と
する請求項１記載のインクジェット記録液。

普通紙上における動的接触角の時間変化率が、１．２５～２．５度／秒であることを特
徴とする請求項１記載のインクジェット記録液。

インクジェット記録液における分散粒子の数平均粒子径が、１５～８０ｎｍであり、体
積平均粒子径が、３０～１７０ｎｍであることを特徴とする請求項１記載のインクジェッ
ト記録液。

インクジェット記録液における分散粒子の数平均粒子径が、１５～７０ｎｍであり、体
積平均粒子径が、３０～１５０ｎｍであることを特徴とする請求項１記載のインクジェッ
ト記録液。

インクジェット記録液の粘度が、１ .５～４ .０ｍＰａ・ｓであることを特徴とする請求
項１記載のインクジェット記録液。

～１４のいずれか

１５



【従来の技術】
ノズル、スリットあるいは多孔質フィルム等から、液体または溶融固体インクを吐出し、
紙、布、フィルム等に記録を行う、いわゆるインクジェット方式のプリンターは、小型で
、安価、静寂性等種々の利点があり、黒色の単色またはフルカラーのプリンターとして多
く市販されている。中でも、圧電素子を用いたいわゆるピエゾインクジェット方式や、熱
エネルギーを作用させて液滴を形成し記録を行う、いわゆる熱インクジェット方式は、高
速印字、高解像度が得られるなど多くの利点を有している。
【０００３】
従来よりインクジェット記録方式に一般的に用いられている水溶性染料を用いたインクは
、長期保存安定性には優れるものの、耐水性、耐光性に問題があった。それに対し、顔料
を用いたインクは、耐水性、耐光性に優れ、しかも、高濃度で滲みのない画質を得ること
ができることから、非常に有望であり、近年、多くの提案がなされ、実用化されている。
例えば、特開昭５６－１４７８７１号公報においては、顔料、高分子分散剤および非イオ
ン性界面活性剤を含有する水性媒体からなる記録液が提案されている。また、米国特許第
５０８５６９８号明細書、同第５２２１３３４号明細書においては、ＡＢあるいはＢＡＢ
ブロックコポリマーを、顔料の分散剤として用いることが提案されている。さらに、同第
５１７２１３３号明細書においては、特定の顔料、水溶性樹脂、溶媒を用いることが提案
されている。
【０００４】
一方、分散剤を用いない顔料分散方法として、カーボンブラックに水可溶化基を含む置換
基を導入する方法が米国特許第５５７１３１１号明細書に、水溶性モノマー等をカーボン
ブラック表面に重合させる方法が特開平８－８１６４６号公報に、カーボンブラックを酸
化処理する方法が特開平８－３４９８号公報に開示されている。また、酸化処理を施した
カーボンブラックおよびアクリル酸、スチレン、αメチルスチレンからなる 3元重合体を
含むインクによって耐水性と吐出安定性を確保する方法が、特開平９－１９４７７５号公
報に開示されている。
【０００５】
【発明が解決しようとする課題】
しかし、顔料インクは、一般的に画像定着性に問題があることが知られている。界面活性
剤をインク中に添加することにより画像定着性を高める方法が特開昭５５－６５２６９号
公報等に開示されているが、この方法を顔料インクに適用した場合、画像定着性は良好と
なるものの、十分な画像濃度が得られず、フェザリングが悪化する場合も存在する。
このように、顔料インクにおいて、高い光学濃度を有し、しかも、画像定着性に優れ、フ
ェザリング、長期保存安定性に満足できるものは得られていなかった。
【０００６】
したがって、本発明は、普通紙に印字した場合に、光学濃度が高く、画像定着性が良好で
、フェザリングおよび長期保存安定性にも優れた、顔料含有インクジェット記録液および
そのインクジェット記録液を用いた記録方法を提供することを目的とする。
【０００７】
【課題を解決するための手段】
本発明者らは、上記課題を解決するために、鋭意検討を重ねた結果、高い光学濃度および
良好な画像定着性を有し、フェザリング、長期保存安定性にも優れるたインクジェット記
録液を得るためには、下記要件を満たすことが不可欠であることを見出し、本発明を完成
させた。
すなわち、本発明は、顔料、水溶性有機溶媒および水を必須成分とし、さらに水溶性樹脂
および／または界面活性剤を含有するインクジェット記録液であって、
１）普通紙上における動的接触角の時間変化率が、０ .５～３ .５度／秒であり、
２）インクジェット記録液における分散粒子の数平均粒子径が、１５～１００ｎｍであり
、
３）インクジェット記録液における分散粒子の体積平均粒子径が、３０～２００ｎｍであ
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る
ことを特徴とするインクジェット記録液、
水溶性樹脂が高分子分散剤であり、顔料が前記水溶性樹脂により分散されていることを特
徴とする前記インクジェット記録液、
顔料が水に自己分散可能な顔料であり、水溶性樹脂および／または界面活性剤が、アニオ
ン性またはノニオン性であることを特徴とする前記インクジェット記録液、
水溶性樹脂が、親水性部と疎水性部の共重合体からなることを特徴とする前記インクジェ
ット記録液、
水溶性樹脂の親水性部を構成する単量体が、アクリル酸、メタクリル酸および（無水）マ
レイン酸からなる群から選ばれる 1種以上であることを特徴とする前記インクジェット記
録液、
水溶性樹脂の疎水性部を構成する単量体が、スチレン、 (メタ )アクリル酸のアルキル、ア
リールおよびアルキルアリールエステルからなる群から選ばれる 1種以上であることを特
徴とする前記インクジェット記録液、
水溶性樹脂のＨＬＢが８ .５～１６ .０であり、そのインクジェット記録液中の含有量が０
.１重量％以上であることを特徴とする前記インクジェット記録液、
インクジェット記録液の粘度が、１ .５～６ .０ｍＰａ・ｓであることを特徴とする前記イ
ンクジェット記録液、
前記インクジェット記録液をインクジェット記録方式により記録することを特徴とするイ
ンクジェット記録方法、または
インクジェット記録方式が、熱インクジェット記録方式であることを特徴とする前記イン
クジェット記録方法である。
【０００８】
【発明の実施の形態】
以下、本発明について詳しく説明する。
本発明のインクジェット記録液は、顔料、水溶性有機溶媒および水を必須成分とし、さら
に、水溶性樹脂および／または界面活性剤を含有する。
本発明のインクジェット記録液において使用される顔料は、有機顔料および無機顔料のい
ずれでもよい。
黒色の顔料としては、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
ンネルブラック等のカーボンブラック顔料等が挙げられる。また、黒色、シアン、マゼン
タ、イエローの３原色顔料の他、赤、緑、青、茶、白等の特定色顔料や、金、銀色等の金
属光沢顔料、無色または淡色の体質顔料、プラスチックピグメント等を使用してもよい。
また、本発明のために、新規に合成した顔料を用いることもできる。
【０００９】
黒色の顔料の具体例としては、Ｒａｖｅｎ７０００、Ｒａｖｅｎ５７５０、Ｒａｖｅｎ５
２５０、Ｒａｖｅｎ５０００  ＵＬＴＲＡ II、Ｒａｖｅｎ３５００、Ｒａｖｅｎ２０００
、Ｒａｖｅｎ１５００、Ｒａｖｅｎ１２５０、Ｒａｖｅｎ１２００、Ｒａｖｅｎ１１９０
 ＵＬＴＲＡ II、Ｒａｖｅｎ１１７０、Ｒａｖｅｎ１２５５、Ｒａｖｅｎ１０８０、Ｒａ
ｖｅｎ１０６０（以上、コロンビアン・カーボン社製）、Ｒｅｇａｌ４００Ｒ、Ｒｅｇａ
ｌ３３０Ｒ、Ｒｅｇａｌ６６０Ｒ、Ｍｏｇｕｌ  Ｌ、Ｂｌａｃｋ  Ｐｅａｒｌｓ  Ｌ、Ｍｏ
ｎａｒｃｈ  ７００、Ｍｏｎａｒｃｈ  ８００、Ｍｏｎａｒｃｈ  ８８０、Ｍｏｎａｒｃｈ  
９００、Ｍｏｎａｒｃｈ  １０００、Ｍｏｎａｒｃｈ  １１００、Ｍｏｎａｒｃｈ  １３０
０、Ｍｏｎａｒｃｈ  １４００（以上、キャボット社製）、Ｃｏｌｏｒ  Ｂｌａｃｋ  ＦＷ
１、Ｃｏｌｏｒ  Ｂｌａｃｋ  ＦＷ２、Ｃｏｌｏｒ  Ｂｌａｃｋ  ＦＷ２Ｖ、Ｃｏｌｏｒ  Ｂ
ｌａｃｋ  １８、Ｃｏｌｏｒ  Ｂｌａｃｋ  ＦＷ２００、Ｃｏｌｏｒ  Ｂｌａｃｋ  Ｓ１５０
、Ｃｏｌｏｒ  Ｂｌａｃｋ  Ｓ１６０、Ｃｏｌｏｒ  ＢｌａｃｋＳ１７０、Ｐｒｉｎｔｅｘ
３５、ＰｒｉｎｔｅｘＵ、ＰｒｉｎｔｅｘＶ、Ｐｒｉｎｔｅｘ１４０Ｕ、Ｐｒｉｎｔｅｘ
１４０Ｖ、Ｓｐｅｃｉａｌ  Ｂｌａｃｋ６、Ｓｐｅｃｉａｌ  Ｂｌａｃｋ  ５、Ｓｐｅｃｉ
ａｌ  Ｂｌａｃｋ  ４Ａ、Ｓｐｅｃｉａｌ  Ｂｌａｃｋ４（以上デグッサ社製）、Ｎｏ .２５
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、Ｎｏ .３３、Ｎｏ .４０、Ｎｏ .４７、Ｎｏ .５２、Ｎｏ .９００、Ｎｏ .２３００、ＭＣＦ
－８８、ＭＡ６００、ＭＡ７、ＭＡ８、ＭＡ１００（以上三菱化学社製）等を挙げること
ができるが、これらに限定されない。
【００１０】
なお、カーボンブラックの好適な構造を一律に議論することは困難であるが、粒子径が１
５～３０ｎｍ、ＢＥＴ比表面積が７０～３００ｍ 2／ｇ、ＤＢＰ吸油量が０ .５～１ .０×
１０ - 3ｌ／ｇ、揮発分が０ .５～１０重量％、灰分が０ .０１～１ .０重量％であることが
好ましい。上記範囲から外れたカーボンブラックを使用すると、記録液における分散粒子
の粒子径が大きくなる場合が存在する。
【００１１】
シアン色の顔料としては、Ｃ .Ｉ .Ｐｉｇｍｅｎｔ  Ｂｌｕｅ－１、Ｃ .Ｉ .Ｐｉｇｍｅｎｔ  
Ｂｌｕｅ－２、Ｃ .Ｉ .Ｐｉｇｍｅｎｔ  Ｂｌｕｅ－３、Ｃ .Ｉ .Ｐｉｇｍｅｎｔ  Ｂｌｕｅ－
１５、Ｃ .Ｉ .Ｐｉｇｍｅｎｔ  Ｂｌｕｅ－１５：１、Ｃ .Ｉ .Ｐｉｇｍｅｎｔ  Ｂｌｕｅ－１
５：３、Ｃ .Ｉ .Ｐｉｇｍｅｎｔ  Ｂｌｕｅ－１５：３４、Ｃ .Ｉ .Ｐｉｇｍｅｎｔ  Ｂｌｕｅ
－１６、Ｃ .Ｉ .Ｐｉｇｍｅｎｔ  Ｂｌｕｅ－２２、Ｃ .Ｉ .Ｐｉｇｍｅｎｔ  Ｂｌｕｅ－６０
等が挙げられるが、これらに限定されない。
【００１２】
マゼンタ色の顔料としては、Ｃ .Ｉ .Ｐｉｇｍｅｎｔ  Ｒｅｄ－５、Ｃ .Ｉ .Ｐｉｇｍｅｎｔ  
Ｒｅｄ－７、Ｃ .Ｉ .Ｐｉｇｍｅｎｔ  Ｒｅｄ－１２、Ｃ .Ｉ .Ｐｉｇｍｅｎｔ  Ｒｅｄ－４８
、Ｃ .Ｉ .Ｐｉｇｍｅｎｔ  Ｒｅｄ－４８：１、Ｃ .Ｉ .Ｐｉｇｍｅｎｔ  Ｒｅｄ－５７、Ｃ .
Ｉ .Ｐｉｇｍｅｎｔ  Ｒｅｄ－１１２、Ｃ .Ｉ .Ｐｉｇｍｅｎｔ  Ｒｅｄ－１２２、Ｃ .Ｉ .Ｐ
ｉｇｍｅｎｔ  Ｒｅｄ－１２３、Ｃ .Ｉ .Ｐｉｇｍｅｎｔ  Ｒｅｄ－１４６、Ｃ .Ｉ .Ｐｉｇｍ
ｅｎｔ  Ｒｅｄ－１６８、Ｃ .Ｉ .Ｐｉｇｍｅｎｔ  Ｒｅｄ－１８４、Ｃ .Ｉ .Ｐｉｇｍｅｎｔ
 Ｒｅｄ－２０２等が挙げられるが、これらに限定されない。
【００１３】
黄色の顔料としては、Ｃ .Ｉ .Ｐｉｇｍｅｎｔ  Ｙｅｌｌｏｗ－１、Ｃ .Ｉ .Ｐｉｇｍｅｎｔ  
Ｙｅｌｌｏｗ－２、Ｃ .Ｉ .Ｐｉｇｍｅｎｔ  Ｙｅｌｌｏｗ－３、Ｃ .Ｉ .Ｐｉｇｍｅｎｔ  Ｙ
ｅｌｌｏｗ－１２、Ｃ .Ｉ .Ｐｉｇｍｅｎｔ  Ｙｅｌｌｏｗ－１３、Ｃ .Ｉ .Ｐｉｇｍｅｎｔ  
Ｙｅｌｌｏｗ－１４、Ｃ .Ｉ .Ｐｉｇｍｅｎｔ  Ｙｅｌｌｏｗ－１６、Ｃ .Ｉ .Ｐｉｇｍｅｎ
ｔ  Ｙｅｌｌｏｗ－１７、Ｃ .Ｉ .Ｐｉｇｍｅｎｔ  Ｙｅｌｌｏｗ－７３、Ｃ .Ｉ .Ｐｉｇｍｅ
ｎｔ  Ｙｅｌｌｏｗ－７４、Ｃ .Ｉ .Ｐｉｇｍｅｎｔ  Ｙｅｌｌｏｗ－７５、Ｃ .Ｉ .Ｐｉｇｍ
ｅｎｔ  Ｙｅｌｌｏｗ－８３、  Ｃ .Ｉ .Ｐｉｇｍｅｎｔ  Ｙｅｌｌｏｗ－９３、Ｃ .Ｉ .Ｐｉ
ｇｍｅｎｔ  Ｙｅｌｌｏｗ－９５、Ｃ .Ｉ .Ｐｉｇｍｅｎｔ  Ｙｅｌｌｏｗ－９７、Ｃ .Ｉ .Ｐ
ｉｇｍｅｎｔ  Ｙｅｌｌｏｗ－９８、Ｃ .Ｉ .Ｐｉｇｍｅｎｔ  Ｙｅｌｌｏｗ－１１４、Ｃ .
Ｉ .Ｐｉｇｍｅｎｔ  Ｙｅｌｌｏｗ－１２８、  Ｃ .Ｉ .Ｐｉｇｍｅｎｔ  Ｙｅｌｌｏｗ－１２
９、Ｃ .Ｉ .Ｐｉｇｍｅｎｔ  Ｙｅｌｌｏｗ－１５１、Ｃ .Ｉ .Ｐｉｇｍｅｎｔ  Ｙｅｌｌｏｗ
－１５４等が挙げられるが、これらに限定されない。
【００１４】
本発明のインクジェット記録液においては、顔料として、水に自己分散可能な顔料を使用
することができる。水に自己分散可能な顔料とは、顔料表面に水に対する可溶化基を数多
く有し、高分子分散剤の存在がなくても、安定に分散する顔料のことである。具体的には
、通常のいわゆる顔料に対して、酸・塩基処理、カップリング剤処理、ポリマーグラフト
処理、プラズマ処理、酸化／還元処理等の表面改質処理等を施すことにより、水に自己分
散可能な顔料を得ることができる。本発明における水に自己分散可能かどうかの基準は、
水９５重量％／顔料５重量％の濃度で、超音波ホモジナイザー、ナノマイザー、マイクロ
フルイダイザー、ボールミル等を用いて、顔料を分散剤なしで分散させ、初期顔料濃度を
測定し、分散液をガラス瓶で 1日放置した後、上澄みの顔料濃度を測定した場合に、その
濃度が初期濃度の９８％以上であることを要件とする。
【００１５】
水に自己分散可能な顔料としては、上記のように顔料に対して表面改質処理を施した顔料
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の他、キャボット社製のＣａｂ－ｏ－ｊｅｔ－２００、Ｃａｂ－ｏ－ｊｅｔ－３００、Ｉ
ＪＸ－５５、オリエント化学社製のＭｉｃｒｏｊｅｔ  Ｂｌａｃｋ  ＣＷ－１や、日本触媒
社から販売されている顔料等の市販の顔料を用いることができる。
【００１６】
水に自己分散可能な顔料の表面に存在する可溶化基は、ノニオン性、カチオン性、アニオ
ン性のいずれであってもよいが、主にスルホン酸、カルボン酸、水酸基、リン酸が望まし
い。スルホン酸、カルボン酸、リン酸の場合、そのまま遊離酸の状態でも用いることが可
能であるが、水溶性を高めるために、塩基性物質との塩の状態で使用することが好ましい
。これらの重合体と塩を形成する塩基性物質としては、ナトリウム、カリウム、リチウム
等のアルカリ金属類、モノメチルアミン、ジメチルアミン、トリエチルアミン等の脂肪族
アミン類、モノメタノールアミン、モノエタノールアミン、ジエタノールアミン、トリエ
タノールアミン、ジイソプロパノールアミン等のアルコールアミン類、アンモニア等を挙
げることができる。これらの中でも、ナトリウム、カリウム、リチウム等のアルカリ金属
類の塩基性化合物が好ましく使用される。これは、アルカリ金属類の塩基性化合物が強電
解質であり、酸性基の解離を促進する効果が大きいためと考えられる。
【００１７】
本発明のインクジェット記録液に用いられる顔料は、インクジェット記録液の重量に対し
て、０ .５～２０重量％が好ましく、１～１０重量％がより好ましい。顔料の量が、０ .５
重量％未満となると、十分な画像濃度が得られなくなり、２０重量％を超えると画像の定
着性が悪化する場合がある。
【００１８】
本発明のインクジェット記録液に用いられる水溶性有機溶媒としては、これらに限定され
ないが、エチレングリコール、ジエチレングリコール、プロピレングリコール、ブチレン
グリコール、トリエチレングリコール、１，５－ペンタンジオール、１，２，６－ヘキサ
ントリオール、グリセリン等の多価アルコール類、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、プロピ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ブチルエーテル、ジグリセリンのエチレンオキサイド付加物
等の多価アルコール誘導体、ピロリドン、Ｎ－メチル－２－ピロリドン、シクロヘキシル
ピロリドン、トリエタノールアミン等の含窒素溶媒、エタノール、イソプロピルアルコー
ル、ブチルアルコール、ベンジルアルコール等のアルコール類、チオジエタノール、チオ
ジグリセロール、スルホラン、ジメチルスルホキシド等の含硫黄溶媒、炭酸プロピレン、
炭酸エチレン等を用いることができる。
【００１９】
水溶性有機溶媒は、単独で使用しても、あるいは２種類以上を混合して使用してもよい。
水溶性有機溶媒のインクジェット記録液中の含有量は、１～６０重量％とすることが好ま
しく、５～４０重量％とすることがより好ましい。含有量が１重量％未満となると、長期
保存安定性が悪化する場合があり、６０重量％を超えると、インクの吐出性が低下する場
合がある。
【００２０】
本発明において使用することができる水としては、純水、超純水、蒸留水、イオン交換水
等を用いることができる。
【００２１】
本発明のインクジェット記録液は、さらに、水溶性樹脂と界面活性剤のいずれか一方また
は両者を含有する。
本発明のインクジェット記録液において使用することができる水溶性樹脂としては、親水
性構造部と疎水性構造部を有する化合物等が有効であり、具体的には、縮合系重合体およ
び付加重合体等が挙げられる。縮合系重合体としては、公知のポリエステル系重合体が挙
げられ、付加重合体としては、α，β－エチレン性不飽和基を有するモノマーの付加重合
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体が挙げられる。付加重合体としては、例えば、親水基を有するα，β－エチレン性不飽
和基を有するモノマーと疎水基を有するα，β－エチレン性不飽和基を有するモノマーを
適宜組み合わせて共重合したもの等が使用される。また、親水基を有するα，β－エチレ
ン性不飽和基を有するモノマーの単独重合体も用いることもできる。
【００２２】
親水基を有するα，β－エチレン性不飽和基を有するモノマーとしては、カルボキシル基
、スルホン酸基、水酸基、りん酸基等を有するモノマー、例えば、アクリル酸、メタクリ
ル酸、クロトン酸、イタコン酸、イタコン酸モノエステル、マレイン酸、マレイン酸モノ
エステル、フマル酸、フマル酸モノエステル、ビニルスルホン酸、スチレンスルホン酸、
スルホン化ビニルナフタレン、ビニルアルコール、アクリルアミド、メタクリロキシエチ
ルホスフェート、ビスメタクリロキシエチルホスフェート、メタクリロオキシエチルフェ
ニルアシドホスフェート、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
ジメタクリレート等を使用することができる。
【００２３】
一方、疎水基を有するα，β－エチレン性不飽和基を有するモノマーとしては、スチレン
、α -メチルスチレン、ビニルトルエン等のスチレン誘導体、ビニルシクロヘキサン、ビ
ニルナフタレン、ビニルナフタレン誘導体、アクリル酸アルキルエステル、アクリル酸フ
ェニルエステル、メタクリル酸アルキルエステル、メタクリル酸フェニルエステル、メタ
クリル酸シクロアルキルエステル、クロトン酸アルキルエステル、イタコン酸ジアルキル
エステル、マレイン酸ジアルキルエステルを使用することができる。
【００２４】
上記親水基および疎水基を有するモノマーを共重合することにより得られる共重合体は、
ランダム、ブロック、およびグラフト共重合体等いずれの構造のものでもよい。好ましい
共重合体の例としては、スチレン－スチレンスルホン酸共重合体、スチレン－マレイン酸
共重合体、スチレン－メタクリル酸共重合体、スチレン－アクリル酸共重合体、ビニルナ
フタレン－マレイン酸共重合体、ビニルナフタレン－メタクリル酸共重合体、ビニルナフ
タレン－アクリル酸共重合体、アクリル酸アルキルエステル－アクリル酸共重合体、メタ
クリル酸アルキルエステル－メタクリル酸、スチレン－メタクリル酸アルキルエステル－
メタクリル酸共重合体、スチレン－アクリル酸アルキルエステル－アクリル酸共重合体、
スチレン－メタクリル酸フェニルエステル－メタクリル酸共重合体、スチレン－メタクリ
ル酸シクロヘキシルエステル－メタクリル酸共重合体等が挙げられる。
【００２５】
これらの共重合体に、ポリオキシエチレン基、水酸基を有するモノマーを適宜共重合させ
てもよい。また、酸性官能基を表面に有する顔料との親和性を高め、分散安定性を良くす
るために、カチオン性の官能基を有するモノマー、例えばＮ，Ｎ－ジメチルアミノエチル
メタクリレート、Ｎ，Ｎ－ジメチルアミノエチルアクリレート、Ｎ，Ｎ－ジメチルアミノ
メタクリルアミド、Ｎ，Ｎ－ジメチルアミノアクリルアミド、Ｎ－ビニルピロール、Ｎ－
ビニルピリジン、Ｎ－ビニルピロリドン、Ｎ－ビニルイミダゾール等を適宜共重合させる
こともできる。
【００２６】
また、水溶性樹脂として、ポリスチレンスルホン酸、ポリアクリル酸、ポリメタクリル酸
、ポリビニルスルホン酸、ポリアルギン酸、ポリオキシエチレン－ポリオキシプロピレン
－ポリオキシエチレンブロックコポリマー、ナフタレンスルホン酸のホルマリン縮合物、
ポリビニルピロリドン、ポリエチレンイミン、ポリアミン類、ポリアミド類、ポリビニル
イミダゾリン、アミノアルキルアクリレート・アクリルアミド共重合体、キトサン、ポリ
オキシエチレンアルキルエーテル、ポリオキシエチレンアルキルフェニルエーテル、ポリ
オキシエチレン脂肪酸アミド、ポリビニールアルコール、ポリアクリルアミド、カルボキ
シメチルセルロース、カルボキシエチルセルロース等のセルロース誘導体、多糖類とその
誘導体等も有効に使用できる。
【００２７】
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なお、特に限定するわけではないが、水溶性樹脂の親水基はカルボン酸またはカルボン酸
の塩であることが好ましい。これは、親水基にカルボン酸を用いた場合には、紙上におい
て顔料が適度に凝集するためであると考えられる。
これらの水溶性樹脂のうち、親水基が酸性基である共重合体は、水溶性を高めるため、塩
基性物質との塩の状態で使用することが好ましい。これらの重合体と塩を形成する塩基性
物質としては、ナトリウム、カリウム、リチウム等のアルカリ金属類、モノメチルアミン
、ジメチルアミン、トリエチルアミン等の脂肪族アミン類、モノメタノールアミン、モノ
エタノールアミン、ジエタノールアミン、トリエタノールアミン、ジイソプロパノールア
ミン等のアルコールアミン類、アンモニア等を挙げることができる。これらの中でも、ナ
トリウム、カリウム、リチウム等のアルカリ金属類の塩基性化合物は好ましく使用される
。アルカリ金属類は強電解質であり、親水基の解離を促進させる効果があると考えられる
からである。
【００２８】
水溶性樹脂は、共重合体の酸価に対して５０％以上中和されていることがより好ましく、
共重合体の酸価に対して８０％以上中和されていることがより好ましい。
水溶性樹脂は、重量平均分子量で２０００～１５０００のものが好ましく、重量平均分子
量３５００～１００００のものがより好ましい。また、疎水性部分と親水性部分の構造お
よび組成比率は、顔料および溶媒との組み合わせの中から好ましいものを用いることがで
きる。
これらの水溶性樹脂は、単独で用いても、２種類以上を組み合わせて用いてもよい。水溶
性樹脂の含有量は、顔料により大きく異なるため一概には言えないが、一般に顔料に対し
、合計で０ .１～１００重量％が好ましく、１～７０重量％がより好ましく、３～５０重
量％がさらに好ましい。
【００２９】
本発明のインクジェット記録液において使用される界面活性剤としては、アニオン性界面
活性剤、カチオン性界面活性剤、両性界面活性剤、ノニオン性界面活性剤等がいずれも使
用可能である。
アニオン性界面活性剤としては、アルキルベンゼンスルホン酸塩、アルキルフェニルスル
ホン酸塩、アルキルナフタレンスルホン酸塩、高級脂肪酸塩、高級脂肪酸エステルの硫酸
エステル塩、高級脂肪酸エステルのスルホン酸塩、高級アルコールエーテルの硫酸エステ
ル塩およびスルホン酸塩、高級アルキルスルホコハク酸塩、高級アルキルリン酸エステル
塩、高級アルコールエチレンオキサイド付加物のリン酸エステル塩等が挙げられ、例えば
、ドデシルベンゼンスルホン酸塩、ケリルベンゼンスルホン酸塩、イソプロピルナフタレ
ンスルホン酸塩、モノブチルフェニルフェノールモノスルホン酸塩、モノブチルビフェニ
ルスルホン酸塩、モノブチルビフェニルスルホン酸塩、ジブチルフェニルフェノールジス
ルホン酸塩等を有効に使用することができる。
【００３０】
ノニオン性界面活性剤としては、例えば、ポリプロピレングリコールエチレンオキサイド
付加物、ポリオキシエチレンノニルフェニルエーテル、ポリオキシエチレンオクチルフェ
ニルエーテル、ポリオキシエチレンドデシルフェニルエーテル、ポリオキシエチレンアル
キルエーテル、ポリオキシエチレン脂肪酸エステル、ソルビタン脂肪酸エステル、ポリオ
キシエチレンソルビタン脂肪酸エステル、脂肪酸アルキロールアミド、アセチレングリコ
ール、アセチレングリコールのオキシエチレン付加物、脂肪族アルカノールアミド、グリ
セリンエステル、ソルビタンエステル等が挙げられる。
【００３１】
カチオン性界面活性剤としては、テトラアルキルアンモニウム塩、アルキルアミン塩、ベ
ンザルコニウム塩、アルキルピリジウム塩、イミダゾリウム塩等が挙げられ、例えば、ジ
ヒドロキシエチルステアリルアミン、 2－ヘプタデセニル－ヒドロキシエチルイミダゾリ
ン、ラウリルジメチルベンジルアンモニウムクロライド、セチルピリジニウムクロライド
、ステアラミドメチルピリジウムクロライド等が挙げられる。
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【００３２】
その他、ポリシロキサンオキシエチレン付加物等のシリコーン系界面活性剤や、パーフル
オロアルキルカルボン酸塩、パーフルオロアルキルスルホン酸塩、オキシエチレンパーフ
ルオロアルキルエーテル等のフッ素系界面活性剤、スピクリスポール酸やラムノリピド、
リゾレシチン等のバイオサーファクタント等も使用することができる。
【００３３】
これら界面活性剤の好ましい例としては、ポリプロピレングリコール・エチレンオキサイ
ド付加物、アセチレングリコールのオキシエチレン付加物、ポリオキシエチレンアルキル
エーテル等が挙げられる。
界面活性剤のインクジェット記録液中の含有量は、１０重量％未満であることが好ましく
、０ .０１～５重量％であることがより好ましい。界面活性剤の量が、１０重量％を超え
ると、光学濃度の低下する場合が存在する。
【００３４】
本発明のインクジェット記録液の作成方法は、特に限定されず、公知のいずれのインクジ
ェット記録液の作成方法をも使用することができる。例えば、高分子分散剤が所定量入っ
た水溶液に所定量の顔料を添加し、十分撹拌した後、分散機を用いて分散を行い、遠心分
離等で粗大粒子を除いた後、所定の溶媒、添加剤等を加えて撹拌、混合、濾過を行うこと
によりインクジェット記録液とする方法等が挙げられる。この際、顔料の濃厚分散体を作
製し、インクジェット記録液調整時に希釈する方法も使用できる。また、分散工程の前に
顔料の粉砕工程を設けてもよい。あるいは、所定の溶媒、水、高分子分散剤を混合後、顔
料を添加して、分散機を用いて分散させてもよい。分散機としては、例えば、コロイドミ
ル、フロージェットミル、スラッシャーミル、ハイスピードディスパーザー、ボールミル
、アトライター、サンドミル、サンドグラインダー、ウルトラファインミル、アイガーモ
ーターミル、ダイノーミル、パールミル、アジテータミル、コボルミル、 3本ロール、 2本
ロール、エクストリューダー、ニーダー、マイクロフルイダイザー、ラボラトリーホモジ
ナイザー、超音波ホモジナイザー等があり、これらを単独で用いても、組み合せて用いて
もよい。また、無機不純物の混入を防ぐために、分散媒体を使用しない分散方法を用いる
ことが好ましく、マイクロフルイダイザーや超音波ホモジナイザー等の使用が適している
。本発明の実施例においては、超音波ホモジナイザーにより分散を行った。
【００３５】
一方、水に自己分散可能な顔料を用いたインクジェット記録液の作成方法としては、例え
ば、顔料に対して表面改質処理を行ない、得られた顔料を水に添加し、十分攪拌した後、
必要に応じて分散機による分散を行ない、遠心分離等で粗大粒子を除いた後、所定の溶媒
、添加剤等を加えて攪拌、混合、濾過を行なうことによりインクジェット記録液を作成す
る方法等がある。
【００３６】
本発明のインクジェット記録液には、上記した成分の他、インク特性制御のために、ポリ
エチレンイミン、ポリアミン類、ポリビニルピロリドン、ポリエチレングリコール、エチ
ルセルロース、カルボキシメチルセルロース等のセルロース誘導体、多糖類及びその誘導
体、その他水溶性ポリマー、アクリル系ポリマーエマルション、ポリウレタン系エマルシ
ョン等のポリマーエマルション、シクロデキストリン、大環状アミン類、デンドリマー、
クラウンエーテル類、尿素及びその誘導体、アセトアミド等を添加することができる。ま
た、導電率、ｐＨを調整するために、水酸化カリウム、水酸化ナトリウム、水酸化リチウ
ム等のアルカリ金属類の化合物、水酸化アンモニウム、トリエタノールアミン、ジエタノ
ールアミン、エタノールアミン、２－アミノ－２－メチル－１－プロパノール等の含窒素
化合物、水酸化カルシウム等のアルカリ土類金属類の化合物、硫酸、塩酸、硝酸等の酸、
硫酸アンモニウム等の強酸と弱アルカリの塩等を添加することができる。
さらに、必要に応じ、ｐＨ緩衝剤、酸化防止剤、防カビ剤、粘度調整剤、導電剤、紫外線
吸収剤、及びキレート化剤、さらに水溶性染料、分散染料、油溶性染料等も添加すること
ができる。
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【００３７】
本発明のインクジェット記録液のｐＨは、特に限定するものではないが、３～１１である
ことが好ましく、４ .５～９ .５であることがより好ましい。インクジェット記録液のｐＨ
が３未満となると、またはｐＨが１１を超えると、インクの保存安定性が悪化する場合が
ある。
また、顔料表面にアニオン性遊離基を持つインクジェット記録液においては、ｐＨは６～
１１であることが好ましく、６～９ .５であることがより好ましく、７ .５～９ .０である
ことがさらに好ましい。一方、顔料表面にカチオン性遊離基を持つインクにおいて、ｐＨ
は４ .５～８ .０であることが好ましく、４ .５～７ .０であることがより好ましい。
【００３８】
本発明のインクジェット記録液は、インクジェット記録方法を用いてインクジェット記録
を行なうことができる。インクジェット記録方法は、ピエゾインクジェット方式や、熱イ
ンクジェット方式等いずれの方式によるものでもよいが、特に熱インクジェット方式に適
している。
また、本発明のインクジェット記録液は、通常のインクジェット記録装置はもちろん、イ
ンクのドライングを制御するためのヒーター等を搭載した記録装置、または、中間体転写
機構を搭載し、中間体に記録材料を印字した後、紙等の記録媒体に転写する記録装置等に
おいても用いることもできる。
【００３９】
（作用）
一般的に、顔料インクを記録媒体上に印字した場合、次の現象が起こると考えられる。
１ .蒸発及び浸透の作用によりインク中の水分率が減少し、顔料の分散安定性が低下する
ために、顔料が凝集する。
２ .インクの浸透に伴い、顔料が記録媒体中に浸透する。
すなわち、凝集力が浸透力よりも大きい場合には、顔料が記録媒体表面付近で凝集し、記
録媒体中に浸透しにくくなる。それに伴い、記録媒体表面近傍に残る顔料量が多くなり、
結果として、光学濃度が高く、画像定着性は悪化する。逆に、凝集力が浸透力よりも小さ
い場合には、顔料が記録媒体中に浸透するため、表面近傍に残る顔料量が減少する。その
結果、光学濃度は低下し、画像定着性は向上する。この場合、フェザリングの悪化も生じ
る。
つまり、光学濃度と画像定着性を両立させるためには、凝集力と浸透力のバランスが重要
となる。これらの結果から鑑みて、高い光学濃度と良好な画像定着性、さらには長期保存
安定性を保つためには、本発明の要件を満たすことが必須であるという結論に至った。
【００４０】
本発明のインクジェット記録液の普通紙上における動的接触角の時間変化率は、０ .５～
３ .５度／秒であり、１ .０～３ .０度／秒が好ましく、１ .２５～２ .５度／秒がより好ま
しい。動的接触角の時間変化率が３ .５度／秒を超えると、光学濃度が低下し、フェザリ
ングが悪化する場合が存在する。これは、インクの普通紙への浸透が大きくなるためであ
ると考えられる。一方、動的接触角の時間変化率が０ .５度／秒未満となると、画像定着
性が悪化する場合が存在する。これは、インクの普通紙への浸透が遅くなることに伴い、
顔料が普通紙表面近傍で凝集するためであると考えられる。なお、本発明において普通紙
とは、ＦＸ－Ｌ紙（富士ゼロックス社製）をいうものとする。
【００４１】
本発明において動的接触角の測定には、上記ＦＸ－Ｌ紙（富士ゼロックス社製 )を用い、
インク４ .０μｌを普通紙上にセットし、ＦＩＢＲＯ  １１００  ＤＡＴＭＫ II(ＦＩＢＲＯ
 ｓｙｓｔｅｍ社製 )装置を用いて、動的接触角の経時変化を測定した。なお、本発明にお
いては、測定開始から１０秒までの動的接触角の変化量を測定時間（１０秒）で除した値
を動的接触角の時間変化率として用いた。
【００４２】
動的接触角の時間変化率の制御方法について以下説明する。
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一般的に、動的接触角の時間変化率は、主として界面活性剤により決定されるものであり
、界面活性剤の種類により、一義的に決定される傾向がある。すなわち、浸透性の高い界
面活性剤を用いた場合には、界面活性剤の添加量が少量であっても、動的接触角の時間変
化率は大きくなる傾向にある。逆に、浸透性の低い界面活性剤を用いた場合、動的接触角
の時間変化率を大きくするためには、界面活性剤の添加量を増やす必要があるが、多量に
添加した界面活性剤により、顔料の分散安定性が低下する場合が存在する。よって、動的
接触角の時間変化率を制御するためには、浸透性効果が比較的小さい界面活性剤の添加量
を適当な範囲に設定する必要があり、さらに、浸透性を有する水溶性有機溶媒などと適当
な組み合わせを選択することも有効な手段となる。
【００４３】
一般的に、動的接触角の時間変化率は、浸透性およびドライング時間と相関があり、動的
接触角の時間変化率が大きいインクジェット記録液では、浸透性が大きく、ドライング時
間は短くなり、逆に、動的接触角の時間変化率が小さいインクジェット記録液では、浸透
性が小さく、ドライング時間は長くなる傾向にある。そのため、一概に議論することはで
きないが、本発明を満たすインクジェット記録液のドライング時間は、１０秒前後となる
場合が多い。
【００４４】
本発明のインクジェット記録液は、その中に含まれる分散粒子の数平均粒子径が１５～１
００ｎｍで、体積平均粒子径が３０～２００ｎｍである。両値がこれらの範囲内にある場
合には、光学濃度が高く、画像定着性に優れている。分散粒子の数平均粒子径が１００ｎ
ｍを超える場合、または体積平均粒子径が２００ｎｍを超える場合は、画像定着性が劣る
ものとなる。これは、分散粒子径が大きくなるにつれて、顔料凝集体の粒径も大きくなる
ためと考えられる。一方、分散粒子の数平均粒子径が１５ｎｍ未満の場合、または体積平
均粒子径が３０ｎｍ未満の場合には、インク粘度が高くなり、ノズル詰まりを生じやすい
。分散粒子の数平均粒子径は、上記範囲内でも、１５～８０ｎｍであることが好ましく、
２０～７０ｎｍであることがより好ましい。また、分散粒子の体積平均粒子径は、上記範
囲内でも、３０～１７０ｎｍであることが好ましく、３０～１５０ｎｍであることがより
好ましい。
【００４５】
なお、本発明において、数平均粒子径および体積平均粒子径の測定は、マイクロトラック
ＵＰＡ粒度分析計９３４０（Ｌｅｅｄｓ＆Ｎｏｒｔｈｒｕｐ社製）を用いて行なった。測
定は、インクジェット記録液４ｍｌを測定セルに入れ、所定の測定法に従って行った。測
定時に入力するパラメーターとして、粘度にはインクジェット記録液の粘度を、分散粒子
の密度には顔料の密度を入力した。この装置は、分散質のブラウン運動を利用して粒子径
を測定するものであり、溶液にレーザー光を照射し、その散乱光を検出することにより粒
子径を測定する。
【００４６】
本発明のインクジェット記録液の粘度は、１ .５～６ .０ｍＰａ・ｓであることが好ましく
、１．５～４ .０ｍＰａ・ｓであることがより好ましい。インクジェット記録液の粘度が
６ .０ｍＰａ・ｓを超えると、十分な画像定着性を得ることができない。これは、普通紙
への浸透力が小さくなり、普通紙表面近傍に顔料が残るためであると考えられる。一方、
インクジェット記録液の粘度が１ .５ｍＰａ・ｓ未満となると、十分な光学濃度を得るこ
とができない。これは、普通紙への浸透力が大きくなり、顔料または顔料凝集体が普通紙
内部にまで浸透するためであると考えられる。
【００４７】
本発明のインクジェット記録液における水溶性樹脂のＨＬＢは、８ .５～３０ .０であるこ
とが好ましい。水溶性樹脂のＨＬＢが８ .５未満となると、画像定着性が悪化する場合が
存在する。この原因としては、分散安定性が低下するためと、インクの浸透性が低くなる
ためと考えられる。一方、水溶性樹脂のＨＬＢが３０ .０を超えると、光学濃度が低くな
る場合が存在する。これは、インクの浸透性が大きくなるためであると考えられる。
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【００４８】
本発明において、水溶性樹脂のＨＬＢは、Ｄａｖｉｅｓ法を基にして算出された値を用い
た。その算出法としては、まず、水溶性樹脂を親水部と疎水部とに分割し、各部のＨＬＢ
を（式１）により算出する。次に、（式２）を用いて、それぞれのＨＬＢの値を加重平均
することにより得られた値を、水溶性樹脂のＨＬＢとして定義した。
【００４９】
【数１】
ＨＬＢｘ＝７＋Σ（親水基の基数）＋Σ（親油基の基数）　　　（式１）
【００５０】
【数２】
ＨＬＢ＝［Σ（Ｗｘ×ＨＬＢｘ）］／ΣＷｘ　　　　　　　　　（式 2）
【００５１】
ここで、ＨＬＢｘは親水部および疎水部のみのＨＬＢ、Ｗｘは親水部および疎水部それぞ
れの重量を示す。
【００５２】
【実施例】
以下、実施例により本発明をさらに詳細に説明する。
［顔料分散方法１］
顔料に水溶性樹脂およびイオン交換水を加え、超音波ホモジナイザーを用いて分散した。
この液を遠心分離装置を用いて、遠心分離処理（８０００ｒｐｍ×３０分）を施し、残渣
部分を除去した。この液を１μｍのフィルターを通過させることにより、顔料分散液を得
た。
【００５３】
［顔料分散方法２］
水に自己分散可能な顔料分散液については、その水分散液に、遠心分離装置を用いて、遠
心分離処理（８０００ｒｐｍ×３０分）を施し、残渣部分（全量に対して２０％）を除去
したものを使用し、顔料分散液を得た。
【００５４】
［顔料分散方法３］
プラズマ処理を行なった顔料を、顔料濃度が２０重量％となるようにイオン交換水中に加
え、高圧ホモジナイザーを用いて分散させた。この分散液を遠心分離装置を用いて、遠心
分離処理（８０００ｒｐｍ×３０分）を施し、残渣部分（全量に対して２０％）を除去し
、顔料分散液を得た。
【００５５】
［顔料分散方法４］
顔料に次亜塩素酸ナトリウムで表面酸化処理を施した後、脱塩処理を行なった。このよう
にして得られた表面処理顔料を、イオン交換水中に加え、ｐＨを７ .５に調整した後、超
音波ホモジナイザーを用いて分散を行なった。この分散液を遠心分離装置を用いて、遠心
分離処理（８０００ｒｐｍ×３０分）を施し、残渣部分（全量に対して２０％）を除去し
、顔料分散液を得た。
【００５６】
［インクジェット記録液作成方法］
適量の上記顔料分散液に、水溶性有機溶媒、界面活性剤、イオン交換水等を適量加え、総
量が１００重量部、顔料濃度が５重量％となるように調整した。これを、混合、攪拌し、
１μｍのフィルターを通過させることにより、目的とするインクジェット記録液を得た。
【００５７】
［実施例１］
上記顔料分散方法１およびインクジェット記録液作成方法に従って、下記組成のインクジ
ェット記録液を得た。
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得られたインクジェット記録液は、動的接触角の時間変化率が２ .５度／秒であり、数平
均粒子径が３１ｎｍであり、体積平均粒子径が６１ｎｍであり、粘度が２ .７ｍＰａ・ｓ
であった。
【００５８】
[実施例 2]
上記顔料分散方法 1およびインクジェット記録液作成方法に従って、下記組成のインクジ
ェット記録液を得た。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
このインクジェット記録液は、動的接触角の時間変化率が２ .６度／秒であり、数平均粒
子径が５７ｎｍであり、体積平均粒子径が１１３ｎｍであり、粘度が３ .６ｍＰａ・ｓで
あった。
【００５９】
［実施例３］
上記顔料分散方法 3およびインクジェット記録液作成方法に従って、下記組成のインクジ
ェット記録液を得た。
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得られたインクジェット記録液は、動的接触角の時間変化率が１ .１度／秒であり、数平
均粒子径が５０ｎｍであり、体積平均粒子径が１１４ｎｍであり、粘度が２ .８ｍＰａ・
ｓであった。
【００６０】
［実施例４］
上記顔料分散方法２およびインクジェット記録液作成方法に従って、下記組成のインクジ
ェット記録液を得た。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
得られたインクジェット記録液は、動的接触角の時間変化率が２ .３度／秒であり、数平
均粒子径が４３ｎｍであり、体積平均粒子径が９０ｎｍであり、粘度が２ .５ｍＰａ・ｓ
であった。
【００６１】
［実施例５］
上記顔料分散方法３およびインクジェット記録液作成方法に従って、下記組成のインクジ
ェット記録液を得た。
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得られたインクジェット記録液は、動的接触角の時間変化率が１ .６度／秒であり、数平
均粒子径が６３ｎｍであり、体積平均粒子径が１２５ｎｍであり、粘度が１ .９ｍＰａ・
ｓであった。
【００６２】
［実施例６］
上記顔料分散方法４およびインクジェット記録液作成方法に従って、下記組成のインクジ
ェット記録液を得た。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
得られたインクジェット記録液は、動的接触角の時間変化率が２ .８度／秒であり、数平
均粒子径が５８ｎｍであり、体積平均粒子径が１２１ｎｍであり、粘度が２ .７ｍＰａ・
ｓであった。
【００６３】
［実施例７］
上記顔料分散方法２およびインクジェット記録液作成方法に従って、下記組成のインクジ
ェット記録液を得た。
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得られたインクジェット記録液は、動的接触角の時間変化率が３ .３度／秒であり、数平
均粒子径が３６ｎｍであり、体積平均粒子径が８８ｎｍであり、粘度が２ .９ｍＰａ・ｓ
であった。
【００６４】
［実施例８］
上記顔料分散方法２およびインクジェット記録液作成方法に従って、下記組成のインクジ
ェット記録液を得た。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
得られたインクジェット記録液は、動的接触角の時間変化率が０ .７度／秒であり、数平
均粒子径が５１ｎｍであり、体積平均粒子径が１１５ｎｍであり、粘度が３ .１ｍＰａ・
ｓであった。
【００６５】
［比較例１］
上記顔料分散方法２およびインクジェット記録液作成方法に従って、下記組成のインクジ
ェット記録液を得た。
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得られたインクジェット記録液は、動的接触角の時間変化率が６ .４度／秒であり、数平
均粒子径が４１ｎｍであり、体積平均粒子径が８４ｎｍであり、粘度２ .２ｍＰａ・ｓで
あった。
【００６６】
［比較例２］
上記顔料分散方法１およびインクジェット記録液作成方法に従って、下記組成のインクジ
ェット記録液を得た。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
得られたインクジェット記録液は、動的接触角の時間変化率が０ .４度／秒であり、数平
均粒子径が５２ｎｍであり、体積平均粒子径が１００ｎｍであり、粘度が２ .２ｍＰａ・
ｓであった。
【００６７】
［比較例３］
上記顔料分散方法１およびインクジェット記録液作成方法に従って、下記組成のインクジ
ェット記録液を得た。
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得られたインクジェット記録液は、動的接触角の時間変化率が０ .８度／秒であり、数平
均粒子径が１０９ｎｍであり、体積平均粒子径が２１３ｎｍであり、粘度が２ .９ｍＰａ
・ｓであった。
【００６８】
[試験例 ]
印字装置として、４００ｄｐｉ、１６０ノズルの試作プリントヘッドを用いて、印字を行
なった。普通紙には、ＦＸ－Ｌ紙（富士ゼロックス社製）を用いた。また、特に断らない
限り、印字および評価は一般環境下（温度２３±０ .５℃、湿度５５±５％Ｒ .Ｈ .）にお
いて行った。
試作インクジェット記録装置を用いて、１００％カバレッジパターンおよびラインパター
ンを印字し、２４時間一般環境下に放置した。この１００％カバレッジパターンを用いて
、定着強度、光学濃度の評価を行い、ラインパターンを用いてフェザリングの評価を行な
った。
・定着強度の評価
定着強度の評価は、記録物上に、別の白紙のＦＸ－Ｌ紙を４ .９×１０ 4Ｎ／ｍ 2の荷重で
押し付け、白紙のＦＸ－Ｌ紙に転写されたインクについて、予め定めておいた限度見本に
照合して、官能評価による評価を行った。
・光学濃度の評価
光学濃度は、記録物をエックスライト４０４ (エックスライト社製 )を用いて測定し、光学
濃度が１ .３以上のものを○、１ .２以上１ .３未満のものを△、１ .２未満のものを×とし
て評価した。
・フェザリングの評価
フェザリングの評価は、ラインパターンの滲みの程度を予め定めておいた限度見本に照合
し、官能評価を行なった。
・長期保存安定性の評価
長期保存安定性の評価に関しては、インクをカートリッジに充填し、インクジェット記録
装置に装着し、この状態において、４０℃、５０Ｒ．Ｈ．環境下で３ヶ月間放置した。こ
れを通常使用条件で印字し、全ノズル印字できたものを○、さらに、通常使用条件におい
て印字抜けが発生したもののうち、バキュームメンテナンスを繰り返すことによって全ノ
ズル印字できるようになったものを△、バキュームメンテナンスだけでは回復しないノズ
ルが発生したものを×として評価した。
これらの結果を表１に示す。
【００６９】
【表１】
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【００７０】
表１に示される結果から明らかなように、実施例１～８のインクジェット記録液は、比較
例１～３のインクジェット記録液と比較して、定着強度、光学濃度、フェザリング、長期
保存安定性の全ての面において優れていた。
【００７１】
【発明の効果】
以上説明したように、本発明によれば、普通紙上に印字した場合に、光学濃度が高く、画
像定着性が良好であり、さらに、フェザリングや長期保存安定性にも優れたインクジェッ
ト記録液およびそれを用いたインクジェット記録方法が得られる。
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