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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
水と、０．４重量％未満のカーボンブラックと、樹脂成分のエマルジョンとを含む第１
のブラックインク組成物であって、当該エマルジョンのインク組成物中においての固形分
含有量が当該カーボンブラックの含有量の２０倍量以上である、第１のブラックインク組
成物と、
水と、１．５重量％〜１０重量％のカーボンブラックとを含む第２のブラックインク組
成物と、を有する、インクセット。
【請求項２】
前記第１のブラックインク組成物のカーボンブラックの含有量が、０．０１重量％以上
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である請求項１に記載のインクセット。
【請求項３】
前記第１のブラックインク組成物が含んでなる前記エマルジョンが、ポリアルキレン型
エマルジョン及び／又はエチレン性不飽和カルボン酸単量体及びこれと共重合可能なその
他の単量体を、アルコール性水酸基含有水溶性高分子化合物又は共重合性界面活性剤の存
在下で重合して得られる酸価が４０以下の共重合体を、無機塩基によってｐＨを調整した
ｐＨ調整樹脂を樹脂成分とするエマルジョンである、請求項１または２に記載のインクセ
ット。
【請求項４】
水と、０．４重量％〜１．５重量％のカーボンブラックと、樹脂成分のエマルジョンと
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を含み、当該エマルジョンのインク組成物中においての固形分含有量が当該カーボンブラ
ック含有量の２倍量以上である、第３のブラックインク組成物と、を有する請求項１〜３
のいずれか１項に記載のインクセット。
【請求項５】
前記第３のブラックインク組成物が含んでなる前記エマルジョンが、ポリアルキレン型
エマルジョン及び／又はエチレン性不飽和カルボン酸単量体及びこれと共重合可能なその
他の単量体を、アルコール性水酸基含有水溶性高分子化合物又は共重合性界面活性剤の存
在下で重合して得られる酸価が４０以下の共重合体を、無機塩基によってｐＨを調整した
ｐＨ調整樹脂を樹脂成分とするエマルジョンである、請求項４に記載のインクセット。
【請求項６】
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前記第３のブラックインク組成物が、カーボンブラック含有量０．４〜１重量％のブラ
ックインク組成物である、請求項４または５に記載のインクセット。
【請求項７】
前記第３のブラックインク組成物が、カーボンブラック含有量１〜１．５重量％のブラ
ックインク組成物である、請求項４または５に記載のインクセット。
【請求項８】
インクジェット法により、請求項１〜７のいずれか１項に記載のインクセットを用いて
記録された、記録物。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
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【０００１】
本発明は、ブラックインク組成物、前記ブラックインク組成物を含有するインクセット
、前記インクセットを用いる記録方法、及び前記方法により得られた記録物に関する。本
発明のブラックインク組成物によれば、記録物におけるゴールデングロス（ｇｏｌｄｅｎ
ｇｌｏｓｓ）の発生を有効に抑制することができる。
【背景技術】
【０００２】
インクジェット記録方法等によって、良好な黒白モノクロ画像やグレースケールを得る
目的で、カーボンブラック濃度が異なる２種類又は３種類以上のブラックインクを含むイ
ンクセットを用いることがある。例えば、黒白モノクロ画像記録用インクセットとして、
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ブラックインクとライトブラックインクとからなる２色インクセットを用いることがある
。また、カラー記録用インクセットにおいても、カラー画像の無彩色部分（黒色、灰色及
び白色の部分）の高品位化の要求に応じるために、ブラックインク、シアンインク、マゼ
ンタインク及びイエローインクからなる４色インクセット（あるいは、それらにライトシ
アンインク及びライトマゼンタインクを追加した６色インクセット）に、更にライトブラ
ックインクを加えて５色インクセット（あるいは、７色インクセット）とすることがある
。なお、ライトブラックインクとは、ブラックインクよりもそのカーボンブラック濃度を
低くしたものであり、前記の通り、シャドー部等の暗色に対する色再現性やグレーの階調
性を向上させる目的で使用する。
【０００３】
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例えば、カーボンブラック濃度が異なる３種のブラックインクを用いることにより、グ
レーバランスの安定性とメタメリズムが飛躍的に向上する。特にグレーバランスの点で、
その効果が非常に大きい。
すなわち、グレーバランスを、１種類又は２種類のブラックインクだけで出力すると、
ハイトーン領域（明るい領域）での粒状性が問題となる。この粒状性を解消する手段とし
ては、例えば、シアンインク、マゼンタインク、及びイエローインクの混合によってハイ
トーン無彩色領域を出力する方法がある。しかしながら、無彩色領域を複数種の有彩色で
出力する方式を採用すると、出力色の管理に非常に高い技術が必要となり、出力色がばら
つく危険性がある。
【０００４】
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前記の出力色のばらつきには、種々の要因があり、その一つとして、シアンインク（ラ
イトシアンインク）、マゼンタインク（ライトマゼンタインク）、及びイエローインク間
でのインク重量のばらつきがある。すなわち、インク重量がばらつくと出力色がばらつく
要因となる。例えば、シアンインクの吐出量が１０％増加して、イエローインクの吐出量
が１０％減少すると、全体としての出力色は青味側にシフトする。もちろん、インクジェ
ットプリンタは、常に全く同じ出力が得られるように設計されている。しかしながら、イ
ンクは液体であるため、外部環境の変化による影響を受ける。例えば、温度変化によりイ
ンクの粘度が変化する。インクジェットヘッドから圧力を与えることによって吐出させる
インクジェット方式では、インク液の粘度が変化すると当然にインク吐出量も変化してし
まう。インクジェットプリンタでは、こうした影響を小さくさせるために、例えば、ヘッ
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ド駆動には出力時の温度補正機能を備えているが、わずかなインク重量変化さえも完全に
消失させることは現実には困難であり、わずかなインク重量変化が発生する可能性は存在
する。更に、実際には、温度による出力色の変化以外にも、湿度も要因となり得るし、記
録媒体（インクジェットメディア）もこれら環境の影響を受けて、微妙な色変化の要因と
なる。
【０００５】
ハイトーン領域（明るい領域）を複数種の有彩色で出力する方式における前記の欠点は
、カーボンブラック濃度が低い第３のブラックインクを用いることによって解消する。す
なわち、カーボンブラック濃度が低い第３のブラックインクを用いると、仮にインクの吐
出量にばらつきが発生しても、無彩色の色相の変化としては影響を受けず、結果として色
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相が安定することになる。
【０００６】
また、ブラックインクはドットの視認性が最も高い色である。このドット視認性を、例
えばハイトーン領域で、軽減させるためには、インクに含まれるカーボンブラックの濃度
を低下させる必要がある。その一方で「黒味」をしっかり表現させるためにはカーボンブ
ラック濃度を一定レベル以上に保持する必要もある。そのためには、ドットが見えない（
あるいは、見えにくい）濃度のインクと、黒味をしっかりと表現させるためのカーボンブ
ラック濃度のインクとが必要となる。こうした観点では、２種のブラックインクだけでは
中間階調が表現しにくいため、中間濃度インクが必要となる。以上のように、カーボンブ
ラック濃度が低いブラックインクと中間濃度インクとを含む３種以上のブラックインクを
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有するインクセットは非常に有意義となる。
【０００７】
しかしながら、２種又は３種以上のブラックインクを有するインクセットを用いて記録
した場合の効果や欠点について研究し、その結果を報告した例は、現在のところほとんど
知られていない。
例えば、特開平６−２２６９９８号公報（特許文献１）には、濃度の異なる複数種類の
インク組成物を使用する画像記録装置及び記録ヘッドが記載されている。しかしながら、
この特開平６−２２６９９８号公報には、濃度の異なるそれぞれ２〜４種類の濃度のブラ
ック、イエロー、マゼンタ、及びシアンを備えた記録装置が記載されているに過ぎない。
また、特開平１１−３２０９２４号公報（特許文献２）には、カーボンブラック濃度の
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異なる複数種類のブラックインク組成物をカラーインク組成物のセットと組み合わせて使
用する画像記録装置及びその制御方法が記載されている。しかしながら、この特開平１１
−３２０９２４号公報に記載の技術は、同一の記録媒体上にカラー画像とは別に、モノク
ロ高階調画像を形成することを目的としており、そのモノクロ高階調画像形成のために複
数種類のブラックインク組成物を用いることが記載されているのみである。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００８】
【特許文献１】特開平６−２２６９９８号公報
【特許文献２】特開平１１−３２０９２４号公報
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【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
このような状況下で、本発明者は、２種以上（特には３種）のブラックインク組成物を
有するインクセットを用いて記録した場合の効果や欠点について研究していたところ、カ
ーボンブラック濃度が薄いブラックインク組成物を用いて記録した場合には、記録画像に
おいて、蛍光灯や外光などが記録画像に反射した際、その反射光が金色のような光沢を発
生する問題があることを見出した。この現象を、本発明者はゴールデングロス（ｇｏｌｄ
ｅｎ

ｇｌｏｓｓ）と命名した。すなわち、ゴールデングロスとは、記録媒体上に印字さ

れた記録画像に対して、観察者の観察角度を変化させたり、光源の照射角度を変化させる
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と、薄いブラックインク組成物で記録した領域の一部が金色にキラキラ光る現象であり、
ゴールデングロスが発生すると、記録物の色調や画像の輪郭までも判別することが非常に
困難になる。
そこで、本発明者は、前記ゴールデングロスの発生を防止ないしは抑制する手段を鋭意
研究したところ、微粒子エマルジョンを或る特定量以上でインク組成物に加えることによ
り前記ゴールデングロスの発生を事実上解消することができることを見出した。本発明は
、こうした知見に基づくものである。
従って、本発明の課題は、ゴールデングロスの発生を防止ないしは抑制するブラックイ
ンク組成物及びゴールデングロスの発生を防止ないしは抑制するインクセットを提供する
ことにある。
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【００１０】
本発明者は更に、２種以上（特には３種）のブラックインク組成物を有するインクセッ
トを用いて記録した場合の効果や欠点について研究していたところ、中間階調を表現する
ための中間階調用ブラックインク組成物を用いて記録した場合には、記録画像において、
灰色の明度がずれる部分が生じる問題があることを見出した。この現象を、本発明者は位
相ずれと命名した。位相ずれとは、記録媒体上に印字された記録画像に対して、観察者の
観察角度を変化させたり、光源の照射角度を変化させると、中間階調用ブラックインク組
成物で記録した領域の一部で灰色の明度がずれて、本来の灰色よりも黒色あるいは白色側
にずれて観察される現象である。位相ずれが発生すると、記録物の明度のずれによって画
像の輪郭までも判別することが非常に困難になる。
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そこで、本発明者は、前記位相ずれの発生を防止ないしは抑制する手段を鋭意研究した
ところ、微粒子エマルジョンを或る特定量以上でインク組成物に加えることにより前記位
相ずれの発生を事実上解消することができることを見出した。
従って、本発明の別の課題は、ゴールデングロスの発生を防止ないしは抑制すると共に
、位相ずれの発生を防止ないしは抑制するインクセットを提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
前記の課題は、本発明により、（１）水と、（２）カーボンブラックと、（３）微粒子
エマルジョンとを含むブラックインク組成物であって、（Ａ）前記カーボンブラックの含
有量が０．４重量％未満であり、そして（Ｂ）前記の微粒子エマルジョンの固形分含有量
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がカーボンブラックの含有量の２０倍以上であることを特徴とする、前記ブラックインク
組成物によって解決することができる。
【００１２】
本発明の好ましい態様によれば、前記カーボンブラックの含有量が０．０１重量％以上
である。
本発明の別の好ましい態様によれば、前記微粒子エマルジョンとして、ポリアルキレン
型エマルジョン及び／又はエチレン性不飽和カルボン酸単量体及びこれと共重合可能なそ
の他の単量体を、アルコール性水酸基含有水溶性高分子化合物又は共重合性界面活性剤の
存在下で重合して得られる酸価が４０以下の共重合体を、無機塩基によってｐＨを調整し
たｐＨ調整樹脂を樹脂成分とするエマルジョンを含む。
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本発明の別の好ましい態様によれば、前記ｐＨ調整樹脂の調製に用いる無機塩基が、ア
ルカリ金属水酸化物又はアルカリ土類金属水酸化物である。
本発明の別の好ましい態様によれば、前記ｐＨ調整樹脂の調製に用いるアルコール性水
酸基含有水溶性高分子化合物が、ビニルアルコール系重合体である。
本発明の更に別の好ましい態様によれば、前記ｐＨ調整樹脂の調製に用いるエチレン性
不飽和カルボン酸単量体が、アクリル酸又はメタクリル酸である。
本発明の更に別の好ましい態様によれば、前記ｐＨ調整樹脂の調製に用いる前記エチレ
ン性不飽和カルボン酸単量体と共重合可能な単量体が、エチレン性不飽和カルボン酸エス
テル単量体である。
本発明の更に別の好ましい態様によれば、前記ｐＨ調整樹脂を樹脂成分とするエマルジ
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ョンのｐＨが、８〜１１（より好ましくは９〜１１）である。
本発明の更に別の好ましい態様によれば、前記ｐＨ調整樹脂の含有量が、ブラックイン
ク組成物の全重量に対して０．０１重量％〜１０重量％である。
【００１３】
本発明の好ましい態様によれば、前記ポリアルキレン型エマルジョンの固形分含有量が
、ブラックインク組成物の全重量に対して０．５重量％〜１０重量％である。
本発明の好ましい態様によれば、前記ポリアルキレン型エマルジョンが、ポリエチレン
型エマルジョン又はポリプロピレン型エマルジョンである。
本発明の別の好ましい態様によれば、前記ｐＨ調整樹脂と前記ポリアルキレン型エマル
ジョン固形分との合計含有量が、ブラックインク組成物の全重量に対して０．５重量％〜
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２０重量％である。
本発明の別の好ましい態様によれば、前記ブラックインク組成物は、更に、補色用着色
剤を含む。
本発明の前記ブラックインク組成物は、好ましくは、インクジェット記録用である。
【００１４】
また、本発明は、前記ブラックインク組成物、及び前記ブラックインク組成物よりもカ
ーボンブラック濃度が高い濃いブラックインク組成物を含むインクセットにも関する。前
記インクセットは、好ましくは、カーボンブラック含有量がそのブラックインク組成物の
全重量に対して０．４重量％〜１．５重量％（好ましくは、０．４〜１重量％及び／又は
１〜１．５重量％）である中間階調用ブラックインク組成物、及びカーボンブラック含有

30

量がそのブラックインク組成物の全重量に対して１．５重量％〜１０重量％である濃いブ
ラックインク組成物を含む。
更に、本発明は、前記の中間階調用ブラックインク組成物が、微粒子エマルジョンを含
有し、その微粒子エマルジョンの固形分含有量が、カーボンブラック含有量の２倍量以上
であるインクセットにも関する。前記インクセットは、好ましくは、前記微粒子エマルジ
ョンとして、前記ポリアルキレン型エマルジョン及び／又は前記ｐＨ調整樹脂を樹脂成分
とするエマルジョンを含む。
更に、本発明は、インク組成物の液滴を吐出して、前記液滴を記録媒体に付着させて記
録を行う記録方法であって、前記インクセットを用いることを特徴とする記録方法にも関
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する。
更にまた、本発明は、前記記録方法によって記録されたことを特徴とする記録画像にも
関する。
【図面の簡単な説明】
【００１５】
【図１】３種類のブラックインク組成物を用いてグレースケールを印刷した場合にゴール
デングロス（ＧＧ）が発生する領域及び位相ずれが発生する領域を模式的に示すグラフで
ある。
【発明を実施するための形態】
【００１６】
「ゴールデングロス」（ｇｏｌｄｅｎ

ｇｌｏｓｓ；以下、ＧＧと略称することがある
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）とは、前記のとおり、記録媒体上に印字された記録画像に対して、観察者の観察角度を
変化させたり、光源の照射角度を変化させると、薄いブラックインク組成物で記録した領
域の一部が金色にキラキラ光る現象である。本発明者の研究によれば、ゴールデングロス
は、或る特定領域にのみ発生する。このゴールデングロスが発生すると、その発生領域は
勿論、その近辺領域においても、記録物の色調の判別は不能になり、記録画像の輪郭まで
も判別することが非常に困難になる。
【００１７】
ゴールデングロスが発生する領域について、図１に基づいて説明する。図１に模式的に
示すように、濃いブラックインク組成物Ｋ１と、中間階調用ブラックインク組成物Ｋ２と
、薄いブラックインク組成物Ｋ３との使用割合を変化させることによって、黒色から白色

10

に至るグレースケールを適切に作成することができる。このように、３種類のブラックイ
ンク組成物Ｋ１、Ｋ２、及びＫ３を用いると、前記のように、グレーバランスの安定性と
メタメリズムを飛躍的に向上させることができる。しかしながら、図１の「ＧＧ発生領域
」（すなわち、ゴールデングロス発生領域）に示すとおり、主に、薄いブラックインク組
成物Ｋ３によって記録される領域に、ゴールデングロスが発生する。
【００１８】
前記の「ＧＧ発生領域」は、グレーレベル約１００〜約１４０の領域を中心として、約
９０〜約１６０の領域にまで及ぶ（ここでグレーレベル０を絶対黒とし、グレーレベル２
５５を絶対白とする）。また、「ＧＧ発生領域」の明度範囲は、約５０〜約６０を中心領
域とし、約４０〜約７０の領域まで及ぶ。

20

２種以上のブラックインク組成物を用いて黒白モノクロ画像を記録する場合には、ＧＧ
発生領域を記録するのに用いられるブラックインク組成物は、通常、カーボンブラックを
そのブラックインク組成物の全重量に対して０．４重量％未満の量（特には、０．０１重
量％以上で０．４重量％未満の量）で有する濃度の比較的薄いブラックインク組成物であ
る。
【００１９】
本発明は、複数のブラックインク組成物を用いる場合に発生する本発明者が見出した現
象を解決するものであり、複数のブラックインク組成物を含むインクセットにおいて、そ
の組成物全重量に対して０．４重量％未満の量（特には、０．０１重量％以上で０．４重
量％未満の量）でカーボンブラックを含有するブラックインク組成物に、更にゴールデン

30

グロスを解消ないし抑制するために微粒子エマルジョンを含有させ、しかも、前記の微粒
子エマルジョンを特定量以上で含有させることにより、ＧＧの発生が防止ないし減少され
た記録画像を得ることが可能なブラックインク組成物を提供する。
【００２０】
一方、位相ずれとは、前記のとおり、記録媒体上に印字された記録画像に対して、観察
者の観察角度を変化させたり、光源の照射角度を変化させると、中間階調用ブラックイン
ク組成物で記録した領域の一部で灰色の明度がずれて、本来の灰色よりも黒色側あるいは
白色側にずれて観察される現象である。位相ずれが発生すると、その領域が本来の灰色よ
りも薄い灰色に見えたり、暗い灰色に見えたり、あるいは完全に真っ黒になるので、画像
の輪郭までも判別することが非常に困難になる。こうした現象は特にグロス調又はセミグ

40

ロス調といった光沢系の記録媒体に記録した際に生じやすく、マット調の記録媒体では比
較的には起こりにくい。
【００２１】
位相ずれが発生する領域は、図１の「位相ずれ発生領域」に示すとおり、主に、中間階
調用ブラックインク組成物Ｋ２によって記録される領域である。前記の「位相ずれ発生領
域」は、グレーレベル約３５〜約５５の領域を中心として、約３０〜約６０の領域にまで
及ぶ（ここでグレーレベル０を絶対黒とし、グレーレベル２５５を絶対白とする）。また
、「位相ずれ発生領域」の明度範囲は、約２５〜約３０を中心領域とし、約２０〜約３５
の領域まで及ぶ。
２種以上のブラックインク組成物を用いて黒白モノクロ画像を記録する場合には、位相
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ずれ発生領域を記録するのに用いられるブラックインク組成物は、通常、カーボンブラッ
クをそのブラックインク組成物の全重量に対して０．４重量％〜１．５重量％の量で有す
る中間階調用ブラックインク組成物である。
【００２２】
本発明は、別の観点では、複数のブラックインク組成物を用いる場合に発生する本発明
者が見出した複数の現象（すなわち、ゴールデングロス及び位相ずれ）を同時に解決する
ものであり、複数のブラックインク組成物を含むインクセットにおいて、（１）組成物全
重量に対して０．４重量％未満の量（特には、０．０１重量％以上で０．４重量％未満の
量）でカーボンブラックを含有するブラックインク組成物に、更にゴールデングロスを解
消ないし抑制するために微粒子エマルジョンを含有させ、しかも、前記の微粒子エマルジ

10

ョンを特定量以上で含有させると共に、（２）組成物全重量に対して０．４重量％〜１．
５重量％の量でカーボンブラックを含有するブラックインク組成物に、更に位相ずれを解
消ないし抑制するために微粒子エマルジョンを含有させ、しかも、その微粒子エマルジョ
ンを特定量以上で含有させることにより、ゴールデングロスと位相ずれの発生を同時に防
止ないし減少された記録画像を得ることが可能なインクセットを提供する。
【００２３】
本発明のゴールデングロス防止用ブラックインク組成物が含有する前記の微粒子エマル
ジョンは、分散媒が水であり、分散質がポリマー微粒子である水系分散液である。この微
粒子エマルジョンに含まれるポリマー微粒子の最低造膜温度（ＭＦＴ）は、特に限定され
るものではないが、好ましくは２５℃以下、より好ましくは０〜２５℃、更に好ましくは
１０〜２０℃である。ＭＦＴは、ＪＩＳ

Ｋ

20

６８００に従って測定される。ＭＦＴが前

記範囲内のエマルジョンを含有する本発明に係るインク組成物を用いて記録媒体に印字す
ることにより、室温下で印字面を被覆する保護膜が自動的に形成される。
ゴールデングロス防止用ブラックインク組成物における前記微粒子エマルジョンの固形
分濃度は、カーボンブラック濃度の２０倍以上である限り任意の濃度であることができる
が、通常、ゴールデングロス防止用ブラックインク組成物の全重量に対して、０．２〜２
０重量％であり、好ましくは０．５〜１５重量％、より好ましくは１〜８重量％である。
【００２４】
一方、本発明のインクセットが、位相ずれ防止用ブラックインク組成物を含有する場合
、その位相ずれ防止用ブラックインク組成物が含有する前記の微粒子エマルジョンも、分
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散媒が水であり、分散質がポリマー微粒子である水系分散液である。この微粒子エマルジ
ョンに含まれるポリマー微粒子の最低造膜温度（ＭＦＴ）も、特に限定されるものではな
いが、好ましくは２５℃以下、より好ましくは０〜２５℃、更に好ましくは１０〜２０℃
である。
位相ずれ防止用ブラックインク組成物における前記微粒子エマルジョンの固形分濃度は
、カーボンブラック濃度の２倍以上である限り任意の濃度であることができるが、通常、
位相ずれ防止用ブラックインク組成物の全重量に対して０．８〜１０重量％であり、好ま
しくは１〜８重量％、より好ましくは１．５〜５重量％である。
【００２５】
前記微粒子エマルジョンに含有される前記ポリマー微粒子のガラス転移温度（Ｔｇ）は

40

、該エマルジョンのＭＦＴを前記範囲内に調整する観点から、−１５〜１０℃であること
が好ましく、−５〜５℃であることが更に好ましい。Ｔｇは、ＪＩＳ

Ｋ

６９００に従

って測定される。
前記エマルジョンのＭＦＴを前記範囲内に調整するその他の方法としては、市販のＭＦ
Ｔ降下剤を使用する方法を挙げることができる。
【００２６】
前記ポリマー微粒子は、インク組成物中における分散安定性の観点から、その平均粒子
径が５〜２００ｎｍであることが好ましく、５〜１００ｎｍであることが更に好ましい。
【００２７】
また、前記ポリマー微粒子は、親水性部分と疎水性部分とを有するものが好ましい。
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また、前記ポリマー微粒子の構造は、単相構造、複相構造（コアシェル構造）等のいず
れでもよい。該コアシェル構造は、異なる２種以上のポリマーが相分離して存在する構造
であればよく、例えば、シェル部がコア部を完全に被覆している構造、シェル部がコア部
の一部を被覆している構造、シェル部ポリマーの一部がコア部ポリマー内にドメイン等を
形成している構造、コア部とシェル部の中間に更にもう一層以上、組成の異なる層を含む
３層以上の多層構造であってもよい。
【００２８】
前記ポリマー微粒子として、前記コアシェル構造のものを用いる場合、コア部がエポキ
シ基を有するポリマーからなり、シェル部がカルボキシル基を有するポリマーからなるも
のが好ましい。インク組成物に、このようなポリマー微粒子を含有させることにより、前

10

記保護膜の形成時に、前記コア部のエポキシ基と前記シェル部のカルボキシル基とが結合
して網目構造を形成するので、該保護膜の強度を向上させることができる。
【００２９】
また、前記ポリマー微粒子は、カルボキシル基を有する不飽和ビニルモノマーに由来す
る構造を１〜１０重量％有し、且つ重合可能な二重結合を好ましくは２つ以上、更に好ま
しくは３つ以上有する架橋性モノマーによって架橋された構造（架橋性モノマーに由来す
る構造）を０．２〜４重量％有するものが好ましい。インク組成物に、このようなポリマ
ー微粒子を含有させることにより、ノズルプレート表面が該インクにより濡れ難くなるの
で、該インク液滴の飛行曲がりを防止することができ、吐出安定性をより向上させること
20

ができる。
【００３０】
前記カルボキシル基を有する不飽和ビニルモノマーとしては、例えば、アクリル酸、メ
タクリル酸、イタコン酸、フマル酸、マレイン酸等を挙げることができ、特にメタクリル
酸が好ましい。
【００３１】
前記架橋性モノマーとしては、例えば、ポリエチレングリコールアクリレート、トリエ
チレングリコールジアクリレート、１，３−ブチレングリコールジアクリレート、１，６
−ブチレングリコールジアクリレート、１，６−ヘキサンジオールジアクリレート、ネオ
ペンチルグリコールジアクリレート、１，９−ノナンジオールジアクリレート、ポリプロ
ピレングリコールジアクリレート、２，２

−ビス（４−アクリロキシプロピロキシフェ
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ニル）プロパン、２，２−ビス（４−アクリロキシジエトキシフェニル）プロパン等のジ
アクリレート化合物；トリメチロールプロパントリアクリレート、トリメチロールエタン
トリアクリレート、テトラメチロールメタントリアクリレート等のトリアクリレート化合
物；ジトリメチロールテトラアクリレート、テトラメチロールメタンテトラアクリレート
、ペンタエリスリトールテトラアクリレート等のテトラアクリレート化合物；ジペンタエ
リスリトールヘキサアクリレート等のヘキサアクリレート化合物；エチレングリコールジ
メタクリレート、ジエチレングリコールジメタクリレート、トリエチレングリコールジメ
タクリレート、ポリエチレングリコールジメタクリレート、１，３−ブチレングリコール
ジメタクリレート、１，４−ブチレングリコールジメタクリレート、１，６−ヘキサンジ
オールジメタクリレート、ネオペンチルグリコールジメタクリレート、ジプロピレングリ

40

コールジメタクリレート、ポリプロピレングリコールジメタクリレート、ポリブチレング
リコールジメタクリレート、２，２

−ビス（４−メタクリロキシジエトキシフェニル）

プロパン等のジメタクリレート化合物；トリメチロールプロパンメタクリレート、トリメ
チロールエタントリメタクリレート等のトリメタクリレート化合物；メチレビスアクリル
アミド、ジビニルベンゼン等を挙げることができる。
【００３２】
前記ポリマー微粒子は、前記エマルジョンとして、本発明に係るインク組成物に含有さ
れるが、該エマルジョンは、公知の乳化重合により製造することができる。例えば、不飽
和ビニルモノマーを、界面活性剤（乳化剤）、重合触媒、重合開始剤、分子量調整剤及び
中和剤等の存在下、水中で乳化重合させることにより、前記ポリマー微粒子の前記エマル
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ジョンが製造される。
【００３３】
前記不飽和ビニルモノマー（前記ポリマー微粒子を構成するモノマー）としては、一般
的に乳化重合で使用されるアクリル酸エステルモノマー類、メタクリル酸エステルモノマ
ー類、芳香族ビニルモノマー類、ビニルエステルモノマー類、ビニルシアン化合物モノマ
ー類、ハロゲン化モノマー類、オレフィンモノマー類及びジエンモノマー類等を挙げるこ
とができる。具体的には、メチルアクリレート、エチルアクリレート、イソプロピルアク
リレート、ｎ−ブチルアクリレート、イソブチルアクリレート、ｎ−アミルアクリレート
、イソアミルアクリレート、ｎ−ヘキシルアクリレート、２−エチルヘキシルアクリレー
ト、オクチルアクリレート、デシルアクリレート、ドデシルアクリレート、オクタデシル

10

アクリレート、シクロヘキシルアクリレート、フェニルアクリレート、ベンジルアクリレ
ート、グリシジルアクリレート等のアクリル酸エステル類；メチルメタクリレート、エチ
ルメタクリレート、イソプロピルメタクリレート、ｎ−ブチルメタクリレート、イソブチ
ルメタクリレート、ｎ−アミルメタクリレート、イソアミルメタクリレート、ｎ−ヘキシ
ルメタクリレート、２−エチルヘキシルメタクリレート、オクチルメタクリレート、デシ
ルメタクリレート、ドデシルメタクリレート、オクタデシルメタクリレート、シクロヘキ
シルメタクリレート、フェニルメタクリレート、ベンジルメタクリレート、グリシジルメ
タクリレート等のメタクリル酸エステル類；酢酸ビニル等のビニルエステル類；アクリロ
ニトリル等のビニルシアン化合物類；塩化ビニリデン、塩化ビニル等のハロゲン化モノマ
ー類；スチレン、２−メチルスチレンビニルトルエン、ｔｅｒｔ−ブチルスチレン、クロ

20

ルスチレン、ビニルアニソール、ビニルナフタレン等の芳香族ビニル単量体類；エチレン
、プロピレン、イソプロピレン等のオレフィン類；ブタジエン、クロロプレン等のジエン
類；ビニルエーテル、ビニルケトン、ビニルピロリドン等のビニルモノマー類を挙げるこ
とができる。
【００３４】
前記界面活性剤としては、例えば、アニオン性界面活性剤（ドデシルベンゼンスルホン
酸ナトリウム、ラウリル酸ナトリウム、ポリオキシエチレンアルキルエーテルサルフェー
トのアンモニウム塩等）及び非イオン性界面活性剤（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アルキルフェニルエーテル、ポリオキシエチレンアルキルアミン

30

、ポリオキシエチレンアルキルアミド等）を挙げることができ、これらの１種又は２種以
上を用いることができる。また、アセチレングリコール［オレフィンＹ並びにサーフィノ
ール８２，１０４，４４０，４６５及び４８５（何れもAir Products and Chemicals Inc
.製）］を用いることもできる。
【００３５】
前記エマルジョン（前記ポリマー微粒子）の製造時においては、印刷安定性の向上の観
点から、前記乳化重合の際に、前記不飽和ビニルモノマーに加えて、アクリルアミド類及
び水酸基含有モノマーからなる群から選ばれる１種又は２種以上を配合することが好まし
い。該アクリルアミド類としては、例えば、アクリルアミド及びＮ，Ｎ

−ジメチルアク

リルアミド等を挙げることができ、使用に際しては、これらの１種又は２種以上を用いる

40

ことができる。また、該水酸基含有モノマーとしては、例えば、２−ヒドロキシエチルア
クリレート、２−ヒドロキシエチルメタクリレート及び２−ヒドロキシプロピルメタクリ
レート等を挙げることができ、これらの１種又は２種以上を用いることができる。
【００３６】
また、前記ポリマー微粒子として、前記コアシェル構造のものを用いる場合、それを含
有するエマルジョンは、例えば、特開平４−７６００４号公報に開示されている方法（前
記不飽和ビニルモノマーの多段階の乳化重合）等により製造することができる。
なお、前述したように、コアシェル構造のポリマー微粒子は、そのコア部がエポキシ基
を有するポリマーからなることが好ましいが、コア部へのエポキシ基の導入方法としては
、例えば、エポキシ基を有する不飽和ビニルモノマーであるグリシジルアクリレート、グ
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リシジルメタクリレート、アリルグリシジルエーテル等を他の不飽和ビニルモノマーと共
重合させる方法、あるいは一種以上の不飽和ビニルモノマーを重合させてコア部（コア粒
子）を調製する際に、エポキシ化合物を同時に添加し、これらを複合化させる方法等を挙
げることができる。特に、前者の方法が、重合の容易さや重合安定性等の点で好ましい。
【００３７】
本発明のゴールデングロス防止用ブラックインク組成物において、前記微粒子エマルジ
ョンの固形分含有量は、前記カーボンブラックの含有量の２０倍量以上である。上限は特
に限定されないが、前記カーボンブラックの含有量の５０倍量以上になると、吐出不良と
なってしまう場合がある。前記微粒子エマルジョンの含有量が、前記カーボンブラックの
含有量の２０倍量未満になると、ゴールデングロスを充分に抑制することができない。
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【００３８】
また、本発明のインクセットが位相ずれ防止用ブラックインク組成物を含有する場合、
その位相ずれ防止用ブラックインク組成物において、前記微粒子エマルジョンの固形分含
有量は、前記カーボンブラックの含有量の２倍量以上である。上限は特に限定されないが
、前記カーボンブラックの含有量の１０倍量以上になると、吐出不良となってしまう場合
がある。前記微粒子エマルジョンの含有量が、前記カーボンブラックの含有量の２倍量未
満になると、位相ずれを充分に抑制することができない。
【００３９】
前記の微粒子エマルジョンの樹脂成分としては、例えば、エチレン性不飽和カルボン酸
単量体及びこれと共重合可能なその他の単量体を、アルコール性水酸基含有水溶性高分子
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化合物又は共重合性界面活性剤の存在下で重合して得られる酸価が４０以下の共重合体（
以下、「アルカリ可溶性共重合体」と称する）を、無機塩基によってｐＨを調整して製造
したｐＨ調整樹脂を用いることができる。
【００４０】
本発明のゴールデングロス防止用ブラックインク組成物において、前記ｐＨ調整樹脂の
含有量は、ブラックインク組成物の全重量に対して、０．０１〜１０重量％であることが
でき、好ましくは０．５〜５重量％、より好ましくは１〜３重量％である。但し、ｐＨ調
整樹脂含有量が５重量％以上になると、ＧＧの発生抑制には効果があるものの、印刷物の
色味が印刷直後から変化することがある。
【００４１】
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また、本発明のインクセットが位相ずれ防止用ブラックインク組成物を含有する場合、
その位相ずれ防止用ブラックインク組成物において、前記ｐＨ調整樹脂の含有量も同様に
、ブラックインク組成物の全重量に対して、約０．０１〜約１０重量％であることができ
、好ましくは約０．０５〜約５重量％、より好ましくは約０．１〜約１重量％である。
【００４２】
前記のアルカリ可溶性共重合体を製造する際に用いるアルコール性水酸基含有水溶性高
分子化合物とは、水溶性高分子化合物のうち、例えば、分子量１０００当りにアルコール
性水酸基を５〜２５個含有している化合物をいい、例えば、ポリビニルアルコール及びそ
の各種変性物などのビニルアルコール系重合体；酢酸ビニルとアクリル酸、メタクリル酸
又は無水マレイン酸との共重合体のけん化物；アルキルセルロース、ヒドロキシアルキル
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セルロース、アルキルヒドロキシアルキルセルロースなどのセルロース誘導体；アルキル
澱粉、カルボキシルメチル澱粉、酸化澱粉などの澱粉誘導体；アラビアゴム、トラガント
ゴム；ポリアルキレングリコールなどを挙げることができる。中でも、工業的に品質が安
定したものを入手しやすい点から、ビニルアルコール系重合体が好ましい。
【００４３】
アルコール性水酸基含有水溶性高分子化合物の重量平均分子量は、特に限定されないが
、通常１，０００〜５００，０００、好ましくは２，０００〜３００，０００である。分
子量が１，０００より小さいと、分散安定効果が低くなることがあり、逆に５００，００
０より大きいと、この高分子化合物の存在下で重合するときの粘度が高くなり、重合が困
難になることがある。
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アルカリ可溶性共重合体の製造に使用する前記アルコール性水酸基含有水溶性高分子化
合物の量は、単量体１００重量部に対して、通常、０．０５重量部〜２０重量部、好まし
くは１〜１０重量部である。０．０５重量部より少ないと分散安定効果が低くなるので、
重合時に凝集物が発生し、逆に２０重量部より多くなると、重合するときの粘度が高くな
り、重合が困難になることがある。
【００４４】
なお、アルカリ可溶性共重合体の製造においては、乳化重合において通常使用される界
面活性剤を併用しないことが好ましいが、界面活性剤を併用する場合は、界面活性剤の量
はアルカリ可溶性共重合体の合成に使用する全単量体の１００重量部に対して、通常、０
．０５重量部未満である。界面活性剤の量が多くなると得られた画像の耐水性に劣る傾向
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がある。
【００４５】
アルカリ可溶性共重合体の製造に使用するエチレン性不飽和カルボン酸単量体は、特に
限定されず、例えば、アクリル酸、メタクリル酸等のエチレン性不飽和モノカルボン酸単
量体；イタコン酸、マレイン酸、フマル酸、ブテントリカルボン酸等のエチレン性不飽和
多価カルボン酸単量体；フマル酸モノブチル、マレイン酸モノブチル、マレイン酸モノ−
２−ヒドロキシプロピル等のエチレン性不飽和多価カルボン酸の部分エステル単量体；無
水マレイン酸、無水シトラコン酸等の多価カルボン酸無水物；などを挙げることができる
。これらの単量体は、単独又は２種類以上を組み合わせて使用することができる。これら
のエチレン性不飽和酸単量体のうち、（メタ）アクリル酸等のエチレン性不飽和モノカル
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ボン酸が好ましく、メタクリル酸がより好ましい。
エチレン性不飽和カルボン酸単量体の使用量は、アルカリ可溶性共重合体の酸価が４０
以下、好ましくは１０〜４０、より好ましくは３０〜４０になるように算出される量であ
る。この量を換算してアルカリ可溶性共重合体の酸価が４０を超えたり、あるいは１０未
満になると、得られた画像の品質が劣ることがある。
【００４６】
アルカリ可溶性共重合体の製造に使用することのできる、エチレン性不飽和カルボン酸
単量体と共重合可能なその他の単量体は、特に限定されず、例えば、スチレン、α−メチ
ルスチレン、ビニルトルエン、クロロスチレン等の芳香族ビニル単量体；（メタ）アクリ
ル酸メチル、（メタ）アクリル酸エチル、（メタ）アクリル酸プロピル、（メタ）アクリ
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ル酸ブチル、（メタ）アクリル酸イソブチル、（メタ）アクリル酸−ｎ−アミル、（メタ
）アクリル酸イソアミル、（メタ）アクリル酸−ｎ−ヘキシル、（メタ）アクリル酸−２
−エチルヘキシル、（メタ）アクリル酸−ｎ−オクチル、（メタ）アクリル酸−２−ヒド
ロキシエチル、（メタ）アクリル酸ヒドロキシプロピル、（メタ）アクリル酸グリシジル
等のエチレン性不飽和カルボン酸エステル単量体；（メタ）アクリルニトリル等のエチレ
ン性不飽和ニトリル単量体；アリルグリシジルエーテル等のエチレン性不飽和グリシジル
エーテル単量体；（メタ）アクリルアミド、Ｎ−メチロール（メタ）アクリルアミド、Ｎ
−ブトキシメチル（メタ）アクリルアミド等のエチレン性不飽和アミド単量体；１，３−
ブタジエン、イソプレン、２，３−ジメチル−１，３−ブタジエン、１，３−ペンタジエ
ン等の共役ジエン単量体；酢酸ビニル等のカルボン酸ビニルエステル等を挙げることがで
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きる。これらの単量体は単独で又は２種以上を組合せて用いることができる。中でも、得
られた画像の耐光性及び光沢性に優れる点で、エチレン性不飽和カルボン酸エステル単量
体が好ましく、メタアクリル酸メチル及びアクリル酸エチルがより好ましい。
【００４７】
アルカリ可溶性共重合体は、上記単量体混合物を、好ましくは水媒体中で、アルコール
性水酸基含有水溶性高分子化合物の存在下に重合することによって得ることができる。こ
の際、アルコール性水酸基含有水溶性高分子化合物及び単量体混合物は、重合開始前に反
応器に一括して全量を添加するか、又は重合開始前には一部分を装入し、重合開始後に残
りの部分を分割的に少しずつ添加するか、あるいは残りの部分を連続的に添加することが
できる。分割添加あるいは連続添加する場合、添加量は均等にあるいは一定にすることも
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でき、重合の進行段階に応じて変えることもできる。
【００４８】
アルコール性水酸基含有水溶性高分子化合物と単量体混合物とは、それぞれ別々に添加
しても、アルコール性水酸基含有水溶性高分子化合物、単量体混合物及び水を混合して得
られる単量体分散化物の形態で添加しても構わない。アルコール性水酸基含有水溶性高分
子化合物と単量体とを別々に添加する場合は、両者の添加をほぼ同時に開始するのが望ま
しい。単量体混合物のみが先に多量に添加されると凝集物が発生しやすく、逆に、アルコ
ール性水酸基含有水溶性高分子化合物のみが先に多量に添加されると重合系が増粘したり
、又は凝集物が発生しやすくなるなどの問題が起きやすい。両者の添加終了は、必ずしも
同時である必要はないがほぼ同時であることが望ましい。
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【００４９】
アルコール性水酸基含有水溶性高分子化合物と単量体混合物の添加方法のうち、アルコ
ール性水酸基含有水溶性高分子化合物を単量体混合物及び水と混合して分散化して、重合
開始後に反応器に添加する方法が、アルカリ可溶性共重合体の高分子鎖におけるエチレン
性不飽和酸単量体の連鎖分布が均一になるので好ましい。
前記ｐＨ調整樹脂の製造に用いるアルカリ可溶性共重合体は、共重合性界面活性剤の存
在下に、エチレン性不飽和カルボン酸単量体及びこれと共重合可能なその他の単量体を重
合（好ましくは乳化重合）して製造することができる。
【００５０】
アルカリ可溶性共重合体の製造に用いる共重合性界面活性剤は、その分子中に１個以上
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の重合可能なビニル基を有する界面活性剤である。その具体例としては、プロペニル−２
−エチルヘキシルスルホコハク酸エステルナトリウム、（メタ）アクリル酸ポリオキシエ
チレン硫酸エステル、ポリオキシエチレンアルキルプロペニルエーテル硫酸エステルアン
モニウム塩、（メタ）アクリル酸ポリオキシエチレンエステル燐酸エステルなどのアニオ
ン性重合性界面活性剤；ポリオキシエチレンアルキルベンゼンエーテル（メタ）アクリル
酸エステル、ポリオキシエチレンアルキルエーテル（メタ）アクリル酸エステルなどのノ
ニオン性重合性界面活性剤などを挙げることができる。これらの共重合性界面活性剤のう
ち、ポリオキシエチレンアルキルプロペニルエーテル硫酸アンモニウム塩は、単量体の乳
化分散性能及び単量体との共重合性のバランスが優れているので好適である。
【００５１】
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前記共重合性界面活性剤の量は、アルカリ可溶性共重合体の合成に使用する全単量体１
００重量部に対して、通常、０．０１〜５．０重量部、好ましくは、０．０５〜５．０重
量部、更に好ましくは０．１〜３．０重量部である。０．０１重量部未満では乳化安定性
が低くなるので、重合時に多量の凝集物が発生することがある。逆に５．０重量部を超え
ると、ｐＨ調整樹脂組成物が泡立ちやすくなる間題が発生することがある。なお、アルカ
リ可溶性共重合体の重合においては、非重合性界面活性剤を併用しないことが好ましいが
、非重合性界面活性剤を併用する場合は、非重合性界面活性剤の量はアルカリ可溶性共重
合体の合成に使用する全単量体の１００重量部に対して、通常、０．０５重量部未満であ
る。非重合性界面活性剤の量が多くなると得られた画像の耐水性に劣る傾向がある。
【００５２】
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アルカリ可溶性共重合体の製造に用いることのできる重合開始剤は、特に限定されない
。具体例としては、過硫酸ナトリウム、過硫酸カリウム、過硫酸アンモニウム、過リン酸
カリウム、過酸化水素等の無機過酸化物；ジイソプロピルベンゼンハイドロパーオキサイ
ド、クメンハイドロパーオキサイド、ｔ−ブチルハイドロパーオキサイド、１，１，３，
３−テトラメチルブチルハイドロパーオキサイド、ジ−ｔ−ブチルパーオキサイド、イソ
ブチリルパーオキサイド、ペンゾイルパーオキサイド等の有機過酸化物；アゾビスイソブ
チロニトリル、アゾビス−２，４−ジメチルバレロニトリル、アゾビスイソ酪酸メチル等
のアゾ化合物等を挙げることができる。これらの重合開始剤は、それぞれ単独で、あるい
は２種類以上を組み合わせて使用することができる。なかでも、過硫酸カリウム、過硫酸
アンモニウムなどの過硫酸塩が好ましい。
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【００５３】
重合開始剤の使用量は、その種類によって異なるが、アルカリ可溶性共重合体の水分散
液の製造で使用する全単量体混合物１００重量部に対して、好ましくは０．５〜５重量部
、より好ましくは０．８〜４重量部である。
また、これらの重合開始剤は還元剤との組み合わせで、レドックス系重合開始剤として
使用することもできる。
レドックス系重合開始剤の還元剤は特に限定されず、その具体例としては、硫酸第一鉄
、ナフテン酸第一銅等の還元状態にある金属イオンを含有する化合物；メタンスルホン酸
ナトリウム等のスルホン酸化合物；ジメチルアニリン等のアミン化合物；などを挙げるこ
とができる。
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これらの還元剤は単独で又は２種以上を組合せて用いることができる。
還元剤の使用量は、還元剤によって異なるが、重合開始剤１重量部に対して０．０３〜
１０重量部であることが好ましい。
【００５４】
アルカリ可溶性共重合体の重量平均分子量を調節するためには、必要に応じて連鎖移動
剤を重合時に使用することができる。連鎖移動剤としては、ｔ−ドデシルメルカプタン、
ｎ−ドデシルメルカブタンなどのメルカプタン類；α−メチルスチレンダイマー；ジメチ
ルキサントゲンジスルフィド、ジイソプロピルキサントゲンジスルフィドなどのスルフィ
ド類；２−メチル−３−ブチンニトリル、３−ペンテンニトリルなどのニトリル化合物；
チオグリコール酸メチル、チオグリコール酸プロピル、チオグリコール酸オクチルなどの

20

チオグリコール酸エステル；β−メルカプトプロピオン酸メチル、β−メルカプトプロピ
オン酸オクチルなどのβ−メルカプトプロピオン酸エステル；等があり、これらは単独又
は二種以上で使用できる。これら連鎖移動剤のうちチオグリコール酸エステルが好ましく
、チオグリコール酸オクチルがより好ましい。
【００５５】
連鎖移動剤を使用する場合、その添加量は、アルカリ可溶性共重合体の製造に使用する
単量体１００重量部に対して、通常、０．１〜５重量部、好ましくは０．５〜４重量部で
ある。連鎖移動剤の使用量が、少なすぎると、中和後の粘度が高くなり取扱いが困難にな
ることがあり、また、多すぎると、分子量が著しく低下することがある。連鎖移動剤の添
加方法は、特に限定されず、全量を一括して添加しても、少量ずつ断続的に又は連続杓に
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重合系に添加してもよい。
アルカリ可溶性共重合体を製造する時の重合温度は、通常、０〜１００℃、好ましくは
３０〜９０℃である。重合転化率は、通常９０重量％以上、好ましくは９５重量％以上で
ある。
【００５６】
本発明で用いるアルカリ可溶性共重合体の中和物における中和度（エチレン性不飽和カ
ルボン酸単量体のモル当量に対する無機塩基のモル当量）は、特に限定されないが、その
中和度は通常７０％以上、好ましくは９５％以上である。
アルカリ可溶性共重合体を中和するために用いる無機塩基は、特に限定されるものでは
ないが、例えば、水酸化ナトリウム、水酸化カリウム等のアルカリ金属の水酸化物；水酸
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化カルシウム、水酸化マグネシウム等のアルカリ土類金属の水酸化物を挙げることができ
、これらを単独で又は２種以上を組み合わせて用いることができる。これらの無機塩基の
うち、水酸化ナトリウムが好適である。前記無機塩基として、アンモニアを用いることも
できるが、インクの経時安定性（例えば、ｐＨの低下）及び吐出安定性が低下する原因と
なることがある。
【００５７】
本発明で用いるアルカリ可溶性共重合体としては、上述したもののなかでも、アルコー
ル性水酸基含有水溶性高分子化合物の存在下で重合して得られるものが、ｐＨ調整樹脂組
成物を長期貯蔵した際に、粘度変化しにくく、その網点再現性により優れる点で、好まし
い。
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本発明で用いるｐＨ調整樹脂の重量平均分子量は、特に限定されるものではないが、大
きすぎる場合（例えば、５０，０００を超える場合）は、ｐＨ調整樹脂エマルジョンの粘
度が高くなり、その取扱いが困難となることがある。一方、低すぎる（例えば、８，００
０未満になる）と耐擦性が劣化することがある。ｐＨ調整樹脂の重量平均分子量は、例え
ば、好ましくは８，０００以上、より好ましくは９，０００〜１００，０００、更に好ま
しくは１０，０００〜５０，０００である。
本発明で用いるｐＨ調整樹脂のガラス転移温度は、任意に設定可能であるが、好ましく
は５〜５０℃、より好ましくは２０〜４０℃である。ｐＨ調整樹脂のガラス転移温度がこ
の範囲にあると、耐折り曲げ性及び耐ブロッキング性にも優れた画像が得られる。なお、
本発明で用いるｐＨ調整樹脂のガラス転移温度が多少高くなっても、本発明のインク組成
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物の成膜温度は、一般に低いまま維持される。
【００５８】
本発明のゴールデングロス防止用ブラックインク組成物において用いるｐＨ調整樹脂の
固形分濃度は、ブラックインク組成物の全重量に対して、１０重量％以下であることがで
き、好ましくは０．５〜８重量％、より好ましくは１〜６重量％であり、通常、前記樹脂
エマルジョンは水系エマルジョンの状態で使用される。
【００５９】
また、本発明のインクセットが位相ずれ防止用ブラックインク組成物を含有する場合、
その位相ずれ防止用ブラックインク組成物において用いるｐＨ調整樹脂の固形分濃度は、
ブラックインク組成物の全重量に対して、１０重量％以下であることができ、好ましくは

20

０．１〜８重量％、より好ましくは０．３〜５重量％であり、通常、前記樹脂エマルジョ
ンは水系エマルジョンの状態で使用される。
【００６０】
本発明で用いるｐＨ調整樹脂エマルジョンは、ｐＨが８〜１１を示すものであることが
好ましく、ｐＨが９〜１１を示すものであることがより好ましい。ｐＨが８未満では吐出
安定性に、１１を超えると分散安定性に問題が生じることがある。
本発明で用いるｐＨ調整樹脂における、前記アルカリ可溶性共重合体の使用量は、着色
剤１００重量部に対して、好ましくは２〜２００重量部、より好ましくは５〜１５０重量
部、特に好ましくは１０〜１００重量部である。
【００６１】
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本発明のゴールデングロス防止用ブラックインク組成物、及び位相ずれ防止用ブラック
インク組成物（本発明のインクセットが位相ずれ防止用ブラックインク組成物を含む場合
）は、前記の通り、前記の微粒子エマルジョンとして、ポリアルキレン型エマルジョンを
用いることができる。
本発明のゴールデングロス防止用ブラックインク組成物、及び位相ずれ防止用ブラック
インク組成物（本発明のインクセットに含まれる場合）において、前記ポリアルキレン型
エマルジョンの固形分含有量は、ブラックインク組成物の全重量に対して、１０重量％以
下であることができ、好ましくは０．５〜８重量％、より好ましくは１〜５重量％である
。
本発明のゴールデングロス防止用ブラックインク組成物、及び位相ずれ防止用ブラック
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インク組成物（本発明のインクセットに含まれる場合）は、好ましくは前記ｐＨ調整樹脂
を樹脂成分とするエマルジョン及び／又は前記ポリアルキレン型エマルジョンを含み、よ
り好ましくは前記ｐＨ調整樹脂を樹脂成分とするエマルジョン及び前記ポリアルキレン型
エマルジョンを両方とも含む。前記ｐＨ調整樹脂と前記ポリアルキレン型エマルジョンの
固形分との合計含有量は、好ましくは、ブラックインク組成物の全重量に対して０．５重
量％〜２０重量％である。
【００６２】
また、本発明のゴールデングロス防止用ブラックインク組成物、及び位相ずれ防止用ブ
ラックインク組成物（本発明のインクセットに含まれる場合）は、場合によりその他の樹
脂成分を含有することがある。その他の樹脂成分とは、ブラックインク組成物の製造に通
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常用いられる樹脂成分を意味し、例えば、樹脂系分散剤、例えば、ポリビニルアルコール
類、ポリビニルピロリドン類、ポリアクリル酸、アクリル酸−アクリルニトリル共重合体
、アクリル酸カリウム−アクリルニトリル共重合体、酢酸ビニル−アクリル酸エステル共
重合体、アクリル酸−アクリル酸エステル共重合体などのアクリル系樹脂、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、スチレン−メタクリル酸−アクリ
ル酸エステル共重合体、スチレン−α−メチルスチレン−アクリル酸共重合体、スチレン
−α−メチルスチレン−アクリル酸−アクリル酸エステル共重合体などのスチレン−アク
リル樹脂、スチレン−マレイン酸共重合体、スチレン−無水マレイン酸共重合体、ビニル
ナフタレン−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、及び酢酸ビ
ニル−エチレン共重合体、酢酸ビニル−脂肪酸ビニルエチレン共重合体、酢酸ビニル−マ
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レイン酸エステル共重合体、酢酸ビニル−クロトン酸共重合体、酢酸ビニル−アクリル酸
共重合体などの酢酸ビニル系共重合体及びそれらの塩、並びに樹脂系界面活性剤、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アルキルフェニルエーテル
、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アルキルアミドなどを挙げる
ことができる。
【００６３】
本発明のゴールデングロス防止用ブラックインク組成物、及び位相ずれ防止用ブラック
インク組成物（本発明のインクセットに含まれる場合）に用いるカーボンブラックとして
は、酸化チタン及び酸化鉄に加え、コンタクト法、ファーネスト法、サーマル法などの公
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知の方法によって製造されたカーボンブラックを使用することができる。カーボンブラッ
クとしては、具体的には、三菱化学（株）製のＮｏ．２３００，Ｎｏ．９００，ＨＣＦ８
８，Ｎｏ．３３，Ｎｏ．４０，Ｎｏ．４５，Ｎｏ．５２，ＭＡ７，ＭＡ８，ＭＡ１００，
Ｎｏ２２００Ｂ等が、コロンビア社製のＲａｖｅｎ５７５０，Ｒａｖｅｎ５２５０，Ｒａ
ｖｅｎ５０００，Ｒａｖｅｎ３５００，Ｒａｖｅｎ１２５５，Ｒａｖｅｎ７００等が、キ
ャボット社製のＲｅｇａｌ４００Ｒ，Ｒｅｇａｌ３３０Ｒ，Ｒｅｇａｌ６６０Ｒ，Ｍｏｇ
ｕｌ

Ｌ，Ｍｏｎａｒｃｈ７００，Ｍｏｎａｒｃｈ８００，Ｍｏｎａｒｃｈ８８０，Ｍｏ

ｎａｒｃｈ９００，Ｍｏｎａｒｃｈ１０００，Ｍｏｎａｒｃｈ１１００，Ｍｏｎａｒｃｈ
１３００，Ｍｏｎａｒｃｈ１４００等が、デグッサ社製のＣｏｌｏｒ
１，Ｃｏｌｏｒ
Ｂｌａｃｋ
ｋ

Ｂｌａｃｋ

ＦＷ１８，Ｃｏｌｏｒ

Ｓ１５０，Ｃｏｌｏｒ

，Ｐｒｉｎｔｅｘ

Ｂｌａｃｋ

Ｂｌａｃｋ

Ｂｌａｃｋ

Ｂｌａｃｋ

ＦＷ２００，Ｃｏｌｏｒ

Ｂｌａｃｋ

Ｓ１７０

Ｖ，Ｐｒｉｎｔｅｘ

６，Ｓｐｅｃｉａｌ

４Ａ，Ｓｐｅｃｉａｌ
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Ｂｌａｃ

Ｂｌａｃｋ

Ｕ，Ｐｒｉｎｔｅｘ

Ｂｌａｃｋ

ＦＷ

ＦＷ２Ｖ，Ｃｏｌｏｒ

Ｓ１６０，Ｃｏｌｏｒ

３５，Ｐｒｉｎｔｅｘ

１４０Ｕ，Ｓｐｅｃｉａｌ
ｃｉａｌ

ＦＷ２，Ｃｏｌｏｒ

Ｂｌａｃｋ

Ｂｌａｃｋ

５，Ｓｐｅ

４等が使用できるが、これ

らに限定されるものではない。
【００６４】
また、本発明においては、ｐＨ調整樹脂とともに、表面を酸化処理したカーボンブラッ
クを用いることができる。この場合は、上記の分散剤を用いる必要はない。酸化処理は公
知の方法で行うことができる。酸化処理によって、前記カーボンブラックの表面に、カル
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ボニル基、カルボキシル基、ヒドロキシル基、スルホン基等の親水性基を導入することが
できる。
【００６５】
カーボンブラックの粒径は、特に限定されるものではないが、１０μｍ以下が好ましく
、更に好ましくは０．１μｍ以下である。
また、本発明によるインクセットにおいて、各ブラックインク組成物が含有するカーボ
ンブラックは、それぞれ同じであることも異なることもできる。
【００６６】
本発明のゴールデングロス防止用ブラックインク組成物において、カーボンブラックの
含有量は、ＧＧ発生領域の記録に用いることのできる量であり、具体的には、ブラックイ
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ンク組成物の全重量に対して０．４重量％未満、特には、０．０１重量％以上で０．４重
量％未満、好ましくは０．０５重量％〜０．３重量％、より好ましくは、０．１重量％〜
０．２５重量％である。
また、本発明のインクセットが、位相ずれ防止用ブラックインク組成物を含む場合は、
その位相ずれ防止用ブラックインク組成物におけるカーボンブラックの含有量は、位相ず
れ発生領域の記録に用いることのできる量であり、具体的には、ブラックインク組成物の
全重量に対して０．４重量％〜１．５重量％、より好ましくは、０．５重量％〜１．２重
量％、特には０．６重量％〜１．０重量％である。
【００６７】
また、本発明のゴールデングロス防止用ブラックインク組成物、及び位相ずれ防止用ブ
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ラックインク組成物（本発明のインクセットに含まれる場合）は、カーボンブラックが本
来的に有している帯色性（濃色部における帯赤性、又は、特には淡色部における帯黄性）
を無彩色化するための補色用の着色剤を含有することもできる。補色用の着色剤とは、ブ
ラックインクによる記録画像に生じる帯色を低減ないし解消して無彩色の画像を得るため
にブラックインク組成物中に含有させる着色剤を意味し、例えば、カラーインデックス・
ピグメントブルー６０（Ｃ．Ｉ．ＰＢ６０）、カラーインデックス・ピグメントブルー１
５：３、及びカラーインデックス・ピグメントブルー１５：４などを挙げることができる
。
【００６８】
前記ピグメントブルー６０は、カーボンブラック含有量０．０１〜１重量％のブラック
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インク組成物に用いることが好ましく、その含有量は、特に限定されるものではないが、
例えば、前記ブラックインク組成物の全重量に対して、０．０１〜０．５重量％の量であ
ることが好ましい。また、前記ピグメントブルー１５：３及びピグメントブルー１５：４
は、カーボンブラック含有量１〜１０重量％のブラックインク組成物に用いることが好ま
しく、その含有量も、特に限定されるものではないが、例えば、前記ブラックインク組成
物の全重量に対して、０．１〜５重量の量であることが好ましい。
【００６９】
本発明のゴールデングロス防止用ブラックインク組成物は、カーボンブラック含有量が
低いブラックインク組成物であること、微粒子エマルジョン（例えば、ｐＨ調整樹脂及び
／又はポリアルキレン型エマルジョン）を含むこと、そして、特には微粒子エマルジョン
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を過剰量で含有することを除けば、それ以外の点では、従来公知のブラックインク組成物
と同様の配合成分を含む水系インクとして調製することができる。また、従来公知の各種
の記録方法用インクとして利用することができ、好ましくはインクジェット記録用インク
として利用することができる。
【００７０】
また、本発明のインクセットが位相ずれ防止用ブラックインク組成物を含有する場合、
その位相ずれ防止用ブラックインク組成物は、中間階調用ブラックインク組成物であるこ
と、微粒子エマルジョン（例えば、ｐＨ調整樹脂及び／又はポリアルキレン型エマルジョ
ン）を含むこと、そして、特には微粒子エマルジョンを過剰量で含有することを除けば、
それ以外の点では、従来公知のブラックインク組成物と同様の配合成分を含む水系インク
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として調製することができる。また、従来公知の各種の記録方法用インクとして利用する
ことができ、好ましくはインクジェット記録用インクとして利用することができる。
【００７１】
以下に、本発明のインクセットがインクジェット記録用であり、本発明のゴールデング
ロス防止用ブラックインク組成物及び前記インクセットに含まれる各インク組成物（特に
は、本発明のインクセットに含まれることのある位相ずれ防止用ブラックインク組成物）
が水系インク組成物である場合について簡単に説明する。
【００７２】
本発明のゴールデングロス防止用ブラックインク組成物、及び／又はインクセット中の
ブラックインク組成物（特には、本発明のインクセットに含まれることのある位相ずれ防
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止用ブラックインク組成物）において、カーボンブラックは、例えば、分散剤で水性媒体
中に分散させた顔料分散液としてインク組成物に添加するのが好ましい。顔料分散液を調
製するのに用いられる分散剤としては、一般に顔料分散液を調製するのに用いられている
分散剤、例えば高分子分散剤や界面活性剤を使用することができる。
【００７３】
本発明のゴールデングロス防止用ブラックインク組成物及び／又はインクセット中のイ
ンク組成物（特には、位相ずれ防止用ブラックインク組成物）に含有される分散剤の量は
特に限定されるものではないが、好ましくは０．０１〜１０重量％、より好ましくは０．
１〜５重量％の範囲である。分散剤の含有量が０．０１重量％未満になると界面活性効果
が十分に得られず、１０重量％を超えると結晶の析出、液晶の形成、あるいは顔料の安定
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性低下などによる吐出不良の原因となる場合が認められる。
【００７４】
分散剤としては、慣用の界面活性剤の他、顔料分散液を調製するのに慣用されている分
散剤、例えば高分子分散剤を好適に使用することができる。なお、この顔料分散液に含ま
れる分散剤がブラックインク組成物の分散剤及び界面活性剤としても機能するであろうこ
とは当業者に明らかであろう。
より好ましい分散剤としては、高分子分散剤、特に樹脂分散剤を使用することができる
。
高分子分散剤の好ましい例としては天然高分子を挙げることができる。その具体例とし
ては、にかわ、ゼラチン、ガゼイン、又はアルブミンなどのタンパク質類、アラビアゴム
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、又はトラガントゴムなどの天然ゴム類、サボニンなどのグルコシド類、アルギン酸、あ
るいはアルギン酸プロピレングリコールエステル、アルギン酸トリエタノールアミン、又
はアルギン酸アンモニウムなどのアルギン酸誘導体、メチルセルロース、カルボキシメチ
ルセルロース、ヒドロキシエチルセルロース、又はエチルヒドロキシセルロースなどのセ
ルロース誘導体などを挙げることができる。
【００７５】
また、高分子分散剤の好ましい例としては合成高分子も挙げられる。その具体例として
は、ポリビニルアルコール類、ポリビニルピロリドン類、ポリアクリル酸、アクリル酸−
アクリルニトリル共重合体、アクリル酸塩−アクリルニトリル共重合体、酢酸ビニル−ア
クリル酸エステル共重合体、又はアクリル酸−アクリル酸エステル共重合体などのアクリ
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ル系樹脂、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、スチレン
−メタクリル酸−アクリル酸エステル共重合体、スチレン−α−メチルスチレン−アクリ
ル酸共重合体、又はスチレン−α−メチルスチレン−アクリル酸−アクリル酸エステル共
重合体などのスチレン−アクリル樹脂、スチレン−マレイン酸共重合体、スチレン−無水
マレイン酸共重合体、イソブチレン−マレイン酸樹脂、ロジン変性マレイン酸樹脂、ビニ
ルナフタレン−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、あるいは
、酢酸ビニル−エチレン共重合体、酢酸ビニル−脂肪酸ビニルエチレン共重合体、酢酸ビ
ニル−マレイン酸エステル共重合体、酢酸ビニル−クロトン酸共重合体、又は酢酸ビニル
−アクリル酸共重合体などの酢酸ビニル系共重合体及びそれらの塩を挙げることができる
40

。
これらの中でも、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、
アクリル酸−アクリル酸エステル共重合体、及びスチレン−無水マレイン酸共重合体が前
記分散剤として好ましい。
【００７６】
また、樹脂分散剤としては、市販のものを使用することができ、その具体例としては、
ジョンソンポリマー株式会社製、ジョンクリル６８（分子量１００００、酸価１９５）、
ジョンクリル６１Ｊ（分子量１００００、酸価１９５）、ジョンクリル６８０（分子量３
９００、酸価２１５）、ジョンクリル６８２（分子量１６００、酸価２３５）、ジョンク
リル５５０（分子量７５００、酸価２００）、ジョンクリル５５５（分子量５０００、酸
価２００）、ジョンクリル５８６（分子量３１００、酸価１０５）、ジョンクリル６８３
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（分子量７３００、酸価１５０）、ジョンクリルＢ−３６（分子量６８００、酸価２５０
）等を挙げることができる。
【００７７】
本発明のゴールデングロス防止用ブラックインク組成物及び／又はインクセット中のイ
ンク組成物（特には、位相ずれ防止用ブラックインク組成物）は、界面活性剤を含有する
ことができる。界面活性剤の具体例としては、アニオン性界面活性剤（例えば、ドデシル
ベンゼンスルホン酸ナトリウム、ラウリル酸ナトリウム、又はポリオキシエチレンアルキ
ルエーテルサルフェートのアンモニウム塩など）、ノニオン性界面活性剤（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アルキルフェニルエーテル、ポリ

10

オキシエチレンアルキルアミン、又はポリオキシエチレンアルキルアミドなど）、両性界
面活性剤（例えば、Ｎ，Ｎ−ジメチル−Ｎ−アルキル−Ｎ−カルボキシメチルアンモニウ
ムベタイン、Ｎ，Ｎ−ジアルキルアミノアルキレンカルボン酸塩、Ｎ，Ｎ、Ｎ−トリアル
キル−Ｎ−スルホアルキレンアンモニウムベタイン、Ｎ，Ｎ−ジアルキル−Ｎ，Ｎ−ビス
ポリオキシエチレンアンモニウム硫酸エステルベタイン、又は２−アルキル−１−カルボ
キシメチル−１−ヒドロキシエチルイミダゾリニウムベタイン）等を挙げることができ、
これらは単独で又は二種以上を組合せて使用することができる。
【００７８】
本発明のゴールデングロス防止用ブラックインク組成物及び／又はインクセット中のイ
ンク組成物（特には、位相ずれ防止用ブラックインク組成物）は、アセチレングリコール

20

系界面活性剤を含むのが好ましい。この添加によってブラックインク組成物の記録媒体へ
の浸透性を向上することができ、種々の記録媒体においてにじみの少ない記録を期待する
ことができる。本発明で用いるブラックインク組成物において用いられるアセチレングリ
コール系界面活性剤の好ましい具体例としては、一般式（１）：
【化１】

30

40
〔式中、０≦ｍ＋ｎ≦５０であり、Ｒ1、Ｒ2、Ｒ3、及びＲ4はそれぞれ独立してアルキル
基、好ましくは炭素数６以下のアルキル基である〕で表わされる化合物を挙げることがで
きる。
【００７９】
前記一般式（１）で表される化合物の中で、特に好ましくは２，４，７，９−テトラメ
チル−５−デシン−４，７−ジオール、３，６−ジメチル−４−オクチン−３，６−ジオ
ール、３，５−ジメチル−１−ヘキシン−３オールなどを挙げることができる。前記一般
式（１）で表されるアセチレングリコール系界面活性剤として市販品を利用することも可
能であり、その具体例としてはサーフィノール１０４、８２、４６５、４８５、又はＴＧ
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可能）、オルフィンＳＴＧ、オルフィンＥ１０１０（いずれも日信化学社製の商品名）を
挙げることができる。
【００８０】
本発明のゴールデングロス防止用ブラックインク組成物及び／又はインクセット中のイ
ンク組成物（特には、位相ずれ防止用ブラックインク組成物）は、一般式（２）：
【化２】

10

（式中、Ｒ11〜Ｒ17は、独立して、Ｃ1‑6アルキル基を表し、ｊ及びｋは、独立して、１
以上の整数を表し、ＥＯはエチレンオキシ基を表し、ＰＯはプロピレンオキシ基を表し、
ｓ及びｔは０以上の整数を表すが、但しｓ＋ｔは１以上の整数を表し、ＥＯ及びＰＯは、
［

］内においてその順序は問わず、ランダムであってもブロックであってもよい）で表

されるシリコーン系界面活性剤を含むのが好ましい。この添加によってブラックインク組

20

成物の記録媒体への浸透性を向上することができる。
【００８１】
前記一般式（２）で表されるシリコーン系界面活性剤において好ましい化合物は、前記
一般式（２）において、Ｒ11〜Ｒ17が、独立して、Ｃ1‑6アルキル基、より好ましくはメ
チル基であり、ｊ及びｋが、独立して、１以上の整数、より好ましくは１〜２であり、ｓ
及びｔは０以上の整数を表すが、但しｓ＋ｔが１以上の整数、より好ましくはｓ＋ｔは２
〜４である化合物である。
【００８２】
前記一般式（２）で表されるシリコーン系界面活性剤において特に好ましい化合物は、
前記式（２）において、ｊ及びｋが同じ数であり、しかも１〜３、特には１又は２である
11

化合物であり、更に好ましい前記一般式（２）で表される化合物は、Ｒ

30

〜Ｒ

17

が全てメ

チル基を表し、ｊが１を表し、ｋが１を表し、ｕが１を表し、ｓが１以上の整数、特には
１〜５の整数を表し、ｔが０を表す化合物である。
【００８３】
前記一般式（２）で表されるシリコーン系界面活性剤の添加量は適宜決定されてよいが
、本発明で用いるブラックインク組成物の全重量に対して０．０３〜３重量％が好ましく
、より好ましくは０．１〜２重量％程度であり、更に好ましくは０．３〜１重量％程度で
ある。
【００８４】
前記一般式（２）で表されるシリコーン系界面活性剤は市販されており、それを利用す

40

ることが可能である。例えば、ビックケミー・ジャパン株式会社より市販されているシリ
コーン系界面活性剤ＢＹＫ−３４７又はＢＹＫ−３４８が利用可能である。
【００８５】
本発明のゴールデングロス防止用ブラックインク組成物及び／又はインクセット中のイ
ンク組成物（特には、位相ずれ防止用ブラックインク組成物）に含有される界面活性剤量
は特に限定されるものではないが、好ましくは０．０１〜１０重量％、より好ましくは０
．１〜５重量％の範囲である。界面活性剤の含有量が０．０１重量％未満になると界面活
性効果が十分に得られず、１０重量％を超えると結晶の析出、液晶の形成、あるいは顔料
の安定性低下などによる吐出不良の原因となる場合が認められる。
【００８６】
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更に、本発明のゴールデングロス防止用ブラックインク組成物及び／又はインクセット
中のインク組成物（特には、位相ずれ防止用ブラックインク組成物）は、湿潤剤、乾燥速
度調整剤、及び／又は安定化剤として、水溶性有機溶媒を含有することができる。各ブラ
ックインク組成物に添加される水溶性有機溶媒の含有量は、ブラックインク組成物の全重
量に対して、好ましくは０．５〜４０重量％程度であり、より好ましくは２〜３０重量％
である。
前記の水溶性有機溶媒としては、通常の水性顔料インク組成物に配合される水溶性有機
溶媒を用いることができ、具体的には、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、ポリプロ
ピレングリコール、プロピレングリコール、ジプロピレングリコール、ブチレングリコー

10

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、若しくはトリメチロールプロパンなどの多価アルコール類
；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、トリエチエ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エチルエーテル、若しくはトリエチレングリコールモノブ
チルエーテルなどの多価アルコールのアルキルエーテル類；あるいは、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、又はトリエタ
ノールアミンを挙げることができる。
【００８７】

20

また、本発明のゴールデングロス防止用ブラックインク組成物及び／又はインクセット
中のインク組成物（特には、本発明のインクセットに含まれることのある位相ずれ防止用
ブラックインク組成物）は、防腐剤、金属イオン捕獲剤、及び／又は防錆剤を更に含有す
るのが好ましい。ここで、防腐剤は、アルキルイソチアゾロン、クロルアルキルイソチア
ゾロン、ベンズイソチアゾロン、ブロモニトロアルコール、オキサゾリジン系化合物、及
びクロルキシレノールからなる群から選択された１種以上の化合物が好ましく、金属イオ
ン捕獲剤は、エチレンジアミン四酢酸塩が好ましく、防錆剤は、ジシクロヘキシルアンモ
ニウムニトラート及び／又はベンゾトリアゾールが好ましく用いられる。
【００８８】
また、本発明のゴールデングロス防止用ブラックインク組成物及び／又はインクセット

30

中のインク組成物（特には、位相ずれ防止用ブラックインク組成物）は、保存安定性の確
保、目詰まり防止、吐出安定の確保、放置安定性の確保の目的で、湿潤剤、保湿剤、溶解
助剤、浸透制御剤、粘度調整剤、ｐＨ調整剤、溶解助剤、酸化防止剤、防黴剤、腐食防止
剤、その他の種々の添加剤を添加することができる。
その他、インク成分の溶解性を向上させ、更に記録媒体、例えば、紙に対する浸透性を
向上させ、あるいはノズルの目詰まりを防止する成分として、エタノール、メタノール、
ブタノール、プロパノール、又は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、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、スルホランなどを挙げることができ、これらを
適宜選択して使用することができる。

40

【００８９】
また、ｐＨ調整剤、ジエタノールアミン、トリエタノールアミン、プロパノールアミン
、モルホリンなどのアミン類及びそれらの変成物、水酸化カリウム、水酸化ナトリウム、
水酸化リチウムなどの無機水酸化物、水酸化アンモニウム、４級アンモニウム塩（テトラ
メチルアンモニウムなど）、炭酸カリウム、炭酸ナトリウム、炭酸リチウムなどの炭酸塩
類、その他、燐酸塩などを挙げることができる。
その他の添加剤として、尿素、チオ尿素、テトラメチル尿素などの尿素類、アロハネー
ト、メチルアロハネートなどのアロハネート類、ビウレット、ジメチルビウレット、テト
ラメチルビウレットなどのビウレット類など、Ｌ−アスコルビン酸及びその塩、市販の酸
化防止剤、紫外線吸収剤なども用いることができる。
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【００９０】
また、本発明のゴールデングロス防止用ブラックインク組成物及び／又はインクセット
中のインク組成物（特には、位相ずれ防止用ブラックインク組成物）は、表面張力が４５
ｍＮ／ｍ以下であることが好ましく、更に好ましくは、２５〜４５ｍＮ／ｍの範囲である
。表面張力が４５ｍＮ／ｍを越えると、印字の乾燥性が悪くなり、滲みが発生しやすくな
り、カラーブリードが発生する等のため、良好な記録画像が得られにくい。また、表面張
力が２５ｍＮ／ｍ未満では、プリンタヘッドのノズル周囲が濡れやすくなるためにインク
滴の飛行曲がりが発生する等、吐出安定性に問題が生じ易い。上記表面張力は、通常に用
いられる表面張力計によって測定することができる。
インクの表面張力は、インクを構成する各成分の種類や組成比などを調整することによ

10

り上記範囲内とすることができる。
本発明のインクジェット記録用インクセットに含まれるゴールデングロス防止用ブラッ
クインク組成物及びインクセット中のインク組成物（特には、位相ずれ防止用ブラックイ
ンク組成物）は、通常の方法で調製することができる。
本発明のインクセットは、黒白モノクロ記録用のインクセット又はカラー記録用のイン
クセットであることができる。
【００９１】
更に、本発明のゴールデングロス防止用ブラックインク組成物及び／又はインクセット
中のインク組成物（特には、位相ずれ防止用ブラックインク組成物）は、ｐＨ調整剤とし
て三級アミンを含有することが好ましい。

20

本発明のゴールデングロス防止用ブラックインク組成物及び／又はインクセット中のイ
ンク組成物（特には、位相ずれ防止用ブラックインク組成物）に添加することができる三
級アミンは、トリメチルアミン、トリエチルアミン、トリエタノールアミン、ジメチルエ
タノールアミン、ジエチルエタノールアミン、トリイソプロペノールアミン、ブチルジエ
タノールアミン等を挙げることができる。これらは、単独で使用しても併用しても構わな
い。これら三級アミンの本発明のゴールデングロス防止用ブラックインク組成物及び／又
はインクセット中のインク組成物（特には、位相ずれ防止用ブラックインク組成物）への
添加量は、０．１〜１０重量％、より好ましくは、０．５〜５重量％である。
【００９２】
また、本発明のゴールデングロス防止用ブラックインク組成物及び／又はインクセット

30

中のインク組成物（特には、位相ずれ防止用ブラックインク組成物）には、浸透促進剤、
糖、及び／又はアルギン酸誘導体を含有させることもできる。
前記浸透促進剤としては、例えば、多価アルコールの炭素数３以上のアルキルエーテル
誘導体、例えば、ジエチレングリコールモノブチルエーテル、トリエチレングリコールモ
ノブチルエーテル、プロピレングリコールモノブチルエーテル、又はジプロピレングリコ
ールモノブチルエーテル等を挙げることができ、これらの１種又は２種以上を用いること
ができる。
糖の例としては、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
を挙げることができ、好ましくはグルコース、マンノース、フルクトース、リボース、キ
シロース、アラビノース、ガラクトース、アルドン酸、グルシトール、（ソルビット）、

40

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
、などを挙げることができる。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（一般式ＨＯＣＨ2（ＣＨＯＨ）nＣＨ2ＯＨ（ここで、ｎは２〜５の整数を表す
）で表される）、酸化糖（例えば、アルドン酸、ウロン酸など）、アミノ酸、チオ糖など
を挙げることができる。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
ルビットなどを挙げることができる。また、市販品としてＨＳ−５００又はＨＳ−３００
（林原生物化学研究所製）等を用いることができる。これら糖類の添加量は０．１〜４０
重量％程度が好ましく、より好ましくは１〜３０重量％程度である。
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【００９３】
アルギン酸誘導体の好ましい例としては、アルギン酸アルカリ金属塩（例えば、ナトリ
ウム塩、カリウム塩）、アルギン酸有機塩（例えば、トリエタノールアミン塩）、アルギ
ン酸アンモニウム塩、等を挙げることができる。このアルギン酸誘導体のブラックインク
組成物への添加量は、好ましくは０．０１〜１重量％程度であり、より好ましくは０．０
５〜０．５重量％程度である。
アルギン酸誘導体の添加により良好な画像が得られる理由は明確ではないが、反応液に
存在する多価金属塩が、ブラックインク組成物中のアルギン酸誘導体と反応し、着色剤の
分散状態を変化させ、着色剤の記録媒体への定着が促進されることに起因するものと考え
られる。

10

本発明のゴールデングロス防止用ブラックインク組成物及び／又はインクセット中のイ
ンク組成物（特には、位相ずれ防止用ブラックインク組成物）には、その他、必要に応じ
て、防腐剤、防かび剤、及び／又はりん系酸化防止剤等を添加することもできる。
【００９４】
本発明のゴールデングロス防止用ブラックインク組成物及び／又はインクセット中のイ
ンク組成物（特には、位相ずれ防止用ブラックインク組成物）は、常法によって調製する
ことができ、例えば、前記の各成分を適当な方法で分散、及び混合することによって製造
することができる。好ましくは、まず、顔料と高分子分散剤とイオン交換水とを適当な分
散機（例えば、ボールミル、サンドミル、アトライター、ロールミル、アジテータミル、
ヘンシェルミキサー、コロイドミル、超音波ホモジナイザー、ジェットミル、オングミル

20

など）で混合し、均一な顔料分散液を調製する。次いで、前記の微粒子エマルジョン〔特
には、ｐＨ調整樹脂エマルジョン、ポリアルキレン型エマルジョン〕、イオン交換水、水
溶性有機溶媒、防腐剤、及び／又は防黴剤等を常温で充分に攪拌してインク溶媒を調製す
る。このインク溶媒を適当な分散機で攪拌した状態のところに前記顔料分散液を徐々に滴
下して充分に攪拌する。充分に攪拌した後に、目詰まりの原因となる粗大粒子及び異物を
除去するために濾過を行って目的のブラックインク組成物を得ることができる。なお、前
記のポリアルキレン型エマルジョンは、市販のものを使用することができる。例えば、ビ
ックケミージャパン株式会社より市販されているＡＱ５９３やＡＱ５１３、又はＰＥＭ−
１７を利用することができる。
【００９５】

30

本発明のゴールデングロス防止用ブラックインク組成物は、ゴールデングロス防止用ブ
ラックインク組成物以外に、ゴールデングロス防止用ブラックインク組成物よりもカーボ
ンブラック濃度が高いブラックインク組成物１種以上、好ましくは２種以上を含むインク
セットに用いることができる。本発明は、前記のゴールデングロス防止用ブラックインク
組成物を含む前記インクセットにも関する。本発明のインクセットは、モノクロ記録用の
インクセット又はカラー記録用のインクセットであることができる。
【００９６】
本発明のモノクロ記録用インクセットは、ゴールデングロス防止用ブラックインク組成
物と、前記ゴールデングロス防止用ブラックインク組成物よりもカーボンブラック濃度が
高いブラックインク組成物とを含む。本発明のモノクロ記録用インクセットが、例えば、
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ブラックインク組成物２種からなる場合には、前記ゴールデングロス防止用ブラックイン
ク組成物と濃い（カーボンブラック濃度が通常の）ブラックインク組成物を含む。また、
ブラックインク組成物３種からなる場合には、前記ゴールデングロス防止用ブラックイン
ク組成物と中間階調用ブラックインク組成物（特には、位相ずれ防止用中間階調用ブラッ
クインク組成物）と濃いブラックインク組成物を含み、そして所望により前記各ブラック
インクは、それぞれ適切な補色用着色剤を含む。あるいは、本発明のモノクロ記録用イン
クセットは、例えば、前記ゴールデングロス防止用ブラックインク組成物、及びゴールデ
ングロス防止用ブラックインク組成物よりもカーボンブラック濃度が高いブラックインク
組成物少なくとも１種、並びに補色を印刷することが可能なカラーインク組成物、例えば
、ライトマゼンタとライトシアンの組合せ、ライトマゼンタとライトシアンとイエローの
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組合せなどを含む。
【００９７】
また、本発明のカラー記録用インクセットを構成するインク組成物の種類や数は、本発
明のゴールデングロス防止用ブラックインク組成物をインクセット構成員として含む限り
特に限定されるものではないが、典型的な本発明によるインクセットとしては、例えば、
イエローインク組成物、シアンインク組成物、マゼンタインク組成物、ゴールデングロス
防止用ブラックインク組成物、及び濃いブラックインク組成物の５色のインクセット；前
記５色インクセットにライトシアンインク組成物及びライトマゼンタインク組成物を加え
た７色のインクセット；前記７色インクセットにダークイエローインク組成物を加えた８
色のインクセット；前記５色インクセットにレッドインク組成物、グリーンインク組成物
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、及びブルーインク組成物を加えた８色のインクセット；前記５色インクセットにオレン
ジインク組成物、グリーンインク組成物、及びブルーインク組成物を加えた８色のインク
セット；並びに前記５色インクセットにオレンジインク組成物、グリーンインク組成物、
及びバイオレットインク組成物を加えた８色のインクセット；並びに、前記の各インクセ
ットに更に中間階調用ブラックインク組成物（特には、位相ずれ防止用中間階調用ブラッ
クインク組成物）を含むインクセット；を挙げることができる。
【００９８】
なお、「ライトマゼンタ」及び「ライトシアン」の各インク組成物とは、一般的には、
濃度変調による記録画像の画質向上を目的に、それぞれマゼンタインク組成物、及びシア
ンインク組成物の色材濃度を低くしたインク組成物である。また、「ダークイエロー」の
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インク組成物とは、シャドー部等の暗色に対する色再現性を向上させる目的で、イエロー
インク組成物よりも明度・彩度の低い色材（顔料）を用いたイエローインク組成物である
。そして、「レッド」、「オレンジ」、「グリーン」、「ブルー」、及び「バイオレット
」の各インク組成物は、色再現範囲を向上させるために、イエロー、マゼンタ、シアンの
中間色を構成する要素として使用されるインク組成物である。
【００９９】
本発明のインクセットは、本発明のゴールデングロス防止用ブラックインク組成物（及
び場合により、位相ずれ防止用ブラックインク組成物）を含むことを除けば、従来公知の
インクセットと同様に構成することができ、従来公知の各種の記録方法用インクとして利
用することができる。好ましいインクセットは、水系であり、特にインクジェット記録用
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インクセットである。
また、本発明の記録方法は、インク組成物の液滴を吐出して、前記液滴を記録媒体に付
着させて記録を行う記録方法であって、本発明のインクセットを用いる。ここで、記録方
法は、本発明のインクセットが収容されたインクカートリッジ（各ブラックインク組成物
が個別に収容されたインクカートリッジ）を公知のインクジェット記録装置に搭載させて
、記録媒体に対して記録することにより、好適に行うことができる。
ここで、インクジェット記録装置としては、電気信号に基づいて振動可能な電歪素子が
搭載されるとともに、前記電歪素子の振動によって、本発明に係るインクセットが含むイ
ンクを吐出することができるように構成されたインクジェット記録装置が好ましい。
また、インクセットを収容するインクカートリッジ（収容ケース）としては、公知のも

40

のを好適に使用することができる。
また、本発明の記録画像は、本発明の記録方法によって記録され、そのため、ゴールデ
ングロスの発生が良好に抑制されている。また、前記の位相ずれ防止用ブラックインク組
成物を含むインクセットを利用すると、ゴールデングロスの発生と、位相ずれの発生との
両方が同時に良好に抑制される。
【０１００】
本発明のゴールデングロス防止用ブラックインク組成物（及び場合により用いる位相ず
れ防止用ブラックインク組成物）は、任意の記録方法に用いることができ、例えば、水性
グラビアインク、水性フレキソインク、又は特にインクジェット記録用水性インクとして
好適に使用することができる。また、水性塗料として使用することも可能である。
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本発明のゴールデングロス防止用ブラックインク組成物（及び場合により用いる位相ず
れ防止用ブラックインク組成物）は、記録媒体として、前記ブラックインク組成物に含ま
れる前記着色剤（特に顔料）と微粒子エマルジョン〔特にｐＨ調整樹脂とポリアルキレン
型エマルジョン〕の樹脂成分を表面上に実質的に残留させるが、前記ブラックインク組成
物の液体成分を実質的に吸収する記録媒体に利用するのが特に好ましい。こうした記録媒
体は、例えば、表面の平均孔径が、前記顔料の平均粒径よりも小さい。好ましい記録媒体
は、前記顔料の平均粒径よりもそれぞれ小さい平均孔径を有するインク受容層を含む記録
媒体である。
【０１０１】
好ましい記録媒体として、多孔質顔料を含有するインク受容層を、基材上に設けた記録
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媒体を使用することができる。インク受容層は、記録媒体の最上層であるか、あるいはそ
の上に、例えば、光沢層を有する中間層であることもできる。このような記録媒体として
は、そのインク受容層中に多孔質顔料及びバインダー樹脂を含有する、いわゆる吸収型（
空隙型ともいう）の記録媒体と、前記インク受容層中にカゼイン、変性ポリビニルアルコ
ール（ＰＶＡ）、ゼラチン、又は変性ウレタン等の樹脂を更に含有する、いわゆる膨潤型
の記録媒体とが知られており、本発明のゴールデングロス防止用ブラックインク組成物（
及び場合により用いる位相ずれ防止用ブラックインク組成物）はいずれの記録媒体にも使
用することができる。
吸収型記録媒体のインク受容層に含有される前記多孔質顔料としては、例えば、沈殿法
、ゲルタイプ、又は気相法等のシリカ系、擬ベーマイト等のアルミナ水和物、シリカ／ア
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ルミナハイブリッドゾル、スメクタイト粘土、炭酸カルシウム、硫酸カルシウム、硫酸バ
リウム、二酸化チタン、カオリン、白土、タルク、珪酸マグネシウム、又は珪酸カルシウ
ム等を挙げることができ、これらの１種又は２種以上を用いることができる。
【０１０２】
また、吸収型記録媒体のインク受容層に含有される前記バインダー樹脂としては、結着
能力を有し、インク受容層の強度を高めることのできる化合物であれば特に限定されず、
例えば、ポリビニルアルコール、シラノール変性ポリビニルアルコール、酢酸ビニル、澱
粉、カルボキシメチルセルロース等のセルロース誘導体、カゼイン、ゼラチン、スチレン
−ブタジエン共重合体等の共役ジエン系共重合体ラテックス、エチレン−酢酸ビニル共重
合体等のビニル系共重合体ラテックス、アクリル酸及びメタクリル酸の重合体等のアクリ
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ル系共重合体ラテックス等を挙げることができる。
【０１０３】
前記インク受容層には、吸収型記録媒体のインク受容層の場合も、膨潤型の記録媒体の
インク受容層の場合も、必要に応じ、定着剤、蛍光増白剤、耐水化剤、防かび剤、防腐剤
、分散剤、界面活性剤、増粘剤、ｐＨ調整剤、消泡剤、及び／又は保水剤等の各種添加剤
を含有させることもできる。
前記の各インク受容層が設けられる前記基材としては、紙（サイズ処理紙を含む）；ポ
リエチレン、ポリプロピレン、又はポリエステル等を紙にコートしたレジンコート紙；バ
ライタ紙；ポリエチレンテレフタレート、ポリエチレン、又はポリプロピレン等の熱可塑
性樹脂フィルム；合成紙；合成繊維で形成されたシート状物等を挙げることができる。

40

【０１０４】
特に好ましい態様の記録媒体は、前記基材と、その上に設けた最上層としての前記イン
ク受容層とを有する記録媒体であり、それらの基材及びインク受容層も、例えば、以下の
物性を有するものが好ましい。
前記基材としては、紙（木材パルプを含有するもの）が好ましく、その坪量は、好まし
くは１００〜３５０ｇ／ｍ2、更に好ましくは１８０〜２６０ｇ／ｍ2である。また、厚み
は、好ましくは１００〜４００μｍ、更に好ましくは１８０〜２６０μｍである。前記イ
ンク受容層は、インク受容層全体の重量を基準として、固形分換算で、前記多孔質顔料と
して湿式法シリカゲルを５０〜６０重量％の量で含有し、前記バインダー樹脂としてポリ
ビニルアルコールを３０〜４０重量％の量で含有することが、インク吸収性、及び印字堅
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牢性等の点で好ましい。また、前記インク受容層の塗工量は、固形分換算で、５〜５０ｇ
／ｍ2であることが、インク吸収性の点で好ましい。なお、インク受容層自体の厚みとし
ては、好ましくは１０〜４０μｍ、更に好ましくは２０〜３０μｍである。
本発明のゴールデングロス防止用ブラックインク組成物（及び場合により用いる位相ず
れ防止用ブラックインク組成物）を記録する記録媒体は、前記記録媒体の表面（特には、
インク受容層）の平均孔径が５０ｎｍ以下であることが好ましく、３０ｎｍ以下であるこ
とがより好ましい。平均孔径が３００ｎｍを超えると、顔料がインク受容層内部まで浸透
し、発色性が低下することがある。
【０１０５】
本発明のゴールデングロス防止用ブラックインク組成物は、一般的には前記のとおり、
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濃度の異なる濃いブラックインク組成物１種又はそれ以上と組み合わせて、薄いグレー領
域を印刷するための薄いブラックインクとして使用することができるだけでなく、クレア
インクとしても使用することもできる。クレアインクとして使用する場合としては、例え
ば、記録画像における樹脂成分の塗布量のばらつきを減少させる用途などを挙げることが
できる。
【実施例】
【０１０６】
以下、実施例によって本発明を更に具体的に説明するが、これらは本発明の範囲を限定
するものでない。なお、実施例中の「％」及び「部」は特に断らない限り、重量基準であ
る。また、以下の調製例で得られた共重合体の酸価は、ＪＩＳ

Ｋ

００７０に従って測

20

定した。
（調製例１）
《ｐＨ調整樹脂エマルジョンＡの調製》
メタクリル酸エチル６０部、メタクリル酸メチル３６部、メタクリル酸４部、分子量調
整剤としてチオグリコール酸オクチル３部、ポリビニルアルコール１部及びイオン交換水
２８０部を攪拌混合して、単量体混合物の分散物を調製した。
別の攪拌機付き反応器に、イオン交換水１３０部及び過硫酸カリウム２部を仕込み、８
０℃に昇温し、そして前記単量体混合物の分散物を４時間かけて連続添加して重合させた
。連続添加終了後、８０℃にて、３０分間の後反応を行った。重合転化率は、９９％以上
であった。
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次いで、仕込みのメタクリル酸と当モル量の水酸化ナトリウムに相当する量の１０％水
酸化ナトリウム水溶液を反応器に添加し、更に８０℃にて、１時間熱処理した後に、適量
のイオン交換水を加えて、固形分濃度１５％のｐＨ調整樹脂エマルジョンＡを得た。この
ｐＨ調整樹脂エマルジョンＡの酸価は３０であった。
【０１０７】
（実施例１〜４及び比較例１〜２）
（１）ブラックインク組成物の調製
以下の表１に記載の８種のブラックインク組成物に関して、各配合成分を混合し、サン
ドミル（安川製作所製）中でガラスビーズ〔直径＝１．７ｍｍ；混合物の１．５倍量（重
量）〕とともに２時間分散させ、８種のブラックインク組成物を得た。すなわち、１種類
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の濃いブラックインク組成物Ｋ１、１種類の中間階調用ブラックインク組成物Ｋ２、並び
に、６種類の薄いブラックインク組成物（実施例１〜４及び比較例１〜２）を得た。以下
の表１に記載の水溶性樹脂としては、スチレン−アクリル酸共重合体（分子量＝１５００
０；酸価＝１００）を用いた。また、ＡＱ５９３は、ポリプロピレン型エマルジョン（ビ
ックケミージャパン株式会社製）であり、ＡＱ５１３は、ポリエチレン型エマルジョン（
ビックケミージャパン株式会社製）であり、ＨＳ５００は、糖を主成分とする溶剤（林原
商事）であり、サーフィノール４６５は、アセチレングリコール系界面活性剤であり、Ｂ
ＹＫ３４８は、シリコーン系界面活性剤であり、プロキセルＧＸＬは、防腐剤（アヴィシ
ア社製）である。表１において、単位は重量％であり、各インクには、その他に全体を１
００重量％とする純水が含まれている。
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【０１０８】
【表１】

10

20

【０１０９】
（２）記録方法
前項（１）で調製した８種のブラックインク組成物を、インクジェットプリンタ（ＭＣ
２０００；セイコーエプソン株式会社製）の専用カートリッジのブラックインク室（濃い
ブラックインク組成物Ｋ１）、シアンインク室（中間階調用ブラックインク組成物Ｋ２）
、及びマゼンタインク室（実施例１〜４又は比較例１〜２で調製した６種類の薄いブラッ
クインク組成物）に、それぞれ充填した。同様に、ライトシアンインク組成物、ライトマ
ゼンタインク組成物、及びイエローインク組成物も、表２に示すインク室にそれぞれ充填
した。
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【表２】

10

前記表２に記載のライトシアンインク組成物、ライトマゼンタインク組成物及びイエロ
ーインク組成物としてはインクカートリッジ（商品名「ＭＣ５ＣＬ０１」；セイコーエプ
ソン株式会社製）に充填されているそれぞれの色のインク組成物を抜き出して評価に用い
た。
マゼンタインク室に充填した６種類の薄いブラックインク組成物毎に形成された６種類

20

のインクセットに関して、専用記録媒体（ＭＣ写真用紙；セイコーエプソン株式会社製）
にそれぞれ白から黒へのグレーの階調パターン（グレースケール）を、階調を区切らずに
、無段階で出力した。出力は各インクの吐出量を分配して行った。
【０１１０】
（３）ゴールデングロスの確認評価
ゴールデングロスの評価は５人の観察者によって行った。出力した記録物を室内光であ
る蛍光灯の直下１．５ｍの机上に設置し、観察者を机脇に立たせた。観察者は直立した状
態から光りをさえぎらないように、印刷物の右端から左端までを、種々の視角で視線を動
かして印刷物を観察した。その観察結果を以下の表３に示す。なお、ゴールデングロスが
発生している記録物では、或る一定の角度の視線によって観察した場合に、グレーレベル
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１４０前後の範囲の黒い出力色において、蛍光灯の光りが金色気味に強く反射して見えて
しまう。表３において、分母は観察者全員の人数（５人）を示し、分子はゴールデングロ
スを確認した人の人数を示す。
【０１１１】
【表３】

【０１１２】
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（実施例５〜１１及び比較例３〜４）
（１）ブラックインク組成物の調製
以下の表４に記載の１１種のブラックインク組成物に関して、各配合成分を混合し、サ
ンドミル（安川製作所製）中でガラスビーズ〔直径＝１．７ｍｍ；混合物の１．５倍量（
重量）〕とともに２時間分散させ、１１種のブラックインク組成物を得た。すなわち、１
種類の濃いブラックインク組成物Ｋ１、１種類の薄いブラックインク組成物Ｋ３、並びに
、９種類の中間階調用ブラックインク組成物（実施例５〜１１及び比較例３〜４）を得た
。以下の表４に記載の水溶性樹脂としては、スチレン−アクリル酸共重合体（分子量＝１
５０００；酸価＝１００）を用いた。また、ＡＱ５９３は、ポリプロピレン型エマルジョ
ン（ビックケミージャパン株式会社製）であり、ＡＱ５１３は、ポリエチレン型エマルジ
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ョン（ビックケミージャパン株式会社製）であり、Ｌａｃｓｔａｒ３３０７Ｂは、スチレ
ン−ブタジエン共重合体の微粒子エマルジョンであり、Ｌａｃｓｔａｒ３３０７Ｂとスチ
レン−ブタジエン−メタクリル酸樹脂（ＭＢＳ樹脂）は、固形分として表中に記載してお
り、ＨＳ５００は、糖を主成分とする溶剤（林原商事）であり、サーフィノール４６５は
、アセチレングリコール系界面活性剤であり、ＢＹＫ３４８は、シリコーン系界面活性剤
であり、プロキセルＧＸＬは、防腐剤（アヴィシア社製）である。表４において、単位は
重量％であり、各インクには、その他に全体を１００重量％とする純水が含まれている。
【０１１３】
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【表４】
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【０１１４】
（２）記録方法
前項（１）で調製した１１種のブラックインク組成物を、インクジェットプリンタ（Ｍ
Ｃ２０００；セイコーエプソン株式会社製）の専用カートリッジのブラックインク室（濃
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いブラックインク組成物Ｋ１）、シアンインク室（実施例５〜１１又は比較例３〜４で調
製した９種類の中間階調用ブラックインク組成物）、及びマゼンタインク室（薄いブラッ
クインク組成物Ｋ３）に、それぞれ充填した。同様に、ライトシアンインク組成物、ライ
トマゼンタインク組成物、及びイエローインク組成物も、表５に示すインク室にそれぞれ
充填した。
【表５】

10

20
前記表５に記載のライトシアンインク組成物、ライトマゼンタインク組成物及びイエロ
ーインク組成物としてはインクカートリッジ（商品名「ＭＣ５ＣＬ０１」；セイコーエプ
ソン株式会社製）に充填されているそれぞれの色のインク組成物を抜き出して評価に用い
た。
シアンインク室に充填した９種類の中間階調用ブラックインク組成物毎に形成された９
種類のインクセットに関して、専用記録媒体（ＭＣ写真用紙；セイコーエプソン株式会社
製）にそれぞれ白から黒へのグレーの階調パターン（グレースケール）を、階調を区切ら
ずに、無段階で出力した。出力は各インクの吐出量を分配して行った。
【０１１５】
（３）位相ずれの確認評価

30

位相ずれの評価は５人の観察者によって行った。出力した記録物を室内光である蛍光灯
の直下１．５ｍの机上に設置し、観察者を机脇に立たせた。観察者は直立した状態から光
りをさえぎらないように、印刷物の右端から左端までを、種々の視角で視線を動かして印
刷物を観察した。その観察結果を以下の表６に示す。なお、位相ずれが発生している記録
物では、或る一定の角度の視線によって観察した場合に、グレーレベル４０〜６０の範囲
の黒い出力色において、蛍光灯の光りが白く強く反射してしまい、反転したように見えて
しまう。表６において、分母は観察者全員の人数（５人）を示し、分子は位相ずれを確認
した人の人数を示す。
【０１１６】
【表６】

40

【０１１７】
（発明の効果）
本発明のゴールデングロス防止用ブラックインク組成物によれば、記録された記録画像
において、ゴールデングロスの発生が良好に解消若しくは抑制される。本発明のゴールデ
ングロス防止用ブラックインク組成物を含むインクセットによれば、ゴールデングロスの
発生が良好に解消若しくは抑制され、良好な黒白モノクロ画像やグレースケールを得るこ
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とができ、更には、カラー記録用インクセットにおいても、カラー画像の無彩色部分の高
品位化を達成することができる。
更に、本発明によるインクセットが、位相ずれ防止用ブラックインク組成物を含む場合
には、ゴールデングロスと位相ずれの両方の発生が良好に解消若しくは抑制され、良好な
黒白モノクロ画像やグレースケールを得ることができ、更には、カラー記録用インクセッ
トにおいても、カラー画像の無彩色部分の一層の高品位化を達成することができる。

【図１】
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