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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　着色剤をポリマーによって覆い、前記着色剤を水に分散可能にした分散体を含む水性イ
ンクであって、該ポリマー中の芳香環の量が該ポリマーの２０重量％以上７０重量％以下
であり、
　さらに下記式で表される化合物を、０．０００４～０．０５重量％含有し、
　下記式で表される化合物における、ＥＯとＳｉのモル％比（ＥＯ／Ｓｉ）が０．８～１
．５であることを特徴とする、水性インク。
【化１】

（式中、Ｒは２価の有機基を、ＰＯはプロピレンオキシ基を、ＥＯはエチレンオキシ基を
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表し、ｘ，ｙ，ａ，ｂはそれぞれ繰り返し単位数であって、ｘは１～２００の数を、ｙは
１～５０の数を、ａは１～３０の数を、ｂは０～２０の数を表す。）
【請求項２】
　前記式で表される化合物におけるＨＬＢ値が１３以下であることを特徴とする請求項１
に記載の水性インク。
【請求項３】
　アセチレングリコール系界面活性剤を含むことを特徴とする請求項１又は請求項２に記
載の水性インク。
【請求項４】
　請求項１ないし３のいずれか１項に記載の水性インクを用いて記録を行うことを特徴と
する記録装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、水性インクに関し、特に、普通紙、再生紙あるいはコート紙、及び光沢メデ
ィアに対して高い印字品質が得られ、且つ定着性、吐出安定性に優れる水性インクに関す
る。
【背景技術】
【０００２】
　近年来、水性インクジェットプリンタ用水性インクに求められる特性としては、印刷画
像の耐水性や耐光性等の堅牢性が良好であること、また、印刷媒体種によらずに不規則な
水性インクの流れや付着した水性インク小滴より大きく広がること（以下これを"にじみ"
とする）等の不具合が無いこと、更に印刷媒体種によらずに印刷画像濃度・色再現性が高
いことが挙げられる。
【０００３】
　こうした目的のうち、印刷画像の堅牢性確保に対しては、染料の代わりに堅牢性に優れ
る顔料を利用することが検討されてきている。顔料は、染料と異なり水への溶解性がない
ため、顔料を水中に微粒子状態で分散することが必要であるが、この分散状態を安定して
保つことが非常に困難である。そのために、顔料を水中に安定して分散させる技術が種々
提案されており、その手段として分散性界面活性剤を用いる方法（例えば、特許文献１参
照。）、または疎水部と親水部を有する分散ポリマーを用いる方法（例えば、特許文献２
参照。）が提案されている。また、着色剤の表面を高分子で被覆する方法として、水性イ
ンクジェットプリンタ用水性インクとして、染料水性インクを内包したマイクロカプセル
を用いる方法（例えば、特許文献３参照。）、水に不溶な溶媒に色素を溶解または分散さ
せこれを分散性界面活性剤で水中に乳化したマイクロカプセル化色素を用いる方法（例え
ば、特許文献４参照。）、水、水溶性溶媒並びにポリエステルの少なくとも１種に昇華性
分散染料を溶解または分散させた内包物を含むマイクロカプセルを記録液に使用する方法
（例えば、特許文献５参照。）、着色された乳化重合粒子と水性材料からなるインキ組成
物（例えば、特許文献６参照。）、転相乳化反応や酸析法による方法（例えば、特許文献
７参照。）が提案されている。
【０００４】
　また、色再現性の良好な印刷画像の実現に対しては、特定の顔料を水溶性樹脂にて分散
させたイエロー水性インク、マゼンタ水性インク、シアン水性インク、ブラック水性イン
クを組み合わせて画像形成を行う方法（例えば、特許文献８及び９参照。）、顔料を水溶
性樹脂にて分散させたイエロー水性インク、マゼンタ水性インク、シアン水性インク、ブ
ラック水性インク、グリーン水性インク、レッド水性インクを組み合わせて画像形成を行
なう方法（例えば、特許文献１０参照。）が提案されている。
【０００５】
　しかしながら、従来の分散体は不安定であり、界面活性剤やグリコールエーテル等の親
水部と疎水部を有する物質が存在すると、吸脱着が起こりやすくなり、その水性インクの
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保存安定性が劣るという課題がある。通常の水性インクは紙に対するにじみを低減させる
ため、界面活性剤やグリコールエーテル等の親水部と疎水部を有する物質が必要である。
これらの物質を用いない水性インクでは紙に対する浸透性が不十分となり、均一な印字を
行なうためには紙種が制限され、印字画像の低下を引き起こしやすくなるという課題があ
った。
【０００６】
　さらに、従来の分散体に本発明で用いるような添加剤（アセチレングリコール、アセチ
レンアルコール、シリコーン系界面活性剤、ジ（トリ）エチレングリコールモノブチルエ
ーテル、（ジ）プロピレングリコールモノブチルエーテルまたは１，２－アルキレングリ
コールまたはこれらの混合物）を用いると長期の保存安定性が得られず、水性インクの再
溶解性が悪いため水性インクが乾燥して水性インクジェットヘッドのノズルや筆記具のペ
ン先等で詰まり易くなるという課題を有していた。
【０００７】
　また、このような分散剤により分散された顔料は分散剤の残存物が水性インク系中に残
り、分散剤が十分に分散に寄与せず顔料から脱離して粘度が高いものになってしまうとい
う課題があった。粘度が高くなると顔料等の色材の添加量が制限され特に普通紙において
十分な画質が得られない。
　そこで本発者らは、上記の課題を解決するため、具体的には、普通紙上ではにじみが少
なく高発色であり、専用紙上では十分な発色に加えて定着性を有する水性インクを作成可
能であり、水性インクジェット記録にあってはさらに吐出安定性が優れる水性インクを作
成可能とする分散体を含む水性インクを提供することを目的とし、芳香環の量が２０～７
０重量のポリマーで着色剤を包含して水に分散可能にした分散体を含む水性インクを開示
した（例えば、特許文献１１参照。）。
【０００８】
【特許文献１】特開平１－３０１７６０号公報
【特許文献２】特公平５－６４７２４号公報
【特許文献３】特開昭６２－９５３６６号公報
【特許文献４】特開平１－１７０６７２号公報
【特許文献５】特開平５－３９４４７号公報
【特許文献６】特開平６－３１３１４１号公報
【特許文献７】特開平１０－１４００６５号公報
【特許文献８】特開平５－１５５００６号公報
【特許文献９】特開平１０－５２９２５号公報
【特許文献１０】特開２００１－３５４８８６号公報
【特許文献１１】国際公開第０３／０３３６０２号パンフレット
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　しかしながら、上記特許文献１１に開示のものは、定着性、吐出安定性等が満足できる
ものではなかった。
　本発明は上記従来技術の問題点に鑑みなされたものであり、高い印字品質が得られ、且
つ定着性および吐出安定性に優れる水性インクを提供しようとするものである。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　本発明者は、鋭意検討を重ねた結果、特定の構造のエチレンオキシ変性シリコーンを消
泡剤として添加することにより、定着性、吐出安定性が向上することを見出し、本発明を
成すに至った。
　即ち、本発明は、以下の通りである。
【００１１】
（１）着色剤をポリマーで包含して水に分散可能にした分散体を含む水性インクであって
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、該ポリマー中の芳香環の量が該ポリマーの２０重量％以上７０重量％以下であり、さら
に下記式で表される化合物を含有することを特徴とする、水性インク。
【００１２】
【化２】

【００１３】
（式中、Ｒは２価の有機基を、ＰＯはプロピレンオキシ基を、ＥＯはエチレンオキシ基を
表し、ｘ，ｙ，ａ，ｂはそれぞれ繰り返し単位数であって、ｘは１～２００の数を、ｙは
１～５０の数を、ａは１～３０の数を、ｂは０～２０の数を表す。）
（２）前記式で表される化合物における、ＥＯとＳｉのモル％比（ＥＯ／Ｓｉ）が０．８
～１．５であることを特徴とする、前記（１）の水性インク。
【発明の効果】
【００１４】
　本発明の水性インクは、特定の構造のエチレンオキシ変性シリコーンを消泡剤として含
有することにより、高い印字品質が得られ、且つ定着性および吐出安定性が優れたものと
なった。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１５】
　以下、本発明の水性インクについて詳細に説明する。
　本発明の水性インクは、着色剤をポリマーで包含して水に分散可能にした分散体を含む
ものであって、該ポリマー中の芳香環の量が該ポリマーの２０重量％以上７０重量％以下
であり、さらに下記式で表される化合物を消泡剤として含有することを特徴とするもので
ある。
【００１６】
【化３】

【００１７】
（式中、Ｒは２価の有機基を、ＰＯはプロピレンオキシ基を、ＥＯはエチレンオキシ基を
表し、ｘ，ｙ，ａ，ｂはそれぞれ繰り返し単位数であって、ｘは１～２００の数を、ｙは
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１～５０の数を、ａは１～３０の数を、ｂは０～２０の数を表す。）
【００１８】
　式中のＲは、２価の有機基であれば特に限定されず、脂肪族炭化水素基、芳香族炭化水
素基、ヘテロ原子を含む有機基であってもよい。その中でも炭素数１～１０のアルキレン
基が好ましい。
　－Ｓｉ（ＣＨ３）２－Ｏ－成分および側鎖基（ＰＯ）ｂ－（ＥＯ）ａ－Ｒ－を有するシ
ロキサン成分は、上記式で表される化合物（以下、単に変性シリコーン又は消泡剤とも称
する）の分子中において、存在の順序は問わず、ランダムであってもブロックであっても
よい。
　また、上記側鎖基において、ＥＯおよびＰＯは、存在の順序は問わず、ランダムであっ
てもブロックであってもよい。
【００１９】
　上記変性シリコーンにおいて、ＥＯ付加モル数は、特に限定されないが、３モル以上が
好ましく、より好ましくは１４モル以上であり、さらに好ましくは２０モル以上である。
　また、上記変性シリコーンにおいて、ＥＯとＳｉのモル％比（ＥＯ／Ｓｉ）は、特に限
定されないが、０．１～５．０が好ましく、より好ましくは０．８～１．５であり、さら
に好ましくは０．９～１．４である。上記の範囲にあれば、本発明の水性インクの吐出安
定性がさらに向上する。
【００２０】
　上記変性シリコーンの分子量としては、特に限定されないが、平均分子量として２００
～２００，０００が好ましく、より好ましくは５００～２０，０００であり、さらに好ま
しくは１０００～１０，０００である。
　また、上記変性シリコーンのＨＬＢ値としては、特に限定されないが、１３以下が好ま
しく、より好ましくは１０以下であり、さらに好ましくは３～８である。
【００２１】
　上記変性シリコーンの具体的な製品名としては、例えば、ＳＨ－３７７１Ｍ、ＳＨ－３
７７２Ｍ、ＳＨ－３７７３Ｍ、ＳＨ－３７７５Ｍ、ＳＨ－３７１９（以上いずれも東レ・
ダウコーニング・シリコーン株式会社製）、ＫＦ－６０１７、ＫＦ－６０２８、ＫＦ－３
５２Ａ（以上いずれも信越化学工業株式会社製）、Form Ban MS-500、Form Ban MS-525、
Form Ban MS-550、Form Ban MS-575（以上いずれもUltra Addives Inc.製）等を挙げるこ
とができる。
　これらの消泡剤は、インクジェット用インク組成物として、信頼性（目詰まりや吐出安
定性等）をより有効に得る観点から０．０００１～０．１重量％の範囲で本発明のインク
組成物中に含有されることが好ましく、より好ましくは０．０００４～０．０５重量％の
範囲である。
【００２２】
　次に、本発明の水性インクに含有される、着色剤をポリマーで包含して水に分散可能に
した分散体について説明する。
　該分散体において、着色剤を包含するポリマーとしては、該ポリマー中の芳香環の量が
そのポリマーの２０％以上７０％以下であることを特徴とする。
　芳香環の量がポリマーの２０％以上であることで、そのポリマーは疎水性表面の着色剤
に好適に吸着することが可能となる。また、その吸着したポリマーは本発明で好適に用い
る添加剤を添加しても安定なものとなる。また、芳香環の量が７０％を超えると分散が難
しくなり、逆に安定性が得られなくなる。より好ましくは２５％以上５０％以下である。
【００２３】
　また、本発明の分散体において、着色剤とは、いわゆる有色の分子を有する物質をいい
、顔料、および染料を含めたものをいう。そして、前述の着色剤としては有機顔料または
無機顔料を好適に用いることができる。
【００２４】
（顔料）
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　顔料として用いることのできる無機顔料または有機顔料として、以下に例示する。
　ブラック用の無機顔料としては、ファーネスブラック、ランプブラック、アセチレンブ
ラック、若しくはチャネルブラック等のカーボンブラック（Ｃ．ｌ．ピグメントブラック
７）類を挙げることができる。
　有機顔料としては、フタロシアニン顔料、キナクリドン顔料、縮合アゾ顔料、イソイン
ドリノン顔料、キノフタロン顔料、アントラキノン顔料、ベンズイミダゾロン顔料、ペリ
レン顔料等を使用することができる。
【００２５】
　具体的には、例えばイエロー用の有機顔料としては、Ｃ．ｌ．ピグメントイエロー１(
ハンザイエローＧ)，２，３(ハンザイエロー１０Ｇ)，４，５（ハンザイエロー５Ｇ），
６，７，１０，１１，１２（ジスアゾイエローＡＡＡ），１３，１４，１６，１７，２４
(フラバントロンイエロー)，５５（ジスアゾイエローＡＡＰＴ），６１，６１：１，６５
，７３，７４（ファストイエロー５ＧＸ），７５，８１，８３（ジスアゾイエローＨＲ）
，９３（縮合アゾイエロー３Ｇ），９４（縮合アゾイエロー６Ｇ），９５（縮合アゾイエ
ローＧＲ），９７（ファストイエローＦＧＬ），９８，９９（アントラキノン），１００
，１０８(アントラピリミジンイエロー)，１０９（イソインドリノンイエロー２ＧＬＴ）
，１１０（イソインドリノンイエロー３ＲＬＴ），１１３，１１７，１２０（ベンズイミ
ダゾロンイエローＨ２Ｇ），１２３（アントラキノンイエロー），１２４，１２８（縮合
アゾイエロー８Ｇ），１２９，１３３，１３８(キノフタロンイエロー)，１３９(イソイ
ンドリノンイエロー)，１４７，１５１（ベンズイミダゾロンイエローＨ４Ｇ），１５３(
ニッケルニトロソイエロー)，１５４（ベンズイミダゾロンイエローＨ３Ｇ），１５５，
１５６（ベンズイミダゾロンイエローＨＬＲ），１６７，１６８，１７２，１７３（イソ
インドリノンイエロー６ＧＬ）,１８０（ベンズイミダゾロンイエロー）などを挙げるこ
とができる。
【００２６】
　また、マゼンタ水性インク用の有機顔料としては、Ｃ．ｌ．ピグメントレッド１(パラ
レッド)，２，３(トルイジンレッド)，４，５(ｌＴＲ　Ｒｅｄ)，６，７，８，９，１０
，１１，１２，１４，１５，１６，１７，１８，１９，２１，２２，２３，３０，３１，
３２，３７，３８(ピラゾロンレッドＢ)，４０，４１，４２，８８(チオインジゴボルド
ー)，１１２(ナフトールレッドＦＧＲ)，１１４(ブリリアントカーミンＢＳ)，１２２(ジ
メチルキナクリドン)，１２３（ペリレンバーミリオン），１４４，１４６，１４９（ペ
リレンスカーレッド），１５０，１６６，１６８(アントアントロンオレンジ)，１７０(
ナフトールレッドＦ３ＲＫ)，１７１（ベンズイミダゾロンマルーンＨＦＭ），１７５（
ベンズイミダゾロンレッドＨＦＴ），１７６（ベンズイミダゾロンカーミンＨＦ３Ｃ），
１７７，１７８（ペリレンレッド），１７９(ペリレンマルーン)，１８５（ベンズイミダ
ゾロンカーミンＨＦ４Ｃ），１８７，１８８，１８９（ペリレンレッド），１９０（ペリ
レンレッド），１９４（ペリノンレッド），２０２（キナクリドンマゼンタ），２０９(
ジクロロキナクリドンレッド)，２１４（縮合アゾレッド），２１６，２１９，２２０（
縮合アゾ），２２４(ペリレンレッド)，２４２（縮合アゾスカーレット），２４５(ナフ
トールレッド)，又は、Ｃ．Ｉ．ピグメントバイオレット１９(キナクリドン)，２３(ジオ
キサジンバイオレット)，３１，３２，３３，３６，３８，４３，５０などを挙げること
ができる。
【００２７】
　更に又、シアン用の有機顔料としては、Ｃ．ｌ．ピグメントブルー１５，１５：１，１
５：２，１５：３，１５：４，１５：６（以上いずれもフタロシアニンブルー），１６(
無金属フタロシアニンブルー)，１７：１，１８(アルカリブルートナー)，１９，２１，
２２，２５，５６，６０(スレンブルー)，６４（ジクロロインダントロンブルー），６５
(ビオラントロン)，６６(インジゴ)等を挙げることができる。
　又、ブラック用の有機顔料としては、アニリンブラック（Ｃ．ｌ．ピグメントブラック
１）等の黒色有機顔料を用いることができる。
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【００２８】
　更に又、イエロー、シアン、又はマゼンタ水性インク以外のカラー水性インクに用いる
有機顔料としては、
Ｃ．Ｉ．ピグメントオレンジ１，２，５，７，１３，１４，１５，１６（バルカンオレン
ジ），２４，３１（縮合アゾオレンジ４Ｒ），３４，３６（ベンズイミダゾロンオレンジ
ＨＬ），３８，４０（ピラントロンオレンジ），４２（イソインドリノンオレンジＲＬＴ
），４３，５１，６０（ベンズイミダゾロン系不溶性モノアゾ顔料），６２（ベンズイミ
ダゾロン系不溶性モノアゾ顔料），６３；
Ｃ．Ｉ．ピグメントグリーン７（フタロシアニングリーン），１０（グリーンゴールド）
，３６（塩臭素化フタロシアニングリーン），３７，４７（ビオラントロングリーン）；
あるいは
Ｃ．Ｉ．ピグメントブラウン１，２，３，５，２３（縮合アゾブラウン５Ｒ），２５（ベ
ンズイミダゾロンブラウンＨＦＲ），２６（ペリレンボルドー），３２（ベンズイミダゾ
ロンブラウンＨＦＬ）等を挙げることができる。
　本発明で用いる水性インクにおいては、前記の顔料を１種で又は２種以上を混合して使
用することもできる。
【００２９】
　使用する顔料は、ポリマーで内包してマイクロカプセル（分散体を意味する）化する以
前に予め粉砕処理をして微粒化してあることが望ましい。顔料の粉砕処理はジルコニアビ
ーズ、ガラスビーズ、無機塩等の粉砕メディアを使用して、湿式粉砕あるいは乾式粉砕に
より実施することができ、粉砕装置としてはアトライター、ボールミル、振動ミル等を挙
げることができる。
　顔料を粉砕処理により微粒化する場合、少なからず粉砕メディア（ビーズ）の成分が顔
料中に混入することが考えられる。具体的には、粉砕メディアにガラスビーズを使用すれ
ば顔料中にＳｉの混入が、ジルコニアビーズの場合はＺｒの混入が考えられる。更に、粉
砕装置の部材からの混入も考えられ、ステンレス部材から構成される粉砕装置を使用した
場合には、Ｆｅ、Ｃｒ、Ｎｉ等の混入が考えられる。従って、粉砕処理後は顔料の洗浄、
限外ろ過等により粉砕メディアや粉砕装置から発生するコンタミ成分を除去することが望
ましい。
【００３０】
　粉砕メディアに水溶性の無機塩（ＮａＣｌ、ＢａＣｌ2、ＫＣｌ、Ｎａ2ＳＯ4等）を用
いて粉砕処理をする方法（ソルトミリング法）もあり、この場合、理論上はイオン交換水
等による洗浄で混入した粉砕メディア成分を除去できる。但し、表面積の大きい顔料と上
記のような無機塩を混合する方法でもあるので、粉砕処理後の洗浄が不十分の場合、分散
メディアである無機塩が多量に残留する可能性もあり注意が必要である。
　分散方法は超音波分散、ビーズミル、サンドミル、ロールミル、ジェットミルその他の
公知の分散方法を用いることができる。
　水性インク中でも水性インクジェットに用いる場合これらの顔料としての添加量は、０
．５～３０％が好ましいが、１．０～１２％がさらに好ましい。これ以下の添加量では、
印字濃度が確保できなくなり、またこれ以上の添加量では、水性インクの粘度増加や粘度
特性に構造粘性が生じ、水性インクジェットヘッドからの水性インクの吐出安定性が悪く
なる傾向になる。
　また、顔料の粒経は５μｍ以下が好ましく、より好ましくは０．３μｍ以下の粒子から
なる顔料を、さらに好ましくは０．０１～０．１５μｍの粒子からなる顔料が好ましい。
【００３１】
（分散ポリマー）
　本発明の水性インクに使用する分散ポリマーは、前記顔料を包含してそれを水中に分散
可能とし、かつ分散ポリマー中の芳香環の量がその分散ポリマーの２０％以上７０％以下
である。分散ポリマーを形成する物質の疎水基が少なくともアルキル基、シクロアルキル
基または芳香環から選ばれた１種以上であることが好ましいが、芳香環の量を上記の範囲
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にすることが好ましい。アルキル基、シクロアルキル基においては炭素数が４以上のアル
キル基が好ましい。芳香環を分散ポリマー中に含ませる場合は、アリール基（具体的には
フェニル基、ナフチル基、アントリル基等）及び／またはそれらの誘導体、その他の芳香
環、ヘテロ環及び／またはそれらの誘導体の形態で含ませることができる。また、前記分
散ポリマーを形成する物質中に親水性官能基を有しているのが好ましく、その親水性官能
基は少なくともカルボキシル基、スルホン酸基、ヒドロキシル基、アミノ基、アミド基及
びそれらの塩基であることが好ましい。それら分散ポリマーを形成する物質の具体例とし
て２重結合を有するアクリロイル基、メタクリロイル基、ビニル基あるいはアリル基を有
するモノマーやオリゴマー類を用いることができる。
【００３２】
　また、前述の顔料を包含するポリマーが、ポリアクリル酸エステル、スチレン－アクリ
ル酸共重合体、ポリスチレン、ポリエステル、ポリアミド、ポリイミド、含珪素ポリマー
、含硫黄ポリマーからなる群から選ばれた１種以上を成分とすることが好ましい。本発明
で用いるアセチレングリコール系界面活性剤、アセチレンアルコール系界面活性剤、シリ
コーン系界面活性剤、ジ（トリ）エチレングリコールモノブチルエーテル、（ジ）プロピ
レングリコールモノブチルエーテルおよび１，２－アルキレングリコールから選ばれた１
種以上からなる物質は通常の分散剤分散に用いる分散剤と吸脱着反応を起こすため、脱離
した分散剤が水性インク中に浮遊し、それが原因で印字が乱れるという現象を生じやすい
。しかし、上記のポリマーを用いて好適な分散を行なうことでポリマーが安定に着色剤を
包含しているので吸脱着を起こしにくいので好ましい。
【００３３】
　さらに、前述の顔料をポリマーで包含した着色剤が少なくとも重合性基を有する分散剤
と共重合性モノマーとの共重合体で該顔料を包含したものであることが好ましい。ここで
、重合性基を有する分散剤とは少なくとも疎水基、親水基および重合性基を有するもので
、重合性基はアクリロイル基、メタクリロイル基、アリル基あるいはビニル基などであり
、共重合性基も同じくアクリロイル基、メタクリロイル基、アリル基あるいはビニル基な
どである。水性インクジェット記録用水性インクとしては粒径が比較的そろっていた方が
目詰まりや吐出の安定性の観点から好ましいので、顔料をポリマーで包含した着色剤は、
乳化重合または転相乳化法によって製造されることが好ましい。また、ポリマー中の芳香
環が本発明の範囲にあり、好適な分散剤による好適な分散により、堅固なポリマーになり
、本発明でよいとするアセチレングリコール系界面活性剤、アセチレンアルコール系界面
活性剤、シリコーン系界面活性剤、ジ（トリ）エチレングリコールモノブチルエーテル、
（ジ）プロピレングリコールモノブチルエーテルおよび１，２－アルキレングリコールか
ら選ばれた１種以上からなる物質の添加によっても分散安定性が得られ、長期に安定性が
得られるので好ましい。
【００３４】
　前述の顔料をポリマーで包含した着色剤は、重合性基を有する分散剤で該顔料を分散さ
せた後、該分散剤と共重合可能なモノマーと重合開始剤を用いて水中で乳化重合されたも
のまたは顔料をポリマーが覆うように水中への転相乳化であることが好ましい。
【００３５】
　本発明の水性インクに使用する、分散ポリマーのモノマーとしては、具体的には、芳香
環を分散ポリマー中に含ませるには、例えばスチレン、（α、２、３または４）－アルキ
ルスチレン、（α、２、３または４）－アルコキシスチレン、３，４－ジメチルスチレン
、α－フェニルスチレン、ジビニルベンゼン、ビニルナフタレン、スチレンマクロマー、
ベンジル（メタ）アクリレート、フェノキシエチル（メタ）アクリレート、ビスフェノー
ルＡまたはＦのエチレンオキシド付加物のジ（メタ）アクリレート等を用いることができ
る。またその他のモノマーとしては、テトラヒドロフルフリルアクリレート、ブチルメタ
クリレート、ジメチルアミノ（メタ）アクリレート、ジメチルアミノエチル（メタ）アク
リレート、ジメチルアミノプロピルアクリルアミド、Ｎ，Ｎ－ジメチルアミノエチルアク
リレート、アクリロイルモルフォリン、Ｎ，Ｎ－ジメチルアクリルアミド、Ｎ－イソプロ
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ピルアクリルアミド、Ｎ，Ｎ－ジエチルアクリルアミド、メチル（メタ）アクリレート、
エチル（メタ）アクリレート、プロピル（メタ）アクリレート、エチルヘキシル（メタ）
アクリレート、その他アルキル（メタ）アクリレート、メトキシジエチレングリコール（
メタ）アクリレート、エトキシ基、プロポキシ基、ブトキシ基のジエチレングリコールま
たはポリエチレングリコールの（メタ）アクリレート、シクロヘキシル（メタ）アクリレ
ート、イソボニル（メタ）アクリレート、ヒドロキシアルキル（メタ）アクリレート、そ
の他含フッ素、含塩素、含珪素（メタ）アクリレート、（メタ）アクリルアミド、マレイ
ン酸アミド、（メタ）アクリル酸等を用いることができる。また上記の一官能基モノマー
の他に、分散ポリマー中に架橋構造を導入する場合は（モノ、ジ、トリ、テトラ、ポリ）
エチレングリコールジ（メタ）アクリレート、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、１，８－オクタンジオール及び１，１０－デカ
ンジオール等の（メタ）アクリレート、トリメチロールプロパントリ（メタ）アクリレー
ト、グリセリン（ジ、トリ）（メタ）アクリレート、ネオペンチルグリコールジ（メタ）
アクリレート、ペンタエリスリトールテトラ（メタ）アクリレート、ジペンタエリスリト
ールヘキサ（メタ）アクリレート等のアクリル基やメタクリル基を有する化合物を用いる
ことができる。
【００３６】
　また、芳香環を含むポリマーとしてスチレン－アクリル酸共重合体、ポリスチレン、ポ
リイミドと、その他のポリマーとしてポリアクリル酸エステル、ポリエステル、ポリアミ
ド、含珪素分散ポリマー、含硫黄分散ポリマーからなる群から選ばれた１種以上を主成分
とするようにこれらの分散ポリマーを添加しながら作成することもできる。
　重合開始剤は過硫酸カリウムや過硫酸アンモニウムの他に、過硫酸水素やアゾビスイソ
ブチロニトリル、過酸化ベンゾイル、過酸化ジブチル、過酢酸、クメンヒドロパーオキシ
ド、ｔ－ブチルヒドロキシパーオキシド、パラメンタンヒドロキシパーオキシドなどラジ
カル重合に用いられる一般的な開始剤を用いることができる。
　本発明の水性インクに使用する、分散ポリマーは、乳化重合で調製することもでき、そ
の際には連鎖移動剤を用いることもできる。例えば、ｔ－ドデシルメルカプタンの他にｎ
－ドデシルメルカプタン、ｎ－オクチルメルカプタン、キサントゲン類であるジメチルキ
サントゲンジスルフィド、ジイソブチルキサントゲンジスルフィド、あるいはジペンテン
、インデン、１，４－シクロヘキサジエン、ジヒドロフラン、キサンテンなどが挙げられ
る。
【００３７】
　本発明の水性インクは、顔料とその分散ポリマーとの重量比が１０：９０～９０：１０
の範囲であることを特徴とする。この範囲であれば、分散体及びこれを用いた水性インク
の分散安定性に優れ、またこの分散体を水性インクジェットプリンタ用水性インクに用い
た場合、普通紙のみならず光沢メディア（例えば光沢紙）等の専用紙上の印字画像が定着
性・発色性・光沢性に優れたものとなる。
【００３８】
　また、前記顔料と前記分散ポリマーの重量比が、前記顔料として黒色系顔料を用いる場
合は４０：６０～９０：１０、黄色系顔料の場合は５０：５０～９０：１０、赤色系顔料
の場合は５０：５０～９０：１０、青色系顔料の場合は３０：７０～７０：３０の範囲で
ある。各々の顔料において上記の範囲にあれば、分散体及びこれを用いた水性インクの分
散安定性に優れ、また水性インクジェット記録において普通紙のみならず光沢メディア上
で発色性・定着性・光沢性が優れた鮮明な印字画像が得られる。ここで、上記範囲内でも
顔料に対して分散ポリマー量が少ないと、この分散体を水性インクジェット記録用水性イ
ンクに用いた場合、分散体を比較的多く水性インク中に添加しても水性インク中の固形分
濃度を低くできるため、ノズル先端での水性インク乾燥による目詰まりが発生しにくく、
特に普通紙上において発色性に優れた水性インクを調製しやすいが、光沢メディア上での
光沢性・定着性が得られにくい場合がある。また反対に、顔料に対して分散ポリマー量が
多いと、普通紙上の発色性を高める目的で分散体を比較的多く水性インク中に添加した場
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合水性インク中の固形分濃度が高くなるため、ノズル先端での水性インク乾燥による目詰
まりが発生しやすくなるが、光沢メディア上での光沢性・定着性が得られやすい。そのた
め、双方のバランスをみた場合、前記顔料として黒色系顔料を用いる場合は５０：５０～
７０：３０、黄色系顔料の場合は６０：４０～８０：２０、赤色系顔料の場合は６０：４
０～９０：１０、青色系顔料の場合は４０：６０～７０：３０の範囲がより好ましい。こ
のように各々の顔料によって、好適な顔料と分散ポリマーの重量比の範囲が異なっている
理由は、詳細には不明であるが、各々の顔料ではその粒子の表面状態が異なっており、そ
れが分散ポリマーの吸着状態や分散体の表面状態に影響しているためと推定している。但
しこの推定は本発明において限定されるものではない。
【００３９】
　以上述べた顔料と分散ポリマーを構成要素とした分散体を用いることによって、保存安
定性に優れた水性インクジェット印刷に好適な水性インクとすることができる。更に、本
発明の水性インクにおいて、後述する等の水溶性有機溶剤を含むことにより、普通紙や光
沢メディア等の印刷媒体種によらずに、にじみが少なく定着性・色再現性の良好な画像を
形成することができる。また、前述の分散体を筆記具用水性インクにも好適に用いること
ができる。
【００４０】
　また、前述の顔料をポリマーで包含した着色剤が少なくとも重合性基を有する分散剤と
共重合性モノマーとの共重合体で該顔料を包含したものであることが好ましい。ここで、
重合性基を有する分散剤とは少なくとも疎水基、親水基および重合性基を有するもので、
重合性基はアクリロイル基、メタクリロイル基、アリル基あるいはビニル基などであり、
共重合性基も同じくクリロイル基、メタクリロイル基、アリル基あるいはビニル基などに
なる。
【００４１】
　水性インクジェット記録用水性インクとしては粒径が比較的そろっていた方が目詰まり
や吐出の安定性の観点から好ましいので、顔料をポリマーで包含した着色剤は、乳化重合
または転相乳化法によって製造されることが好ましい。また、ポリマー中のベンゼン環が
本発明の範囲にあり、好適な分散剤による好適な分散により、堅固なポリマーになり、分
散安定性が得られ、長期に安定性が得られるので好ましい。
　前述の顔料をポリマーで包含した分散体は、重合性基を有する分散剤で該顔料を分散さ
せた後、該分散剤と共重合可能なモノマーと重合開始剤を用いて水中で乳化重合されたも
のであることが好ましい。
【００４２】
（水性インク）
　また、本発明の水性インクは、水性インクの記録媒体である紙等の記録メディアに対す
る浸透性を高める目的で浸透剤を添加する場合があり、更にその放置安定性の確保、水性
インク吐出ヘッドからの安定吐出達成等をさらに向上させる目的で保湿剤、溶解助剤、浸
透制御剤（浸透剤）、粘度調整剤、ｐＨ調整剤、酸化防止剤、防黴剤、腐食防止剤、分散
に影響を与える金属イオンを捕獲するためのキレート等種々の添加剤を添加する場合があ
る。
【００４３】
（浸透剤）
　浸透剤はその添加により印字物の乾燥性が向上し、連続して印刷しても前の印字部分が
次の媒体の裏面に転写されることがなくなるため、特に印字記録の高速化を可能とする。
更に水性インクジェットプリンタ用水性インクとして使用する場合、泡立ちが少ないこと
、水性インクジェットヘッドのノズル内で乾燥し難い特性を有するものが特に好適である
。
　このような浸透剤としては、アセチレングリコール系界面活性剤、アセチレンアルコー
ル系界面活性剤、グリコールエーテル類、アルキレングリコール類から選ばれた１種又は
２種以上であることが好ましい。これらの浸透剤を用いることで普通紙上のにじみを低減
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でき、光沢メディア上での線幅を適当な程度に調整することができる。
【００４４】
　浸透剤として好適に使用できるアセチレングリコール系界面活性剤、又はアセチレンア
ルコール系界面活性剤の具体的な製品名として、例えば、サーフィノールＴＧ、サーフィ
ノール１０４、サーフィノール４２０、サーフィノール４４０、サーフィノール４６５、
サーフィノール４８５、サーフィノール６１、サーフィノール８２（以上いずれもエアー
プロダクツ株式会社製）、もしくはオルフィンＥ１０１０、オルフィンＥ１００４、オル
フィンＳＴＧ（以上いずれも日信化学工業株式会社製）、あるいはアセチレノールＥ００
、アセチレノールＥ４０、アセチレノールＥ１００（以上いずれも川研ファインケミカル
株式会社製）等を挙げることができる。
【００４５】
　浸透剤として好適に使用できるグリコールエーテル類としてはとしては、ジエチレング
リコールモノ（炭素数４～８のアルキル）エーテル、トリエチレングリコールモノ（炭素
数４～８のアルキル）エーテル、プロピレングリコールモノ（炭素数３～６のアルキル）
エーテル、及びジプロピレングリコールモノ（炭素数３～６のアルキル）エーテル等を挙
げることができ、具体例として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、及びジプロ
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る。
【００４６】
　浸透剤として使用できるアルキレングリコールとしては、１，２－（炭素数４～１０の
アルキル）ジオール、１，３－（炭素数４～１０のアルキル）ジオール１，５－（炭素数
４～１０のアルキル）ジオール、１，６－（炭素数４～１０のアルキル）ジオール等を挙
げることができ、具体例としては１，２－ペンタンジオール、１，２－ヘキサンジオール
、１，３－プタンジオール、１，５－ペンタンジオール、１，６－ヘキサンジオール等を
挙げることができる。
【００４７】
　前記のグリコールエーテル類及び／又はアルキレングリコール類は、これらの添加によ
り印字の乾燥性が向上し、連続して印刷しても前の印字部分が次の媒体の裏面に転写され
ることがなくなるため、特に水性インクジェット記録にあっては高速印字が可能となる。
また、前記のグリコールエーテル類及び／又はアルキレングリコール類は浸透剤としての
効果を有する他、他の難溶性の水性インク添加剤に対する溶解助剤としての特性も備える
。例えば前述のアセチレングリコール類のうち単独では水への溶解性が低い化合物を使用
する場合、グリコールエーテル類を併用して添加することでアセチレングリコール類の溶
解性を高めその添加量を増やすことできる。
【００４８】
　更にまた、グリコールエーテル類、及び／又はアルキレングリコール類は少なからず殺
菌・防菌作用を有する為、水性インク中に３～５％程度含有することで、微生物、菌類等
の発生を抑えることができるという効果も有する。
　本発明の水性インクにおいては、浸透剤として前述のアセチレングリコール系界面活性
剤、アセチレンアルコール系界面活性剤、グリコールエーテル類、アルキレングリコール
類を、単独又は併用して使うことができ、水性インクに対する添加量は、０．０１～３０
重量％が好ましいが、０．１～１０重量％がより好ましい。添加量が０．０１％未満では
印字品質向上の効果が低くなり、３０重量％を越えると水性インク吐出ヘッドのノズル周
りを不均一に濡らし、安定吐出が困難になる。
【００４９】
　前述のアセチレングリコール系界面活性剤およびアセチレンアルコール系界面活性剤か
ら選ばれた1種以上を０．１％以上５％以下含むことが好ましい。５％を超えると印字品
質の効果が頭打ちであり、添加しても粘度が上昇して使いづらくなり、ヘッドの先端に水
性インクが付着しやすくなり、印字が乱れやすくなる。０．１％未満では印字品質向上の
効果が低くなる。より好ましい添加量は０．１５～２％である。
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【００５０】
　そして、少なくとも前述のアセチレングリコール系界面活性剤およびアセチレンアルコ
ール系界面活性剤から選ばれた1種以上と、ジ（トリ）エチレングリコールモノブチルエ
ーテル、（ジ）プロピレングリコールモノブチルエーテルおよび１，２－アルキレングリ
コールから選ばれた１種以上とを同時に添加してなることが好ましい。アセチレングリコ
ールおよび／またはアセチレンアルコール系界面活性剤と、ジ（トリ）エチレングリコー
ルモノブチルエーテル、（ジ）プロピレングリコールモノブチルエーテルおよび１，２－
アルキレングリコールから選ばれた１種以上と、は同時に用いる方が印字品質が向上する
。
【００５１】
　そして、前述のアセチレングリコール系界面活性剤およびアセチレンアルコール系界面
活性剤から選ばれた1種以上が０～０．５％であり、ジ（トリ）エチレングリコールモノ
ブチルエーテル、（ジ）プロピレングリコールモノブチルエーテルおよび１，２－アルキ
レングリコールから選ばれた１種以上が１％以上であることが好ましい。アセチレングリ
コール系界面活性剤およびアセチレンアルコール系界面活性剤から選ばれた１種以上は少
量で浸透性を向上させる効果がある。従って、０．５％以下であり、ジ（トリ）エチレン
グリコールモノブチルエーテル、（ジ）プロピレングリコールモノブチルエーテルおよび
１，２－アルキレングリコールから選ばれた１種以上は１％以上であることで印字品質が
さらに向上する。
　その他、本発明の水性インクの浸透剤としては、同様に、前述のアルコール類、ノニオ
ン性界面活性剤、水溶性有機溶剤、その他の界面活性剤を使用することができる。
【００５２】
　本発明で用いる水性インクにおいては、これら前記の浸透剤を、１種で又は２種以上を
組み合わせて、使用することができる。
　特に、前述のアルキレングリコールモノアルキルエーテルが繰り返し単位１０以下のア
ルキレングリコールであって、炭素数３～１０のアルキルエーテルであることが好ましい
。その中でも、ジ（トリ）エチレングリコールモノブチルエ－テル、及び／又は（ジ）プ
ロピレングリコールモノブチルエーテルであることが好まく、前述の１，２－アルキレン
グリコールが１，２－ヘキサンジオール、及び／又は１，２－ペンタンジオールであるこ
とが好ましい。
　また、前述のジ（トリ）エチレングリコールモノブチルエーテル、（ジ）プロピレング
リコールモノブチルエーテル、及び１，２－アルキレングリコールから選ばれた１種以上
からなる物質の添加量が０．５％以上３０％以下であることが好ましい。より好ましくは
１％以上１５％以下である。
【００５３】
　そして、少なくとも前述のアセチレングリコール系界面活性剤、アセチレンアルコール
系界面活性剤から選ばれた1種以上と、ジ（トリ）エチレングリコールモノブチルエーテ
ル、（ジ）プロピレングリコールモノブチルエーテルおよび１，２－アルキレングリコー
ルから選ばれた１種以上を同時に添加することが印字品質上好ましい。
　そして、前述のアセチレングリコール系界面活性剤、アセチレンアルコール系界面活性
剤から選ばれた１種以上が０．０１～１．０％で、ジ（トリ）エチレングリコールモノブ
チルエーテル、（ジ）プロピレングリコールモノブチルエーテルおよび１，２－アルキレ
ングリコールから選ばれた１種以上が１％以上であることが好ましい。アセチレンアルコ
ール系界面活性剤、アセチレンアルコール系界面活性剤から選ばれた１種以上は少量で浸
透性を向上させる効果がある。従って、１．０％以下の添加量であっても、ジ（トリ）エ
チレングリコールモノブチルエーテル、（ジ）プロピレングリコールモノブチルエーテル
および１，２－アルキレングリコールから選ばれた１種以上は１％以上添加されているこ
とで印字品質がさらに向上する。
【００５４】
　前述の１，２－アルキレングリコールが炭素数４～１０の１，２－アルキレングリコー
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ルであり、添加量が１０％以下であることが好ましい。しかし、筆記具用としてはこれに
限定されない。より好ましくは１％以上８％以下である。
　又、ジ（トリ）エチレングリコールモノブチルエーテルとはジエチレングリコールモノ
ブチルエーテルおよび／またはトリエチレングリコールモノブチルエーテルを示すが、印
字品質改良のための浸透性の必要レベルとして、２０％以下の添加が好ましい。より好ま
しくは０．５～１０％である。
【００５５】
　本発明の水性インクにおいては、前記浸透剤の助剤として、水性インクの浸透性を制御
し、更にノズルの耐目詰まり性、水性インクの保湿性、あるいは浸透剤の溶解性を向上す
る目的で前述もしくは他の界面活性剤、並びに、高沸点低揮発性の多価アルコール類、あ
るいはそれらのモノエーテル化物、ジエーテル化物、若しくはエステル化物等の親水性高
沸点低揮発性溶媒等を、１種で又は２種以上を組合せて、使用することができる。より好
ましくは１％以上８％以下である。
【００５６】
　前述の１，２－アルキレングリコールが炭素数４～１０の１，２－アルキレングリコー
ルであり、添加量が１０％以下であることが好ましい。１０％を超えると粘度上昇により
水性インクジェット用としては使いづらくなり、それ以上添加しても印字品質向上の効果
がない。しかし、筆記具用としてはこれに限定されない。
【００５７】
　また、前述の１，２－アルキレングリコールが１，２－ペンタンジオールまたは１，２
－ヘキサンジオールであることが好ましい。１，２－ペンタンジオールは３～１０％以下
が好ましい。３％未満のものは浸透性の向上の効果が低く、そのためにじみの発生が多い
。炭素数が１０を超えると粘度が高くなり本発明のような水溶性水性インクには使用しづ
らい。１，２－ヘキサンジオールは０．５～１０％が好ましい。０．５％未満のものは浸
透性の向上の効果が低く、炭素数が１０を超えると水溶性が低いので本発明のような水溶
性水性インクには使用しづらい。前述のアセチレングリコールおよび／またはアセチレン
アルコール系界面活性剤の添加量が０．５％以上のときはその１，２－アルキレングリコ
ールとの比が１：０～１：５０の間が印字品質の観点から好ましく、１，２－アルキレン
グリコールがアセチレングリコールおよび／またはアセチレンアルコール系界面活性剤の
５０倍を超えると印字品質の向上効果が頭打ちでありそれ以上添加しても効果が低く、逆
に粘度上昇の弊害を生じる。
【００５８】
　そして、前述の（ジ）プロピレングリコールモノブチルエーテルを１０％以下含むこと
が好ましい。１０％を超えると印字品質向上の効果が頭打ちであり、逆に粘度上昇の弊害
と水溶性が低いので溶解助剤の添加が必要になってくる。より好ましくは０．５～５％で
ある。
　前述のアセチレングリコールおよび／またはアセチレンアルコール系界面活性剤と（ジ
）プロピレングリコールモノブチルエーテルの比が１：０～１：１０であることが好まし
い。（ジ）プロピレングリコールモノブチルエーテルがアセチレングリコールおよび／ま
たはアセチレンアルコール系界面活性剤の１０倍を超えると印字品質の向上効果が頭打ち
でありそれ以上添加しても効果が低く、逆に粘度上昇の弊害を生じる。
【００５９】
　前述のジ（トリ）エチレングリコールモノブチルエーテルを２０％以下含むことが好ま
しい。２０％を超えると粘度上昇により使いづらくなり、それ以上添加しても印字品質向
上の効果がない。より好ましくは１％以上１５％以下である。
　ジ（トリ）エチレングリコールモノブチルエーテルとはジエチレングリコールモノブチ
ルエーテル（ＤＥＧｍＢＥ）および／またはトリエチレングリコールモノブチルエーテル
（ＴＥＧｍＢＥ）を示すが、印字品質改良のための浸透性の必要レベルとして、２０％以
下の添加が好ましい。２０％を超えると印字品質向上の効果が頭打ちであり、逆に粘度上
昇の弊害が生じる。より好ましくは０．５～１０％である。
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【００６０】
　前述のアセチレングリコールおよび／またはアセチレンアルコール系界面活性剤の添加
量が０．５％以上であり、ジ（トリ）エチレングリコールモノブチルエーテルとの比が１
：０～１：５０であることが好ましい。アセチレングリコールおよび／またはアセチレン
アルコール系界面活性剤の５０倍まで添加することが印字品質の観点から好ましい。ジ（
トリ）エチレングリコールモノブチルエーテルはアセチレングリコール系の界面活性剤の
溶解性を向上させることと印字品質の向上に役立つが、５０倍を超える添加量ではそれら
の効果が頭打ちになるので水性インクジェット用としては使用しにくくなる。
【００６１】
（保湿剤）
　水性インクジェットのノズル面やペン先で乾燥を抑えるために水溶性のあるグリコール
類として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、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、分子量２００
０以下のポリエチレングリコール、１，３－プロピレングリコール、イソプロピレングリ
コール、イソブチレングリコール、チオジグリコール、１，４－ブタンジオール、１，３
－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、グリセリン
、メソエリスリトール、ペンタエリスリトール、及び、トリメチロールエタン、トリメチ
ロールプロパン、１，４－シクロヘキサンジオール、１，４－シクロヘキサンジメタノー
ル、シクロヘキサンチオール等がある。
【００６２】
　又、本発明においてはノズル前面で水性インクが乾燥して詰まることを抑制するために
、多くの種類の糖類を用いることもできる。単糖類および多糖類があり、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、ラクトース、ガラクト
ース、アルドン酸、グルシトース、マルトース、セロビオース、スクロース、トレハロー
ス、マルトトリオース等の他にアルギン酸およびその塩、シクロデキストリン類、セルロ
ース類を用いることができる。そしてその添加量は０．０５％以上で３０％以下がよい。
一般的な糖類である単糖類および多糖類のグルコース、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、ラクトース、ガラクトース、アルドン酸、グルシトー
ス、マルトース、セロビオース、スクロース、トレハロース、マルトトリオース等のより
好ましい添加量は３～２０％である。アルギン酸およびその塩、シクロデキストリン類、
セルロース類は水性インクにしたときの粘度が高くなり過ぎない程度の添加量にする必要
がある。
【００６３】
　その他に水と相溶性を有し、水性インクに含まれる水との溶解性の低いグリコールエー
テル類や水性インク成分の溶解性を向上させ、さらに被記録体たとえば紙に対する浸透性
を向上させ、あるいはノズルやペン先の目詰まりを防止するために用いることのできるも
のとして、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から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、ジエ
チレングリコールモノ－ｎ－ブチルエーテル、トリ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
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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、プロピレン
グリコールモノ－ｎ－ブチルエーテル、ジプロピレングリコールモノ－ｎ－ブチルエーテ
ルなどのグリコールエーテル類、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、スルホランなどがあり
、これらを適宜選択して使用することができる。
【００６４】
（その他の添加剤）
　本発明における水性インクジェット記録用水性インクは、その放置安定性の確保、水性
インク吐出ヘッドからの安定吐出達成等の目的で保湿剤、溶解助剤、浸透制御剤、粘度調
整剤、ｐＨ調整剤、酸化防止剤、防黴剤、腐食防止剤、分散に影響を与える金属イオンを
捕獲するためのキレート等種々の添加剤を添加する場合がある。以下、それらを例示する
。
【００６５】
　水性インクジェットのノズル面や筆記具のペン先で乾燥を抑えるために水溶性のあるグ
リコール類を添加することが好ましく、その例として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、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、分子量２０００以下のポリエチレングリコール、１，３－
プロピレングリコール、イソプロピレングリコール、イソブチレングリコール、１，４－
ブタンジオール、１，３－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、グリセリン、メソエリスリトール、ペンタエリスリトールなどがある。
　また、本発明においてはノズル前面で水性インクが乾燥して詰まることを抑制するため
に、多くの種類の糖類を用いることもできる。単糖類および多糖類があり、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、ラクトース、ガラク
トース、アルドン酸、グルシトース、マルトース、セロビオース、スクロース、トレハロ
ース、マルトトリオース等の他にアルギン酸およびその塩、シクロデキストリン類、セル
ロース類を用いることができる。そしてその添加量は０．０５％以上で３０％以下がよい
。０．０５％未満では水性インクがヘッドの先端で乾燥して詰まる目詰まり現象を回復さ
せる効果は少なく、３０％を超えると水性インクの粘度が上昇して適切な印字ができなく
なる。一般的な糖類である単糖類および多糖類のグルコース、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、ラクトース、ガラクトース、アルドン酸、グル
シトース、マルトース、セロビオース、スクロース、トレハロース、マルトトリオース等
のより好ましい添加量は３～２０％である。アルギン酸およびその塩、シクロデキストリ
ン類、セルロース類は水性インクにしたときの粘度が高くなり過ぎない程度の添加量にす
る必要がある。
【００６６】
　その他に水と相溶性を有し、水性インクに含まれる水との溶解性の低いグリコールエー
テル類や水性インク成分の溶解性を向上させ、さらに被記録体たとえば紙に対する浸透性
を向上させ、あるいはノズルやペン先の目詰まりを防止するために用いることのできるも
のとして、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から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、ジエ
チレングリコールモノ－ｎ－ブチルエーテル、トリ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
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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、プロピレン
グリコールモノ－ｎ－ブチルエーテル、ジプロピレングリコールモノ－ｎ－ブチルエーテ
ルなどのグリコールエーテル類、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、スルホランなどがあり
、これらを適宜選択して使用することができる。
【００６７】
　また、本発明による水性インクにはさらに紙や特殊紙等の媒体への浸透性を制御するた
め、他の界面活性剤を添加することも可能である。添加する界面活性剤は本発明の水性イ
ンク系との相溶性のよい界面活性剤が好ましく、界面活性剤のなかでも浸透性が高く安定
なものがよい。その例としては、両性界面活性剤、非イオン界面活性剤などがあげられる
。両性界面活性剤としてはラウリルジメチルアミノ酢酸ベタイン、２－アルキル－Ｎ－カ
ルボキシメチル－Ｎ－ヒドロキシエチルイミダゾリニウムベタイン、ヤシ油脂肪酸アミド
プロピルジメチルアミノ酢酸ベタイン、ポリオクチルポリアミノエチルグリシンその他イ
ミダゾリン誘導体などがある。非イオン界面活性剤としては、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アリルエーテル、ポリオキシエ
チレンオレイルエーテル、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ア
ルキルエーテル、ポリオキシアルキレンアルキルエーテル（ポリオキシプロピレンポリオ
キシエチレンアルキルエーテル）などのエーテル系、ポリオキシエチレンオレイン酸、ポ
リオキシエチレンオレイン酸エステル、ポリオキシエチレンジステアリン酸エステル、ソ
ルビタンラウレート、ソルビタンモノステアレート、ソルビタンモノオレエート、ソルビ
タンセスキオレート、ポリオキシエチレンモノオレエート、ポリオキシエチレンステアレ
ートなどのエステル系、その他フッ素アルキルエステル、パーフルオロアルキルカルボン
酸塩などの含フッ素系界面活性剤などがある。
【００６８】
　また、ｐＨ調整剤、溶解助剤あるいは酸化防止剤として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およびそれらの変成物、
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塩類、水酸化アンモニウ
ム、４級アンモニウム水酸化物（テトラメチルアンモニウムなど）、炭酸（水素）カリウ
ム、炭酸（水素）ナトリウム、炭酸（水素）リチウムなどの炭酸塩類その他燐酸塩など、
あるいはＮ－メチル－２－ピロリドン、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－アスコルビン酸およびそ
の塩などがある。また、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。そ
の例としてはチバガイギーのＴｉｎｕｖｉｎ３２８、９００、１１３０、３８４、２９２
、１２３、１４４、６２２、７７０、２９２、Ｉｒｇａｃｏｒ２５２、１５３、Ｉｒｇａ
ｎｏｘ１０１０、１０７６、１０３５、ＭＤ１０２４など、あるいはランタニドの酸化物
などがある。
【００６９】
　さらに、粘度調整剤としては、ロジン類、アルギン酸類、ポリビニルアルコール、ヒド
ロキシプロピルセルロース、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
、メチルセルロース、ポリアクリル酸塩、ポリビニルピロリドン、アラビアゴムスターチ
などがある。
　ｐＨ調整剤は、ヘッド部材の耐久性と水性インクの安定性の観点から、水性インクのｐ
Ｈ値が約７～１０になる量であることが好ましい。
【００７０】
　又、本発明の顔料分散液、これを含有する水性インクは、必要に応じて、その他の添加
剤、例えば、防カビ剤、防腐剤、又は防錆剤として、安息香酸、ジクロロフェン、ヘキサ
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クロロフェン、ソルビン酸、ｐ－ヒドロキシ安息香酸エステル、エチレンジアミン四酢酸
（ＥＤＴＡ）、デヒドロ酢酸ナトリウム、１，２－ベンゾチアゾリン－３－オン、３，４
－イソチアゾリン－３－オン、もしくは４、４－ジメチルオキサゾリジン等のオキサゾリ
ジン系化合物、あるい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および／またはクロルキシレノール等を含む
ことができる。更に、ノズル乾燥防止の目的で、尿素、チオ尿素、及び／又はエチレン尿
素等を含むこともできる。
【００７１】
（水性インク物性）
　本発明の水性インクの諸物性は適宜制御することができるが、好ましい態様によれば、
水性インクの粘度は１０ｍＰａ・秒以下であるのが好ましく、より好ましくは５ｍＰａ・
秒以下（２０℃）である。この粘度範囲の水性インクは、水性インク吐出ヘッドから安定
に吐出される。また、水性インクの表面張力も適宜制御することができるが、２５～５０
ｍＮ／ｍ（２０℃）であるのが好ましく、より好ましくは３０～４０ｍＮ／ｍ（２０℃）
である。
【００７２】
（水性インクのエージング処理）
　本発明の水性インクに前述の界面活性剤や水溶性有機溶剤を添加した場合、添加後の各
物性値が安定化する迄に時間を要する場合がある。このような場合、必要に応じてインク
に加熱等のエージング処理を実施しても良い。
　このようなエージング処理を実施する場合の加熱温度は室温（２５℃）以上で１００℃
以下の範囲であることが好ましく、より好ましくは４０℃以上８０℃以下である。エージ
ング処理を実施する時間は数分程度から数日程度の範囲であることが好ましく、より好ま
しくは数時間以上２４時間以下の範囲である。但し、このようなエージングの処理条件は
使用する顔料や樹脂の種類によっても異なる為、必要な効果が得られれば、エージング処
理条件は特に限定はしない。
　例えば、加熱温度を７０℃、処理時間を１２～２４時間程度のエージング処理を実施す
ることで、インク各物性を安定化することができる。
【００７３】
　また、本発明における水性インクのゼータ電位は、分散体濃度が０．００１～０．０１
重量％になるようにイオン交換水で希釈した希釈液として測定した場合の、２０℃、ｐＨ
８～ｐＨ９における分散体のゼータ電位の絶対値が４０ｍＶ以上であることが好ましい。
より好ましくは４５ｍＶ以上であり、更により好ましいゼータ電位の絶対値は５０ｍＶ以
上である。ゼータ電位の絶対値が２０ｍＶ以下の分散体の場合、水性インクの保存安定性
が低下する。
【実施例】
【００７４】
　以下、実施例によって本発明を具体的に説明するが、これらは本発明の範囲を限定する
ものではない。
　本実施例で得られた各測定値(芳香環量、顔料：ポリマー比、平均粒径、表面張力)は、
以下の方法で測定した。
【００７５】
「芳香環量の測定」
　各実施例、又は比較例で得た分散ポリマー溶液の一部を取り出し、溶媒成分を留去して
ポリマー成分のみを取り出し、ＤＭＳＯ－ｄ６に溶解させ、１３Ｃ－ＮＭＲ及び１Ｈ－Ｎ
ＭＲ（ブルカー社（ドイツ）製ＡＭＸ４００）を使用して、ポリマー中の芳香環量を測定
した。
「顔料：ポリマー比の測定」
　各実施例、又は比較例で得た分散液の一部を取り出し、０．１ｍｏｌ／ｌ濃度ＨＣｌを
添加して分散体のみを酸析後、乾燥重量を測定した。次に、アセトンを用いたソックスレ
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ー抽出法で分散ポリマーのみを取り出し、乾燥重量を測定することで、顔料：ポリマーの
重量比を算出した。
【００７６】
「平均粒径の測定」
  各実施例、又は比較例で得た水性インクの分散体濃度が０．００１～０．０１重量％に
（インクにより測定時の最適濃度が若干異なる為）なるようにイオン交換水で希釈し、そ
の分散粒子の２０℃における平均粒径を粒度分布計(大塚電子社製ＤＬＳ－８００)で測定
した。
【００７７】
（実施例１）
（１）分散液の製造：分散液１
　本実施例１に用いる分散液１の製造には無機顔料であるカーボンブラック顔料のカラー
ブラックＳ１７０（デグサ・ヒュルス社製）を用いた。
　まず、攪拌機、温度計、還流管および滴下ロートをそなえた反応容器を窒素置換した後
、スチレン２２部、α－メチルスチレン５部、ブチルメタクリレート１５部、ラウリルメ
タクリレート１０部、アクリル酸２．５部、ｔ－ドデシルメルカプタン０．３部を入れて
７０℃に加熱し、別に用意したスチレン１５０部、アクリル酸１５部、ブチルメタクリレ
ート５０部、ｔ－ドデシルメルカプタン１部、メチルエチルケトン２０部およびアゾビス
イソブチロニトリル３部を滴下ロートに入れて４時間かけて反応容器に滴下しながら分散
ポリマーを重合反応させた。次に、反応容器にメチルエチルケトンを添加して４０％濃度
の分散ポリマー溶液を作成した。
　この分散ポリマー溶液の一部と取り出し、溶媒成分を留去後、全重量に対する芳香環の
割合を前述の「芳香環量の測定」に記載の方法で測定したところ、分散ポリマー全重量に
対する芳香環量は５８％であった。
【００７８】
　上記分散ポリマー溶液４０部とカーボンブラック顔料であるカラーブラックＳ１７０（
デグサ・ヒュルス社製）３０部、０．１ｍｏｌ／Ｌの水酸化ナトリウム水溶液１００部、
メチルエチルケトン３５部を混合し、ホモジナイザーで３０分以上分散処理し、イオン交
換水を３５０部添加して、さらに１時間分散する。そして、ロータリーエバポレーターを
用いてメチルエチルケトンの全量と水の一部を留去後、ブフナー漏斗で濾別と洗浄を繰り
返す。次に濾別された顔料内包樹脂分散体に、イオン交換水、及び中和剤として水酸化ナ
トリウム水溶液を攪拌しながら適宜加えてｐＨ７．５に調整してから、平均孔径０．５μ
ｍのフィルターで濾過することで、分散体１（カーボンブラック顔料を芳香環量が５８％
であるポリマーにより包含した分散体）を２０％含有する分散液１を得た。
　分散液１における顔料：ポリマー比は、前記「顔料：ポリマー比の測定」に記載の方法
で測定した結果、８０：２０であった。
【００７９】
（２）インクの調整
　本実施例１では、前記実施例１（１）で得た分散液１、ＥＯ変性シリコーンであるＳＨ
－３７７１Ｍ（東レ・ダウコーニング・シリコーン株式会社製；ＨＬＢ値＝１３）、アセ
チレングリコール系界面活性剤であるオルフィンＥ１０１０（日信化学工業株式会社製）
、アルキレングリコールモノアルキルエーテルであるジエチレングリコールモノブチルエ
ーテル、及び１，２－アルキレングリコールである１，２－ペンタンジオールを使用した
。具体的な組成を以下に示す。
　なお、＜＞内の値は前記「平均粒径の測定」に記載の方法により測定した分散体１の平
均粒径（単位：ｎｍ）を示す。
　また、下記本実施例１のインク組成中の「残量」として添加されるイオン交換水には、
インクの腐食防止のためプロキセルＸＬ－２（アビシア社製）、インクジェットヘッド部
材の腐食防止のためベンゾトリアゾール、及びインク系中の金属イオンの影響を低減する
ためにＥＤＴＡ・２Ｎａ塩を、それぞれインク全重量に対して０．０５％、０．０２％、
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０．０４％となるように添加したものを用いた。
【００８０】
　分散体１＜１２０＞　　　　　　　　　　　　　　　　　　８．０　　％
　ＳＨ－３７７１Ｍ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　０．０１　％
　オルフィンＥ１０１０　　　　　　　　　　　　　　　　　０．６　　％
　ジエチレングリコールモノブチルエーテル　　　　　　　　３．０　　％
　１，２－ペンタンジオール　　　　　　　　　　　　　　　２．５　　％
　ジエチレングリコール　　　　　　　　　　　　　　　　　３．０　　％
　グリセリン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１０．０　　％
　トリメチロールプロパン　　　　　　　　　　　　　　　　６．０　　％
　トリプロパノールアミン　　　　　　　　　　　　　　　　０．３　　％
　イオン交換水　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　残量
【００８１】
（３）印字品質評価
　印字品質評価には圧電素子（ピエゾ素子）を使用したインクジェットヘッドによりイン
クを吐出するインクジェットプリンタＰＸ－Ｖ７００（セイコーエプソン株式会社製）を
使用して、前記実施例１（２）で調整したインクの印字評価を実施した。
　評価紙として、ヨーロッパ、アメリカおよび日本の市販されている普通の紙を使用した
。具体的には（ａ）Ｃｏｎｑｕｅｒｏｒ紙、（ｂ）Ｒｅｙｍａｔ紙、（ｃ）Ｍｏｄｅ　Ｃ
ｏｐｙ紙、（ｄ）Ｒａｐｉｄ　Ｃｏｐｙ紙、（ｅ）Ｘｅｒｏｘ　Ｐ紙、（ｆ）Ｘｅｒｏｘ
　４０２４紙、（ｇ）Ｘｅｒｏｘ　１０紙、（ｈ）Ｎｅｅｎｈａ　Ｂｏｎｄ紙、（ｉ）Ｒ
ｉｃｏｐｙ　６２００紙、及び（ｊ）Ｈａｍｍｅｒ　ｍｉｌｌ　Ｃｏｐｙ　Ｐｌｕｓ紙を
使用した。
　なお、評価は目視により行い、以下の評価基準に基づいて行った。印字品質評価の結果
を表２に示す。
【００８２】
Ａ：全てのポイントの文字において、にじみがわからない。
Ｂ：５ポイント以下の文字で、わずかににじみが認められる。
Ｃ：にじみのため、５ポイント以下の文字が太く見える。
Ｄ：にじみが著しく、５ポイント以下の文字が判別できない。
【００８３】
（４）定着性評価
　前記実施例１（３）と同様のプリンタ、及びインクを使用して、光沢メディアへに対す
る定着性の評価を実施した。
　評価用の光沢メディアとして、ヨーロッパ、アメリカ及び日本の市販されている光沢メ
ディアを使用した。具体的には、1)フォトプリント紙２、2)ＭＣ写真用紙（ 1）、2)とも
商品名、セイコーエプソン株式会社製）、3)Ink Jet Paper  Photo Glossy Paper  Super
 Photo Grade、4)Ink Jet Paper  Photo Paper  High Grade（ 3）、4)とも商品名、富士
写真フィルム株式会社製）、5)Ink Jet Photographic Quality Paper  Photo Weight（商
品名、コダック社製）、6)Photo like  QP   QP20A4GH（商品名、コニカ株式会社製）を
使用した。
　評価は、印刷後３０分間２０～２５℃／４０～６０％ＲＨ下で乾燥させた印刷物を用い
、指で擦った後の文字のずれ・かすれ状態を目視で観察する事により行なった。以下に評
価判断基準を示す。定着性評価の結果を表３に示す。
【００８４】
Ａ：ずれ、かすれが認められない。
Ｂ：わずかにずれが認められるが、実用上問題ないレベル。
Ｃ：ずれ、あるいはかすれが認められる。
Ｄ：ずれ、かすれが甚だしく、文字が判読し難い。
【００８５】
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（５）吐出安定性評価
　前記実施例１（４）と同様のプリンタ、及びインクを使用して、３５℃／２０％の環境
下でＡ４版Ｘｅｒｏｘ Ｐ紙に１００ページ連続印字して、印刷の乱れ具合を観察するこ
とで吐出安定性を評価した。
　なお、評価は目視により行い、以下の評価基準に基づいて行った。吐出安定性評価の結
果を表４に示す。
【００８６】
Ａ：全く印刷乱れが発生しない。
Ｂ：印刷乱れが見られたが１０箇所未満である。
Ｃ：１０箇所以上１００箇所未満の範囲で印刷乱れがある。
Ｄ：１００箇所以上印刷乱れが発生した。
【００８７】
（６）保存安定性評価
　前記実施例１（２）で調整したインクをガラス瓶に入れ密閉後、それぞれ６０℃／１週
間、－２０℃／１週間放置して、放置前後におけるインクの発生異物と物性値変動（粘度
）について評価した。
　なお、評価は以下の評価基準に基づいて行った。保存安定性評価結果を表４に示す。
【００８８】
Ａ：６０℃あるいは－２０℃放置後の異物量・物性値と放置前のそれとの比が、０．９９
～１．０１の範囲内である。
Ｂ：比が０．９５～０．９９、あるいは１．０１～１．０５の範囲内である（実用レベル
）。
Ｃ：比が０．９０～０．９５、あるいは１．０５～１．１０の範囲内である。
Ｄ：比が０．９０未満、あるいは１．１０より大きい。
【００８９】
（実施例２）
（１）分散液の製造：分散液２
　本実施例２に用いる分散液２の製造には、有機顔料である不溶性モノアゾイエロー顔料
（Ｃ．Ｉ．ピグメントイエロー７４）を用いた。それ以外は、前記実施例１（１）に記載
と同様であるが、ポリマーの合成条件等を若干変更した方法により、分散体２（不溶性モ
ノアゾイエロー顔料を芳香環量が２５％であるポリマーにより包含した分散体）を２０％
含有する分散液２を得た。
　分散液２における顔料：ポリマー比は、実施例１（１）と同様に、前述の「顔料：ポリ
マー比の測定」に記載の方法で測定した結果、７５：２５であった。
【００９０】
（２）インクの調整
　本実施例２では、前記実施例２（１）で得た分散液２、ＥＯ変性シリコーンであるＳＨ
－３７７２Ｍ（東レ・ダウコーニング・シリコーン株式会社製；ＨＬＢ値＝６）、アセチ
レングリコール系界面活性剤であるサーフィノール４４０（エアープロダクツ株式会社製
）とオルフィンＳＴＧ（日信化学工業株式会社製）、アルキレングリコールモノアルキル
エーテルであるトリエチレングリコールモノブチルエーテル、及び１，２－アルキレング
リコールである１，２－ヘキサンジオールを使用した。具体的な組成を以下に示す。
【００９１】
　なお、＜＞内の値は前記「平均粒径の測定」に記載の方法により測定した分散体２の平
均粒径（単位：ｎｍ）を示す。
　また、下記本実施例２のインク組成中において「残量」として添加されるイオン交換水
には、実施例１（２）と同様に、インク全重量に対してプロキセルＸＬ－２（アビシア社
製）を０．０５％、ベンゾトリアゾールを０．０２％、及びＥＤＴＡ・２Ｎａ塩を０．０
４％となるように添加したものを用いた。
【００９２】
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　分散体２＜１００＞　　　　　　　　　　　　　　　　　　８．０　　％
　ＳＨ－３７７２Ｍ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　０．００５％
　サーフィノール４４０　　　　　　　　　　　　　　　　　０．４　　％
　オルフィンＳＴＧ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　０．１　　％
　トリエチレングリコールモノブチルエーテル　　　　　　　３．０　　％
　１，２－ヘキサンジオール　　　　　　　　　　　　　　　２．０　　％
　２－ピロリドン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　３．０　　％
　グリセリン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１０．０　　％
　トリメチロールエタン　　　　　　　　　　　　　　　　　３．０　　％
　トリプロパノールアミン　　　　　　　　　　　　　　　　０．１　　％
　イオン交換水　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　残量
【００９３】
（３）印字品質評価
　前記実施例１（３）と同様にインクジェットプリンタＰＸ－Ｖ７００（セイコーエプソ
ン株式会社製）を使用して、前記実施例２（２）で調整したインクについて、前記実施例
１（３）と同様の評価紙を用いて、前記実施例１（３）と同様の評価基準により印字品質
評価を行った。なお、評価の結果は表２に示す。
（４）定着性評価
　前記実施例２（３）と同様のプリンタ、及びインクを使用して、前記実施例１（４）と
同様の光沢メディアを用いて、前記実施例１（４）と同様の評価基準により定着性評価を
行った。なお、評価の結果は表３に示す。
【００９４】
（５）吐出安定性評価
　前記実施例２（４）と同様のプリンタ、及びインクを使用して、前記実施例１（５）と
同様の評価方法で、前記実施例１（５）と同様の評価基準により吐出安定性評価を行った
。なお、評価の結果は表４に示す。
（６）保存安定性評価
　前記実施例２（２）で調整したインクについて、前記実施例１（６）と同様の評価方法
で、前記実施例１（６）と同様の評価基準により保存安定性評価を行った。なお、評価の
結果は表４に示す。
【００９５】
（実施例３）
（１）分散液の製造：分散液３
　本実施例３に用いる分散液３の製造には、有機顔料であるキナクリドンマゼンタ顔料（
Ｃ．Ｉ．ピグメントマゼンタ１２２）を用いた。それ以外は、前記実施例１（１）に記載
と同様であるが、ポリマーの合成条件等を若干変更した方法により、分散体３（キナクリ
ドンマゼンタ顔料を芳香環量が２５％であるポリマーにより包含した分散体）を２０％含
有する分散液３を得た。
　分散液３における顔料：ポリマー比は、実施例１（１）と同様に、前述の「顔料：ポリ
マー比の測定」に記載の方法で測定した結果、７５：２５であった。
【００９６】
（２）インクの調整
　本実施例３では、前記実施例３（１）で得た分散液３、ＥＯ変性シリコーンであるＳＨ
－３７７３Ｍ（東レ・ダウコーニング・シリコーン株式会社製；ＨＬＢ値＝８）、アセチ
レングリコール系界面活性剤であるサーフィノール１０４（エアープロダクツ株式会社製
）、及び１，２－アルキレングリコールである１，２－ヘキサンジオールを使用した。具
体的な組成を以下に示す。
　なお、＜＞内の値は前記「平均粒径の測定」に記載の方法により測定した分散体３の平
均粒径（単位：ｎｍ）を示す。
　また、下記本実施例３のインク組成中において「残量」として添加されるイオン交換水
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には、実施例１（２）と同様に、インク全重量に対してプロキセルＸＬ－２（アビシア社
製）を０．０５％、ベンゾトリアゾールを０．０２％、及びＥＤＴＡ・２Ｎａ塩を０．０
４％となるように添加したものを用いた。
【００９７】
　分散体３＜１００＞　　　　　　　　　　　　　　　　　　７．４　　％
　ＳＨ－３７７３Ｍ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　０．００５％
　サーフィノール１０４　　　　　　　　　　　　　　　　　０．１６　％
　１，２－ヘキサンジオール　　　　　　　　　　　　　　　３．５　　％
　２－ピロリドン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２．０　　％
　グリセリン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１３．０　　％
トリメチロールプロパン　　　　　　　　　　　　　　　　８．０　　　％
　イオン交換水　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　残量
【００９８】
（３）印字品質評価
　前記実施例１（３）と同様にインクジェットプリンタＰＸ－Ｖ７００（セイコーエプソ
ン株式会社製）を使用して、前記実施例３（２）で調整したインクについて、前記実施例
１（３）と同様の評価紙を用いて、前記実施例１（３）と同様の評価基準により印字品質
評価を行った。なお、評価の結果は表２に示す。
（４）定着性評価
　前記実施例３（３）と同様のプリンタ、及びインクを使用して、前記実施例１（４）と
同様の光沢メディアを用いて、前記実施例１（４）と同様の評価基準により定着性評価を
行った。なお、評価の結果は表３に示す。
【００９９】
（５）吐出安定性評価
　前記実施例３（４）と同様のプリンタ、及びインクを使用して、前記実施例１（５）と
同様の評価方法で、前記実施例１（５）と同様の評価基準により吐出安定性評価を行った
。なお、評価の結果は表４に示す。
（６）保存安定性評価
　前記実施例３（２）で調整したインクについて、前記実施例１（６）と同様の評価方法
で、前記実施例１（６）と同様の評価基準により保存安定性評価を行った。なお、評価の
結果は表４に示す。
【０１００】
（実施例４）
（１）分散液の製造：分散液４
　本実施例４に用いる分散液４の製造には、有機顔料であるフタロシアニンブルー顔料（
Ｃ．Ｉ．ピグメントブルー１５：４）を用いた。それ以外は、前記実施例１（１）に記載
と同様であるが、ポリマーの合成条件等を若干変更した方法により、分散体４（フタロシ
アニンブルー顔料を芳香環量が２５％であるポリマーにより包含した分散体）を２０％含
有する分散液４を得た。
　分散液４における顔料：ポリマー比は、実施例１（１）と同様に、前述の「顔料：ポリ
マー比の測定」に記載の方法で測定した結果、５０：５０であった。
【０１０１】
（２）インクの調整
　本実施例４では、前記実施例４（１）で得た分散液４、ＥＯ変性シリコーンであるＳＨ
－３７７５Ｍ（東レ・ダウコーニング・シリコーン株式会社製；ＨＬＢ値＝５）、アセチ
レングリコール系界面活性剤であるサーフィノール１０４（エアープロダクツ株式会社製
）、及び１，２－アルキレングリコールである１，２－ペンタンジオールを使用した。具
体的な組成を以下に示す。
　なお、＜＞内の値は前記「平均粒径の測定」に記載の方法により測定した分散体４の平
均粒径（単位：ｎｍ）を示す。
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　また、下記本実施例４のインク組成中において「残量」として添加されるイオン交換水
には、実施例１（２）と同様に、インク全重量に対してプロキセルＸＬ－２（アビシア社
製）を０．０５％、ベンゾトリアゾールを０．０２％、及びＥＤＴＡ・２Ｎａ塩を０．０
４％となるように添加したものを用いた。
【０１０２】
　分散体４＜１００＞　　　　　　　　　　　　　　　　　　７．４　　％
　ＳＨ－３７７５Ｍ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　０．００１％
　サーフィノール１０４　　　　　　　　　　　　　　　　　０．１６　％
　１，２－ペンタンジオール　　　　　　　　　　　　　　　３．５　　％
　２－ピロリドン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２．０　　％
　グリセリン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１３．０　　％
　トリメチロールプロパン　　　　　　　　　　　　　　　　６．０　　％
　イオン交換水　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　残量
【０１０３】
（３）印字品質評価
　前記実施例１（３）と同様にインクジェットプリンタＰＸ－Ｖ７００（セイコーエプソ
ン株式会社製）を使用して、前記実施例４（２）で調整したインクについて、前記実施例
１（３）と同様の評価紙を用いて、前記実施例１（３）と同様の評価基準により印字品質
評価を行った。なお、評価の結果は表２に示す。
（４）定着性評価
　前記実施例４（３）と同様のプリンタ、及びインクを使用して、前記実施例１（４）と
同様の光沢メディアを用いて、前記実施例１（４）と同様の評価基準により定着性評価を
行った。なお、評価の結果は表３に示す。
【０１０４】
（５）吐出安定性評価
　前記実施例４（４）と同様のプリンタ、及びインクを使用して、前記実施例１（５）と
同様の評価方法で、前記実施例１（５）と同様の評価基準により吐出安定性評価を行った
。なお、評価の結果は表４に示す。
（６）保存安定性評価
　前記実施例４（２）で調整したインクについて、前記実施例１（６）と同様の評価方法
で、前記実施例１（６）と同様の評価基準により保存安定性評価を行った。なお、評価の
結果は表４に示す。
【０１０５】
（実施例５）
（１）分散液の製造：分散液５
　本実施例５に用いる分散液５の製造には、有機顔料であるペリノンオレンジ顔料（Ｃ．
Ｉ．ピグメントオレンジ４３）を用いた。それ以外は、前記実施例１（１）に記載と同様
であるが、ポリマーの合成条件等を若干変更した方法により、分散体５（ペリノンオレン
ジ顔料を芳香環量が２５％であるポリマーにより包含した分散体）を２０％含有する分散
液５を得た。
　分散液５における顔料：ポリマー比は、実施例１（１）と同様に、前述の「顔料：ポリ
マー比の測定」に記載の方法で測定した結果、７５：２５であった。
【０１０６】
（２）インクの調整
　本実施例５では、前記実施例５（１）で得た分散液５、ＥＯ変性シリコーンであるＫＦ
－６０１７（信越化学工業株式会社製；ＨＬＢ値＝４．５）、アセチレングリコール系界
面活性剤であるサーフィノール４２０（エアープロダクツ株式会社製）、アルキレングリ
コールモノアルキルエーテルであるトリエチレングリコールモノブチルエーテル、及び１
，２－アルキレングリコールである１，２－ヘキサンジオールを使用した。具体的な組成
を以下に示す。
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　なお、＜＞内の値は前記「平均粒径の測定」に記載の方法により測定した分散体５の平
均粒径（単位：ｎｍ）を示す。
　また、下記本実施例５のインク組成中において「残量」として添加されるイオン交換水
には、実施例１（２）と同様に、インク全重量に対してプロキセルＸＬ－２（アビシア社
製）を０．０５％、ベンゾトリアゾールを０．０２％、及びＥＤＴＡ・２Ｎａ塩を０．０
４％となるように添加したものを用いた。
【０１０７】
　分散体５＜１００＞　　　　　　　　　　　　　　　　　　７．４　　％
　ＫＦ－６０１７　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　０．００１％
　サーフィノール４２０　　　　　　　　　　　　　　　　　０．１４　％
　トリエチレングリコールモノブチルエーテル　　　　　　　３．０　　％
　１，２－ヘキサンジオール　　　　　　　　　　　　　　　２．５　　％
　２－ピロリドン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２．０　　％
　グリセリン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１３．０　　％
　トリメチロールプロパン　　　　　　　　　　　　　　　　３．０　　％
　イオン交換水　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　残量
【０１０８】
（３）印字品質評価
　前記実施例１（３）と同様にインクジェットプリンタＰＸ－Ｖ７００（セイコーエプソ
ン株式会社製）を使用して、前記実施例５（２）で調整したインクについて、前記実施例
１（３）と同様の評価紙を用いて、前記実施例１（３）と同様の評価基準により印字品質
評価を行った。なお、評価の結果は表２に示す。
（４）定着性評価
　前記実施例５（３）と同様のプリンタ、及びインクを使用して、前記実施例１（４）と
同様の光沢メディアを用いて、前記実施例１（４）と同様の評価基準により定着性評価を
行った。なお、評価の結果は表３に示す。
【０１０９】
（５）吐出安定性評価
　前記実施例５（４）と同様のプリンタ、及びインクを使用して、前記実施例１（５）と
同様の評価方法で、前記実施例１（５）と同様の評価基準により吐出安定性評価を行った
。なお、評価の結果は表４に示す。
（６）保存安定性評価
　前記実施例５（２）で調整したインクについて、前記実施例１（６）と同様の評価方法
で、前記実施例１（６）と同様の評価基準により保存安定性評価を行った。なお、評価の
結果は表４に示す。
【０１１０】
（実施例６）
（１）分散液の製造：分散液６
　本実施例６に用いる分散液６の製造には、有機顔料であるフタロシアニングリーン顔料
（Ｃ．Ｉ．ピグメントグリーン７）を用いた。それ以外は、前記実施例１（１）に記載と
同様であるが、ポリマーの合成条件等を若干変更した方法により、分散体６（フタロシア
ニングリーン顔料を芳香環量が２５％であるポリマーにより包含した分散体）を２０％含
有する分散液６を得た。
　分散液６における顔料：ポリマー比は、実施例１（１）と同様に、前述の「顔料：ポリ
マー比の測定」に記載の方法で測定した結果、６０：４０であった。
【０１１１】
（２）インクの調整
　本実施例６では、前記実施例６（１）で得た分散液６、ＥＯ変性シリコーンであるＫＦ
－３５２Ａ（信越化学工業株式会社製；ＨＬＢ値＝７）、アセチレングリコール系界面活
性剤であるサーフィノールＴＧ（エアープロダクツ株式会社製）、アルキレングリコール
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モノアルキルエーテルであるトリエチレングリコールモノブチルエーテル、及び１，２－
アルキレングリコールである１，２－ペンタンジオールを使用した。具体的な組成を以下
に示す。
　なお、＜＞内の値は前記「平均粒径の測定」に記載の方法により測定した分散体６の平
均粒径（単位：ｎｍ）を示す。
　また、下記本実施例６のインク組成中において「残量」として添加されるイオン交換水
には、実施例１（２）と同様に、インク全重量に対してプロキセルＸＬ－２（アビシア社
製）を０．０５％、ベンゾトリアゾールを０．０２％、及びＥＤＴＡ・２Ｎａ塩を０．０
４％となるように添加したものを用いた。
【０１１２】
　分散体６＜１００＞　　　　　　　　　　　　　　　　　　６．５　　％
　ＫＦ－３５２Ａ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　０．０５　％
　サーフィノールＴＧ　　　　　　　　　　　　　　　　　　０．１５　％
　１，２－ペンタンジオール　　　　　　　　　　　　　　　３．０　　％
　２－ピロリドン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　３．０　　％
　グリセリン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１５．０　　％
　トリメチロールエタン　　　　　　　　　　　　　　　　　３．０　　％
　トリエタノールアミン　　　　　　　　　　　　　　　　　０．１　　％
　イオン交換水　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　残量
【０１１３】
（３）印字品質評価
　前記実施例１（３）と同様にインクジェットプリンタＰＸ－Ｖ７００（セイコーエプソ
ン株式会社製）を使用して、前記実施例６（２）で調整したインクについて、前記実施例
１（３）と同様の評価紙を用いて、前記実施例１（３）と同様の評価基準により印字品質
評価を行った。なお、評価の結果は表２に示す。
（４）定着性評価
　前記実施例６（３）と同様のプリンタ、及びインクを使用して、前記実施例１（４）と
同様の光沢メディアを用いて、前記実施例１（４）と同様の評価基準により定着性評価を
行った。なお、評価の結果は表３に示す。
【０１１４】
（５）吐出安定性評価
　前記実施例６（４）と同様のプリンタ、及びインクを使用して、前記実施例１（５）と
同様の評価方法で、前記実施例１（５）と同様の評価基準により吐出安定性評価を行った
。なお、評価の結果は表４に示す。
（６）保存安定性評価
　前記実施例６（２）で調整したインクについて、前記実施例１（６）と同様の評価方法
で、前記実施例１（６）と同様の評価基準により保存安定性評価を行った。なお、評価の
結果は表４に示す。
【０１１５】
（実施例７）
（１）分散液の製造：分散液７
　本実施例７に用いる分散液７の製造には、有機顔料であるベンズイミダゾロンブラウン
顔料（Ｃ．Ｉ．ピグメントブラウン３２）を用いた。それ以外は、前記実施例１（１）に
記載と同様であるが、ポリマーの合成条件等を若干変更した方法により、分散体７（ベン
ズイミダゾロンブラウン顔料を芳香環量が２５％であるポリマーにより包含した分散体）
を２０％含有する分散液７を得た。
　分散液７における顔料：ポリマー比は、実施例１（１）と同様に、前述の「顔料：ポリ
マー比の測定」に記載の方法で測定した結果、７５：２５であった。
【０１１６】
（２）インクの調整
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　本実施例７では、前記実施例７（１）で得た分散液７、ＥＯ変性シリコーンであるＳＨ
－３７７３ＭおよびＫＦ－３０１７、アセチレングリコール系界面活性剤であるサーフィ
ノール４２０（エアープロダクツ株式会社製）、アルキレングリコールモノアルキルエー
テルであるトリエチレングリコールモノブチルエーテル、及び１，２－アルキレングリコ
ールである１，２－ヘキサンジオールを使用した。具体的な組成を以下に示す。
　なお、＜＞内の値は前記「平均粒径の測定」に記載の方法により測定した分散体７の平
均粒径（単位：ｎｍ）を示す。
　また、下記本実施例７のインク組成中において「残量」として添加されるイオン交換水
には、実施例１（２）と同様に、インク全重量に対してプロキセルＸＬ－２（アビシア社
製）を０．０５％、ベンゾトリアゾールを０．０２％、及びＥＤＴＡ・２Ｎａ塩を０．０
４％となるように添加したものを用いた。
【０１１７】
　分散体７＜１００＞　　　　　　　　　　　　　　　　　　６．４　　％
　ＳＨ－３７７３Ｍ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　０．００３％
　ＫＦ－３０１７　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　０．００２％
　サーフィノール４２０　　　　　　　　　　　　　　　　　０．１４　％
　トリエチレングリコールモノブチルエーテル　　　　　　　１．０　　％
　１，２－ヘキサンジオール　　　　　　　　　　　　　　　２．５　　％
　２－ピロリドン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２．０　　％
　グリセリン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　８．０　　％
　トリメチロールプロパン　　　　　　　　　　　　　　　１０．０　　％
　イオン交換水　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　残量
【０１１８】
（３）印字品質評価
　前記実施例１（３）と同様にインクジェットプリンタＰＸ－Ｖ７００（セイコーエプソ
ン株式会社製）を使用して、前記実施例７（２）で調整したインクについて、前記実施例
１（３）と同様の評価紙を用いて、前記実施例１（３）と同様の評価基準により印字品質
評価を行った。なお、評価の結果は表２に示す。
（４）定着性評価
　前記実施例７（３）と同様のプリンタ、及びインクを使用して、前記実施例１（４）と
同様の光沢メディアを用いて、前記実施例１（４）と同様の評価基準により定着性評価を
行った。なお、評価の結果は表３に示す。
【０１１９】
（５）吐出安定性評価
　前記実施例７（４）と同様のプリンタ、及びインクを使用して、前記実施例１（５）と
同様の評価方法で、前記実施例１（５）と同様の評価基準により吐出安定性評価を行った
。なお、評価の結果は表４に示す。
（６）保存安定性評価
　前記実施例７（２）で調整したインクについて、前記実施例１（６）と同様の評価方法
で、前記実施例１（６）と同様の評価基準により保存安定性評価を行った。なお、評価の
結果は表４に示す。
【０１２０】
（実施例８）
（１）分散液の製造：分散液８
　本実施例８に用いる分散液８の製造には、有機顔料であるキナクリドンバイオレット顔
料（Ｃ．Ｉ．ピグメントバイオレット１９）を用いた。それ以外は、前記実施例１（１）
に記載と同様であるが、ポリマーの合成条件等を若干変更した方法により、分散体８（キ
ナクリドンバイオレット顔料を芳香環量が２５％であるポリマーにより包含した分散体）
を２０％含有する分散液８を得た。
　分散液８における顔料：ポリマー比は、実施例１（１）と同様に、前述の「顔料：ポリ
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マー比の測定」に記載の方法で測定した結果、８０：２０であった。
【０１２１】
（２）インクの調整
　本実施例８では、前記実施例８（１）で得た分散液８、ＥＯ変性シリコーンを約８％含
有するＦｏｒｍＢａｎ　ＭＳ－５７５（Ultra Addives Inc.製；含有ＥＯ変性シリコーン
のＨＬＢ値＝５）、アセチレングリコール系界面活性剤であるサーフィノール１０４（エ
アープロダクツ株式会社製）、アルキレングリコールモノアルキルエーテルであるトリエ
チレングリコールモノブチルエーテル、及び１，２－アルキレングリコールである１，２
－ヘキサンジオールを使用した。具体的な組成を以下に示す。
　なお、＜＞内の値は前記「平均粒径の測定」に記載の方法により測定した分散体８の平
均粒径（単位：ｎｍ）を示す。
　また、下記本実施例８のインク組成中において「残量」として添加されるイオン交換水
には、実施例１（２）と同様に、インク全重量に対してプロキセルＸＬ－２（アビシア社
製）を０．０５％、ベンゾトリアゾールを０．０２％、及びＥＤＴＡ・２Ｎａ塩を０．０
４％となるように添加したものを用いた。
【０１２２】
　分散体８＜１００＞　　　　　　　　　　　　　　　　　　７．５　　％
　ＦｏｒｍＢａｎ　ＭＳ－５７５　　　　　　　　　　　　　０．００５％
　サーフィノール１０４　　　　　　　　　　　　　　　　　０．１６　％
　１，２－ヘキサンジオール　　　　　　　　　　　　　　　３．０　　％
　２－ピロリドン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２．０　　％
　グリセリン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１５．０　　％
　トリメチロールプロパン　　　　　　　　　　　　　　　　５．０　　％
　イオン交換水　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　残量
【０１２３】
（３）印字品質評価
　前記実施例１（３）と同様にインクジェットプリンタＰＸ－Ｖ７００（セイコーエプソ
ン株式会社製）を使用して、前記実施例８（２）で調整したインクについて、前記実施例
１（３）と同様の評価紙を用いて、前記実施例１（３）と同様の評価基準により印字品質
評価を行った。なお、評価の結果は表２に示す。
（４）定着性評価
　前記実施例８（３）と同様のプリンタ、及びインクを使用して、前記実施例１（４）と
同様の光沢メディアを用いて、前記実施例１（４）と同様の評価基準により定着性評価を
行った。なお、評価の結果は表３に示す。
【０１２４】
（５）吐出安定性評価
　前記実施例８（４）と同様のプリンタ、及びインクを使用して、前記実施例１（５）と
同様の評価方法で、前記実施例１（５）と同様の評価基準により吐出安定性評価を行った
。なお、評価の結果は表４に示す。
（６）保存安定性評価
　前記実施例８（２）で調整したインクについて、前記実施例１（６）と同様の評価方法
で、前記実施例１（６）と同様の評価基準により保存安定性評価を行った。なお、評価の
結果は表４に示す。
【０１２５】
（比較例１）
（１）インクの調整
　本比較例１では、ＥＯ変性シリコーンであるＳＨ－３７７１Ｍを除いた以外は、実施例
１と同様の成分を使用した。具体的な組成を以下に示す。
　なお、＜＞内の値は前記「平均粒径の測定」に記載の方法により測定した分散体１の平
均粒径（単位：ｎｍ）を示す。
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【０１２６】
　分散体１＜１２０＞　　　　　　　　　　　　　　　　　　８．０　　％
　オルフィンＥ１０１０　　　　　　　　　　　　　　　　　０．６　　％
　ジエチレングリコールモノブチルエーテル　　　　　　　　３．０　　％
　１，２－ペンタンジオール　　　　　　　　　　　　　　　２．５　　％
　ジエチレングリコール　　　　　　　　　　　　　　　　　３．０　　％
　グリセリン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１０．０　　％
　トリメチロールプロパン　　　　　　　　　　　　　　　　６．０　　％
　トリプロパノールアミン　　　　　　　　　　　　　　　　０．３　　％
　イオン交換水　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　残量
【０１２７】
（２）印字品質評価
　前記実施例１（３）と同様にインクジェットプリンタＰＸ－Ｖ７００（セイコーエプソ
ン株式会社製）を使用して、前記比較例１（１）で調整したインクについて、前記実施例
１（３）と同様の評価紙を用いて、前記実施例１（３）と同様の評価基準により印字品質
評価を行った。なお、評価の結果は表２に示す。
（３）定着性評価
　前記比較例１（２）と同様のプリンタ、及びインクを使用して、前記実施例１（４）と
同様の光沢メディアを用いて、前記実施例１（４）と同様の評価基準により定着性評価を
行った。なお、評価の結果は表３に示す。
【０１２８】
（４）吐出安定性評価
　前記比較例１（３）と同様のプリンタ、及びインクを使用して、前記実施例１（５）と
同様の評価方法で、前記実施例１（５）と同様の評価基準により吐出安定性評価を行った
。なお、評価の結果は表４に示す。
（５）保存安定性評価
　前記比較例１（１）で調整したインクについて、前記実施例１（６）と同様の評価方法
で、前記実施例１（６）と同様の評価基準により保存安定性評価を行った。なお、評価の
結果は表４に示す。
【０１２９】
　なお、本実施例および比較例に用いた変性シリコーン化合物の詳細を下記表１に示す。
【０１３０】
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【０１３２】
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【表３】

【０１３３】
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