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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
キナクリドン系顔料（ａ）、式Ｉ
【化１】

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　式Ｉ
｛式中、Ｒ１～Ｒ１０は各々独立的に水素原子、フッ素原子、塩素原子、臭素原子、ヨウ
素原子、メチル基若しくは炭素数２～８個のアルキル基、又は式ＩＩ
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【化２】

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　式II
（式中、Ｒ１１はメチレン基又は炭素数２～８個のアルキレン基若しくはアルケニレン基
、Ｒ１２～Ｒ１５は各々独立的に水素原子、フッ素原子、塩素原子、臭素原子、ヨウ素原
子、メチル基若しくは炭素数２～８個のアルキル基、又はフェニル基を表す。）で表され
る基であり、Ｒ１～Ｒ１０の少なくとも一つは前記式ＩＩで表される基である。｝
で表される化合物（ｂ）、スチレン系樹脂（ｃ）、およびアルカリ金属水酸化物（ｄ）を
含有する、固形分濃度５０～８０質量％のインクジェットインク用着色樹脂混練物であっ
て、前記スチレン系樹脂（ｃ）は、
（ｉ）全モノマー成分に対して６０質量％以上のスチレンモノマーと
（ｉｉ）ラジカル重合性の二重結合を有する不飽和脂肪族カルボン酸を含有するモノマー
を共重合させた樹脂であり、
且つ前記スチレン系樹脂（ｃ）の酸価が５０～３００、重量平均分子量が７５００～４０
０００の範囲内であることを特徴とするインクジェットインク用着色混練物。
【請求項２】
前記スチレン系樹脂（ｃ）が、全モノマー成分に対して６０質量％以上のスチレン系モノ
マーとアクリル酸及びメタクリル酸を含有するモノマーを共重合させた樹脂である請求項
１記載のインクジェットインク用着色混練物。
【請求項３】
前記スチレン系樹脂（ｃ）における、スチレン系モノマー、アクリル酸、及びメタクリル
酸の総和が、全モノマー成分の総和の９５質量％以上である請求項２記載のインクジェッ
トインク用着色混練物。
【請求項４】
キナクリドン系顔料（ａ）がＣ．Ｉ．ピグメントレッド１２２である請求項１に記載のイ
ンクジェットインク用着色混練物。
【請求項５】
（ｂ）フタルイミド骨格を含む置換基を有するキナクリドン系化合物が、フタルイミド化
メチル－３，１０－ジクロロキナクリドンであることを特徴とする請求項１または２に記
載のインクジェットインク用着色混練物。
【請求項６】
前記アルカリ金属水酸化物の配合量が、前記スチレン系樹脂（ｃ）のカルボキシル基全て
を中和するのに必用な量の０．８～１．２倍に相当する量である請求項１に記載のインク
ジェットインク用着色混練物。
【請求項７】
さらにキナクリドン系顔料（ａ）の１００質量部に対して、４０～８０質量部の湿潤剤を
含有する請求項１に記載のインクジェットインク用着色混練物。
【請求項８】
請求項１～請求項７のいずれか１項に記載されたインクジェットインク用着色混練物用い
て製造されたインクジェットインク用水性顔料分散液。
【請求項９】
請求項８に記載のインクジェットインク用水性顔料分散液を用いて製造されるインクジェ
ット記録用水性インク組成物。
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【請求項１０】
サーマルインクジェット方式の記録に用いられる請求項９記載のインクジェット記録用水
性インク組成物。
【請求項１１】
キナクリドン系顔料（ａ）、式（Ｉ）
式Ｉ
【化３】

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　式Ｉ
｛式中、Ｒ１～Ｒ１０は各々独立的に水素原子、フッ素原子、塩素原子、臭素原子、ヨウ
素原子、メチル基若しくは炭素数２～８個のアルキル基、又は式ＩＩ
【化４】

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　式II
（式中、Ｒ１１はメチレン基又は炭素数２～８個のアルキレン基若しくはアルケニレン基
、Ｒ１２～Ｒ１５は各々独立的に水素原子、フッ素原子、塩素原子、臭素原子、ヨウ素原
子、メチル基若しくは炭素数２～８個のアルキル基、又はフェニル基を表す。）で表され
る基であり、Ｒ１～Ｒ１０の少なくとも一つは前記式ＩＩで表される基である。｝
で表される化合物（ｂ）、スチレン系樹脂（ｃ）、及びアルカリ金属水酸化物（ｄ）の水
溶液または有機溶剤溶液を、固形分濃度５０～８０質量％において混練し着色混練物を得
る工程を有し、
前記スチレン系樹脂（ｃ）は
（ｉ）全モノマー成分に対して６０質量％以上のスチレン系モノマーと、
（ｉｉ）ラジカル重合性の二重結合を有する不飽和脂肪族カルボン酸を含有するモノマー
を共重合させた樹脂であり、
かつ前記樹脂の酸価が５０～３００、重量平均分子量が７５００から４００００の範囲で
あることを特徴とするインクジェットインク用着色混練物の製造方法。
【請求項１２】
前記着色混練物を得る工程において、さらにキナクリドン系顔料（ａ）の１００質量部に
対して、４０～８０質量部の湿潤剤を添加して、混練を行う請求項１１に記載のインクジ
ェットインク用着色混練物の製造方法。
【請求項１３】
請求項１１または請求項１２に記載のインクジェットインク用着色混練物の製造方法によ
って製造されたインクジェットインク用着色混練物を、水性媒体中へ分散させる工程を有
することを特徴とするインクジェットインク用水性顔料分散液の製造方法。
【発明の詳細な説明】
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【０００１】
【本発明の属する技術分野】
本発明は、赤色ないしマゼンタ色用途のインクジェットインク用水性顔料分散液、及びイ
ンクジェット記録用水性インク組成物を製造するためのインクジェットインク用着色混練
物、及び該着色混練物の製造方法に関するものであり、特にサーマルジェット記録方式に
適したインク組成物に関する。
【０００２】
【従来の技術】
水性インクは、油性インクのような、火災の危険性や変異原性などの毒性が皆無か、より
低減できるという優れた特徴を有していることから、産業用途以外のインクジェット記録
用インクとしては、主溶剤として水を用いる水性インクがインクジェット記録の主流とな
っている。
また従来、インクジェット記録用水性インクとしは、溶解安定性が高く、ノズル目詰まり
が少なく良好な発色性を有し高画質の印刷を可能とすることから、着色剤として染料が用
いられてきた。しかし染料は、画像の耐水性、耐光性に劣るという問題があり、産業用と
して用いることは不可能であった。さらに昨今優れた耐水性、耐光性長期における画質安
定性が家庭用にも求められるようになり。染料から顔料への着色剤の転換が活発に図られ
ている。顔料インクは優れた耐水性、耐光性を期待できるが、顔料の凝集・沈降に伴うノ
ズル目詰まりが発生しやすい。そこで、高分子系の分散剤を用いて顔料を水性媒体中に分
散させる方法が種々検討されている。しかし高分子分散剤のみを用いて分散機による分散
を行っても、長期間にわたって顔料を安定に分散させることは困難であった。
【０００３】
例えば、高分子系の分散剤を用いて顔料を水性媒体中に分散させる方法として、水溶性の
高分子分散剤を塩基性成分を用いて水に溶解した水溶液を調製し、これに顔料を加えて十
分撹拌した後、更に分散効率の高い高速サンドミル等を用いる方法が提案されている。
しかしながら、サンドミルによる分散においては、必ずしも高い剪断力、解砕力のもとに
分散が進行するわけでは無いので、分散時間が長時間にわたり、製造効率が低いという問
題があった。また、この様にして得られた水性顔料分散液においても粗大粒子が残存する
ことがあり、初期分散性、分散安定性ともに不充分であった。
【０００４】
一方、顔料分散状態を長期に渡って安定に保つために、種々の顔料誘導体を分散剤として
使用する方法が考案されており、例えば顔料とスルホン酸基含有顔料誘導体を使用し、顔
料表面に吸着したスルホン酸基含有含量誘導体の静電反発を利用する方法が提案されてい
る（特許文献１参照）。この手法によれば、色材の分散安定性は向上するが、この色材を
用いたインクによる印刷物は、色材表面の極性官能基の存在により水との親和性が高く、
顔料そのものを色材として使用するインクと比べると、耐水性が劣るといった問題が生じ
る。
また、キナクリドン系顔料を色材として用いた水性顔料分散体または記録用インクの分散
性および分散安定性を達成するために、本出願人は先にキナクリドン系顔料とジメチルア
ミノメチル化キナクリドン化合物を併用したマイクロカプセル化顔料分散体を（特許文献
２参照）を、またキナクリドン系顔料と、フタルイミドメチル化キナクリドン系化合物或
いはさらにキナクリドンスルホン酸系化合物、並びにガラス転移点が－２０から６０℃の
アニオン性基含有有機高分子化合物を含有する水性顔料分散体を提案した（特許文献３参
照）。しかしながら、上記公報に記載のマゼンタ色水性顔料分散体も、分散レベルおよび
分散安定性の面で十分満足できる物ではなかった。とくにサーマルジェット方式のインク
ジェット記録に適用したときに熱安定性が不十分であった。
【０００５】
一方、キナクリドン系顔料を分散させるための樹脂として、スチレンアクリル樹脂（スチ
レン／アクリル酸／メタクリル酸＝７７／１０／３０、分子量５万）を使用したインクジ
ェットインク用水性顔料分散液の例が知られている（特許文献４参照）。　　しかしなが
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ら、該公報に記載のマゼンタ色水性顔料分散体も、分散レベルおよび分散安定性の面で十
分に満足できる物ではない。特にサーマルジェット方式のインクジェット記録に適用され
たとき、吐出安定性を十分に確保することができなかった。
また、カーボンブラックを分散させるための樹脂として、スチレンアクリル樹脂（スチレ
ン／アクリル酸／メタクリル酸＝７７／１０／３０、分子量７２００、及び８３００）を
使用したインクジェットインク用水性顔料分散液の例が知られている（特許文献５及び特
許文献６参照）。しかしながら、該公報にはキナクリドン系顔料を使用したマゼンタ色水
性顔料分散体の分散安定性の向上に関しては、何ら具体的な提案がなされていない。
このようにインクジェット記録用水性インク組成物の分散安定性の向上、特に良好なサー
マルジェット方式のインクジェット記録を行うための有意義な示唆を与えるものはこれら
公知文献の中には見いだせない。
【０００６】
【特許文献１】
特開２００２－２４１６３８号公報
【特許文献２】
特開平９－１５１３４２号公報
【特許文献３】
特開２０００－１９１９７４号公報
【特許文献４】
特開２０００－１８６２４４号公報（実施例５）
【特許文献５】
特開２００１－１６４１６５号公報（実施例）
【特許文献６】
特開２００３－４１１７８号公報（実施例）
【０００７】
【発明が解決しようとする課題】
したがって、本発明は、分散性及び分散安定性に優れ、高温での長期放置でも粒径の増大
が少なく、且つ、粘度上昇も少ない保存安定性に優れた赤色ないしマゼンタ色のインクジ
ェットインク用着色顔料分散液、及びこれを用いたインクジェット記録用水性インク組成
物を製造するためのインクジェットインク用着色混練物を提供することを課題とする。
特に、サーマルジェット用に適したインクジェット用顔料分散液およびインクジェット記
録用水性インク組成物を得ることができるインクジェットインク用着色混練物を提供する
ことを課題とする。
【０００８】
【課題を解決するための手段】
本発明者らはこの課題に関し鋭意検討の結果、以下の手段を用いることによって課題を解
決するに至った。すなわち、本発明は
キナクリドン系顔料（ａ）、式Ｉ
【化５】

｛式中、Ｒ１～Ｒ１０は各々独立的に水素原子、フッ素原子、塩素原子、臭素原子、ヨウ
素原子、メチル基若しくは炭素数２～８個のアルキル基、又は式II
【化６】
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式II
（式中、Ｒ１１はメチレン基又は炭素数２～８個のアルキレン基若しくはアルケニレン基
、Ｒ１２～Ｒ１５は各々独立的に水素原子、フッ素原子、塩素原子、臭素原子、ヨウ素原
子、メチル基若しくは炭素数２～８個のアルキル基、又はフェニル基を表す。）で表され
る基であり、Ｒ１～Ｒ１０の少なくとも一つは前記式IIで表される基である。｝
で表される化合物（ｂ）、スチレン系樹脂（ｃ）、およびアルカリ金属水酸化物（ｄ）を
含有するインクジェットインク用着色樹脂混練物であって、前記スチレン系樹脂（ｃ）は
、
（ｉ）全モノマー成分に対して６０質量％以上のスチレンモノマーと
（ｉｉ）ラジカル重合性の二重結合を有する不飽和脂肪族カルボン酸を含有するモノマー
を共重合させた樹脂であり、
且つ前記スチレン系樹脂（ｃ）の酸価が５０～３００、重量平均分子量が７５００～４０
０００の範囲内であることを特徴とするインクジェットインク用着色樹脂混練物を提供す
る。
【０００９】
式（Ｉ）で表される化合物（ｂ）は、本願発明で使用した６０質量％以上のスチレン系モ
ノマー単位、アクリル酸モノマー単位、メタクリル酸モノマー単位を構成成分とするスチ
レン系樹脂（ｃ）とよく適合し、該樹脂の分散安定化機能を補助して、キナクリドン顔料
を含有する水性インク組成物の分散安定性を向上させる。また該樹脂が高いガラス転移点
（Ｔｇ）を有するときは、該水性インク組成物はさらに高い熱安定性を有し、サーマスジ
ェット方式のインクジェット記録に好適に使用することができる。
【００１０】
さらにまた本発明は、前記インクジェットインク用着色混練物を製造する方法であって、
前記キナクリドン系顔料（ａ）、前記式（Ｉ）で表される化合物（ｂ）、前記スチレン系
樹脂（ｃ）、及び前記アルカリ金属水酸化物（ｄ）の水溶液または有機溶剤溶液を含有す
る混合物を混練して着色混練物を得る工程を有し、前記スチレン系樹脂（ｃ）は
（ｉ）全モノマー成分に対して６０質量％以上のスチレン系モノマーと、
（ii）ラジカル重合性の二重結合を有する不飽和脂肪族カルボン酸を含有するモノマーを
共重合させた樹脂であり、
かつ前記樹脂の酸価が５０～３００、重量平均分子量が７５００から４００００の範囲で
あることを特徴とするインクジェットインク用着色混練物の製造方法を提供する。
【００１１】
【発明の実施の形態】
本発明のインクジェットインク用水性顔料分散液について、具体的に説明する。なお、以
下の説明においては、「インクジェットインク用水性顔料分散液」を「水性顔料分散液」
、「インクジェットインク用インク組成物」を「インク組成物」、インクジェットインク
用水性顔料分散液を製造するための「インクジェットインク用着色混練物」を「着色混練
物」との略記を併用する。
【００１２】
本発明において用いられるキナクリドン系顔料（ａ）としては、公知慣用のものがいずれ
も使用でき、具体例としては、Ｃ．Ｉ．ピグメントレッド１２２等のジメチルキナクリド
ン系顔料、Ｃ．Ｉ．ピグメントレッド２０２、同　レッド２０９等のジクロロキナクリド
ン系顔料、Ｃ．Ｉ．ピグメントバイオレット１９等の無置換キナクリドン、及びこれらの
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顔料から選ばれる少なくとも２種以上の顔料の混合物もしくは固溶体を挙げることができ
る。顔料は粉末状、顆粒状あるいは塊状の乾燥顔料でもよく、ウエットケーキやスラリー
でもよい。
上記キナクリドン系顔料の中では、Ｃ．Ｉ．ピグメントレッド１２２が好ましく用いられ
る。
【００１３】
本発明で使用するスチレン系樹脂(ｃ)は、(i)全モノマー成分に対して６０質量％以上の
スチレン系モノマーと(ii)ラジカル重合性の二重結合を有する不飽和脂肪族カルボン酸を
含有するモノマーを共重合させた樹脂であり、且つスチレン系樹脂(ｃ)の酸価が５０～３
００、重量平均分子量が７，５００～４０，０００の範囲内の樹脂である。
【００１４】
スチレン系モノマーとしては公知の化合物を用いることができる。例えば、スチレン、α
－メチルスチレン、β－メチルスチレン、２，４－ジメチルスチレン、α－エチルスチレ
ン、α－ブチルスチレン、α－ヘキシルスチレンの如きアルキルスチレン、４－クロロス
チレン、３－クロロスチレン、３－ブロモスチレンの如きハロゲン化スチレン、更に３－
ニトロスチレン、４－メトキシスチレン、ビニルトルエン等がある。
【００１５】
スチレン系樹脂(ｃ)の原料であるスチレン系モノマーの使用比率は６０～９０質量％であ
ることがより好ましく、中でも７０～９０質量％であることが特に好ましい。スチレン系
モノマーの使用比率が６０質量％未満であると、キナクリドン系顔料(a)へのスチレン系
樹脂(ｃ)の親和性が不充分となり、インクジェットインク用水性顔料分散液の分散安定性
が低下する傾向がある。また該水性顔料分散液から得られるインクジェット記録用水性イ
ンク組成物の普通紙記録特性が劣化し、画像記録濃度が低下する傾向があり、更に耐水特
性も低下する傾向がある。また、スチレン系モノマー単位の総和が、全モノマー単位の総
和の９０質量％以下であると、分散に寄与するアニオン性基を有するモノマー単位の含有
量を確保できるため、水系での分散安定性、長期保存安定性が悪化する危険性を防ぐこと
ができる。スチレン系モノマーの量が上記範囲であると、スチレン系樹脂(ｃ)の水性媒体
に対する溶解性を良好にすることができ、インクジェットインク用水性顔料分散液におけ
る顔料の分散性や分散安定性を向上させることができる。更に、インクジェット記録用水
性インク組成物とし右て使用した場合の印字安定性が良好になる。
【００１６】
スチレン系モノマーと共重合させるラジカル重合性の二重結合を有する不飽和脂肪族カル
ボン酸としては、公知の化合物を使用することができる。例えば、アクリル酸、メタアク
リル酸、α－エチルアクリル酸、クロトン酸、α－メチルクロトン酸、α－エチルクロト
ン酸、イソクロトン酸、マレイン酸、フマル酸、イタコン酸、シトラコン酸、メサコン酸
、グルタコン酸、等が挙げられる。中でもアクリル酸、メタアクリル酸を使用するのが好
ましく、両者を併用するのが特に好ましい。アクリル酸とメタクリル酸を併用することに
よって、樹脂合成時の共重合性が向上して、樹脂の均一性が良くなる。この結果、保存安
定性が良好であり、且つより微粒子化された顔料分散液が得られる傾向がある。
【００１７】
本発明で使用するスチレン系樹脂(ｃ)のモノマーとしては、スチレン系モノマー、アクリ
ル酸、及びメタクリル酸の３種のモノマーを使用するのが好ましく、それらの総含有比率
が、全モノマー成分に対して９５質量％以上であるとより分散性を高めることができ、高
Ｔｇとする上でも好ましい。
【００１８】
本発明で使用するスチレン系樹脂（ｃ）は、水性媒体中で安定した顔料表面の被覆を形成
することが好ましく、かつ塩基性化合物で酸基が中和されて安定した水分散性を有するこ
とが好ましい。このために酸価５０～３００のものを使用する。酸価が５０より小さいと
、親水性が小さくなり、顔料の分散安定性が低下するおそれがある。一方酸価が３００よ
り大きいと、顔料の凝集が発生し易くなり、またインク組成物を用いた印字品の耐水性が
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低下するおそれがある。酸価の値としては、６０～２５０が好ましく、７０～２００の範
囲であることがさらに好ましい。
【００１９】
スチレン系樹脂(ｃ)には、スチレン系モノマー及びラジカル重合性の二重結合を有する不
飽和脂肪族カルボン酸以外の公知のモノマーを使用できる。そのようなモノマーの例とし
ては、メチルアクリレート、メチルメタクリレート、ｎ－プロピルアクリレート、イソプ
ロピルアクリレート、ｎ－ブチルアクリレート、ｓｅｃ－ブチルアクリレート、ｔｅｒｔ
－ブチルアクリレート、２－エチルブチルアクリレート、１，３－ジメチルブチルアクリ
レート、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、エチルメタアクリレート、ｎ－ブチルメタアクリレート、２－メチルブチルメタアク
リレート、ペンチルメタアクリレート、ヘプチルメタアクリレート、ノニルメタアクリレ
ート等のアクリル酸エステル類及びメタアクリル酸エステル類；３－エトキシプロピルア
クリレート、３－エトキシブチルアクリレート、ジメチルアミノエチルアクリレート、２
－ヒドロキシエチルアクリレート、２－ヒドロキシブチルアクリレート、エチル－α－（
ヒドロキシメチル）アクリレート、ジメチルアミノエチルメタアクリレート、ヒドロキシ
エチルメタアクリレート、ヒドロキシプロピルメタアクリレートのようなアクリル酸エス
テル誘導体及びメタクリル酸エステル誘導体；フェニルアクリレート、ベンジルアクリレ
ート、フェニルエチルアクリレート、フェニルエチルメタアクリレートのようなアクリル
酸アリールエステル類及びアクリル酸アラルキルエステル類；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、グリセリン、ビスフェノールＡのよう
な多価アルコールのモノアクリル酸エステル類あるいはモノメタアクリル酸エステル類；
マレイン酸ジメチル、マレイあン酸ジエチルのようなマレイン酸ジアルキルエステル、酢
酸ビニル等を挙げることができる。これらのモノマーはその１種又は２種以上をモノマー
成分として添加することができる。
【００２０】
スチレン系樹脂(ｃ)の製造方法としては、通常の重合方法を採ることが可能で、溶液重合
、懸濁重合、塊状重合等、重合触媒の存在下に重合反応を行う方法が挙げられる。重合触
媒としては、例えば、２，２´－アゾビス（２，４－ジメチルバレロニトリル）、２，２
´－アゾビスイソブチロニトリル、１，１´－アゾビス（シクロヘキサン－１－カルボニ
トリル）、ベンゾイルパーオキサイド、ジブチルパーオキサイド、ブチルパーオキシベン
ゾエート等が挙げられ、その使用量はビニルモノマー成分の０．１～１０．０質量％が好
ましい。
【００２１】
本発明で使用するスチレン系樹脂(ｃ)の重量平均分子量は７，５００から４０，０００の
範囲内にあることが好ましく、７，５００から３０，０００の範囲内にあることがより好
ましい。中でも、１０，０００～２５，０００の範囲内にあることが特に好ましい。重量
平均分子量が７，５００未満であると、キナクリドン系顔料(a)の初期の分散小粒径化は
容易であるが、インクジェットインク用水性顔料分散液の長期保存安定性が悪くなる傾向
にあり、顔料の凝集などによる沈降が発生する場合がある。スチレン系樹脂(ｃ)の重量平
均分子量が４０，０００を超えると、これを用いたインクジェットインク用水性顔料分散
液から調製したインクジェット記録用水性インク組成物の粘度が高くなって、インクの吐
出安定性が不安定になる傾向にある。
【００２２】
本発明で使用するスチレン系樹脂（ｃ）のガラス転移点は９０℃以上あることが好ましい
。１００℃以上、で１５０℃以下であることがさらに好ましい。ガラス転移点が９０℃以
上であると、インク組成物の熱安定性が向上する。このため前記水性顔料分散液から作製
されたインクジェット記録用水性インク組成物をサーマルジェット方式のインクジェット
記録用に用いても、繰り返し加熱によって吐出不良を起こすような特性変化を生じず、好
ましい。
なお本発明で使用するスチレン系樹脂（ｃ）のガラス転移点は、示差走査熱量計で測定さ
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【００２３】
本発明で使用するスチレン系樹脂(ｃ)はランダム共重合体でもよいが、グラフト共重合体
であっても良い。グラフト共重合体としてはポリスチレンあるいはスチレンと共重合可能
な非イオン性モノマーとスチレンとの共重合体が幹又は枝となり、アクリル酸、メタクリ
ル酸とスチレンを含む他のモノマーとの共重合体を枝又は幹とするグラフト共重合体をそ
の一例として示すことができる。スチレン系樹脂(ｃ)は、このグラフト共重合体とランダ
ム共重合体の混合物であってもよい。
【００２４】
本発明において使用するアルカリ金属水酸化物(ｄ)としては、例えば水酸化ナトリウム、
水酸化カリウム、水酸化リチウム等が使用できるが、特に、水酸化カリウムを使用するこ
とが好ましい。また、アルカリ金属水酸化物(ｄ)の添加量は、スチレン系樹脂(ｃ)が有す
る全カルボキシル基を中和するために必要な量の０．８～１．２倍に相当する量であるこ
とが好ましい。
【００２５】
本発明において用いられる化合物（ｂ）は下記の式（Ｉ）で表される。
【化７】

｛式中、Ｒ１～Ｒ１０は各々独立的に水素原子、フッ素原子、塩素原子、臭素原子、ヨウ
素原子、メチル基若しくは炭素数２～８個のアルキル基、又は式II
【化８】

式II
（式中、Ｒ１１はメチレン基又は炭素数２～８個のアルキレン基若しくはアルケニレン基
、Ｒ１２～Ｒ１５は各々独立的に水素原子、フッ素原子、塩素原子、臭素原子、ヨウ素原
子、メチル基若しくは炭素数２～８個のアルキル基、又はフェニル基を表す。）で表され
る基であり、Ｒ１～Ｒ１０の少なくとも一つは前記式IIで表される基である。｝
式Ｉで表される化合物(ｂ)の中で好ましい化合物の具体例としては、下記式IIIで表され
る基を有する下記式IV及び下記式Ｖで表される化合物である。
【００２６】
式Ｉで表される化合物(ｂ)の中で好ましい化合物の具体例としては、下記式IIIで表され
る基を有する下記式IVで表される化合物である。
【化９】
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式III
【００２７】
【化１０】

式IV
（式中、ｍ及びｎはそれぞれ独立的に０、１、２又は３を表す。但し、ｍとｎが共に０と
なることはない。）
【００２８】
また、本発明で使用する式Ｉで表せる化合物(e)としては、式IVで表される化合物の中で
も式IIIで表される基を１分子あたり１個或いは複数個有する化合物であることが好まし
く、１分子あたり平均１～２個有する化合物であることが好ましい。特に、１分子あたり
平均１～１．５個有する化合物であることが特に好ましい。式IIIで表される基が１分子
あたり平均１個未満であると分散安定性に対する効果が現れにくく、１分子あたり平均２
個を越えると、滲みなど、インクジェット記録用インク組成物としての特性を低下させる
可能性がある。
【００２９】
式Ｉで表される化合物（ｂ）、例えば、上記式IIIで表される基を有する化合物である場
合は、無置換キナクリドン、ジメチルキナクリドン、ジクロロキナクリドン等とフタルイ
ミド及びホルムアルデヒドあるいはパラホルムアルデヒドとを濃硫酸中で反応させること
により合成することができる。
【００３０】
本発明においては、　式（Ｉ）で表される化合物（b）は、キナクリドン系顔料（ａ）に
は含まれないものとする。本発明において、キナクリドン系顔料（ａ）と、式（Ｉ）で表
される化合物（b）との合計に占める式（Ｉ）で表される化合物（b）の割合が、１から２
０質量％であることが好ましく、２から１５質量％であることがより好ましい。
式（Ｉ）で表される化合物（b）の割合が、１質量％未満であると、併用する効果が発現
されにくく、２０質量％を超えるとインクジェットインク用顔料分散液及びインクジェッ
ト記録用水性インク組成物の保存安定性が極度に低下する。
【００３１】
本発明のインクジェットインク用着色混練物においては、下記の製造方法によってインク
ジェットインク用着色混練物を製造するのが好ましい。
すなわち前記キナクリドン顔料（ａ）、式（Ｉ）で示される化合物（ｂ）、スチレン系樹
脂（ｃ）、およびアルカリ金属水酸化物（ｄ）を含有する混合物を混練して着色混練物を
作製し、該着色混練物を水性媒体中へ分散させる製造方法である。



(11) JP 4385210 B2 2009.12.16

10

20

30

40

50

【００３２】
本発明のインクジェットインク用着色混練物を製造するにあたり、前記キナクリドン顔料
（ａ）、スチレン系樹脂（ｃ）、及びアルカリ金属水酸化物（ｄ）を含有する混合物にさ
らに湿潤剤を含有させてもよい。湿潤剤を含有させることにより、該混合物の固形分比を
混練装置に適した値に調整することが容易になるとともに、前記顔料表面が湿潤剤によっ
て濡れやすいため、湿潤剤がスチレン系樹脂に置き換わることで顔料表面の被覆が速やか
に進行する。また湿潤剤は本来インクジェット記録用水性インク組成物中に乾燥防止剤と
して含有されるものであるから、該着色混練物の製造工程において使用した湿潤剤がイン
クジェット記録用水性インク組成物中に少量残存したとしても悪影響は及ぼさない。
【００３３】
本発明において用いられる湿潤剤としては公知慣用のものが使用でき、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、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、１，６－ヘキサンジオール、１，２，６－ヘキサントリオー
ル、トリメチロールプロパン、ペンタエリスリトール等のポリオール類、２－ピロリドン
、Ｎ－メチル－２－ピロリドン、ε－カプロラクタム等のラクタム類、１，３－ジメチル
イミダゾリジノン等が挙げられる。
【００３４】
混練に用いることができる上記湿潤剤は、スチレン系樹脂の溶解力が強くなく、該樹脂濃
度を２５質量％として前記湿潤剤と前記スチレン系樹脂を撹拌したときに、均一溶液とな
らないものが好ましい。さらにインクジェット記録用水性インク組成物中に前記湿潤剤が
５質量％以上残存した場合、該水性インク組成物の特性を低下させないものであることが
好ましい。
湿潤剤の添加量は、キナクリドン系顔料(a)１００質量部に対して、４０～８０質量部の
範囲内である。湿潤剤の添加量が上記範囲にあると、固形物同士を容易に融合状態とする
ことができ、混練時に十分な剪断力を負荷することができ好ましい。
【００３５】
上記の製造方法において、アルカリ金属水酸化物(ｄ)の添加量は、スチレン系樹脂(ｃ)が
有する全カルボキシル基を中和するために必要な量の０．８～１．２倍に相当する量であ
ることが好ましい。また、スチレン系樹脂(ｃ)をキナクリドン系顔料(a)、アルカリ金属
水酸化物(ｄ)、及び式Ｉで表される化合物(ｂ)と共に混練する場合、高剪断力下で混練す
ることが好ましい。高剪断力下で混練することにより、キナクリドン系顔料(a)が微粉砕
され、更にその粒子表面にスチレン系樹脂(ｃ)の吸着が進行し、均一なインクジェットイ
ンク用着色混練物が得られる。
【００３６】
アルカリ金属水酸化物(ｄ)は、アルカリ金属水酸化物(ｄ)の水溶液、又は有機溶剤溶液と
して添加する。この場合、アルカリ金属水酸化物(ｄ)の水溶液又は有機溶剤溶液の濃度は
、２０質量％～５０質量％であることが好ましい。また、アルカリ金属水酸化物(ｄ)を溶
解する有機溶剤としては、メタノール、エタノール、イソプロパノール、等のアルコール
系溶剤を用いることが好ましい。中でも、本発明では、アルカリ金属水酸化物(ｄ)の水溶
液を用いることが好ましい。
【００３７】
混練する際のインクジェットインク用着色混練物中の固形分濃度は５０～８０質量％であ
ることが好ましい。固形分濃度をこのような範囲において混練を行うことにより、十分な
剪断力をかけることができ、キナクリドン系顔料(a)の粉砕が不十分となることがなく、
均一なインクジェットインク用着色混練物を得ることが出きる。
また混練時の温度は混練物に十分な剪断力が加わるように、前記スチレン系樹脂（ｃ）の
温度特性を考慮して適宜調整を行うことができるが、前記スチレン系樹脂（ｃ）のガラス
転移点より低く、かつ該ガラス転移点との温度差が５０℃より小さい範囲で行うことが好
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ましい。このような温度範囲で混練を行うことにより、混練温度の上昇に伴う混練物の粘
度低下によって剪断力が不足することがなく、また固形分濃度が上昇しにくいため混練終
了後の混練物の分散が困難となることがない。
【００３８】
インクジェットインク用着色混練物を製造する際には、二本ロール等の撹拌槽を有しない
開放型の混練機を用いるよりは、撹拌槽を有する混練機を用いることが好ましい。このよ
うな混練機を使用すると、混練後のインクジェットインク用着色混練物を水性媒体で直接
希釈してインクジェットインク用水性顔料分散液を製造することも可能である。撹拌槽を
有する混練機の具体例としてはプラネタリーミキサーが好ましい。プラネタリーミキサー
は二本ロール等と比較すると、広い範囲の粘度領域で混練処理が可能であり、更に水性媒
体の添加及び減圧溜去も可能であるため、混練時の粘度及び負荷剪断力の調整が容易であ
る。
【００３９】
混練後のインクジェットインク用着色混練物を水性媒体で希釈して得たインクジェットイ
ンク用水性顔料分散液は、更に分散機により分散処理することが好ましい。分散処理を行
うことによって、インクジェットインク用水性顔料分散液中の粗大分散粒子が更に粉砕さ
れ、より分散粒子の粒径が小さくなることによって、インクジェット記録用水性インク組
成物の吐出安定性、印字濃度などのインクジェット特性がより改善されるためである。
【００４０】
分散処理を行う際の分散機としては、公知慣用の機器が使用でき、例えば、超音波ホモジ
ナイザー、高圧ホモジナイザー、ペイントシェーカー、ボールミル、ロールミル、サンド
ミル、サンドグラインダー、ダイノーミル、ディスパーマット、ナノミル、ＳＣミル、ナ
ノマイザー等を挙げることができ、これらのうちの１つを単独で用いてもよく、２種類以
上装置を組み合わせて用いてもよい。
【００４１】
インクジェットインク用着色混練物を希釈する際の水性媒体はインクジェットインク用水
性顔料分散液の乾燥防止、および分散処理実施時の粘度調整の必要性から湿潤剤を含んで
いても良く、その量はインクジェットインク用着色混練物中の湿潤剤と合わせて、インク
ジェットインク用水性顔料分散液中に３～５０質量％であることが好ましく、５～４０質
量％であることがより好ましい。この下限未満では、乾燥防止効果が不十分となる傾向に
あり、上記上限を超えると分散液の分散安定性が低下する傾向にある。インクジェットイ
ンク用着色混練物の製造時と、これを希釈する際の水性媒体に使用される湿潤剤は、同一
でも良く、異なっていても良い。
【００４２】
本発明のインクジェットインク用着色混練物を使用したインクジェット記録用水性インク
組成物は、常法により調製することができる。インクジェット記録用水性インク組成物を
調製する場合は、粗大粒子が、ノズル詰まり、その他の画像特性を劣化させる原因になる
ため、インク調製後に、遠心分離、あるいは濾過処理等により粗大粒子を除去しても良い
。
【００４３】
本発明のインクジェットインク用顔料分散液を用いてインクジェット記録用水性インク組
成物を調製する場合、インクの乾燥防止を目的として、先に例示した湿潤剤を同様に添加
することができる。乾燥防止を目的とする湿潤剤のインク中の含有量は３から５０質量％
であることが好ましい。
【００４４】
また、本発明のインクジェットインク用顔料分散液を用いてインクジェット記録用水性イ
ンク組成物を調製する場合、被記録媒体への浸透性改良や記録媒体上でのドット径調整を
目的として浸透剤を添加することができる。
浸透剤としては、例えばエタノール、イソプロピルアルコール等の低級アルコール、エチ
レングリコールヘキシルエーテルやジエチレングリコールブチルエーテル等のアルキルア



(13) JP 4385210 B2 2009.12.16

10

20

30

40

50

ルコールのエチレンオキシド付加物やプロピレングリコールプロピルエーテル等のアルキ
ルアルコールのプロピレンオキシド付加物等が挙げられる。
インク中の浸透剤の含有量は０．０１から１０質量％であることが好ましい。
【００４５】
本発明のインクジェットインク用顔料分散液を用いてインクジェット記録用水性インク組
成物を調製する場合、表面張力等のインク特性を調整するために、界面活性剤を添加する
ことができる。このために添加することのできる界面活性剤はとくに限定されるものでは
なく、各種のアニオン性界面活性剤、ノニオン性界面活性剤、カチオン性界面活性剤、両
性界面活性剤などが挙げられ、これらの中では、アニオン性界面活性剤、ノニオン性界面
活性剤が好ましい。
【００４６】
アニオン性界面活性剤としては、例えば、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
酸エステル塩及びスルホン酸塩、高級アルキルスルホコハク酸塩、ポリオキシエチレンア
ルキルエーテルカルボン酸塩、ポリオキシエチレンアルキルエーテル硫酸塩、アルキルリ
ン酸塩、ポリオキシエチレンアルキルエーテルリン酸塩等が挙げられ、これらの具体例と
して、ドデシ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、ジブチル
フェニルフェノールジスルホン酸塩などを挙げることができる。
【００４７】
ノニオン性界面活性剤としては、例えば、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、ポリオキシエチレン
ソルビトール脂肪酸エステル、グリセリン脂肪酸エステル、ポリオキシエチレングリセリ
ン脂肪酸エステル、ポリグリセリン脂肪酸エステル、ショ糖脂肪酸エステル、ポリオキシ
エチレンアルキルアミン、ポリオキシエチレン脂肪酸アミド、脂肪酸アルキロールアミド
、アルキルアルカノールアミド、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、ポリエチレングリコールポリプロピレングリコールブロックコポリマー
、等を挙げることができ、これらの中では、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
、ポリエチレングリコールポリプロピレングリコールブロックコポリマーが好ましい。
【００４８】
その他の界面活性剤として、ポリシロキサンオキシエチレン付加物のようなシリコーン系
界面活性剤；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のようなフッ素系界面活性剤；スピクリス
ポール酸、ラムノリピド、リゾレシチンのようなバイオサーファクタント等も使用するこ
とができる。
これらの界面活性剤は、単独で用いることもでき、また、２種類以上を混合して用いるこ
ともできる。
また、界面活性剤の溶解安定性等を考慮すると、そのＨＬＢは、７から２０の範囲である
ことが好ましい。
界面活性剤を添加する場合は、その添加量はインクの全質量に対し、０．００１から１質
量％の範囲が好ましく、０．００１から０．５質量％であることがより好ましく、０．０
１から０．２質量％の範囲であることがさらに好ましい。界面活性剤の添加量が０．００
１質量％未満の場合は、界面活性剤添加の効果が得られない傾向にあり、１質量％を超え
て用いると、画像が滲むなどの問題を生じやすくなる。
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【００４９】
本発明のインクジェットインク用顔料分散液を用いてインクジェット記録用水性インク組
成物を調製する場合は、必要に応じて防腐剤、粘度調整剤、ｐＨ調整剤、キレート化剤、
可塑剤、酸化防止剤、紫外線吸収剤等をも添加することができる。
【００５０】
本発明のインクジェットインク用顔料分散液に占める、キナクリドン系顔料（ａ）の量は
５から２５質量％であることが好ましく、５から２０質量％であることがより好ましい。
キナクリドン系顔料（ａ）の量が５質量％より少ない場合は、本発明のインクジェットイ
ンク用顔料分散液から調製したインクジェット記録用水性インク組成物の着色が不充分で
あり、充分な画像濃度が得られない傾向にある。また、逆に２５質量％よりも多い場合は
、インクジェットインク用顔料分散液において顔料の分散安定性が低下する傾向がある。
【００５１】
本発明のインクジェットインク用顔料分散液から調製するインクジェット記録用水性イン
ク組成物に占める、キナクリドン系顔料（ａ）の量は、充分な画像濃度を得る必要性と、
インク中での分散粒子の分散安定性を確保するために、２から１０質量％であることが好
ましい。
【００５２】
このインクジェット記録用水性インク組成物は、インクジェット記録用のインクとして好
適に用いることができる。適用するインクジェットの方式は特に限定するものではないが
、連続噴射型（荷電制御型、スプレー型など）、オンデマンド型（ピエゾ方式、サーマル
方式、静電吸引方式など）などの公知のものを例示することができる。
【００５３】
【実施例】
以下、本発明を実施例を示して詳しく説明する。
なお、特に断りがない限り「部」は「質量部」、「％」は「質量％」である。
また、本実施例において用いた樹脂ＡからＣは以下の通りのものである。
【００５４】
樹脂Ａ：モノマー組成比において、スチレン／アクリル酸／メタクリル酸＝７７／１０／
１３（質量比）であり、重量平均分子量７７００、酸価１５１ｍｇＫＯＨ／ｇ、ガラス転
移点１０７℃である樹脂。
樹脂Ｂ：モノマー組成比において、スチレン／アクリル酸／メタクリル酸＝７７／１０／
１３（質量比）であり、重量平均分子量１１０００、酸価１５２ｍｇＫＯＨ／ｇ、ガラス
転移点１１８℃である樹脂。
樹脂Ｃ：モノマー組成比において、スチレン／アクリル酸／メタクリル酸＝７７／１０／
１３（質量比）であり、重量平均分子量２００００、酸価１５１ｍｇＫＯＨ／ｇ、ガラス
転移点１０７℃である樹脂。
樹脂Ｄ：モノマー組成比においてスチレン／メタクリル酸＝７７／２３（質量比）であり
、重量平均分子量１０７００、酸価１４６ｍｇＫＯＨ／ｇ、ガラス転移点１２１℃である
樹脂。
樹脂Ｅ：モノマー組成比において、スチレン／アクリル酸／メタクリル酸＝７７／１０／
１３（質量比）であり、重量平均分子量５０００、酸価１５０ｍｇＫＯＨ／ｇ、ガラス転
移点１０５℃である樹脂。
樹脂Ｆ：モノマー組成比において、スチレン／アクリル酸／メタクリル酸＝７７／１０／
１３（質量比）であり、重量平均分子量４５０００、酸価１５３ｍｇＫＯＨ／ｇ、ガラス
転移点１２８℃である樹脂。
樹脂Ｇ：モノマー組成比において、スチレン／メタクリル酸メチル／アクリル酸／メタク
リル酸＝５０／２２／１０／１３（質量比）であり、重量平均分子量１２０００、酸価１
４９ｍｇＫＯＨ／ｇ、ガラス転移点１１８℃である樹脂。
【００５５】
ここで重量平均分子量とはＧＰＣ（ゲル浸透クロマトグラフィー）法で測定される値であ



(15) JP 4385210 B2 2009.12.16

10

20

30

40

50

り、標準物質として使用するポリスチレンの分子量に換算した値である。
なお、測定は以下の装置及び条件により実施した。
送液ポンプ：ＬＣ－９Ａ
システムコントローラー：ＳＣＬ－６Ｂ
オートインジェクター：ＳＩＬ－６Ｂ
検出器：ＲＩＤ－６Ａ
以上島津製作所社製。
データ処理ソフト：Ｓｉｃ４８０ＩＩデータステーション（システムインスツルメンツ社
製）。
カラム：ＧＬ－Ｒ４００（ガードカラム）＋ＧＬ－Ｒ４４０＋ＧＬ－Ｒ４５０＋ＧＬ－Ｒ
４００Ｍ（日立化成工業社製）
溶出溶媒：ＴＨＦ
溶出流量：２ｍｌ／ｍｉｎ
カラム温度：３５℃
【００５６】
（実施例１）
下記組成の混合物を、容量５０ＬのプラネタリーミキサーＰＬＭ－Ｖ－５０Ｖ（株式会社
井上製作所製）に仕込み、ジャケットを加温し、内容物温度が６０℃になるまで低速（自
転回転数：２１回転／分，公転回転数：１４回転／分）で混練を行い、内容物温度が６０
℃に達した後、高速（自転回転数：３５回転／分，公転回転数：２４回転／分）に切り替
え、混練を継続した。
樹脂Ａ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　７５０ｇ
キナクリドン系顔料：ファストゲンスーパーマゼンタＲＴＳ　　　４６２５ｇ
（大日本インキ化学工業（株）製）
フタルイミドメチル化３，１０－ジクロロキナクリドン（１分子あたりの平均フタルイミ
ドメチル基数１．４）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　３７５ｇ
ＤＥＧ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２７００ｇ
３４質量％水酸化カリウム水溶液　　　　　　　　　　　　　　　　３３３ｇ
イオン交換水　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２００ｇ
【００５７】
高速への切り替え時のプラネタリーミキサー電流値は５Ａであった。その後、混練を継続
し、プラネタリーミキサーの最大電流値が１５Ａを示した。最大電流値を示してから１時
間、混練を継続した後、プラネタリーミキサーの電流値は１０Ａであった。この様にして
得た撹拌槽内の混練物に、イオン交換水を２００ｇ加えて混練を継続し、均一に混合され
たことを確認して、さらに１時間経過後２００ｇのイオン交換水を加え、同様に均一にな
るまで混合し、混練を継続した。
【００５８】
最大電流値を観測してから４時間経過した時点まで混練を継続し着色樹脂混練物を得た。
得られた着色混練物にプラネタリーミキサーによる撹拌を継続しながら、２時間で総量６
４００ｇのイオン交換水を加えた。
イオン交換水の添加が終了した後、プラネタリーミキサーから水希釈後の着色混練物を取
り出した。この水希釈後の着色混練物の固形分濃度は３９．０質量％であった。さらに取
り出した水希釈後の着色混練物１２ｋｇに、ジエチレングリコール５．８３ｋｇ、イオン
交換水５．５７ｋｇを分散撹拌機で撹拌しながら少量ずつ添加し、水性顔料分散液前駆体
を得た。
この水性顔料分散液前駆体１８ｋｇを、ビーズミル（浅田鉄工製ナノミルＮＭ－Ｇ２Ｌ）
にて下記条件で分散を実施し、顔料分散液Ａ－１を得た。
【００５９】
・分散条件
分散機　　　　　　　ナノミルＮＭ－Ｇ２Ｌ（浅田鉄工製）
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ビーズφ　　　　　　０．３ｍｍジルコニアビーズ
ビーズ充填量　　　　８５％
冷却水温度　　　　　１０℃
回転数　　　　　　　２６６０回転／分
（ディスク周速：１２．５ｍ／ｓｅｃ）
送液量　　　　　　　２００ｇ／１０秒
なお、分散は上記条件で、１時間循環しながら分散処理を行った。
顔料分散液Ａ－１のキナクリドン系顔料濃度は１５．８質量％であった。
【００６０】
（実施例２）
下記組成の混合物を、容量５０Ｌのプラネタリーミキサーに仕込み、実施例１と同様の条
件で混練を行った。。
樹脂Ｂ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　７５０ｇ
キナクリドン系顔料：ファストゲンスーパーマゼンタＲＴＳ　　　４６３０ｇ
（大日本インキ化学工業（株）製）
フタルイミドメチル化３，１０－ジクロロキナクリドン（１分子あたりの平均フタルイミ
ドメチル基数１．４）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　３８０ｇ
ＤＥＧ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２９００ｇ
３４質量％水酸化カリウム水溶液　　　　　　　　　　　　　　　　３３５ｇ
高速への切り替え時のプラネタリーミキサー電流値は５Ａであった。その後、混練を継続
し、プラネタリーミキサーの最大電流値が１５Ａを示した。最大電流値を示してから３０
分ごとにイオン交換水を１００ｇ追加しながら混練を４時間継続し着色混練物を得た。こ
の間のプラネタリーミキサーの電流値は１２Ａであった。この様にして得た撹拌槽内の着
色混練物に、混練を継続しながら、２時間で総量６２００ｇのイオン交換水を加えた。
【００６１】
イオン交換水の添加が終了した後、プラネタリーミキサーから水希釈後の着色混練物を取
り出した。この水希釈後の着色混練物の固形分濃度は３９．９質量％であった。さらに取
り出した水希釈後の着色混練物１２ｋｇに、ジエチレングリコール５．８１ｋｇ、イオン
交換水６．１５ｋｇを分散撹拌機で撹拌しながら少量ずつ添加し、水性顔料分散液前駆体
を得た。
この水性顔料分散液前駆体１８ｋｇを、ビーズミル（浅田鉄工製ナノミルＮＭ－Ｇ２Ｌ）
にて送液量　　　　　　　　１８５ｇ／１０秒である点を除いては実施例１と同様の条件
で分散を実施した。
顔料分散液Ｂ―１のキナクリドン系顔料濃度は１５．８質量％であった。
【００６２】
（実施例３）
下記組成の混合物を、容量５０Ｌのプラネタリーミキサーに仕込み、実施例１と同様の条
件で混練を行った。
【００６３】
樹脂Ｂ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　７５０ｇ
キナクリドン系顔料：ファストゲンスーパーマゼンタＲＴＳ　　　４６３０ｇ
（大日本インキ化学工業（株）製）
フタルイミドメチル化３，１０－ジクロロキナクリドン（１分子あたりの平均フタルイミ
ドメチル基数１．４）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　３８０ｇ
ＤＥＧ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　３０００ｇ
３４質量％水酸化カリウム水溶液　　　　　　　　　　　　　　　　３３５ｇ
高速への切り替え時のプラネタリーミキサー電流値は５Ａであった。その後、混練を継続
し、プラネタリーミキサーの最大電流値が１５Ａを示した。最大電流値を示してから２時
間、混練を継続した後、プラネタリーミキサーの電流値は１０Ａであった。この様にして
得た撹拌槽内の混練物に、６０℃に加温したイオン交換水を２００ｇ徐々に加えて混練を
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継続した。
【００６４】
最大電流値を観測してから４時間経過した時点まで混練を継続し着色混練物を得た。得ら
れた着色混練物にプラネタリーミキサーによる撹拌を継続しながら、２時間で総量６８０
０ｇの６０℃に加温したイオン交換水を加えた。
【００６５】
イオン交換水の添加が終了した後、プラネタリーミキサーから水希釈後の着色混練物を取
り出した。この水希釈後の着色混練物の固形分濃度は３７．６質量％であった。さらに取
り出した水希釈後の着色混練物１２ｋｇに、イオン交換水１０．５８ｋｇを分散撹拌機で
撹拌しながら少量ずつ添加し、水性顔料分散液前駆体を得た。
この水性顔料分散液前駆体１８ｋｇを、ビーズミル（浅田鉄工製ナノミルＮＭ－Ｇ２Ｌ）
にて送液量１９０ｇ／１０秒である点を除いて実施例１と同様の条件で分散を実施し、顔
料分散液Ｃ－１を得た。
顔料分散液Ｃ－１のキナクリドン系顔料濃度は１５．８質量％であった。
【００６６】
（実施例４）
下記組成の混合物を、容量５０Ｌのプラネタリーミキサーに仕込み、実施例１と同様の条
件で混練を行った。
【００６７】
樹脂C　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１０００ｇ
キナクリドン系顔料：ファストゲンスーパーマゼンタＲＴＳ　　４７５０ｇ
（大日本インキ化学工業（株）製）
フタルイミドメチル化３，１０－ジクロロキナクリドン（１分子あたりの平均フタルイミ
ドメチル基数１．４）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２５０ｇ
ＤＥＧ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　３２００ｇ
３４質量％水酸化カリウム水溶液　　　　　　　　　　　　　　　　４８９ｇ
【００６８】
高速への切り替え時のプラネタリーミキサー電流値は５Ａであった。その後、混練を継続
し、プラネタリーミキサーの最大電流値が１５Ａを示した。最大電流値を示してから２時
間、混練を継続した後、プラネタリーミキサーの電流値は１０Ａであった。この様にして
得た撹拌槽内の混練物に、６０℃に加温したイオン交換水を３００ｇ徐々に加えて混練を
継続した。
【００６９】
最大電流値を観測してから４時間経過した時点まで混練を継続し着色混練物を得た。得ら
れた着色混練物にプラネタリーミキサーによる撹拌を継続しながら、２時間で総量６７０
０ｇの６０℃に加温したイオン交換水を加えた。
【００７０】
イオン交換水の添加が終了した後、プラネタリーミキサーから水希釈後の着色混練物を取
り出した。この水希釈後の着色混練物の固形分濃度は３８．５質量％であった。さらに取
り出した水希釈後の着色混練物１２ｋｇに、ジエチレングリコール１．３５ｋｇ、イオン
交換水９．７５ｋｇを分散撹拌機で撹拌しながら少量ずつ添加し、水性顔料分散液前駆体
を得た。
この水性顔料分散液前駆体１８ｋｇを、ビーズミル（浅田鉄工製ナノミルＮＭ－Ｇ２Ｌ）
にて送液量１９０ｇ／１０秒である点をのぞいて実施例１と同様の条件で分散を実施し、
顔料分散液D―１を得た。
顔料分散液D―１のキナクリドン系顔料濃度は１５．４質量％であった。
【００７１】
（実施例５）
下記組成の混合物を、容量５０Ｌのプラネタリーミキサーに仕込み、実施例１と同様の条
件で混連を行った。
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樹脂D　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　７５０ｇ
キナクリドン系顔料：ファストゲンスーパーマゼンタＲＴＳ　　　４６３０ｇ
（大日本インキ化学工業（株）製）
フタルイミドメチル化３，１０－ジクロロキナクリドン（１分子あたりの平均フタルイミ
ドメチル基数１．４）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　３８０ｇ
ＤＥＧ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　３１００ｇ
３４質量％水酸化カリウム水溶液　　　　　　　　　　　　　　　　３２２ｇ
【００７２】
高速への切り替え時のプラネタリーミキサー電流値は５Ａであった。その後、混練を継続
し、プラネタリーミキサーの最大電流値が１５Ａを示した。最大電流値を示してから２時
間、混練を継続した後、プラネタリーミキサーの電流値は１２Ａであった。この様にして
得た撹拌槽内の混練物に、６０℃に加温したイオン交換水を３００ｇ徐々に加えて混練を
継続した。
【００７３】
最大電流値を観測してから４時間経過した時点まで混練を継続し着色混練物を得た。得ら
れた着色混練物にプラネタリーミキサーによる撹拌を継続しながら、２時間で総量６７０
０ｇの６０℃に加温したイオン交換水を加えた。
イオン交換水の添加が終了した後、プラネタリーミキサーから水希釈後の着色混練物を取
り出した。この水希釈後の着色混練物の固形分濃度は３８．１質量％であった。さらに取
り出した水希釈後の着色混練物１２ｋｇに、ジエチレングリコール１．４９ｋｇ、イオン
交換水９．３４ｋｇを分散撹拌機で撹拌しながら少量ずつ添加し、水性顔料分散液前駆体
を得た。
この水性顔料分散液前駆体１８ｋｇを、ビーズミルにて送液量１９５ｇ／１０秒である点
をのぞいて実施例１と同様の条件で分散を実施し、顔料分散液Ｅ―１を得た。
顔料分散液Ｅ―１のキナクリドン系顔料濃度は１５．８質量％であった。
【００７４】
（比較例１）
下記組成の混合物を、容量５０Ｌのプラネタリーミキサーに仕込み、実施例１と同様の条
件で混練を行った。
【００７５】
樹脂B　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１０００ｇ
キナクリドン系顔料：ファストゲンスーパーマゼンタＲＴＳ　　　　５０００ｇ
（大日本インキ化学工業（株）製）
ＤＥＧ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　３２００ｇ
３４質量％水酸化カリウム水溶液　　　　　　　　　　　　　　　　　４４７ｇ
【００７６】
高速への切り替え時のプラネタリーミキサー電流値は５Ａであった。その後、混練を継続
し、プラネタリーミキサーの最大電流値が１０Ａを示した。最大電流値を示してから２時
間、混練を継続した後、プラネタリーミキサーの電流値は８Ａであった。この様にして得
た撹拌槽内の混練物に、６０℃に加温したイオン交換水を２００ｇ徐々に加えて混練を継
続した。
【００７７】
最大電流値を観測してから４時間経過した時点まで混練を継続し着色混練物を得た。得ら
れた着色混練物にプラネタリーミキサーによる撹拌を継続しながら、２時間で総量６００
０ｇの６０℃に加温したイオン交換水を加えた。
イオン交換水の添加が終了した後、プラネタリーミキサーから水希釈後の着色混練物を取
り出した。この水希釈後の着色混練物の固形分濃度は４０．４質量％であった。さらに取
り出した水希釈後の着色混練物１２ｋｇに、ジエチレングリコール１．４２ｋｇ、イオン
交換水１１．２５ｋｇを分散撹拌機で撹拌しながら少量ずつ添加し、水性顔料分散液前駆
体を得た。
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この水性顔料分散液前駆体１８ｋｇを、ビーズミルにて実施例１と同様の条件で分散を実
施し、顔料分散液Ｆ－１を得た。
【００７８】
顔料分散液Ｆ－１のキナクリドン系顔料濃度は１６．０質量％であった。
【００７９】
（比較例２）
・樹脂水溶液の作製
下記配合で樹脂Bのメチルエチルケトン溶液を作製した。
メチルエチルケトン（以下、ＭＥＫと略記する）　　５０ｇ
樹脂B　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　５０ｇ
これにイオン交換水２４７．６ｇ、３４質量％の水酸化カリウム水溶液２２．３５ｇの混
合溶液を加え、良く撹拌し、樹脂B溶液を得た。
この樹脂Ｂ溶液について、ウォーターバス温度３５℃、２０ｈＰａの減圧条件でＭＥＫを
水とともに留去し、留去終了後、イオン交換水を追加し、固形分濃度２０質量％の樹脂B
水溶液を得た。
・顔料分散
２５０ｍｌのポリエチレン製瓶にφ１．２ｍｍのジルコニアビーズ４００ｇを入れ、さら
に下記配合を行いペイントコンディショナー（東洋精機製）で４時間処理した。
樹脂Ｂ水溶液　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　８．６４ｇ
キナクリドン系顔料：ファストゲンスーパーマゼンタＲＴＳ　　　９．２５ｇ
（大日本インキ化学工業（株）製）
フタルイミドメチル化３，１０－ジクロロキナクリドン（１分子あたりの平均フタルイミ
ドメチル基数１．４）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　０．７５ｇ
ＤＥＧ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２０．０ｇ
イオン交換水　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２０．０ｇ
処理終了後、イオン交換水１０．３３ｇを加えて、更に３０分処理した後、ビーズを濾別
し、顔料分散液Ｇ―１を得た。
顔料分散液Ｇ―１のキナクリドン系顔料濃度は１３．４質量％であった。
【００８０】
（比較例３）
下記組成の混合物を、容量５０Ｌのプラネタリーミキサーに仕込み、実施例１と同様の条
件で混練を行った。
樹脂Ｅ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　７５０ｇ
キナクリドン系顔料：ファストゲンスーパーマゼンタＲＴＳ　　　４７００ｇ
（大日本インキ化学工業（株）製）
フタルイミドメチル化３，１０－ジクロロキナクリドン（１分子あたりの平均フタルイミ
ドメチル基数１．４）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　３００ｇ
ＤＥＧ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２５００ｇ
３４質量％水酸化カリウム水溶液　　　　　　　　　　　　　　　　３３１ｇ
【００８１】
高速への切り替え時のプラネタリーミキサー電流値は５Ａであった。その後、混練を継続
し、プラネタリーミキサーの最大電流値が１２Ａを示した。最大電流値を示してから２時
間、混練を継続した後、プラネタリーミキサーの電流値は１０Ａであった。この様にして
得た撹拌槽内の混練物に、６０℃に加温したイオン交換水を２００ｇ徐々に加えて混練を
継続した。
最大電流値を観測してから４時間経過した時点まで混練を継続し着色混練物を得た。得ら
れた着色混練物にプラネタリーミキサーによる撹拌を継続しながら、２時間で総量６８０
０ｇの６０℃に加温したイオン交換水を加えた。
【００８２】
イオン交換水の添加が終了した後、プラネタリーミキサーから水希釈後の着色混練物を取
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り出した。この水希釈後の着色混練物の固形分濃度は３９．０質量％であった。さらに取
り出した水希釈後の着色混練物１２ｋｇに、ジエチレングリコール２．００ｋｇ、イオン
交換水９．４０ｋｇを分散撹拌機で撹拌しながら少量ずつ添加し、水性顔料分散液前駆体
を得た。
この水性顔料分散液前駆体１８ｋｇを、ビーズミルで実施例１と同様の条件で分散を実施
し、顔料分散液Ｈ―１を得た。
顔料分散液Ｈ―１のキナクリドン系顔料濃度は１６．０質量％であった。
【００８３】
（比較例４）
下記組成の混合物を、容量５０Ｌのプラネタリーミキサーに仕込み、実施例１と同様の条
件で混練を行った。
【００８４】
樹脂Ｆ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　７５０ｇ
キナクリドン系顔料：ファストゲンスーパーマゼンタＲＴＳ　　　４６３０ｇ
（大日本インキ化学工業（株）製）
フタルイミドメチル化３，１０－ジクロロキナクリドン（１分子あたりの平均フタルイミ
ドメチル基数１．４）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　３８０ｇ
ＤＥＧ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　３３００ｇ
３４質量％水酸化カリウム水溶液　　　　　　　　　　　　　　　　３３８ｇ
イオン交換水　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２００ｇ
【００８５】
高速への切り替え時のプラネタリーミキサー電流値は５Ａであった。その後、混練を継続
し、プラネタリーミキサーの最大電流値が１５Ａを示した。最大電流値を示してから１時
間、混練を継続した後、プラネタリーミキサーの電流値は１３Ａであった。この様にして
得た撹拌槽内の混練物に、イオン交換水を２００ｇ加えて混練を継続し、均一に混合され
たことを確認して、さらに１時間経過後２００ｇのイオン交換水を加え、同様に均一にな
るまで混合し、混練を継続した。
【００８６】
最大電流値を観測してから４時間経過した時点まで混練を継続し着色混練物を得た。得ら
れた着色混練物にプラネタリーミキサーによる撹拌を継続しながら、２時間で総量６４０
０ｇのイオン交換水を加えた。
イオン交換水の添加が終了した後、プラネタリーミキサーから水希釈後の着色混練物を取
り出した。この水希釈後の着色混練物の固形分濃度は３８．４質量％であった。さらに取
り出した水希釈後の着色混練物１２ｋｇに、ジエチレングリコール１．３４ｋｇ、イオン
交換水９．７０ｋｇを分散撹拌機で撹拌しながら少量ずつ添加し、水性顔料分散液前駆体
を得た。
この水性顔料分散液前駆体１８ｋｇを、ビーズミルにて送液量１９５ｇ／１０秒を除いて
実施例１と同様の条件で分散を実施し、顔料分散液Ｉ―１を得た。
顔料分散液Ｉ―１のキナクリドン系顔料濃度は１５．８質量％であった。
【００８７】
（比較例５）
下記組成の混合物を、容量５０Ｌのプラネタリーミキサーに仕込み、実施例１と同様の条
件で分散を行った。
樹脂G　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　７５０ｇ
キナクリドン系顔料：ファストゲンスーパーマゼンタＲＴＳ　　４６３０ｇ
（大日本インキ化学工業（株）製）
フタルイミドメチル化３，１０－ジクロロキナクリドン（１分子あたりの平均フタルイミ
ドメチル基数１．４）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　３８０ｇ
ＤＥＧ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　３０００ｇ
３４質量％水酸化カリウム水溶液　　　　　　　　　　　　　　　３２９ｇ
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高速への切り替え時のプラネタリーミキサー電流値は５Ａであった。その後、混練を継続
し、プラネタリーミキサーの最大電流値が１５Ａを示した。最大電流値を示してから１時
間、混練を継続した後、プラネタリーミキサーの電流値は１３Ａであった。この様にして
得た撹拌槽内の混練物に、イオン交換水を３００ｇ加えて混練を継続し、均一に混合され
たことを確認して、さらに１時間経過後２００ｇのイオン交換水を加え、同様に均一にな
るまで混合し、混練を継続した。
【００８８】
最大電流値を観測してから４時間経過した時点まで混練を継続し着色混練物を得た。得ら
れた着色混練物にプラネタリーミキサーによる撹拌を継続しながら、２時間で総量６５０
０ｇのイオン交換水を加えた。
イオン交換水の添加が終了した後、プラネタリーミキサーから水希釈後の着色混練物を取
り出した。この水希釈後の着色混練物の固形分濃度は３９．５質量％であった。さらに取
り出した水希釈後の着色混練物１２ｋｇに、ジエチレングリコール１．６２ｋｇ、イオン
交換水１０．０８ｋｇを分散撹拌機で撹拌しながら少量ずつ添加し、水性顔料分散液前駆
体を得た。
この水性顔料分散液前駆体１８ｋｇを、ビーズミルにて送液量１９５ｇ／１０秒である点
を除いて実施例１と同様の条件で分散を実施し、顔料分散液Ｊ－１を得た。
顔料分散液Ｊ－１のキナクリドン系顔料濃度は１５．８質量％であった。
【００８９】
（水性顔料分散液の評価）
上述の様にして得られた実施例、比較例の水性顔料分散液について、マイクロトラックＵ
ＰＡ粒度分析計（Ｌｅｅｄｓ＆Ｎｏｒｔｈｒｕｐ社製）でセル温度２５℃にて粒径測定を
実施した。その際、粒径測定サンプルは、各サンプルともにイオン交換水でキナクリドン
系顔料濃度を１２．５％に希釈して調製し、更にイオン交換水で５００倍に希釈した。
結果を表１に示す。
【００９０】
（分散安定性の評価）
実施例、比較例の水性顔料分散液について、分散液の評価と同様に、それぞれ顔料濃度が
１２．５％になるようにイオン交換水を加えて調整を行った。
顔料濃度の調整を行った分散液について、スクリュー管等のガラス容器に密栓し、６０℃
の恒温器で１週間の加熱試験を行い、加熱試験前後の粒径変化を観察することにより、分
散安定性の評価を実施した。
結果を表１に示す。
【００９１】
【表１】
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【００９２】
表１から明らかなように、本発明によって得られる水性顔料分散液は、初期の粒子径が小
さく、かつ加熱試験後の粒径変化率が小さいことが分かる。つまり、本発明によって、顔
料がより微粒子化された水性顔料分散液が得られると同時に、その水性顔料分散体は分散
安定性に優れたものである。
【００９３】
（インク組成物の調製）
各実施例および各比較例で得られた水性顔料分散液にイオン交換水を加えて、キナクリド
ン系顔料濃度１０ｍａｓｓ％の水性顔料希釈液５０．０ｇを調製した。この水性顔料希釈
液を用い下記配合にてキナクリドン顔料濃度５ｍａｓｓ％のインク組成物を調製した。
水性顔料希釈液　　　　　　　　　　　　　　　　　　　５０．０ｇ
２－ピロリジノン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　８．０ｇ
トリエチレングリコールモノブチルエーテル　　　　　　　８．０ｇ
グリセリン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　３．０ｇ
サーフィノール４６５（エアープロダクツ社製界面活性剤）　　０．５ｇ
イオン交換水　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　３０．５ｇ
【００９４】
（インク組成物の安定性試験）
得られたインク組成物について、スクリュー管等のガラス容器に密栓し、７０℃の恒温器
で１週間の加熱試験を行い、加熱試験前後の粒径及び粘度変化を観察することにより、イ
ンク組成物の安定性の評価を実施した。結果を表２に示す。尚、粒径測定はインク組成物
をイオン交換水で１００倍に希釈した以外は、水性顔料分散液の評価と同様に行った。ま
た、粘度はＥ型粘度計（東京計器（株）社製ＶＩＳＣＯＭＥＴＥＲ　ＴＶ－２０）を用い
て２５℃にて測定した。
結果を表２に示す。
【００９５】
（インクジェット記録適性評価）
得られた加熱試験前のインク組成物をサーマルジェット方式のヒューレットパッカード社
製ＤｅｓｋＪｅｔ９５７Ｃのブラックペンに搭載し、印字試験を実施した。具体的には、
Ａ４の用紙にベタ印字と細線印字を行い、インクの吐出状態を観察した。結果を表２に示
す。
【００９６】
【表２】
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【００９７】
インクジェット記録適性評価について
◎：すべての印字サンプルにおいて、均一なベタ印字で細線部でも吐出不良が無い
○：ベタ印字でやや均一性に欠けるが、細線部では吐出不良がない
△：ベタ印字で均一性が劣り、細線部では吐出不良は無いが、印字位置ずれが見られる。
×：ベタ印字で吐出不良による印字ムラが見られ、細線部でも吐出不良による印字欠けが
一部見られる。
××：吐出不良が多発する。
を表す。
【００９８】
表２から明らかなように、本発明によって得られるインク組成物は良好な保存安定性を示
すと同時に、良好なインクジェット記録適性を有することが分かる。同様に、得られた加
熱試験前のインク組成物をピエゾジェット方式のエプソン社製ＥＭ-900Ｃのブラックペン
に搭載し、印字試験を実施した。
具体的には、Ａ４の用紙にベタ印字と細線印字を行い、インクの吐出状態を観察したが、
実施例、比較例ともに特に問題は認められなかった。
【００９９】
【発明の効果】
以上説明したように本発明においては、キナクリドン顔料、フタルイミド骨格を含む置換
基を有するキナクリドン系化合物、特定のスチレン系樹脂、アルカリ金属水酸化物を含む
インクジェット用着色混練物を用いることによって、顔料の微粒子分散が達成されると同
時に、高レベルな分散安定性を有する赤色ないしマゼンタ色のインクジェットインク用顔
料分散液、インクジェットインク組成物を得ることができる。特にサーマルインクジェッ
ト記録用インクに適用した場合、従来の方法で製造されたインク組成物に対し、格段に信
頼性の高いインク組成物を製造することができる。
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