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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　水不溶性樹脂によって被覆されている顔料、樹脂微粒子、水溶性有機溶剤及び水を含有
し、尿素及び尿素誘導体から選択された少なくとも１種を５質量％以上含有し、
　前記水不溶性樹脂は、（１）主鎖を形成する原子に連結基を介して結合した芳香環を有
する構造単位を水不溶性樹脂の全質量に対して４０質量％以上含み、（２）（メタ）アク
リル酸の炭素数１～４のアルキルエステルに由来する構造単位を水不溶性樹脂の全質量に
対して１５質量％以上含み、（３）（メタ）アクリル酸に由来する構造単位を水不溶性樹
脂の全質量に対して１５質量％以下含む
　インク組成物。
【請求項２】
　前記樹脂微粒子を、５質量％以上含有する請求項１に記載のインク組成物。
【請求項３】
　前記顔料は、転相乳化法により前記水不溶性樹脂に被覆された請求項１又は請求項２に
記載のインク組成物。
【請求項４】
　前記水溶性有機溶剤の全量のうち８０質量％以上が、ＳＰ値２７．５以下の水溶性有機
溶剤である請求項１～請求項３のいずれか１項に記載のインク組成物。
【請求項５】
　被記録媒体上に、請求項１～請求項４のいずれか１項に記載のインク組成物を、インク
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ジェット法により付与するインク付与工程を有する画像記録方法。
【請求項６】
　更に、被記録媒体上に付与された前記インク組成物を、少なくとも加熱して定着させる
定着工程を有する請求項５に記載の画像記録方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、インク組成物及び画像記録方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　インクジェット記録用の被記録媒体及びそれに用いるインクとしては、例えば発色濃度
、定着性、解像度等、及び記録後のカール性など、高品位の記録物を得るための技術が種
々検討されている。
【０００３】
　インクジェット記録用のインクに用いる着色剤には、耐光性や耐水性等の観点から、顔
料が広く用いられている。顔料を分散させて用いる場合、分散させたときの分散粒径や分
散後の安定性、サイズ均一性等や、ヘッドからの吐出性などを向上させる技術の検討が種
々行なわれている。
【０００４】
　上記に関連して、ブロンズ現象が少なく、定着性や耐擦性も良好なインク組成物として
、水不溶性ポリマーによって被覆されている着色剤と樹脂微粒子と固体湿潤剤とを含有す
るインク組成物が知られている（例えば、特許文献１参照）。
【特許文献１】特開２００６－２７３８９１号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、上記特許文献１に記載のインク組成物では、被記録媒体への定着性向上
を目的として樹脂微粒子の添加量を増やすと、インク組成物の拭き取りが困難となる（即
ち、拭き取り性に劣る）場合がある。この傾向は、例えば、ノズル近傍等でインク組成物
が乾燥固化した場合により顕著である。
【０００６】
　本発明は上記に鑑みなされたものであり、分散安定性、被記録媒体への定着性、及び拭
き取り性に優れたインク組成物、並びに該インク組成物を用いた画像記録方法を提供する
ことを目的とし、該目的を達成することを課題とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　前記課題を解決するための具体的手段は以下の通りである。
＜１＞　水不溶性樹脂によって被覆されている顔料、樹脂微粒子、水溶性有機溶剤及び水
を含有し、尿素及び尿素誘導体から選択された少なくとも１種を５質量％以上含有し、
　前記水不溶性樹脂は、（１）主鎖を形成する原子に連結基を介して結合した芳香環を有
する構造単位を水不溶性樹脂の全質量に対して４０質量％以上含み、（２）（メタ）アク
リル酸の炭素数１～４のアルキルエステルに由来する構造単位を水不溶性樹脂の全質量に
対して１５質量％以上含み、（３）（メタ）アクリル酸に由来する構造単位を水不溶性樹
脂の全質量に対して１５質量％以下含むインク組成物である。
＜２＞　前記樹脂微粒子を、５質量％以上含有する＜１＞に記載のインク組成物である。
＜３＞　前記顔料は、転相乳化法により前記水不溶性樹脂に被覆された＜１＞又は＜２＞
に記載のインク組成物である。
【０００８】
＜４＞　前記水溶性有機溶剤の全量のうち８０質量％以上が、ＳＰ値２７．５以下の水溶
性有機溶剤である＜１＞～＜３＞のいずれか１つに記載のインク組成物である。
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【０００９】
＜５＞　被記録媒体上に、＜１＞～＜４＞のいずれか１つに記載のインク組成物を、イン
クジェット法により付与するインク付与工程を有する画像記録方法である。
＜６＞　更に、被記録媒体上に付与された前記インク組成物を、少なくとも加熱して定着
させる定着工程を有する＜５＞に記載の画像記録方法である。
 
【発明の効果】
【００１０】
　本発明によれば、分散安定性、被記録媒体への定着性、及び拭き取り性に優れたインク
組成物、並びに該インク組成物を用いた画像記録方法を提供することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１１】
≪インク組成物≫
　本発明のインク組成物は、水不溶性樹脂によって被覆されている顔料、樹脂微粒子、水
溶性有機溶剤及び水を含有し、固体湿潤剤を５質量％以上含有して構成される。
　インク組成物を上記本発明の構成とすることにより、分散安定性、被記録媒体への定着
性、及び拭き取り性が向上する。
　従って、インク組成物がノズル近傍等で乾燥固化した場合においても拭き取りが容易と
なり、ノズル等のメンテナンス性が向上する。
　以下、本発明のインク組成物に含まれる各成分について説明する。
【００１２】
＜水不溶性樹脂によって被覆されている顔料＞
　本発明のインク組成物は、水不溶性樹脂によって被覆されている顔料を少なくとも１種
含有する。このため、本発明のインク組成物は分散安定性に優れる。
　本発明における顔料の具体的形態としては、水不溶性樹脂によって顔料の全部又は一部
が被覆されている形態である限り特に限定はないが、例えば、下記のカプセル化顔料の形
態が好ましい。
【００１３】
　カプセル化顔料は、ポリマー微粒子に顔料を含有させてなるポリマーエマルジョンであ
り、詳しくは、親水性水不溶性の樹脂で顔料を被覆し顔料表面の樹脂層にて親水化するこ
とで顔料を水に分散したものである。
　カプセル化顔料の樹脂は、限定されるものではないが、水と水溶性有機溶剤の混合溶媒
中で自己分散能又は溶解能を有し、かつアニオン性基（酸性）を有する高分子化合物であ
るのが好ましい。この樹脂は、通常は数平均分子量が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、この樹脂は、有機溶剤に溶解して溶液となるものが好ましい。樹脂の数平均分子量は
、この範囲内であると顔料における被覆膜として又はインクとした際の塗膜としての機能
を発揮することができる。樹脂は、アルカリ金属や有機アミンの塩の形で用いられるのが
好ましい。
【００１４】
　カプセル化顔料の樹脂の具体例としては、熱可塑性、熱硬化性あるいは変性のアクリル
系、エポキシ系、ポリウレタン系、ポリエーテル系、ポリアミド系、不飽和ポリエステル
系、フェノール系、シリコーン系、又はフッ素系の樹脂；塩化ビニル、酢酸ビニル、ポリ
ビニルアルコール、又はポリビニルブチラール等のポリビニル系樹脂、アルキド樹脂、フ
タル酸樹脂等のポリエステル系樹脂、メラミン樹脂、メラミンホルムアルデヒド樹脂、ア
ミノアルキド共縮合樹脂、ユリア樹脂、尿素樹脂等のアミノ系材料、あるいはそれらの共
重合体又は混合物などのアニオン性基を有する材料などが挙げられる。
　これら樹脂のうち、アニオン性のアクリル系樹脂は、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。）及び必要に応
じて該アニオン性基含有アクリルモノマーと共重合可能な他のモノマーを溶媒中で重合し



(4) JP 5247191 B2 2013.7.24

10

20

30

40

50

て得られる。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、及びホスホン基からなる群より選ばれる１個以上のアニオン性基を有するア
クリルモノマーが挙げられ、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。
【００１５】
　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、フマル酸等が挙げられる。これらの中でも、アクリル酸又はメタクリル酸が好
ましい。
【００１６】
　カプセル化顔料は、上記の成分を用いて、従来の物理的、化学的方法により製造するこ
とができる。例えば、特開平９－１５１３４２号、特開平１０－１４００６５号、特開平
１１－２０９６７２号、特開平１１－１７２１８０号、特開平１０－２５４４０号、又は
特開平１１－４３６３６号の各公報に記載の方法により製造することができる。
　具体的には、特開平９－１５１３４２号及び特開平１０－１４００６５号の各公報に記
載の転相乳化法と酸析法等が挙げられる。
【００１７】
　ここで、転相乳化法、及び酸析法について説明する。
－ａ）転相乳化法－
　転相乳化法は、基本的には、自己分散能又は溶解能を有する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）方法である。また、この混合溶融物には、上記の
硬化剤又は高分子化合物を含んでなるものであってもよい。ここで、混合溶融物とは、溶
解せず混合した状態、溶解して混合した状態、又はこれら両者の状態のいずれの状態を含
むものをいう。「転相法」のより具体的な製造方法は、特開平１０－１４００６５号に記
載の方法が挙げられる。
－ｂ）酸析法－
　酸析法は、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、樹脂が有
するアニオン性基の一部又は全部を、塩基性化合物を用いて中和することによって、マイ
クロカプセル化顔料を製造する方法である。
　酸析法は、具体的には、（１）樹脂と顔料とをアルカリ性水性媒体中に分散し、必要に
応じて加熱処理を行なって樹脂のゲル化を図る工程と、（２）ｐＨを中性又は酸性にする
ことによって樹脂を疎水化して、樹脂を顔料に強く固着する工程と、（３）必要に応じて
、濾過及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、樹脂が有
するアニオン性基の一部または全部を、塩基性化合物を用いて中和し、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、樹脂のゲル化を図る工程
と、を含む方法がある。
【００１８】
　上記の転相乳化法及び酸析法のより具体的な方法については、特開平９－１５１３４２
号、特開平１０－１４００６５号の各公報に記載を参照することができる。
【００１９】
　本発明のインク組成物に含まれる「水不溶性樹脂に被覆されている顔料」としては、分
散安定性の点で、上記の転相乳化法により水不溶性樹脂に被覆された顔料であることが好
ましい。即ち、上記の転相乳化法を用い、水不溶性樹脂を分散剤として分散された顔料で
あることが好ましい。
　次に、本発明における顔料及び水不溶性樹脂について説明する。
【００２０】
（顔料）
　本発明における顔料としては特に制限はなく、目的に応じて適宜選択することができ、
有機顔料、無機顔料が含まれる。
【００２１】
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　有機顔料としては、例えば、アゾ顔料、多環式顔料、染料キレート、ニトロ顔料、ニト
ロソ顔料、アニリンブラック、などが挙げられる。これらの中でも、アゾ顔料、多環式顔
料などがより好ましい。
　前記アゾ顔料としては、例えば、アゾレーキ、不溶性アゾ顔料、縮合アゾ顔料、キレー
トアゾ顔料などが挙げられる。
　前記多環式顔料としては、例えば、フタロシアニン顔料、ペリレン顔料、ペリノン顔料
、アントラキノン顔料、キナクリドン顔料、ジオキサジン顔料、インジゴ顔料、チオイン
ジゴ顔料、イソインドリノン顔料、キノフラロン顔料などが挙げられる。
　前記染料キレートとしては、例えば、塩基性染料型キレート、酸性染料型キレートなど
が挙げられる。
【００２２】
　無機顔料としては、例えば、酸化チタン、酸化鉄、炭酸カルシウム、硫酸バリウム、水
酸化アルミニウム、バリウムイエロー、カドミウムレッド、クロムイエロー、カーボンブ
ラックなどが挙げられる。これらの中でも、カーボンブラックが特に好ましい。なお、カ
ーボンブラックとしては、例えば、コンタクト法、ファーネス法、サーマル法などの公知
の方法によって製造されたものが挙げられる。
【００２３】
　黒色系顔料としては、カーボンブラックの具体例として、Ｒａｖｅｎ７０００，Ｒａｖ
ｅｎ５７５０，Ｒａｖｅｎ５２５０，Ｒａｖｅｎ５０００　ＵＬＴＲＡＩＩ，Ｒａｖｅｎ
　３５００，Ｒａｖｅｎ２０００，Ｒａｖｅｎ１５００，Ｒａｖｅｎ１２５０，Ｒａｖｅ
ｎ１２００，Ｒａｖｅｎ１１９０　ＵＬＴＲＡＩＩ，Ｒａｖｅｎ１１７０，Ｒａｖｅｎ１
２５５，Ｒａｖｅｎ１０８０，Ｒａｖｅｎ１０６０，Ｒａｖｅｎ７００（以上、コロンビ
アン・カーボン社製）、Ｒｅｇａｌ４００Ｒ，Ｒｅｇａｌ３３０Ｒ，Ｒｅｇａｌ６６０Ｒ
，Ｍｏｇｕｌ　Ｌ，Ｂｌａｃｋ　Ｐｅａｒｌｓ　Ｌ，Ｍｏｎａｒｃｈ　７００，Ｍｏｎａ
ｒｃｈ　８００，Ｍｏｎａｒｃｈ　８８０，Ｍｏｎａｒｃｈ　９００，Ｍｏｎａｒｃｈ　
１０００，Ｍｏｎａｒｃｈ　１１００，Ｍｏｎａｒｃｈ　１３００，Ｍｏｎａｒｃｈ　１
４００（以上、キャボット社製）、Ｃｏｌｏｒ　Ｂｌａｃｋ　ＦＷ１，　Ｃｏｌｏｒ　Ｂ
ｌａｃｋ　ＦＷ２，Ｃｏｌｏｒ　Ｂｌａｃｋ　ＦＷ２Ｖ，Ｃｏｌｏｒ　Ｂｌａｃｋ　１８
，Ｃｏｌｏｒ　Ｂｌａｃｋ　ＦＷ２００，Ｃｏｌｏｒ　Ｂｌａｃｋ　Ｓ１５０，Ｃｏｌｏ
ｒ　Ｂｌａｃｋ　Ｓ１６０，Ｃｏｌｏｒ　Ｂｌａｃｋ　Ｓ１７０，Ｐｒｉｎｔｅｘ３５，
Ｐｒｉｎｔｅｘ　Ｕ，Ｐｒｉｎｔｅｘ　Ｖ，Ｐｒｉｎｔｅｘ１４０Ｕ，Ｐｒｉｎｔｅｘ１
４０Ｖ，Ｓｐｅｃｉａｌ　Ｂｌａｃｋ　６，Ｓｐｅｃｉａｌ　Ｂｌａｃｋ　５，Ｓｐｅｃ
ｉａｌ　Ｂｌａｃｋ　４Ａ，Ｓｐｅｃｉａｌ　Ｂｌａｃｋ４（以上、デグッサ社製）、Ｎ
ｏ．２５，Ｎｏ．３３，Ｎｏ．４０，Ｎｏ．４５，Ｎｏ．４７，Ｎｏ．５２，Ｎｏ．９０
０，Ｎｏ．２２００Ｂ，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。但し、本発明においては、
これらに制限されるものではない。
【００２４】
　有機顔料としては、イエローインク用の顔料として、例えば、Ｃ．Ｉ．ピグメント・イ
エロー１，２，３，４，５，６，７，１０，１１，１２，１３，１４，１４Ｃ，１６，１
７，２４，３４，３５，３７，４２，５３，５５，６５，７３，７４，７５，８１，８３
，９３，９５，９７，９８，１００，１０１，１０４，１０８，１０９，１１０，１１４
，１１７，１２０，１２８，１２９，１３８，１５０，１５１，１５３，１５４，１５５
，１８０等が挙げられる。
【００２５】
　マゼンタインク用の顔料として、例えば、Ｃ．Ｉ．ピグメント・レッド１，２，３，４
，５，６，７，８，９，１０，１１，１２，１３，１４，１５，１６，１７，１８，１９
，２１，２２，２３，３０，３１，３２，３７，３８，３９，４０，４８（Ｃａ），４８
（Ｍｎ），４８：２，４８：３，４８：４，４９，４９：１，５０，５１，５２，５２：
２，５３：１，５３，５５，５７（Ｃａ），５７：１，６０，６０：１，６３：１，６３
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：２，６４，６４：１，８１，８３，８７，８８，８９，９０，１０１（ベンガラ），１
０４，１０５，１０６，１０８（カドミウムレッド），１１２，１１４，１２２（キナク
リドンマゼンタ），１２３，１４６，１４９，１６３，１６６，１６８，１７０，１７２
，１７７，１７８，１７９，１８４，１８５，１９０，１９３，２０２，２０９，２１９
，２６９等、およびＣ．Ｉ．ピグメント・バイオレット１９が挙げられる。特に、Ｃ．Ｉ
．ピグメント・レッド１２２が好ましい。
【００２６】
　また、シアンインク用の顔料として、例えば、Ｃ．Ｉ．ピグメント・ブルー１，２，３
，１５，１５：１，１５：２，１５：３，１５：３４，１６，１７：１，２２，２５，５
６，６０，Ｃ．Ｉ．バットブルー４，６０，６３等が挙げられ、特に、Ｃ．Ｉ．ピグメン
ト・ブルー１５：３が好ましい。
【００２７】
　本発明において顔料は、１種単独で用いてもよいし、上記の各群内もしくは各群間より
複数種選択してこれらを組み合わせて使用してもよい。
【００２８】
（水不溶性樹脂）
　本発明において、前記顔料を被覆する水不溶性樹脂については特に限定はないが、親水
性構造単位（ａ）と疎水性構造単位（ｂ）とを有する水不溶性樹脂であることが好ましい
。この水不溶性樹脂は、必要に応じて、親水性構造単位（ａ）及び疎水性構造単位（ｂ）
に包含されない他の構造単位が更に含まれてもよい。
【００２９】
－親水性構造単位（ａ）－
　親水性構造単位（ａ）は、親水性基含有のモノマーに由来するものであれば、特に制限
はなく、１種の親水性基含有モノマーに由来するものでも、２種以上の親水性基含有モノ
マーに由来するものでもよい。前記親水性基としては、特に制限はなく、解離性基であっ
ても、ノニオン性の親水性基であってもよい。
【００３０】
　本発明における水不溶性樹脂は、解離性基を有するモノマー（解離性基含有モノマー）
及び／又は非イオン性の親水性基を有するモノマーを用いて解離性基及び／又は非イオン
性の親水性基を導入することができる。
【００３１】
　前記解離性基は、乳化又は分散状態の安定性の観点から好ましい。解離性基としては、
カルボキシル基、リン酸基、スルホン酸基などが挙げられ、中でも、インク組成物を構成
した場合の分散安定性の観点から、カルボキシル基が好ましい。
【００３２】
　前記親水性基含有モノマーとしては、解離性基含有モノマーが好ましく、解離性基とエ
チレン性不飽和結合とを有する解離性基含有モノマーがより好ましい。解離性基含有モノ
マーとしては、例えば、不飽和カルボン酸モノマー、不飽和スルホン酸モノマー、不飽和
リン酸モノマー等が挙げられる。
　前記不飽和カルボン酸モノマーとしては、例えば、アクリル酸、メタクリル酸、クロト
ン酸、イタコン酸、マレイン酸、フマル酸、シトラコン酸、２－メタクリロイルオキシメ
チルコハク酸等が挙げられる。前記不飽和スルホン酸モノマーとしては、例えば、スチレ
ンスルホン酸、２－アクリルアミド－２－メチルプロパンスルホン酸、３－スルホプロピ
ル（メタ）アクリレート、ビス－（３－スルホプロピル）－イタコン酸エステル等が挙げ
られる。前記不飽和リン酸モノマーとしては、例えば、ビニルホスホン酸、ビニルホスフ
ェート、ビス（メタクリロキシエチル）ホスフェート、ジフェニル－２－アクリロイロキ
シエチルホスフェート、ジフェニル－２－メタクリロイロキシエチルホスフェート、ジブ
チル－２－アクリロイロキシエチルホスフェート等が挙げられる。
　解離性基含有モノマーの中では、分散安定性、吐出安定性の観点から、不飽和カルボン
酸モノマーが好ましく、アクリル酸及びメタクリル酸がより好ましい。
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　即ち、前記親水性構造単位（ａ）は、（メタ）アクリル酸に由来する構造単位を含むこ
とが好ましい。
【００３３】
　このほかの親水性構造単位（ａ）としては、非イオン性の親水性基を有するモノマーに
由来の構造単位を用いることができる。非イオン性の親水性基を有する構造単位を形成す
るモノマーとしては、エチレン性不飽和結合等の重合体を形成しうる官能基と非イオン性
の親水性の官能基とを有していれば、特に制限はなく、公知のモノマーから選択すること
ができる。入手性、取扱い性、汎用性の観点から、ビニルモノマー類が好ましい。
【００３４】
　親水性構造単位（ａ）としては、親水性の官能基を有する（メタ）アクリレート類、（
メタ）アクリルアミド類、及びビニルエステル類等の、親水性の官能基を有するビニルモ
ノマー類を挙げることができる。
　ここで、「親水性の官能基」としては、水酸基、アミノ基、（窒素原子が無置換の）ア
ミド基、及び後述のポリエチレンオキシド、ポリプロピレンオキシド等のアルキレンオキ
シド、等が挙げられる。
【００３５】
　親水性構造単位（ａ）の具体例としては、ヒドロキシエチル（メタ）アクリレート、ヒ
ドロキシブチル（メタ）アクリレート、（メタ）アクリルアミド、アミノエチルアクリレ
ート、アミノプロピルアクリレート、アルキレンオキシド重合体を含有する（メタ）アク
リレートを好適に挙げることができる。
【００３６】
　非イオン性の親水性基を有する親水性構造単位は、対応するモノマーの重合により形成
することができるが、重合後のポリマー鎖に親水性の官能基を導入してもよい。
【００３７】
　非イオン性の親水性基を有する親水性構造単位は、アルキレンオキシド構造を有する親
水性の構造単位がより好ましい。アルキレンオキシド構造のアルキレン部位としては、親
水性の観点から、炭素数１～６のアルキレン部位が好ましく、炭素数２～６のアルキレン
部位がより好ましく、炭素数２～４のアルキレン部位が特に好ましい。また、アルキレン
オキシド構造の重合度としては、１～１２０が好ましく、１～６０がより好ましく、１～
３０が特に好ましい。
【００３８】
　また、非イオン性の親水性基を有する親水性構造単位は、水酸基を含む親水性の構造単
位であることも好ましい態様である。構造単位中の水酸基数としては、特に制限はなく、
水不溶性樹脂の親水性、重合時の溶媒や他のモノマーとの相溶性の観点から、１～４が好
ましく、１～３がより好ましく、１～２が特に好ましい。
【００３９】
　上記において、例えば、親水性構造単位の含有割合は、後述する疎水性構造単位（ｂ）
の割合で異なる。例えば、水不溶性樹脂がアクリル酸及び／又はメタクリル酸〔親水性構
造単位（ａ）〕と後述の疎水性構造単位（ｂ）とのみから構成される場合、アクリル酸及
び／又はメタクリル酸の含有割合は、「１００－（疎水性構造単位の質量％）」で求めら
れる。
　親水性構造単位（ａ）は、一種単独で又は二種以上を混合して用いることができる。
【００４０】
　親水性構造単位（ａ）の含有比率としては、水不溶性樹脂の全質量に対して、０質量％
を超え１５質量％以下の範囲が好ましく、２質量％以上１５質量％以下の範囲がより好ま
しく、５質量％以上１５質量％以下の範囲が更に好ましく、８質量％以上１２質量％以下
の範囲が特に好ましい。
【００４１】
－疎水性構造単位（ｂ）－
　疎水性構造単位（ｂ）は、主鎖を形成する原子に連結基を介して結合された芳香環を有
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する構造単位を含むことが好ましい。
　このような芳香環を持つ構造単位では、芳香環が、連結基を介して水不溶性樹脂の主鎖
をなす原子と結合され、水不溶性樹脂の主鎖をなす原子に直接結合しない構造を有するの
で、疎水性の芳香環と親水性構造単位との間に適切な距離が維持されるため、水不溶性樹
脂と顔料との間で相互作用が生じやすく、強固に吸着して分散性がさらに向上する。
【００４２】
　「主鎖を形成する原子に連結基を介して結合された芳香環を有する構造単位」の中でも
、顔料の微粒子化を容易に行なえる点で、下記構造式（２）で表される構造単位が好まし
い。
【００４３】
【化１】

 
【００４４】
　前記構造式（２）において、Ｒ１は、水素原子、メチル基、又はハロゲン原子を表す。
　また、Ｌ１は、＊－ＣＯＯ－、＊－ＯＣＯ－、＊－ＣＯＮＲ２－、＊－Ｏ－、又は置換
もしくは無置換のフェニレン基を表し、Ｒ２は水素原子、炭素数１～１０のアルキル基を
表す。なお、Ｌ１で表される基中の＊印は、主鎖に連結する結合手を表す。フェニレン基
が置換されている場合の置換基としては、特に限定されないが、例えば、ハロゲン原子、
アルキル基、アルコキシ基、水酸基等、シアノ基等が挙げられる。
【００４５】
　Ｌ２は、単結合、又は炭素数１～３０の２価の連結基を表し、２価の連結基である場合
は、好ましくは炭素数１～２５の連結基であり、より好ましくは炭素数１～２０の連結基
であり、更に好ましくは炭素数１～１５の連結基である。中でも、特に好ましくは、炭素
数１～２５（より好ましくは１～１０）のアルキレンオキシ基、イミノ基（－ＮＨ－）、
スルファモイル基、及び、炭素数１～２０（より好ましくは１～１５）のアルキレン基や
エチレンオキシド基［－(ＣＨ２ＣＨ２Ｏ)ｎ－，ｎ＝１～６］などの、アルキレン基を含
む２価の連結基等、並びにこれらの２種以上を組み合わせた基などである。
【００４６】
　前記構造式（２）において、Ａｒ１は、芳香環から誘導される１価の基を表す。
　Ａｒ１で表される芳香環としては、特に限定されないが、ベンゼン環、炭素数８以上の
縮環型芳香環、ヘテロ環が縮環した芳香環、又は２個以上連結したベンゼン環が挙げられ
る。炭素数８以上の縮環型芳香環、及びヘテロ環が縮環した芳香環の詳細については既述
の通りである。
【００４７】
　前記構造式（２）で表される構造単位のうち、Ｒ１が水素原子又はメチル基であり、Ｌ
１が＊－ＣＯＯ－であり、Ｌ２がアルキレンオキシ基及び／又はアルキレン基を含む炭素
数１～２５の２価の連結基である構造単位の組合せが好ましく、より好ましくは、Ｒ１が
水素原子又はメチル基であり、Ｌ１が＊－ＣＯＯ－であり、Ｌ２が＊－（ＣＨ２－ＣＨ２

－Ｏ）ｎ－〔ｎは平均の繰り返し数を表し、ｎ＝１～６である。〕である場合の組合せが
好ましい。
【００４８】
　前記「炭素数８以上の縮環型芳香環」は、少なくとも２以上のベンゼン環が縮環した芳
香環、少なくとも１種の芳香環と該芳香環に縮環して脂環式炭化水素で環が構成された炭
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素数８以上の芳香族化合物である。具体的な例としては、ナフタレン、アントラセン、フ
ルオレン、フェナントレン、アセナフテンなどが挙げられる。
　前記「ヘテロ環が縮環した芳香環」とは、ヘテロ原子を含まない芳香族化合物（好まし
くはベンゼン環）と、ヘテロ原子を有する環状化合物とが縮環した化合物である。ここで
、ヘテロ原子を有する環状化合物は、５員環又は６員環であることが好ましい。ヘテロ原
子としては、窒素原子、酸素原子、又は硫黄原子が好ましい。ヘテロ原子を有する環状化
合物は、複数のヘテロ原子を有していてもよい。この場合、ヘテロ原子は互いに同じでも
異なっていてもよい。ヘテロ環が縮環した芳香環の具体例としては、フタルイミド、アク
リドン、カルバゾール、ベンゾオキサゾール、ベンゾチアゾールなどが挙げられる。
【００４９】
　以下、前記構造式（２）で表される構造単位を形成し得るモノマーの具体例を列挙する
。但し、本発明においては、これらの具体例に制限されるものではない。
【００５０】
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【化２】

【００５１】
【化３】
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【００５２】
　前記構造式（２）で表される構造単位の中でも、分散安定性の観点から、ベンジルメタ
アクリレート、フェノキシエチルアクリレート、及びフェノキシエチルメタクリレートか
ら選ばれる化合物に由来する構造単位が好ましい。本発明における水不溶性樹脂は、疎水
性構造単位（ｂ）として、これらから選ばれる構造単位の１種又は２種以上を有すること
が好ましい。
【００５３】
　前記「主鎖を形成する原子に連結基を介して結合された芳香環を有する構造単位」の水
不溶性樹脂中における含有比率は、顔料の分散安定性、吐出安定性、洗浄性の観点から、
水不溶性樹脂の全質量に対して４０質量％以上であることが好ましい。この構成単位の含
有比率は、好ましくは４０質量％以上７５質量％未満であり、より好ましくは４０質量％
以上７０質量％未満であり、更に好ましくは４０質量％以上６０質量％未満である。
　また、主鎖を形成する原子に連結基を介して結合された芳香環の割合は、耐擦過性の向
上の点で、水不溶性樹脂の全質量に対して１５質量％以上２７質量％以下が好ましく、１
５質量％以上２５質量％以下がより好ましく、１５質量％以上２０質量％以下が特に好ま
しい。
　前記範囲に調整すると、耐擦過性、インク安定性、吐出信頼性が向上する。
【００５４】
　また、疎水性構造単位（ｂ）は、分散安定性の観点から、（メタ）アクリル酸の炭素数
１～４のアルキルエステルに由来する構造単位を有する場合が好ましい。（メタ）アクリ
ル酸には、アクリル酸及びメタクリル酸が含まれる。
【００５５】
　（メタ）アクリル酸のアルキルエステルの具体例としては、例えば、メチル（メタ）ア
クリレート、エチル（メタ）アクリレート、（イソ）プロピル（メタ）アクリレート、（
イソ又はターシャリー）ブチル（メタ）アクリレートなどが挙げられる。アルキルエステ
ルのアルキル部位の炭素数は１～４であるが、好ましくは１～２である。
【００５６】
　前記「（メタ）アクリル酸の炭素数１～４のアルキルエステルに由来する構造単位」の
水不溶性樹脂中における含有比率は、水不溶性樹脂の全質量に対して１５質量％以上であ
ることが、分散安定性付与の点で好ましい。この構成単位の含有比率は、好ましくは２０
～６０質量％であり、より好ましくは２０～５０質量％である。
【００５７】
　以上より、分散安定性を更に向上させる観点からは、前記疎水性構造単位（ｂ）は、主
鎖を形成する原子に連結基を介して結合された芳香環を有する構造単位を水不溶性樹脂の
全質量に対して４０質量％以上（より好ましくは、４０～７５質量％、更に好ましくは４
０～７０質量％、特に好ましくは４０～６０質量％）と、（メタ）アクリル酸の炭素数１
～４のアルキルエステルに由来する構造単位を水不溶性樹脂の全質量に対して１５質量％
以上（より好ましくは２０～６０質量％、特に好ましくは２０～５０質量％）含むことが
好ましい。
【００５８】
　上記以外の他の疎水性構造単位（ｂ）としては、例えば、前記親水性構造単位（ａ）に
属しない（例えば親水性の官能基を有しない）例えば（メタ）アクリルアミド類及びスチ
レン類及びビニルエステル類などのビニルモノマー類、（メタ）アクリル酸のアルキル（
炭素数１～４）エステル類などの（メタ）アクリレート類、等に由来の構造単位を挙げる
ことができる。これらの構造単位は、１種単独で又は２種以上を混合して用いることがで
きる。
【００５９】
　前記（メタ）アクリルアミド類としては、例えば、Ｎ－シクロヘキシル（メタ）アクリ
ルアミド、Ｎ－（２－メトキシエチル）（メタ）アクリルアミド、Ｎ，Ｎ－ジアリル（メ
タ）アクリルアミド、Ｎ－アリル（メタ）アクリルアミドなどの（メタ）アクリルアミド
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類が挙げられる。
【００６０】
　前記スチレン類としては、例えば、スチレン、メチルスチレン、ジメチルスチレン、ト
リメチルスチレン、エチルスチレン、イソプロピルスチレン、ｎ－ブチルスチレン、ｔｅ
ｒｔ－ブチルスチレン、メトキシスチレン、ブトキシスチレン、アセトキシスチレン、ク
ロロスチレン、ジクロロスチレン、ブロモスチレン、クロロメチルスチレン、酸性物質に
より脱保護可能な基（例えばｔ－Ｂｏｃなど）で保護されたヒドロキシスチレン、ビニル
安息香酸メチル、及びα－メチルスチレン、ビニルナフタレン等などが挙げられ、スチレ
ン、α－メチルスチレンが好ましい。
【００６１】
　前記ビニルエステル類としては、例えば、ビニルアセテート、ビニルクロロアセテート
、ビニルプロピオネート、ビニルブチレート、ビニルメトキシアセテート、及び安息香酸
ビニルなどのビニルエステル類が挙げられる。中でも、ビニルアセテートが好ましい。
　前記（メタ）アクリレート類としては、例えば、メチル（メタ）アクリレート、エチル
（メタ）アクリレート、（イソ）プロピル（メタ）アクリレート、（イソ又はターシャリ
ー）ブチル（メタ）アクリレートが挙げられる。
【００６２】
　前記親水性構造単位（ａ）及び前記疎水性構造単位（ｂ）の組成としては、それぞれの
親水性、疎水性の程度にもよるが、疎水性構造単位（ｂ）の含有割合が、水不溶性樹脂の
全体質量に対して、８０質量％を超える組成である場合が好ましく、８５質量％を超える
組成である場合がより好ましい。換言すれば、親水性構造単位（ａ）の含有割合としては
、水不溶性樹脂の全体質量に対して、１５質量％以下の範囲が好ましい。親水性構造単位
（ａ）が１５質量％以下であると、顔料の分散に寄与せず単独で水性液媒体中に溶解する
成分が減少し、顔料の分散状態を良好に維持でき、粘度上昇が抑えられるので、インクジ
ェット記録用インクとしたときの吐出性を良好にすることができる。
【００６３】
　本発明における水不溶性樹脂は、各構造単位が不規則的に導入されたランダム共重合体
、又は規則的に導入されたブロック共重合体のいずれでもよい。ブロック共重合体である
場合の各構造単位は、いかなる導入順序で合成されたものであってもよく、同一の構成成
分を２回以上利用してもよい。汎用性、製造性の観点から、水不溶性樹脂は、ランダム共
重合体であることが好ましい。
【００６４】
　本発明における水不溶性樹脂の酸価としては、顔料分散性、保存安定性の観点から、１
００以下が好ましく、３０ｍｇＫＯＨ／ｇ以上１００ｍｇＫＯＨ／ｇ以下であることがよ
り好ましく、３０ｍｇＫＯＨ／ｇ以上８５ｍｇＫＯＨ／ｇ以下であることが更に好ましく
、５０ｍｇＫＯＨ／ｇ以上８５ｍｇＫＯＨ／ｇ以下であることが特に好ましい。
　なお、酸価とは、水不溶性樹脂の１ｇを完全に中和するのに要するＫＯＨの質量（ｍｇ
）で定義され、ＪＩＳ規格（ＪＩＳＫ００７０、１９９２）記載の方法により測定される
ものである。
【００６５】
　本発明における水不溶性樹脂の分子量としては、重量平均分子量（Ｍｗ）で３万以上が
好ましく、３万～１５万がより好ましく、更に好ましくは３万～１０万であり、特に好ま
しくは３万～８万である。分子量が３万以上であると、分散剤としての立体反発効果が良
好になる傾向があり、立体効果により顔料へ吸着し易くなる。
　また、数平均分子量（Ｍｎ）では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。数平均分子量が前記
範囲内であると、顔料における被覆膜としての機能又はインクの塗膜としての機能を発揮
することができる。本発明における水不溶性樹脂は、アルカリ金属や有機アミンの塩の形
で使用されることが好ましい。
【００６６】
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　また、本発明における水不溶性樹脂の分子量分布（重量平均分子量／数平均分子量）と
しては、１～６の範囲が好ましく、１～４の範囲がより好ましい。分子量分布が前記範囲
内であると、インクの分散安定性、吐出安定性を高められる。
【００６７】
　数平均分子量及び重量平均分子量は、ＴＳＫｇｅｌ ＧＭＨｘＬ、ＴＳＫｇｅｌ Ｇ４０
００ＨｘＬ、ＴＳＫｇｅｌ Ｇ２０００ＨｘＬ（いずれも東ソー（株）製）のカラムを使
用したＧＰＣ分析装置により、溶媒ＴＨＦにて示差屈折計により検出し、標準物質として
ポリスチレンを用いて換算することにより表される分子量である。
【００６８】
　本発明における水不溶性樹脂は、種々の重合方法、例えば溶液重合、沈澱重合、懸濁重
合、沈殿重合、塊状重合、乳化重合により合成することができる。重合反応は、回分式、
半連続式、連続式等の公知の操作で行なうことができる。重合の開始方法は、ラジカル開
始剤を用いる方法、光又は放射線を照射する方法等がある。これらの重合方法、重合の開
始方法は、例えば、鶴田禎二「高分子合成方法」改定版（日刊工業新聞社刊、１９７１）
や大津隆行、木下雅悦共著「高分子合成の実験法」化学同人、昭和４７年刊、１２４～１
５４頁に記載されている。
　具体的には、水不溶性樹脂は、モノマー混合物と必要に応じて有機溶媒及びラジカル重
合開始剤とを含んだ混合物を、不活性ガス雰囲気下で共重合反応させることにより製造す
ることができる。重合方法のうち、特にラジカル開始剤を用いた溶液重合法が好ましい。
　溶液重合法で用いられる溶剤は、例えば、酢酸エチル、酢酸ブチル、アセトン、メチル
エチルケトン、メチルイソブチルケトン、シクロヘキサノン、テトラヒドロフラン、ジオ
キサン、Ｎ，Ｎ－ジメチルホルムアミド、Ｎ，Ｎ－ジメチルアセトアミド、ベンゼン、ト
ルエン、アセトニトリル、塩化メチレン、クロロホルム、ジクロロエタン、メタノール、
エタノール、１－プロパノール、２－プロパノール、１－ブタノール等の種々の有機溶剤
が挙げられる。溶剤は、１種単独で又は２種以上を併用してもよい。また、水との混合溶
媒として用いてもよい。重合温度は、生成するポリマーの分子量、開始剤の種類などと関
連して設定する必要があり、通常は０℃～１００℃程度であるが、５０～１００℃の範囲
で重合を行なうことが好ましい。反応圧力は、適宜選定可能であるが、通常は１～１００
ｋｇ／ｃｍ２であり、特に１～３０ｋｇ／ｃｍ２程度が好ましい。反応時間は、５～３０
時間程度である。得られた樹脂は、再沈殿などの精製を行なってもよい。
【００６９】
　以下、本発明における水不溶性樹脂として好ましい具体例を示す。但し、本発明におい
ては、下記に限定されるものではない。
【００７０】
【化４】
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【００７１】
【化５】

【００７２】

【化６】

【００７３】
【化７】

【００７４】
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【化８】

【００７５】
（顔料分散物）
　本発明において「水不溶性樹脂によって被覆されている顔料」を作製する方法には特に
限定はないが、例えば、水不溶性樹脂を分散剤として用い、該分散剤により顔料を分散さ
せて顔料分散物を調製することにより作製できる。
　上記のようにすることで顔料粒子を微粒径にして存在させることができ、分散後には高
い分散安定性が得られる。この場合、顔料は必ずしも粒子表面の全体が水不溶性樹脂で被
覆されている必要はなく、場合により粒子表面の少なくとも一部が水不溶性樹脂で被覆さ
れた状態であってもよい。
　前記顔料分散物の調製は、例えば、前述のとおり転相乳化法を用いて行うことができる
。具体的には、前述の顔料と、分散剤としての前述の水不溶性樹脂と、水と、非水溶性揮
発溶剤と、を混合し分散して分散物を得た後、得られた分散物から該非水溶性揮発溶剤を
除去することにより行うことができる。このとき、塩基性化合物を添加して水不溶性樹脂
のアニオン性基の一部、または全部を中和してもよい。中和条件を調整することで良好な
分散性を実現することが可能である。塩基性化合物の例としては水酸化ナトリウム等が挙
げられる。
　また、このとき、非水溶性揮発溶剤とともに、後述するグリセリンのアルキレンオキシ
ド付加物を添加してもよい。
【００７６】
　前記分散は、所望の成分を混合した後に、攪拌、分散等が行なえる公知の方法や混合攪
拌装置、分散装置などを利用して行なうことができる。分散は、例えば、ボールミル、ロ
ールミル、ビーズミル、高圧ホモジナイザー、高速攪拌型分散機、超音波ホモジナイザー
などを用いて行なうことが可能である。
【００７７】
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－顔料分散剤－
　前記顔料分散物の調製時には、分散剤として前述の水不溶性樹脂を用いることができる
。この際、該水不溶性樹脂以外のその他の顔料分散剤を併用してもよい。
　前記その他の顔料分散剤としては、顔料を水相中で分散させる機能を持つ化合物の中か
ら適宜選択することができる。顔料分散剤の例としては、ノニオン性化合物、アニオン性
化合物、カチオン性化合物、両性化合物等が挙げられる。
【００７８】
　例えば、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又は共重合体等が
挙げられる。α，β－エチレン性不飽和基を有するモノマーの例としては、エチレン、プ
ロピレン、ブテン、ペンテン、ヘキセン、酢酸ビニル、酢酸アリル、アクリル酸、メタク
リル酸、クロトン酸、クロトン酸エステル、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、マレイン酸ジエステル、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、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、芳香族基を置換してもよい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、芳香族基を置換してもよい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、ビニ
ルアルコール、並びにこれら化合物の誘導体等が挙げられる。
【００７９】
　前記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又は共重合体を高分子
分散剤として用いることができる。具体的には、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、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、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、ポリスチレン、ポリエステル、ポリビニルアルコール等が挙げられる。
【００８０】
－非水溶性揮発性溶剤－
　前記顔料分散物を調製する際には、非水溶性揮発性溶剤の少なくとも一種を用いること
ができる。非水溶性揮発性溶剤は分散性への影響が少ないので、分散工程では良好な分散
性を保ちながら、最終的に非水溶性揮発性溶剤を除去することで、良好な分散状態のまま
濃厚化が可能であり、長期での保存安定性に優れた顔料分散物が得られる。また、インク
組成物を調製して記録に用いる場合には、吐出安定性に優れ、カールの発生を抑えた画像
記録が行なえる。
【００８１】
　「非水溶性」とは、１気圧、温度２０℃下で同容量の純水と緩やかに掻き混ぜた場合に
、流動がおさまった後も混合液が均一な外観を示さない性質のことである。水への溶解度
は、２０℃で８０ｇ/１００ｍｌ以下が好ましく、５０ｇ/１００ｍｌがより好ましい。
　また、「揮発性」とは、沸点が２００℃以下のこと指す。１５０℃以下がより好ましい
。
【００８２】
　非水溶性揮発性溶剤としては、非水溶性で揮発性を持つ有機溶剤の中から所望により選
択することができる。非水溶性揮発性溶剤の具体例としては、ケトン系溶剤（例えば、メ
チルエチルケトン、ジエチルケトン等）、エーテル系溶剤（例えば、ジブチルエーテル等
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）などが挙げられる。中でも、分散安定性付与の点で、ケトン系溶剤が好ましく、その中
でもメチルエチルケトンが最も好ましい。
【００８３】
　非水溶性揮発性溶剤の使用量としては、分散性及び分散後の安定性が良好で、インク組
成物として記録に用いた場合の吐出安定性及びカールの抑制の点から、グリセリンのアル
キレンオキシド付加物の使用量に対して、１０～１０００質量％が好ましく、５０～８０
０質量％がより好ましく、１００～５００質量％が特に好ましい。
【００８４】
　以上で説明した非水溶性揮発性溶剤は、顔料の分散後に、液中から除去されることが好
ましい。このようにすることで、顔料分散及び長期での保存安定性を保ちながら、最終的
に必要とされない非水溶性揮発性溶剤を減らし、濃厚化された顔料分散物が得られる。更
に、顔料インクの調製に用い、画像を記録する場合に、吐出安定化が図れ、記録後のカー
ルの発生を抑制することができる。
【００８５】
　前記非水溶性揮発性溶剤の除去は、加熱、送風などの乾燥処理、減圧蒸留等の常法によ
り行なえ、分散工程で得られた分散物から非水溶性揮発性溶剤の留去することより、分散
物は濃厚化し、水系に転相する。この場合、顔料分散剤として水不溶性樹脂を用いたとき
には、顔料の粒子表面が水不溶性樹脂で被覆された樹脂被覆顔料粒子の分散物を得ること
ができる。
【００８６】
　前記非水溶性揮発性溶剤の除去後には、作製される顔料分散物中の非水溶性揮発性溶剤
は実質的に除去されていることが好ましいが、非水溶性揮発性溶剤の顔料分散物中におけ
る残存量は、顔料分散物の濃厚化、インク組成物としたときの吐出安定性、カール抑制の
観点から、分散時の混合量の５質量％以下であるのが好ましい。このとき、非水溶性揮発
性溶剤の顔料分散物中における残存量としては、好ましくは１質量％以下であり、更に好
ましくは０．１質量％以下である。
【００８７】
　前記顔料分散物中に分散する顔料粒子の平均粒子径としては、３０～２００ｎｍの範囲
が好ましく、５０～１５０ｎｍの範囲が好ましい。平均粒子径は、３０ｎｍ以上であると
製造適性が向上し、２００ｎｍ以下であると保存安定性が良好になる。なお、樹脂被覆顔
料粒子の粒径分布に関しては、特に制限はなく、広い粒径分布を持つもの、又は単分散の
粒径分布を持つもののいずれでもよい。
　なお、顔料粒子の平均粒子径及び粒径分布は、ナノトラック粒度分布測定装置ＵＰＡ－
ＥＸ１５０（日機装（株）製）を用いて、動的光散乱法により体積平均粒径を測定するこ
とにより求められる。
【００８８】
　以上、本発明における「水不溶性樹脂によって被覆されている顔料」について説明した
。
　本発明のインク組成物中の「水不溶性樹脂によって被覆されている顔料」の含有量には
特に限定はないが、０．０５～３０質量％が好ましく、０．１～２０質量％がより好まし
く、０．１５～１５質量％が特に好ましい。０．０５質量％以上であると、インクの発色
性が不十分となる現象をより効果的に抑制できる。また、３０質量％以下であると、イン
クの粘度をより効果的に抑制でき、インクの吐出安定性等の劣化をより効果的に抑制でき
る。
【００８９】
＜樹脂微粒子＞
　本発明のインク組成物は樹脂微粒子の少なくとも１種を含有する。
　本発明のインク組成物は、樹脂微粒子を含むことにより、被記録媒体への定着性が向上
する。また、耐擦過性を向上できる。
　本発明における樹脂微粒子は、該樹脂微粒子が分散された樹脂微粒子分散物（ラテック
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ス）として用いることが好ましい。
【００９０】
　本発明における樹脂微粒子としては、アクリル系樹脂、酢酸ビニル系樹脂、スチレン－
ブタジエン系樹脂、塩化ビニル系樹脂、アクリル－スチレン系樹脂、ブタジエン系樹脂、
スチレン系樹脂、架橋アクリル樹脂、架橋スチレン系樹脂、ベンゾグアナミン樹脂、フェ
ノール樹脂、シリコーン樹脂、エポキシ樹脂、ウレタン系樹脂、パラフィン系樹脂、フッ
素系樹脂等の微粒子を挙げることができる。中でも、アクリル系樹脂、アクリル－スチレ
ン系樹脂、スチレン系樹脂、架橋アクリル樹脂、架橋スチレン系樹脂の微粒子を好ましい
例として挙げることができる。
　本発明における樹脂微粒子の重量平均分子量は、インク組成物の安定性の観点から、１
万以上、２０万以下が好ましく、より好ましくは１０万以上、２０万以下である。
樹脂微粒子の平均粒径は、１０ｎｍ～１μｍの範囲が好ましく、１０～２００ｎｍの範囲
がより好ましく、２０～１００ｎｍの範囲が更に好ましく、２０～５０ｎｍの範囲が特に
好ましい。
　本発明における樹脂微粒子のガラス転移温度Ｔｇは、インク組成物の保存安定性の観点
から、３０℃以上であることが好ましく、４０℃以上がより好ましく、５０℃以上がさら
に好ましい。
　また、本発明における樹脂微粒子を含むラテックスの粒径分布に関しては、特に制限は
無く、広い粒径分布を持つもの、又は単分散の粒径分布を持つもの、いずれでもよい。ま
た、単分散の粒径分布を持つラテックスを、２種以上混合して使用してもよい。
【００９１】
　本発明のインク組成物における樹脂微粒子の含有量（複数種含まれる場合は合計の含有
量）は、被記録媒体への定着性を更に向上する観点等より、５質量％以上が好ましく、５
～２０質量％が好ましく、５～１５質量％がより好ましい。
　また定着後の画像の性能（光沢性や耐擦性）の観点から、前記水不溶性樹脂及び前記顔
料の合計量と、樹脂微粒子の含有量と、の質量比（前記水不溶性樹脂及び前記顔料の合計
量／樹脂微粒子の含有量）が２．０以下であることが好ましく、１．５以下であることが
より好ましく、１．０以下であることが最も好ましい。
【００９２】
＜固体湿潤剤＞
　本発明のインク組成物は、固体湿潤剤を５質量％以上含有する。
　ここで、本発明のインク組成物に含まれる固体湿潤剤が２種以上である場合は、該２種
以上の合計量がインク組成物の総量に対し５質量％以上であればよい。
　前記固体湿潤剤の含有量が５質量％未満であると、拭き取り性が悪化する。
　本発明において固体湿潤剤とは、保水機能を有し、２５℃で固体の水溶性化合物を意味
する。
【００９３】
　本発明において使用できる固体湿潤剤としては、一般に水性インク組成物に使用される
ものをそのまま利用することが可能であり、より具体的には、糖類、糖アルコール類、ヒ
アルロン酸類、トリメチロールプロパン、１，２，６－ヘキサントリオール等の多価アル
コール、尿素及び尿素誘導体である。
【００９４】
　前記尿素誘導体の例としては、尿素の窒素上の水素をアルキル基、もしくはアルカノー
ルで置換した化合物、チオ尿素、チオ尿素の窒素上の水素をアルキル基、もしくはアルカ
ノールで置換した化合物等が挙げられ、具体的には、Ｎ，Ｎ－ジメチル尿素、チオ尿素、
エチレン尿素、ヒドロキシエチル尿素、ヒドロキシブチル尿素、エチレンチオ尿素、ジエ
チルチオ尿素等が挙げられる。
【００９５】
　前記糖類の例としては、単糖類、二糖類、オリゴ糖類（三糖類及び四糖類を含む）及び
多糖類があげられ、具体的には、グルコース、マンノース、フルクトース、リボース、キ
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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
、などがあげられる。ここで、多糖類とは広義の糖を意味し、アルギン酸、α－シクロデ
キストリン、セルロースなど自然界に広く存在する物質を含む意味に用いることとする。
また、これらの糖類の誘導体としては、前記した糖類の還元糖（例えば、糖アルコール）
、酸化糖（例えば、アルドン酸、ウロン酸、アミノ酸、チオ糖など）があげられる。特に
糖アルコールが好ましく、具体例としてはマルチトール、ソルビトール、キシリトールな
どが挙げられる。ヒアルロン酸塩は、ヒアルロン酸ナトリウム１％水溶液（分子量３５０
０００）として市販されているものを使用することができる。
　中でも、尿素及び尿素誘導体は、保湿機能が高く、本発明の固体湿潤剤としてより好適
に使用することができる。
【００９６】
　本発明のインク組成物における固体湿潤剤の含有量は、前述のとおり５質量％以上であ
るが、拭き取り性をさらに向上させる観点等からは、前記含有量は、５～３０質量％が好
ましく、５～２０質量％がより好ましい。
【００９７】
　本発明のインク組成物中における固体湿潤剤の含有量と、本発明のインク組成物中にお
ける樹脂微粒子の含有量と、の組み合わせとしては特に限定はないが、拭き取り性及び画
像の定着性をより効果的に両立させる観点からは、下記の組み合わせが好ましい。
　即ち、固体湿潤剤の含有量が５質量％以上であって、樹脂微粒子の含有量が５質量％以
上である組み合わせが好ましく、固体湿潤剤の含有量が５～２０質量％であって、樹脂微
粒子の含有量が５～２０質量％である組み合わせがより好ましく、固体湿潤剤の含有量が
５～１０質量％であって、樹脂微粒子の含有量が５～１０質量％である組み合わせが特に
好ましい。
　また、インク組成物中の固形分の総量（前記水不溶性樹脂、前記顔料、及び前記樹脂微
粒子の含有量の合計）に対する固体湿潤剤の含有量の比（固体湿潤剤の質量／固形分総量
の質量）が０．３以上であることが好ましく、０．４～２．０であることがより好ましく
、０．５～１．５であることが最も好ましい。
【００９８】
＜水溶性有機溶剤＞
　本発明のインク組成物は、水溶性有機溶剤を少なくとも１種含有する。
　前記水溶性有機溶剤の例としては、グリセリン、１，２，６－ヘキサントリオール、ト
リメチロールプロパン、エチレングリコール、プロピレングリコール、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、ペンタエチレングリコール
、ジプロピレングリコール、２－ブテン－１，４－ジオール、２－エチル－１，３－ヘキ
サンジオール、２－メチル－２，４－ペンタンジオール、１，２－オクタンジオール、１
，２－ヘキサンジオール、１，２－ペンタンジオール、４－メチル－１，２－ペンタンジ
オール等のアルカンジオール（多価アルコール類）；ヴルコース、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
、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
ス等の糖類；糖アルコール類；ヒアルロン酸類；尿素類等のいわゆる固体湿潤剤；エタノ
ール、メタノール、ブタノール、プロパノール、イソプロパノールなどの炭素数１～４の
アルキルアルコール類；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、エチレングリコールモノメ
チルエーテルアセテート、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－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－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メチルエーテル、プロピレングリコ
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ールモノエチルエーテル、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、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、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－プロピルエーテルなどのグリコールエーテル類；２－ピロリドン、
Ｎ－メチル－２－ピロリドン、１，３－ジメチル－２－イミダゾリジノン、ホルムアミド
、アセトアミド、ジメチルスルホキシド、ソルビット、ソルビタン、アセチン、ジアセチ
ン、トリアセチン、スルホラン等が挙げられる。これらは、１種のみならず２種以上を併
用してもよい。
【００９９】
　また、乾燥防止や湿潤の付与の点では、多価アルコール類が有用である。例えば、グリ
セリン、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、プロピ
レングリコール、ジプロピレングリコール、トリプロピレングリコール、１，３－ブタン
ジオール、２，３－ブタンジオール、１，４－ブタンジオール、３－メチル－１，３－ブ
タンジオール、１，５－ペンタンジオール、テトラエチレングリコール、１，６－ヘキサ
ンジオール、２－メチル－２，４－ペンタンジオール、ポリエチレングリコール、１，２
，４－ブタントリオール、１，２，６－ヘキサントリオールなどが挙げられる。これらは
、１種のみならず２種以上を併用してもよい。浸透性の点からは、ポリオール化合物が好
ましく、脂肪族ジオールとして、例えば、２－エチル－２－メチル－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、２，２－ジエチル－１，３－プロ
パンジオール、２－メチル－２－プロピル－１，３－プロパンジオール、２，４－ジメチ
ル－２，４－ペンタンジオール、２，５－ジメチル－２，５－ヘキサンジオール、５－ヘ
キセン－１，２－ジオール、２－エチル－１，３－ヘキサンジオールなどが挙げられる。
中でも、２－エチル－１，３－ヘキサンジオール、２，２，４－トリメチル－１，３－ペ
ンタンジオールが好ましい。これらは、１種のみならず２種以上を併用してもよい。
　本発明のインク組成物に含まれる水溶性有機溶剤の含有量としては、インクの乾燥防止
や湿潤の付与の観点より、１．０～５０質量％であることが好ましく、５．０～４０質量
％であることがより好ましく、１０～３０質量％であることが特に好ましい。
【０１００】
　本発明のインク組成物に含まれる水溶性有機溶剤は、被記録媒体上に画像を記録した際
の該被記録媒体のカールを抑制する観点等より、ＳＰ値２７．５以下の水溶性有機溶剤の
少なくとも１種を含むことが好ましい。
　更には、被記録媒体のカールを更に抑制する観点より、本発明のインク組成物に含まれ
る水溶性有機溶剤の全量のうち８０質量％以上が、ＳＰ値２７．５以下の水溶性有機溶剤
であることがより好ましい。換言すれば、本発明のインク組成物に含まれる水溶性有機溶
剤の全量に対し、ＳＰ値２７．５以下の水溶性有機溶剤の含有量（ＳＰ値２７．５以下の
水溶性有機溶剤が２種以上含まれる場合は合計の含有量）が８０質量％以上であることが
より好ましい。
　一般的には、ＳＰ値２７．５以下の水溶性有機溶剤の含有量が多くなると、公知の界面
活性剤や水溶性高分子分散剤などを分散剤として使用した顔料分散物との組み合わせでは
、顔料表面に吸着している分散剤の離脱を促進するために、分散が不安定となりインクの
安定性が問題となる。本発明では水不溶性樹脂によって被覆されている顔料を使用するこ
とで、被記録媒体のカール抑制とインクの安定性を両立することができる。
　本発明におけるＳＰ値は溶解度パラメーターを指す。詳しくは前記ＳＰ値は、分子凝集
エネルギーの平方根で表される値で、Ｒ．Ｆ．Ｆｅｄｏｒｓ，Ｐｏｌｙｍｅｒ　Ｅｎｇｉ
ｎｅｅｒｉｎｇ　Ｓｃｉｅｎｃｅ，１４，ｐ１４７（１９６７）に記載の方法で計算する
ことができ、本発明においてはこの数値を採用する。
【０１０１】
　ＳＰ値２７．５以下の水溶性有機溶剤の例を以下に示す。
・ジエチレングリコールモノエチルエーテル（２２．４）
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・ジエチレングリコールモノブチルエーテル（２１．５）
・トリエチレングリコールモノブチルエーテル（２１．１）
・ジプロピレングリコールモノメチルエーテル（２１．３）
・ジプロピレングリコール（２７．２）
【０１０２】
・ｎＣ４Ｈ９Ｏ（ＡＯ）４－Ｈ　（ＡＯ＝ＥＯ又はＰＯで、比率はＥＯ：ＰＯ＝１：１）
　（２０．１）
・ｎＣ４Ｈ９Ｏ（ＡＯ）１０－Ｈ　（ＡＯ＝ＥＯ又はＰＯで、比率はＥＯ：ＰＯ＝１：１
）　（１８．８）
・ＨＯ（Ａ’Ｏ）４０－Ｈ　（Ａ’Ｏ＝ＥＯ又はＰＯで、比率はＥＯ：ＰＯ＝１：３）　
（１８．７）
・ＨＯ（Ａ’’Ｏ）５５－Ｈ　（Ａ’’Ｏ＝ＥＯ又はＰＯで、比率はＥＯ：ＰＯ＝５：６
）　（１８．８）
・ＨＯ（ＰＯ）３－Ｈ　（２４．７）
・ＨＯ（ＰＯ）７－Ｈ　（２１．２）
・１，２－ヘキサンジオール　（２７．４）　
　なお、本発明において、ＥＯ、ＰＯはエチレンオキシ基、プロピレンオキシ基を表す。
　また、以下説明するグリセリンのアルキレンオキシド付加物にも、「ＳＰ値２７．５以
下の水溶性有機溶剤」に該当する化合物があり、該化合物も好適である（詳細は後述する
）。
【０１０３】
　本発明のインク組成物に含まれる水溶性有機溶剤は、グリセリンのアルキレンオキシド
付加物の少なくとも１種を含有することも好ましい。グリセリンのアルキレンオキシド付
加物を含有することで、分散性及び分散後の長期での保存安定性がより向上し、インク組
成物としたときの吐出安定性がより向上する。
【０１０４】
　前記グリセリンのアルキレンオキシド付加物としては、下記構造式（１）で表される化
合物であることが好ましい。
【０１０５】
【化９】

【０１０６】
　前記構造式（１）において、ｌ、ｍ、及びｎは、それぞれ独立に１以上の整数を表し、
３≦ｌ＋ｍ＋ｎ≦１５の関係を満たす。ｌ＋ｍ＋ｎの値は、３以上であるとカール抑制力
が良好であり、１５以下であると吐出性が良好である。
　中でも、ｌ＋ｍ＋ｎは３～１２の範囲が好ましく、３～１０の範囲がより好ましい。
【０１０７】
　前記構造式（１）中のＡＯは、エチレンオキシ及び／又はプロピレンオキシを表し、中
でもプロピレンオキシが好ましい。また、構造式（１）中の（ＡＯ）ｌ、（ＡＯ）ｍ、及
び（ＡＯ）ｎの各ＡＯは、それぞれ同一でも異なってもよい。
【０１０８】
　以下、前記構造式（１）で表される化合物の具体例を示す。但し、本発明においては、
これらに制限されるものではない。
　なお、カッコ内の数値はＳＰ値を表す。



(22) JP 5247191 B2 2013.7.24

10

20

30

40

50

【０１０９】
【化１０】

【０１１０】
　前記グリセリンのアルキレンオキシド付加物は、市販品を用いてもよい。市販品として
は、例えば、ポリオキシプロピル化グリセリン（ポリプロピレングリコールとグリセリン
とのエーテル）として、サンニックスＧＰ－２５０（平均分子量２５０）、ＧＰ－４００
（平均分子量４００）、ＧＰ－６００（平均６００）〔以上、三洋化成工業（株）製〕、
レオコンＧＰ－２５０（平均分子量２５０），ＧＰ－３００（平均分子量３００、ＧＰ－
４００（平均分子量４００）、ＧＰ－７００（平均分子量７００）〔以上、ライオン（株
）製〕、ポリプロピレントリオールグリコール・トリオール型　平均分子量３００、平均
分子量７００〔以上、和光純薬（株）製〕などが挙げられる。
【０１１１】
＜水＞
　本発明における顔料分散物は、水を含有するものであるが、水の量には特に制限はない
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。中でも、水の好ましい含有量は、１０～９９質量％であり、より好ましくは３０～８０
質量％であり、更に好ましくは５０～７０質量％である。
【０１１２】
＜その他成分＞
　本発明のインク組成物は、上記で説明した各成分に加え、必要に応じて、例えば、界面
活性剤、紫外線吸収剤、褪色防止剤、防黴剤、ｐＨ調整剤、防錆剤、酸化防止剤、乳化安
定剤、防腐剤、消泡剤、粘度調整剤、分散安定剤、キレート剤等の他の成分を含有しても
よい。
【０１１３】
　前記界面活性剤は、表面張力調整剤として用いられ、ノニオン系、カチオン系、アニオ
ン系、ベタイン系の界面活性剤が挙げられる。界面活性剤は、インクジェット法で良好に
打滴するために、インク組成物の表面張力を２０～６０ｍＮ／ｍに調整できる量を含有す
るのが好ましい。中でも、界面活性剤の含有量は、表面張力を２０～４５ｍＮ／ｍに調整
できる量が好ましく、より好ましくは２５～４０ｍＮ／ｍに調整できる量である。
【０１１４】
　界面活性剤としては、分子内に親水部と疎水部を合わせ持つ構造を有する化合物等が有
効に使用することができ、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のいずれも使用することができる。
　アニオン系界面活性剤の具体例としては、例えば、ドデシルベンゼンスルホン酸ナトリ
ウム、ラウリル硫酸ナトリウム、アルキルジフェニルエーテルジスルホン酸ナトリウム、
アルキルナフタレンスルホン酸ナトリウム、ジアルキルスルポコハク酸ナトリウム、ステ
アリン酸ナトリウム、オレイン酸カリウム、ナトリウムジオクチルスルホサクシネート、
ポリオキシエチレンアルキルエーテル硫酸ナトリウム、ポリオキシエチレンアルキルエー
テ硫酸ナトリウム、ポリオキシエチレンアルキルフェニルエーテル硫酸ナトリウム、ジア
ルキルスルポコハク酸ナトリウム、ステアリン酸ナトリウム、オレイン酸ナトリウム、ｔ
－オクチルフェノキシエトキシポリエトキシエチル硫酸ナトリウム塩等が挙げられ、これ
らの１種、又は２種以上を選択することができる。
　ノニオン性界面活性剤の具体例としては、例えば、ポリオキシエチレンラウリルエーテ
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オレイルフェニ
ルエーテル、ポリオキシエチレンノニルフェニルエーテル、オキシエチレン・オキシプロ
ピレンブロックコポリマー、ｔ－オクチルフェノキシエチルポリエトキシエタノール、ノ
ニルフェノキシエチルポリエトキシエタノール等が挙げられ、これらの１種、又は２種以
上を選択することができる。
　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、具体的に
は、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。
【０１１５】
　界面活性剤のインク組成物中における含有量は、特に制限はなく、１質量％以上が好ま
しく、より好ましくは１～１０質量％であり、更に好ましくは１～３質量％である。
【０１１６】
　前記紫外線吸収剤としては、例えば、ベンゾフェノン系紫外線吸収剤、ベンゾトリアゾ
ール系紫外線吸収剤、サリチレート系紫外線吸収剤、シアノアクリレート系紫外線吸収剤
、ニッケル錯塩系紫外線吸収剤、などが挙げられる。
【０１１７】
　前記褪色防止剤としては、各種の有機系及び金属錯体系の褪色防止剤を使用することが
できる。有機の褪色防止剤としてはハイドロキノン類、アルコキシフェノール類、ジアル
コキシフェノール類、フェノール類、アニリン類、アミン類、インダン類、クロマン類、
アルコキシアニリン類、ヘテロ環類などがあり、金属錯体としてはニッケル錯体、亜鉛錯
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体などがある。
【０１１８】
　前記防黴剤としては、デヒドロ酢酸ナトリウム、安息香酸ナトリウム、ナトリウムピリ
ジンチオン－１－オキシド、ｐ－ヒドロキシ安息香酸エチルエステル、１，２－ベンズイ
ソチアゾリン－３－オン、ソルビン酸ナトリウム、ペンタクロロフェノールナトリウムな
どが挙げられる。これらはインク中に０．０２～１．００質量％使用するのが好ましい。
【０１１９】
　前記ｐＨ調整剤は、調製されるインクに悪影響を及ぼさずにｐＨを所望の値に調整する
ものであれば、特に制限はなく、目的に応じて適宜選択することができる。
　ｐＨ調整剤としては、例えば、アルコールアミン類（例えば、ジエタノールアミン、ト
リエタノールアミン、２－アミノ－２－エチル－１，３プロパンジオールなど）、アルカ
リ金属水酸化物（例えば、水酸化リチウム、水酸化ナトリウム、水酸化カリウムなど）、
アンモニウム水酸化物（例えば、水酸化アンモニウム、第４級アンモニウム水酸化物）、
ホスホニウム水酸化物、アルカリ金属炭酸塩などが挙げられる。
【０１２０】
　前記防錆剤としては、例えば、酸性亜硫酸塩、チオ硫酸ナトリウム、チオジグリコール
酸アンモン、ジイソプロピルアンモニウムニトライト、四硝酸ペンタエリスリトール、ジ
シクロヘキシルアンモニウムニトライトなどが挙げられる。
【０１２１】
　前記酸化防止剤としては、例えば、フェノール系酸化防止剤（ヒンダードフェノール系
酸化防止剤を含む）、アミン系酸化防止剤、硫黄系酸化防止剤、りん系酸化防止剤などが
挙げられる。
【０１２２】
　前記キレート剤としては、例えば、エチレンジアミン四酢酸ナトリウム、ニトリロ三酢
酸ナトリウム、ヒドロキシエチルエチレンジアミン三酢酸ナトリウム、ジエチレントリア
ミン五酢酸ナトリウム、ウラミル二酢酸ナトリウムなどが挙げられる。
【０１２３】
＜インク組成物の物性等＞
　本発明のインク組成物の表面張力は、インクジェット記録方法に用いられた場合、吐出
安定性の点で、２０ｍＮ／ｍ以上６０ｍＮ／ｍ以下であることが好ましい。より好ましく
は、２０ｍＮ以上４５ｍＮ／ｍ以下であり、更に好ましくは、２５ｍＮ／ｍ以上４０ｍＮ
／ｍ以下である。
　本発明のインク組成物の２０℃での粘度は、１．２ｍＰａ・ｓ以上１５．０ｍＰａ・ｓ
以下であることが好ましく、より好ましくは２ｍＰａ・ｓ以上１３ｍＰａ・ｓ未満、更に
好ましくは２．５ｍＰａ・ｓ以上１０ｍＰａ・ｓ未満である。
【０１２４】
　本発明のインク組成物は、多色のカラー画像（例えばフルカラー画像）の形成に用いる
ことができる。フルカラー画像の形成には、インク組成物に用いる顔料の色相を所望によ
り変更することにより、マゼンタ色調のインク、シアン色調のインク、イエロー色調のイ
ンクとして用いることができる。さらに、色調を整えるために、ブラック色調のインクを
用いることができる。
　また、本発明のインク組成物は、イエロー（Ｙ）、マゼンタ（Ｍ）、シアン（Ｃ）の色
調以外のレッド（Ｒ）、グリーン（Ｇ）、ブルー（Ｂ）、白色（Ｗ）の色調のインクや、
いわゆる印刷分野における特色のインク等として用いることができる。
【０１２５】
≪画像記録方法≫
　本発明の画像記録方法は、被記録媒体上に本発明のインク組成物をインクジェット法に
より付与するインク付与工程を含んで構成される。
　上記本発明の画像記録方法は、分散安定性、被記録媒体への定着性、及び乾燥固化時の
拭き取り性に優れた本発明のインク組成物を用いるため、被記録媒体への定着性、定着後
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の画像の密着性、耐擦性に優れる。
　また、該インク組成物中に、ＳＰ値２７．５以下の水溶性有機溶剤を８０質量％以上含
む場合には、被記録媒体のカールが抑制される。
【０１２６】
　前記インクジェット法によりインク組成物を付与するインクジェット記録方法としては
、例えば、インクジェット記録用インク（インク組成物）にエネルギーを供与して、公知
の受像材料、即ち普通紙、樹脂コート紙、例えば特開平８－１６９１７２号公報、同８－
２７６９３号公報、同２－２７６６７０号公報、同７－２７６７８９号公報、同９－３２
３４７５号公報、特開昭６２－２３８７８３号公報、特開平１０－１５３９８９号公報、
同１０－２１７４７３号公報、同１０－２３５９９５号公報、同１０－３３７９４７号公
報、同１０－２１７５９７号公報、同１０－３３７９４７号公報等に記載されているイン
クジェット専用紙、フィルム、電子写真共用紙、布帛、ガラス、金属、陶磁器等に画像を
形成することができる。
　なお、本発明に好ましいインクジェット記録方法として特開２００３－３０６６２３号
公報の段落番号００９３～０１０５の記載が適用できる。
【０１２７】
　画像を形成する際に、光沢性や耐水性を与えたり耐候性を改善する目的からポリマーラ
テックス化合物を併用してもよい。ラテックス化合物を受像材料に付与する時期について
は、着色剤を付与する前であっても、後であっても、また同時であってもよく、したがっ
て添加する場所も受像紙中であっても、インク中であってもよく、あるいはポリマーラテ
ックス単独の液状物として使用しても良い。具体的には、特開２００２－１６６６３８（
特願２０００－３６３０９０）、特開２００２－１２１４４０（特願２０００－３１５２
３１）、特開２００２－１５４２０１（特願２０００－３５４３８０）、特開２００２－
１４４６９６（特願２０００－３４３９４４）、特開２００２－０８０７５９（特願２０
００－２６８９５２）に記載された方法を好ましく用いることができる。
【０１２８】
　本発明に好ましい画像記録方法の一例として、
第一の工程：被記録媒体上にインク組成物を付与する工程（インク付与工程）。
第二の工程：被記録媒体上に付与されたインク組成物を少なくとも加熱して定着させる工
程（定着工程）。
を有する方法である。
　また、画像記録方法は、その他の工程を加えることができ、その他の工程としては、特
に制限はなく、目的に応じて、乾燥除去工程等を適宜選択することができる。
　前記加熱定着工程としては、前記インクジェット記録方法で用いられるインク中に含ま
れるラテックス粒子を溶融定着する以外は特に制限はなく、目的に応じて適宜選択するこ
とができる。
　前記乾燥除去工程としては、被記録媒体に付与されたインク組成物におけるインク溶媒
を乾燥除去する以外は特に制限はなく、目的に応じて適宜選択することができる。
　本発明における被記録媒体としては特に制限は無く、例えば、普通紙、上質紙、塗工紙
等を挙げることができる。
【０１２９】
　本発明のインク組成物又はインクセットを用いて記録された記録物は、カールが抑制さ
れた画像記録物とすることができる。
【実施例】
【０１３０】
　以下、実施例を挙げて本発明を更に具体的に説明する。本発明の範囲は以下に示す実施
例に限定されるものではない。なお、特に断りのない限り、「部」及び「％」は質量基準
である。
【０１３１】
＜樹脂分散剤（水不溶性樹脂）の合成＞
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〔合成例１〕
　下記スキームに従って合成した。
【０１３２】
【化１１】

【０１３３】
　攪拌機、冷却管を備えた１０００ｍｌの三口フラスコにメチルエチルケトン８８ｇを加
え窒素雰囲気下で７２℃に加熱し、ここにメチルエチルケトン５０ｇにジメチル２，２’
－アゾビスイソブチレート０．８５ｇ、ベンジルメタクリレート６０ｇ、メタクリル酸１
０ｇ、及びメチルメタクリレート３０ｇを溶解した溶液を３時間かけて滴下した。滴下終
了後、さらに１時間反応した後メチルエチルケトン２ｇにジメチル２，２’－アゾビスイ
ソブチレート０．４２ｇを溶解した溶液を加え、７８℃に昇温し４時間加熱した。得られ
た反応溶液は大過剰量のヘキサンに２回再沈殿し、析出した樹脂を乾燥して樹脂分散剤Ｐ
－１（水不溶性樹脂）を９６ｇ得た。
　得られた樹脂の組成は１Ｈ－ＮＭＲで確認し、ＧＰＣより求めた重量平均分子量（Ｍｗ
）は４４６００であった。さらに、ＪＩＳ規格（ＪＩＳＫ００７０：１９９２）記載の方
法により、このポリマーの酸価を求めたところ、６５．２ｍｇＫＯＨ／ｇであった。
【０１３４】
　本発明における他の樹脂分散剤（水不溶性樹脂）についても同様に合成することができ
る。
【０１３５】
＜顔料分散物の作製＞
〔作製例１〕
　ピグメントブルー１５：３（大日精化株式会社製　フタロシアニンブル－Ａ２２０）１
０質量部と、上記で得られた樹脂分散剤Ｐ－１の５質量部と、メチルエチルケトン４２質
量部と、１規定ＮａＯＨ水溶液５．５質量部と、イオン交換水８７．２質量部と、を混合
し、ビーズミルで０．１ｍｍΦジルコニアビーズを使い、２～６時間分散した。
　得られた分散物を減圧下５５℃でメチルエチルケトンを除去し、さらに一部の水を除去
することにより、顔料濃度が１０．２質量％の顔料分散物ＰＤ－０１を得た。
　顔料分散物ＰＤ－０１中における水不溶性樹脂及び顔料の合計の濃度は、１５．３質量
％である。
【０１３６】
〔作製例２〕
　ピグメントブルー１５：３（大日精化株式会社製　フタロシアニンブル－Ａ２２０）１
０質量部と、オレイン酸ナトリウム塩２質量部と、イオン交換水８８質量部を混合し、ビ
ーズミルで０．１ｍｍΦジルコニアビーズを使い、２～６時間分散し、顔料濃度が１０質
量％の顔料分散物ＰＤ－０２を得た。
【０１３７】
＜樹脂微粒子分散物の調製＞
〔作製例１〕
　反応容器に、ＢＡＳＦジャパン製ジョンクリル５３７（濃度４５．９質量％）の２３５
３ｇと、オレイン酸ナトリウム１０８０ｇと、イオン交換水１６７ｇと、の混合溶液を調
液した。得られた混合溶液を１３０００ｒｐｍ、６０分間の遠心処理を行い、上澄み液を
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回収して、ラテックスＰＬ－０１（樹脂微粒子分散物）を得た。得られたラテックスＰＬ
－０１中の樹脂微粒子の体積平均粒子径は５５ｎｍであった。また、ラテックスＰＬ－０
１中における固形分（即ち、樹脂微粒子の量）は３１質量％であった。
【０１３８】
〔作製例２〕
　水１２０ｇに、ラテムルＡＳＫ（（株）花王製、カルボン酸塩系乳化剤）１９．８ｇと
、５ｍｏｌ／Ｌ水酸化ナトリウム水溶液６ｇと、２，２’－アゾビス（２－アミジノプロ
パン）二塩酸塩０．３ｇとを加え、均一に溶解させた。７０℃に加熱し、窒素気流下に、
スチレン２５．９ｇとブチルアクリレート２６．３ｇとアクリル酸５．１ｇとのモノマー
混合物を２時間かけて添加した。その後、７０℃で２時間、８０℃で３時間加熱した。室
温に冷却後、ｐＨが９前後になるように、攪拌しながら１ｍｏｌ／Ｌ水酸化ナトリウム水
溶液を加えて、ラテックスＰＬ－０２（樹脂微粒子分散物）を得た。得られたラテックス
ＰＬ－０２中の樹脂微粒子の体積平均粒子径は１１５ｎｍであった。またラテックスＰＬ
－０２の固形分（即ち、樹脂微粒子の量）は３３質量％であった。
【０１３９】
〔実施例１〕
＜インク組成物の調製＞
　次に、上記で得られた顔料分散物及び樹脂微粒子分散物を用い、以下の組成を十分に攪
拌混合した。その後、平均孔径５．０μｍのミクロフィルターで減圧濾過しインク組成物
を調製した。
・上記顔料分散物ＰＤ－０１　　　　　　　　　　　　　　　　…　　　４０質量部
・上記ラテックスＰＬ－０１　　　　　　　　　　　　　　　　…　　　２６質量部
・サンニックスＧＰ－２５０（三洋化成工業（株）製）　　　　…　　　１０質量部
・ジエチレングリコールモノエチルエーテル（ＤＥＧｍＥＥ）　…　　　　５質量部
・尿素　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　…　　　１０質量部
・オルフィンＥ１０１０（日信化学工業（株）製）　　　　　　…　　　　１質量部
・イオン交換水　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　…　　　　８質量部
【０１４０】
〔実施例２～８、比較例１～６〕
　実施例１において、インク組成物の組成を表１に記載の組成に変更した以外は実施例１
と同様にしてインク組成物を作製した。表１中、各成分の数字は含有量（質量部）を示す
。
【０１４１】
＜インク組成物の評価＞
（分散安定性）
　上記で得られたインク組成物について、６０℃の恒温槽中で１４日間保存後の粒子径、
粘度を測定し、下記の基準で評価した。結果は表１に示す。
－評価基準－
　Ａ：粒子径変化が初期の粒径に対して１０％以内である。
　Ｂ：粒子径変化が初期の粒径に対して１０％よりも大きく３０％以内である。
　Ｃ：粒子径変化が初期の粒径に対して３０％よりも大きい。
【０１４２】
～粒子径の測定法～
　ナノトラック粒度分布測定装置　ＵＰＡ－ＥＸ１５０（日機装（株）製）を用い、動的
光散乱法により得られた顔料分散物の体積平均粒径を測定した。測定条件：水性インク１
０μｌに対しイオン交換水１０ｍｌを加え、測定用溶液を調整し、２５℃で測定した。
【０１４３】
（拭き取り試験）
　十分に洗浄されたスライドガラス上に１０μｌのインク滴を形成し、そのままの状態で
３０℃５０％ＲＨの環境で２４時間静置して乾燥させた。綿ガーゼに純水を含ませて、水
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が垂れない程度に絞った後、２００ｇ／ｃｍ２の荷重をかけて乾燥したインク滴を拭き取
り下記評価基準で、拭き取り性を評価した。
【０１４４】
～評価基準～
　Ａ：スライドガラス上に元のインク滴の形状が認識されない程度まで拭き取れる。
　Ｂ：スライドガラス上に元のインク滴の形状が認識できるがガーゼへのインクの付着が
多い。
　Ｃ：ガーゼへのインクの付着がわずかである。
　Ｄ：ほとんど拭き取れない。
【０１４５】
　インクジェット記録装置として、６００ｄｐｉ、２５６ノズルの試作プリントヘッドを
用い富士フイルムダイマティックス社製のダイマティックス・マテリアル・プリンター　
ＤＭＰ－２８３１を用い（カートリッジは１０ｐｌ吐出用（ＤＭＣ－１１６１０）を外部
から液供給出来るように改造）、以下の評価を行なった。記録媒体としては特菱アート両
面Ｎ（８９．４ｇ／ｍ２品）（三菱製紙（株）製）を用いた。
【０１４６】
（カール）
　インク塗設量が５ｇ／ｍ２でベタ印画後した後のインクジェット記録媒体を、カール方
向に５×５０ｍｍに裁断し、温度２５℃、湿度５０％の条件下で２４時間放置して、カー
ル挙動を以下の基準で評価した。
【０１４７】
～評価基準～
　Ａ：曲率Ｃが１０を超えない。
　Ｂ：曲率Ｃが１０を超えて２０を超えない。
　Ｃ：曲率Ｃが２０を超える。
【０１４８】
～曲率の測定法～
　カール方向に５×５０ｍｍに裁断したサンプルをカール測定板にあててカール値（Ｃ）
を読み取る。カールを半径Ｒの円の弧とみなして次のように表す。
　Ｃ＝１／Ｒ（ｍ）
【０１４９】
（定着）
　インクジェット記録装置を用いてインク塗設量が１０ｇ／ｍ２でベタ画像を出力し、画
像を乾燥した後、９０℃のＰＦＡローラーでニップ圧１．０ＭＰａの加熱、圧着する工程
を５回通過させて画像を定着させた。２４時間静置した後に、下記評価方法及び下記評価
基準にて、被記録媒体への定着性を評価した
【０１５０】
～評価方法～
（１）３Ｍ社製Ｓｃｈｏｔｃｈメンディングテープ１２ｍｍ幅を貼って剥がしても画像に
傷がつかない。
（２）画像部の６０℃光沢が５５よりも大きい。
（３）画像部に印画していない特菱アート両面Ｎ（８９．４ｇ／ｍ２品）（三菱製紙（株
）製）を重ねて２００ｇの荷重、２０ｍｍのストロークで１０往復擦ったあとに画像部に
傷が認められない。
【０１５１】
～評価基準～
　Ａ：３項目とも満たす。
　Ｂ：１項を満たさない。
　Ｃ：２項以上をみたさない。
【０１５２】
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　各インクの評価結果を表１に示す。
【０１５３】
【表１】

【０１５４】
－表１の説明－
・各水溶性有機溶剤名の後のカッコ内はＳＰ値を示す。
・ＤＥＧｍｍＥＥ：ジエチレングリコールモノエチルエーテル
・ＴＥＧｍＢＥ：トリエチレングリコールモノブチルエーテル
・ＤＥＧ：ジエチレングリコール
・ＤＰＧ：ジプロピレングリコール
・ＴＭＰ：トリメチロールプロパン
【０１５５】
・サンニックスＧＰ－２５０（三洋化成工業（株）製）：下記式で表されるポリオキシプ
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【０１５６】
【化１２】

【０１５７】
　表１に示すように、実施例１～８のインク組成物は、分散安定性、被記録媒体への定着
性、及び乾燥固化時の拭き取り性に優れていた。また、画像が記録された被記録媒体のカ
ールの発生も抑制されていた。
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