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(57)【要約】
【課題】
　インクジェット記録による画像形成装置において、紙
等の媒体に 画質改善処理液を塗布するについて、当該
画質改善処理液の付着量を可及的に少なくしながら、塗
りムラを防止するように処理液付与装置を工夫すること
である。
【解決手段】
　インクジェット方式を用いた画像形成装置の記録媒体
に画質改善処理液を付与する処理液付与装置において、
表面に画質改善処理液膜を保持して被付与物まで搬送す
る液体搬送部材と、液体搬送部材上で記録媒体に付与す
る画質改善処理液の量を幅方向で均一化する手段を備え
ており、当該均一化手段は液体搬送部材の表面形状に倣
って変形する可撓性を有する可撓性部材によるものであ
り、当該可撓性部材は、上記液体搬送部材外周面の画質
改善処理液膜の表面にその先端を含む一方の端部が面接
触するように設置されており、他方の端部が固定部に支
持されていること。
【選択図】 　図７
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　インクジェット方式を用いた画像形成装置の記録媒体に画質改善処理液を付与する処理
液付与装置において、
　表面に画質改善処理液膜を保持して被付与物まで搬送する液体搬送部材と、液体搬送部
材上で記録媒体に付与する画質改善処理液の量を幅方向で均一化する手段を備えており、
当該均一化手段は液体搬送部材の表面形状に倣って変形する可撓性を有する可撓性部材に
よるものであり、当該可撓性部材は、上記液体搬送部材外周面の画質改善処理液膜の表面
にその先端を含む一方の端部が面接触するように設置されており、他方の端部が固定部に
支持されていることを特徴とする上記画質改善処理液付与装置。
【請求項２】
　上記均一化手段の可撓性部材は上記液体搬送手段の外周面に接触する接触面に微細なパ
ターンを有する部材であることを特徴とする請求項１の画質改善処理液付与装置。
【請求項３】
。
　上記微細なパターンは、画像の解像度よりも細かいことを特徴とする請求項２の画質改
善処理液付与装置。
【請求項４】
　上記パターンを備えた上記可撓性部材はメッシュであることを特徴とする請求項2の画
質改善処理液付与装置。
【請求項５】
　上記画質改質改善処理液は、インクを凝集させる成分を含む画像改善処理液であり、被
塗布物すなわち記録媒体はインク印字前の記録紙である、請求項１～４の処理液付与装置
を供えた上記記録媒体の前処理装置。
【請求項６】
　塗布ローラで被付与物表面に液体を塗布し、薄い塗布液膜を形成する液体付与装置にお
いて、
　表面に塗布液膜を保持して上記被付与物まで搬送する液体搬送部材と、液体搬送部材上
で被付与物に付与する液量を幅方向で均一化する手段を備えており、当該均一化手段は液
体搬送部材の表面形状に倣って変形する可撓性を有する可撓性部材によるものであり、当
該可撓性部材は、上記液体搬送部材外周面の液膜の表面にその先端を含む一方の端部が面
接触するように設置されており、他方の端部が固定部に支持されていることを特徴とする
上記液体付与装置。
【請求項７】
　インクジェット方式を用いた画像形成装置の記録媒体に画質改善処理液を付与する処理
液付与方法において、
　表面に画質改善処理液膜を液体搬送部材に保持して被付与物まで搬送し、
　液体搬送部材上で記録媒体に付与する画質改善処理液の量を均一化手段によって幅方向
で均一化するものであり、
　上記均一化手段の可撓性部材が上記液体搬送部材の表面形状に倣って変形し、
　上記液体搬送部材外周面の画質改善処理液膜の表面にその先端を含む一方の端部が面接
触して、上記液体搬送外周面の画質改善処理液膜の回転によって、当該処理液表面液膜表
面の凹凸を横方向に均一化させることを特徴とする上記画質改善処理液付与方法。
【請求項８】
　塗布ローラで被付与物表面に液体を塗布し、薄い塗布液膜を形成する液体付与方法にお
いて、
　液体搬送部材表面に塗布液膜を保持して上記被付与物まで搬送し、
　均一化手段によって液体搬送部材上で被付与物に付与する液量を幅方向で均一化するも
のであり、
　上記均一化手段の可撓性部材が液体搬送部材の表面形状に倣って変形し、
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　上記可撓性部材の先端を含む一方の端部が、上記液体搬送部材外周面の液膜の表面に面
接触して、上記液体搬送外周面の液膜の回転によって、当該液膜表面の凹凸が横方向に均
一化させることを特徴とする上記液体付与方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　複写機、プリンタ、ファクシミリ等におけるインクジェット方式を用いた画像形成装置
の画質改善処理液の塗布装置、すなわち、記録紙等の記録媒体の記録表面に画質改善処理
液を塗布する前処理装置に関するものであり、塗布液膜の凹凸による厚さのムラを解消し
て均一化することにより、記録媒体の記録面に可及的に薄く、かつ膜厚にムラのない処理
液膜を付与することが可能であり、したがって、画質改善処理液の厚さのムラによる画質
の低下を確実に解消して、インクジェット方式による画像の画質を向上させることができ
るものである。
【背景技術】
【０００２】
　インクジェット記録技術は、加圧オンデマンド方式や荷電制御方式などを用い、インク
を微小ノズルを通して液滴化し、画像情報に応じて紙等の記録媒体に付着させる技術であ
る。このようなインクジェット記録技術は、プリンタ、ファクシミリ及び複写装置のよう
な画像形成装置に好適に用いられている。インクジェット記録技術は、記録媒体に直接イ
ンクを付着させ画像を形成できるため、電子写真記録のような感光体を用いた間接記録に
比べ、簡便な装置構成で記録ができ、今後記録媒体への画像記録方式として更なる発展が
期待されている。
【０００３】
　ここで、インクジェット記録技術について図面を用いて説明する。
　図１２の（ａ）に示すように、水を主成分とするビヒクル６１に顔料や染料からなる色
材６２が分散しているインクジェット用のインク液滴６３を用い、インクジェットヘッド
により、インク液滴を飛翔させ上質紙やざら紙のような非塗工紙などの記録媒体６４に付
着させると、図１２の（ｂ）に示すように、ビヒクル６１及び色材６２は、紙のパルプ繊
維目に沿って、紙内部に浸透する。このため、紙表面では、パルプ繊維目に沿ってインク
が流れるため、フェザリングと呼ばれるインクドットにジャギーのような横流れが生じる
。また、カラー画像のように、紙上に１色目のインク滴層を形成して後、１色目が紙上で
乾燥しないうちに２色目の色のインク滴を付着させると２色目インクドット形状が乱れて
紙表面でインクが流れ、カラーブリーディングと呼ばれるドットのにじみが生じる。
【０００４】
　さらに、色材の大部分が紙内部に浸透するため、画像濃度の低下と紙裏側の濃度上昇（
これを画像の裏抜けと呼ぶ）が生じる。更に、紙面でインク液滴が紙内部に浸透する前に
別のインク滴と接触すると、インク液滴どうしが合体し、ビーディングと呼ばれる所望の
ドット径よりも２倍以上大きなドットを形成して著しい粒状感を発生する恐れもある。す
なわち、紙や樹脂フィルムなどの記録媒体上の付着インク液滴によって媒体の裏側までイ
ンクが浸透するという裏抜け、連続印字において、媒体どうしの重ねで媒体裏面にインク
が付着する裏移り、フェザリング、ビーディング、カラーブリーディング、媒体上でのイ
ンク液滴の濃度ムラであるモトリングが発生してしまう。
【０００５】
　そこで、従来より、特許文献１～特許文献３に記載のように、記録媒体である上質紙や
ざら紙にインク液滴が付着する直前にインクを定着させる機能を有するインク処理液、つ
まり画質改善処理液を塗布し、フェザリングやカラーブリーディングを防止している。以
下、この従来の技術について図面を用いて詳細に説明する。
　上質紙や樹脂フィルムを媒体とした場合の、インク液滴飛翔による高画質画像を媒体上
に形成するため、図１３の（ａ）に示すように、インク液滴６３が付着する前に、予めイ
ンクの色材６２を固定化する液、いわゆる画質改善処理液６５を媒体６４の表面に形成す
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る。そして、図１３の（ｂ）に示すように、その画質改善処理液層にインク液滴６３を付
着させると、図１３の（ｃ）に示すように、インク中の色材６２が凝集・固着してパルブ
繊維目を色材が通過できなくなり、紙表面に色材がとどまり、一方、ビヒクルは、紙内部
に浸透する。このため、フェザリングやカラーブリーディングや画像濃度低下及び画像の
裏抜けを防止できる。また、媒体が樹脂フィルムの場合も同様で、ビヒクルはフィルム表
面にとどまるものの色材が凝集しているため動くことができずビーディングを防止できる
。
【０００６】
　このようなインク中の色材を凝集させるためには、まず、インク中の色材が負イオン性
もしくは正イオン性に帯電している必要がある。染料は、水中で色材自身が正又は負にイ
オン化する。顔料の場合、自己分散型顔料では、水中で顔料自身が正又は負にイオン化す
る。顔料分散剤を用いる場合は、水中で分散剤が顔料に吸着し正又は負にイオン化するこ
とで結果的に顔料自身が正または負にイオン化する。一般に、インク中で色材は負イオン
性を帯びて分散している。
【０００７】
　画質改善処理の第一の原理は、図１４（ａ）に示すように、上記の色材が水中で負イオ
ン性を帯びて分散したインクが、図１４（ｂ）に示すように、水中で酸性を示し多量のプ
ロトン（正電荷）を含んだ画質改善処理液に接触すると、図１４（ｃ）に示すように、画
質改善処理液中の多量のプロトンに負イオン性を帯びた色材どうしが静電的に結合し、色
材どうしが凝集する原理である。
　画質改善処理の第二の原理は、図１５（ａ）に示すように、上記の色材が水中で負イオ
ン性を帯びて分散したインクが、図１５（ｂ）に示すように、水中で正電荷を有するカチ
オン性部材を含んだ画質改善処理液に接触すると、図１５（ｃ）に示すように、画質改善
処理液中のカチオン性部材に負イオン性を帯びた色材どうしが静電的に結合し、色材どう
しが凝集する原理である。
【０００８】
　しかし、このような画質改善処理液を記録媒体に塗布するために、従来では画質改善処
理液を液滴化する専用のインクジェットヘッドを用いているため、インク処理液中の成分
によりインクジェットヘッドのノズル孔が目詰まりする恐れがあり、信頼性に欠ける。ま
た、インクジェットヘッドで液滴化するためには、インク処理液が水程度の低粘度である
必要があり、インク処理液に粘度の制限がある。このため、インクにじみに効果があって
も液粘度が高くなる部材は利用できない場合や、画質改善処理に効果がある部材の濃度を
上げることができない場合など、処理液処方の自由度の幅が狭く、顕著なにじみ防止効果
を有するインク処理液を作製することが難しい。
　そこで、特許文献４に、画質改善処理液を塗布ローラにて紙全面に塗布する技術が提案
されている。この技術によれば、画質改善処理液の粘度の範囲は広く、各種の画質改善処
理効果を有する部材を画質改善処理液中に、高濃度で、含有させることが可能となる。
　ところで、画質改善処理液の紙等の媒体への付着量は少ないほど、画像形成装置におけ
る定着液の消費量を抑えて印字に要するコストを低減でき、更には乾燥時間の短縮による
高速記録が可能となる。
【０００９】
　画質改善処理液の量によって画像を構成するインクの凝集状態が変化し、例えば、ドッ
ト形状係数に対して画質改善処理液の量は図１６のような関係にある。ここで、ドット形
状係数とは、印字後のドットの周囲長を計測し、「真円時の面積」Ｓを計算する。計測面
積＝ｓとした時のＳ／ｓであり、１に近いほど、円に近く、大きいほどにじんでいる。画
質改善処理液が多い場合にはその量の変動はそれほど大きく影響しないが、少ない場合に
は塗布ムラによる量の変動が大きく画質に影響する。塗布量を少なくするには、薄層で均
一な塗布が必要である。
　しかしながら、ローラ間を通過する際にローラ上の液量を計量して塗布する場合、ロー
ラ間を通過した後に２層に分かれる際に引っ張られた痕が表面に残る（図１０）。これは



(5) JP 2010-167371 A 2010.8.5

10

20

30

40

50

、塗工において一般にリブとかリングパターンと呼ばれるもので塗布する場合のムラの原
因になる。
【００１０】
　上記のようなムラをなくする手法として、特許文献５にはドクターブレード法によるセ
ラミックシートの成形方法が記載されている。ギャップを固定したドクターブレードで均
一な厚さのシートを形成する場合に生じるバラツキを加振機による低周波振動により抑え
ている発明であり、固定ブレードによっても均一な層を形成することが困難であり、振動
を加えるなどの工夫が必要であることを示している。
　リングパターンによるムラは塗布量が多い場合には、このムラによる画像への影響は目
立たないが、塗布量を減らした際にはこのムラが画像に影響してそのままムラになってし
まう。このパターンは液の特性やローラの構成によって変化するがしかしこれを除去する
ことは困難である。
【００１１】
　上記リングパターンのピッチが数百μｍから数ミリの場合、特にそのムラの影響が画像
上で目立ち、これを細かいピッチにすることで目立たなくすることが可能であるが、液の
特性によりこれを制御するにはインク処理液の処方に対する制約を受けることになり、十
分な機能を発揮できなくなる恐れがある。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１２】
　この発明の目的は、インクジェット記録による画像形成装置において、紙等の媒体に画
質改善処理液を塗布するについて、当該画質改善処理液の付着量を可及的に少なくしなが
ら、塗りムラを防止するように処理液付与装置を工夫することである。
【課題を解決するための手段】
【００１３】
　上記課題を解決するための手段は、インクジェット方式を用いた画像形成装置の記録媒
体に画質改善処理液を付与する処理液付与装置において、
　表面に画質改善処理液膜を保持して被付与物まで搬送する液体搬送部材と、液体搬送部
材上で記録媒体に付与する画質改善処理液の量を幅方向で均一化する手段を備えており、
当該均一化手段は液体搬送部材の表面形状に倣って変形する可撓性を有する可撓性部材に
よるものであり、当該可撓性部材は、上記液体搬送部材外周面の画質改善処理液膜の表面
にその先端を含む一方の端部が面接触するように設置されており、他方の端部が固定部に
支持されていることを特徴とする上記処理液付与装置（請求項１）。
【００１４】
　そして、上記均一化手段の可撓性部材は上記液体搬送手段の外周面に接触する接触面に
微細なパターンを有する部材であることが望ましい（請求項２）。
　また、上記微細なパターンは、画像の解像度よりも細かいことが望ましく（請求項３）
、上記パターンを備えた上記可撓性部材はメッシュであることが望ましい（請求項４）。
【発明の効果】
【００１５】
　本発明の効果を各請求項に係る発明毎に整理すれば次のとおりである。
（１）請求項１に係る発明
　請求項１に係る発明によれば、その可撓性部材の自由な先端が液体搬送部材（塗布ロー
ラ）外周の液体表面に沿うように撓んで、同液体表面に密着し、部材により液膜表面が液
体搬送部材外周面に沿って均一な厚さに均され、かつ、先端部も含めて液体搬送部材外周
の液体表面に沿っているので均一化手段の先端部で液膜層が引き剥がされることがないの
で、均一化手段の先端部を通過した後においても均一な状態を保持し続けることができる
。このため、上記液体搬送部材表面の液膜に生じたムラを均一に均すことができ、したが
って、記録紙である被塗布物に対してムラのない処理液膜を付与することが可能である。
【００１６】
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（２）請求項２に係る発明
　請求項２に係る発明によれば、均一化手段が微細なパターンを有する部材であるから、
上記液体搬送部材（塗布ローラ）外周面上に生じた処理液膜のムラを均一化手段の微細な
パターンのレベルに均一にすることができ、記録媒体である被塗布物に対してムラのない
処理液膜を付与することが可能である。
【００１７】
（３）請求項３に係る発明
　請求項３に係る発明によれば、均一化手段が、その微細なパターンが画像の解像度より
も細かい部材であるから、上記液体搬送部材（塗布ローラ）外周面上に生じた処理液膜の
ムラを画像の解像度よりも微細なパターンにすることができ、記録媒体である被塗布物に
対してさらにムラのない処理液膜を付与することが可能である。
【００１８】
（４）請求項４に係る発明
　請求項４に係る発明によれば、均一化手段が微細なパターンを有するメッシュ部材であ
るから、上記液体搬送部材（塗布ローラ）外周面上に生じた処理液膜のムラをメッシュの
微細パターンのレベルにすることができ、記録媒体である被塗布物に対してさらにムラの
ない処理液膜を付与することが可能である。
【００１９】
　なお、請求項５の発明は請求項１～請求項４の発明について、その利用形態を限定した
ものであり、請求項６の発明は請求項１の画質改善液付与装置を一般化したものであり（
段落「００８６」参照）、請求項７の画質改善処理液付与方法の発明、請求項８の液体付
与方法の発明の効果は、請求項１、請求項６の発明とそれぞれ同じである。
【図面の簡単な説明】
【００２０】
【図１】は、同画像形成装置を前方側から見た斜視説明図
【図２】は、同機構部を装置本体上から説明する概略構成図
【図３】は、同機構部を装置本体横から説明する概略構成図
【図４】は、記録ヘッドユニットの説明図
【図５】が、ヘッドユニットを装置正面から見た図
【図６】は、ヘッドユニットを構成するパーツの拡大図であり、（ａ）は正面図、（ｂ）
は上面図、（ｃ）は底面図
【図７】は、液付与手段の構成を概略的に示す側面図
【図８】は、均一化手段の斜視図
【図９】は、均一化手段の均一化部材の先端が塗布ローラ外周に沿って撓んで密着してい
る状態を模式的に示す拡大図
【図１０】塗布ローラ外周面の液膜にリング状パターンのムラが生じている状態を模式的
に示す斜視図
【図１１】は、均一化手段の均一化部材が可撓性を有することによる塗布ローラ外周の液
膜に対する膜厚均一化作用の説明用参考図
【図１２】（ａ）は、水を主成分とするビヒクル６１に顔料や染料からなる色材６２が分
散しているインクジェット用のインク液滴６３を用い、インクジェットヘッドにより、イ
ンク液滴を飛翔させ上質紙やざら紙のような非塗工紙などの媒体６４に付着させる様子を
模式的に示す説明図、（ｂ）は、ビヒクル６１及び色材６２は、紙のパルプ繊維目に沿っ
て、紙内部に浸透し、紙表面では、パルプ繊維目に沿ってインクが流れ、フェザリングと
呼ばれるインクドットにジャギーのような横流れが生じる様子を模式的に示す説明図
【図１３】（ａ）は、記録媒体が樹脂フィルムであり、インク液滴飛翔による高画質画像
を媒体上に形成するとき、インク液滴６３が付着する前に、予めインクの色材６２を固定
化する液、いわゆる画質改善処理液６５を媒体６４の表面に形成する様子を模式的に示す
説明図、（ｂ）は、その画質改善処理液層にインク液滴６３を付着させる状態を模式的に
示す説明図、（ｃ）は、インク中の色材６２が凝集・固着してパルプ繊維目を色材が通過
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できなくなり、紙表面に色材がとどまり、一方、ビヒクルは、紙内部に浸透する状態を模
式的に示す説明図
【図１４】は、画質改善処理の第一の原理の説明図であり、（ａ）はインク中の色材が水
中で負イオン性を帯びて分散した状態を模式的に示す図、（ｂ）は、水中で酸性を示し多
量のプロトン（正電荷）を含んだ画質改善処理液に接触する状態を模式的に示す図、（ｃ
）は、画質改善処理液中の多量のプロトンに負イオン性を帯びた色材どうしが静電的に結
合し、色材どうしが凝集する様子を模式的に示す図
【図１５】は、画質改善処理の第二の原理を示す説明図であり、（ａ）はインク中の色材
が水中で負イオン性を帯びて分散した状態を示す模式的に示す図、（ｂ）は、水中で正電
荷を有するカチオン性部材を含んだ画質改善処理液に接触する状態を模式的に示す図、（
ｃ）は、画質改善処理液中のカチオン性部材に負イオン性を帯びた色材どうしが静電的に
結合し、色材どうしが凝集する様子を模式的に示す図
【図１６】は、画質改善処理液の量によって画像を構成するインクの凝集状態が変化する
ことを示し、ドット形状係数に対する画質改善処理液の量が関係の一例を示す図
【図１７】（ａ）は、アニロクスローラの平面図、（ｂ）（ｃ）（ｄ）はピラミッド型、
格子型、斜線型の一部拡大図
【図１８】は、ワイヤーバーの平面図
【図１９】は、フイルムによる均一化部材と塗布ローラとの斜視図
【発明を実施するための形態】
【００２１】
　本発明による液体吐出装置の処理液付与装置を備えた画像形成装置の一例について図１
を参照して説明する
　この画像形成装置は、装置本体１と、装置本体１に装着した用紙を装填するための給紙
トレイ２と、装置本体１に装着され画像が記録（形成）された用紙をストックするための
排紙トレイ３とを備え、さらに、装置本体１の前面４の一端部側には、前面４から前方側
に突き出し、上面５よりも低くなったカートリッジ装填部６を有し、このカートリッジ装
填部６の上面に操作キーや表示器などの操作部７を配置している。カートリッジ装填部６
には、液体補充手段としての液体保管用タンクであるメインタンク（以下、「インクカー
トリッジ」という。）１０が交換可能に装着され、また、開閉可能な前カバー８を有して
いる。
【００２２】
　次に、この画像形成装置の機構部について図２及び図３を参照して説明する。
　図２において、フレーム２１を構成する左右の側板２１Ａ，２１Ｂに横架したガイド部
材であるガイドロッド３１とステー３２とでキャリッジ３３を主走査方向に摺動自在に保
持し、図示しない主走査モータによって図２で矢示方向（キャリッジ走査方向：主走査方
向）に移動走査する。
　このキャリッジ３３には、インクジェットヘッドすなわち、記録液の液滴（インク滴）
を吐出するための液滴吐出ヘッドからなる複数の記録ヘッド３５を、複数のノズルを主走
査方向と交叉する方向に配列し、インク滴吐出方向を下方に向けて装着している。ここで
記録ヘッド３５は、例えば、イエロー（Ｙ）の液滴を吐出する記録ヘッド３５ｙ、マゼン
タ（Ｍ）の液滴を吐出する記録ヘッド３５ｍ、シアン（Ｃ）の液滴を吐出する記録ヘッド
３５ｃ、ブラック（Ｂｋ）の液滴を吐出する記録ヘッド３５ｂとで構成されている。もち
ろん、この４色以外の色インクを用いることもできる。
【００２３】
　なお、上記「記録ヘッド３５」は、個々の色のインクを吐出する記録ヘッドの総称であ
る。そしてまた、記録ヘッド３５の具体的構成については、１又は複数の色の液滴を吐出
する１又は複数のノズル列を有する記録ヘッドを１又は複数用いたものにすることもでき
る。
【００２４】
　記録ヘッド３５を構成する液滴吐出ヘッドとしては、圧電素子などの圧電アクチュエー
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タ、発熱抵抗体などの電気熱変換素子を用いて液体の膜沸騰による相変化を利用するサー
マルアクチュエータ、温度変化による金属相変化を用いる形状記憶合金アクチュエータ、
静電力を用いる静電アクチュエータなどを、液滴を吐出するためのエネルギー発生手段と
して備えたものなどを使用することができる。
【００２５】
　また、キャリッジ３３には、各記録ヘッド３５にそれぞれ各色の記録液を供給するため
の各色のサブタンク３４ｙ，３４ｍ，３４ｃ，３４ｋ（色を区別しない場合は「サブタン
ク３４」という。）を搭載している。このサブタンク３４には各色の記録液供給チューブ
３７を介して前述した各色のインクカートリッジ１０（各色を区別する場合には、「イン
クカートリッジ１０ｙ，１０ｍ，１０ｃ，１０ｋ」という）から記録液を供給するように
している。
【００２６】
　ここで、インクカートリッジ１０は、図２にも示すように、カートリッジ装填部６に収
納され、このカートリッジ装填部６にはインクカートリッジ１０内の記録液を送液するた
めの供給ポンプユニット２３が設けられている。また、インクカートリッジ装填部６から
サブタンク３５に至るまでの記録液供給チューブ３７は這い回しの途中でフレーム２１を
構成する後板２１Ｃに本体側ホルダ２５にて固定保持されている。さらに、キャリッジ３
３上でも固定リブ２６にて固定されている。
【００２７】
　一方、図３において、給紙トレイ２の用紙積載部（底板）４１上に積載した用紙４２を
給紙するための給紙部として、用紙積載部４１から用紙４２を１枚ずつ分離給送する給紙
コロ４３に対向し、摩擦係数の大きな材質からなる分離パッド４４を備え、この分離パッ
ド４４は給紙コロ４３側に付勢されている。
【００２８】
　そして、この給紙部から給紙された用紙４２に対して、画質改善処理液（以下、単に「
処理液」ともいう）を塗布乃至は付与するための処理液付与装置１７０により、その表面
に処理液を付与した後に記録ヘッド部へと搬送される。この処理液付与装置１７０で処理
液１７１を塗布された用紙４２を記録ヘッド３４の下方側で搬送するための搬送部として
、用紙４２を静電吸着して搬送するための搬送ベルト５１を備えている。また、搬送ベル
ト５１表面を帯電させるための帯電手段である帯電ローラ５６を備えている。
　ここで、搬送ベルト５１は、無端状ベルトであり、搬送ローラ５７とテンションローラ
５８との間に掛け渡されて、図２のベルト搬送方向に周回するように構成している。帯電
ローラ５６は、搬送ベルト５１の表層に接触し、搬送ベルト５１の回動に従動して回転す
るように配置され、加圧力として軸の両端に各２．５Ｎをかけている。
　また、搬送ベルト５１の裏側には、記録ヘッド５４による印写領域に対応してガイド部
材６１を配置している。このガイド部材６１は、上面が搬送ベルト５１を支持する２つの
ローラ（搬送ローラ５７とテンションローラ５８）の接線よりも記録ヘッド３４側に突出
している。これにより、搬送ベルト５１は印写領域ではガイド部材６１の上面にて押し上
げられてガイドされるので、高精度な平面性を維持される。
【００２９】
　さらに、記録ヘッド３４で記録された用紙４２を排紙するための排紙部として、搬送ベ
ルト５１から用紙４２を分離するための分離爪７１と、排紙ローラ７２及び排紙コロ７３
とを備え、排紙ローラ７２の下方に排紙トレイ３を備えている。ここで、排紙ローラ７２
と排紙コロ７３との間から排紙トレイ３までの高さは排紙トレイ３にストックできる量を
多くするためにある程度高くしている。
　さらに、図２に示すように、キャリッジ３３の走査方向の一方側の非印字領域には、記
録ヘッド３４のノズルの状態を維持し、回復するための本発明に係る液体吐出装置の維持
回復装置（以下「サブシステム」ともいう）９１を配置している。
【００３０】
　このサブシステム９１には、記録ヘッド３４の各ノズル面をキャピングするための各キ
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ャップ部材（以下「キャップ」という。）９２ａ～９２ｄ（区別しないときは「キャップ
９２」という。）と、ノズル面をワイピングするためのブレード部材であるワイパーブレ
ード９３と、増粘した記録液を排出するために記録に寄与しない液滴を吐出させる空吐出
を行なうときの液滴を受ける空吐出受け９４及びこの空吐出受け９４に一体形成され、ワ
イパーブレード９３に付着した記録液を除去するための清掃部材であるワイパークリーナ
９５と、ワイパーブレード９３のクリーニング時にワイパーブレード９３をワイパークリ
ーナ９５側に押し付けるクリーナ手段を構成するクリーナコロ９６などを備えている。
【００３１】
　また、図２に示すように、キャリッジ３３の走査方向の他方側の非印字領域には、記録
中などに増粘した記録液を排出するために記録に寄与しない液滴を吐出させる空吐出を行
なうときの液滴を受ける空吐出受け９８を配置し、この空吐出受け９８には記録ヘッド３
４のノズル列方向に沿った開口９９などを備えている。
【００３２】
　このように構成したインクジェット記録装置においては、給紙トレイ２から用紙４２が
１枚ずつ分離給紙され、液付与手段を通して搬送ベルトへ案内される。
　このとき、図示しない制御回路によって高圧電源から帯電ローラ５６に対してプラス出
力とマイナス出力とが交互に繰り返すように、つまり交番する電圧が印加され、搬送ベル
ト５１が交番する帯電電圧パターン、すなわち、周回方向である副走査方向に、プラスと
マイナスが所定の幅で帯状に交互に帯電されたものとなる。このプラス、マイナス交互に
帯電した搬送ベルト５１上に用紙４２が給送されると、用紙４２が搬送ベルト５１に静電
的に吸着され、搬送ベルト５１の周回移動によって用紙４２が副走査方向に搬送される。
　そこで、キャリッジ３３を移動させながら画像信号に応じて記録ヘッド３４を駆動する
ことにより、停止している用紙４２にインク滴を吐出して１行分を記録し、用紙４２を所
定量搬送後、次の行の記録を行う。記録終了信号又は用紙４２の後端が記録領域に到達し
た信号を受けることにより、記録動作を終了して、用紙４２を排紙トレイ３に排紙する。
【００３３】
　また、印字（記録）待機中にはキャリッジ３３はサブシステム９１側に移動されて、キ
ャップ９２で記録ヘッド３４がキャッピングされて、ノズルを湿潤状態に保つことにより
インク乾燥による吐出不良を防止する。また、キャップ９２で記録ヘッド３４をキャッピ
ングした状態でノズルから記録液を吸引し（「ノズル吸引」又は「ヘッド吸引」という。
）し、増粘した記録液や気泡を排出する回復動作を行う。また、記録開始前、記録途中な
どに記録と関係しないインクを吐出する空吐出動作を行う。これによって、記録ヘッド３
４の安定した吐出性能を維持する。
【００３４】
　図４に記録ヘッドユニットを拡大して示しており、当該記録ヘッドユニットはキャリッ
ジ３３に固定されており、図４ではイエロー（Ｙ）の液滴を吐出する記録ヘッド３５ｙ、
マゼンタ（Ｍ）の液滴を吐出する記録ヘッド３５ｍ、シアン（Ｃ）の液滴を吐出する記録
ヘッド３５ｃ、ブラック（Ｂｋ）の液滴を吐出する記録ヘッド３５ｋとで記録ヘッドを構
成している。また、各記録ヘッド３５にそれぞれ各色の記録液を供給するための各色のサ
ブタンク３４ｙ、３４ｍ、３４ｃ、３４ｋ（色を区別しない場合は「サブタンク３４」と
いう。）を搭載している。
【００３５】
　図５はヘッドユニットを装置正面から見た図である。サブタンク３４の両側にはＦＰＣ
（電気配線）１０３が装着され、ヘッド３５を動作させる信号はこれを介して伝えられる
。サブタンク３４の上にはインク供給口１０２が装着され、インクは記録液供給チューブ
３７を通り、インク供給口１０２からサブタンク３４に補充される。
【００３６】
　図６はヘッドユニットを構成するパーツの図である。ヘッド先端面にはノズルプレート
１０４がベース部材１０５の上に貼り付けられており、ノズルプレート１０４には微細な
インク吐出口（ノズル）が多数形成されている。ヘッド３５はノズルプレート１０４とベ
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ース１０５とフレーム１０６で主に構成されており、ヘッド３５のノズルプレート１０４
と逆の面にはサブタンク３４が取り付けられている。ヘッド３５には電気信号を伝達する
ＦＰＣ１０３（電気配線）が取り付けられている。
【００３７】
　〔インクについての説明〕
　ついで、インクジェットプリンタでこの発明の画像形成装置のインクジェットプリンタ
で使用する記録液は、色材として顔料、染料のいずれでも用いることができ、混合して用
いることもできる。
【００３８】
　《顔料》
　本発明の記録液に用いる顔料として特に限定はないが、例えば以下に挙げる顔料が好適
に用いられる。また、これら顔料は複数種類を混合して用いても良い。
　有機顔料としては、アゾ系、フタロシアニン系、アントラキノン系、キナクリドン系、
ジオキサジン系、インジゴ系、チオインジゴ系、ペリレン系、イソインドレノン系、アニ
リンブラック、アゾメチン系、ローダミンＢレーキ顔料、カーボンブラック等が挙げられ
る。
　無機顔料として酸化鉄、酸化チタン、炭酸カルシウム、硫酸バリウム、水酸化アルミニ
ウム、バリウムイエロー、紺青、カドミウムレッド、クロムイエロー、金属粉が挙げられ
る。
【００３９】
　これらの顔料の粒子径は０．０１～０．３０μｍで用いることが好ましく、０．０１μ
ｍ以下では粒子径が染料に近づくため、耐光性、フェザリングが悪化してしまう。また、
０．３０μｍ以上では、吐出口の目詰まりやプリンター内のフィルターでの目詰まりが発
生し、吐出安定性を得ることができない。
【００４０】
　ブラック顔料インクに使用されるカーボンブラックとしては、ファーネス法、チャネル
法で製造されたカーボンブラックで、一次粒径が、１５～４０ミリミクロン、ＢＥＴ法に
よる比表面積が、５０～３００平方メートル／ｇ、ＤＢＰ吸油量が、４０～１５０ｍｌ／
１００ｇ、揮発分が０．５～１０％、ｐＨ値が２～９を有するものが好ましい。このよう
なものとしては、例えば、Ｎｏ．２３００、Ｎｏ．９００、ＭＣＦ－８８、Ｎｏ．３３、
Ｎｏ．４０、Ｎｏ．４５、Ｎｏ．５２、ＭＡ７、ＭＡ８、ＭＡ１００、Ｎｏ．２２００Ｂ
（以上、三菱化学製）、Ｒａｖｅｎ７００、同５７５０、同５２５０、同５０００、同３
５００、同１２５５（以上、コロンビア製）、Ｒｅｇａｌ４００Ｒ、同３３０Ｒ、同６６
０Ｒ、ＭｏｇｕｌＬ、Ｍｏｎａｒｃｈ７００、同８００、同８８０、同９００、同１００
０、同１１００、同１３００、Ｍｏｎａｒｃｈ１４００（以上、キャボット製）、カラー
ブラックＦＷ１、同ＦＷ２、同ＦＷ２Ｖ、同ＦＷ１８、同ＦＷ２００、同Ｓ１５０、同Ｓ
１６０、同Ｓ１７０、プリンテックス３５、同Ｕ、同Ｖ、同１４０Ｕ、同１４０Ｖ、スペ
シャルブラック６、同５、同４Ａ、同４（以上、デグッサ製）等を使用することができる
が、これらに限定されるものではない。
【００４１】
　《カラー顔料について》
　カラー顔料の具体例を以下に挙げる。
　有機顔料としてアゾ系、フタロシアニン系、アントラキノン系、キナクリドン系、ジオ
キサジン系、インジゴ系、チオインジゴ系、ペリレン系、イソインドレノン系、アニリン
ブラック、アゾメチン系、ローダミンＢレーキ顔料、カーボンブラック等が挙げられ、無
機顔料として酸化鉄、酸化チタン、炭酸カルシウム、硫酸バリウム、水酸化アルミニウム
、バリウムイエロー、紺青、カドミウムレッド、クロムイエロー、金属粉等が挙げられる
。
【００４２】
　色別により具体的には以下のものが挙げられる。
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　イエローインクに使用できる顔料の例としては、例えば、Ｃ．Ｉ．ピグメントイエロー
１、同２、同３、同１２、同１３、同１４、同１６、同１７、同７３、同７４、同７５、
同８３、同９３、同９５、同９７、同９８、同１１４、同１２８、同１２９、同１５１、
同１５４等が挙げられるが、これらに限られるものではない。
　マゼンタインクに使用できる顔料の例としては、例えば、Ｃ．Ｉ．ピグメントレッド５
、同７、同１２、同４８（Ｃａ）、同４８（Ｍｎ）、同５７（Ｃａ）、同５７：１、同１
１２、同１２３、同１６８、同１８４、同２０２等が挙げられるが、これらに限られるも
のではない。
　シアンインクに使用できる顔料の例としては、例えば、Ｃ．Ｉ．ピグメントブルー１、
同２、同３、同１５：３、同１５：３４、同１６、同２２、同６０、Ｃ．Ｉ．バットブル
ー４、同６０等が挙げられるが、これらに限られるものではない。
　又、本発明で使用する各インクに含有される顔料は、本発明のために新たに製造された
ものでも使用可能である。
【００４３】
　以上に挙げた顔料は高分子分散剤や界面活性剤を用いて水性媒体に分散させることでイ
ンクジェット用記録液とすることができる。このような有機顔料粉体を分散させるための
分散剤としては、通常の水溶性樹脂や水溶性界面活性剤を用いることができる。
　水溶性樹脂の具体例としては、スチレン、スチレン誘導体、ビニルナフタレン誘導体、
α，β－エチレン性不飽和カルボン酸の脂肪族アルコールエステル等、アクリル酸、アク
リル酸誘導体、マレイン酸、マレイン酸誘導体、イタコン酸、イタコン酸誘導体、フマー
ル酸、フマール酸誘導体等から選ばれた少なくとも２つ以上の単量体からなるブロック共
重合体、あるいはランダム共重合体、又はこれらの塩等が挙げられる。これらの水溶性樹
脂は、塩基を溶解させた水溶液に可溶なアルカリ可溶型樹脂であり、これらの中でも重量
平均分子量３０００～２００００のものが、インクジェット用記録液に用いた場合に、分
散液の低粘度化が可能であり、かつ分散も容易であるという利点があるので特に好ましい
。
【００４４】
　高分子分散剤と自己分散型顔料を同時に使うことは、適度なドット径を得られるため好
ましい組み合わせである。その理由は明らかでないが、以下のように考えられる。
　高分子分散剤を含有することで記録紙への浸透が抑制される。その一方で、高分子分散
剤を含有することで自己分散型顔料の凝集が抑えられるため、自己分散型顔料が横方向に
スムーズに拡がることができる。そのため、広く薄くドットが拡がり、理想的なドットが
形成できると考えられる。
【００４５】
　また、本発明で分散剤として使用できる水溶性界面活性剤の具体例としては、下記のも
のが挙げられる。例えば、アニオン性界面活性剤としては、高級脂肪酸塩、アルキル硫酸
塩、アルキルエーテル硫酸塩、アルキルエステル硫酸塩、アルキルアリールエーテル硫酸
塩、アルキルスルホン酸塩、スルホコハク酸塩、アルキルアリル及びアルキルナフタレン
スルホン酸塩、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エステル
塩、アルキルアリルエーテルリン酸塩等が挙げられる。又、カチオン性界面活性剤として
は、アルキルアミン塩、ジアルキルアミン塩、テトラアルキルアンモニウム塩、ベンザル
コニウム塩、アルキルピリジニウム塩、イミダゾリニウム塩等が挙げられる。更に両性界
面活性剤としては、ジメチルアルキルラウリルベタイン、アルキルグリシン、アルキルジ
（アミノエチル）グリシン、イミダゾリニウムベタイン等が挙げられる。又、ノニオン性
界面活性剤としては、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
ルアリルエーテル、ポリオキシエチレンポリオキシプロピレングリコール、グリセリンエ
ステル、ソルビタンエステル、ショ糖エステル、グリセリンエステルのポリオキシエチレ
ンエーテル、ソルビタンエステルのポリオキシエチレンエーテル、ソルビトールエステル
のポリオキシエチレンエーテル、脂肪酸アルカノールアミド、ポリオキシエチレン脂肪酸
アミド、アミンオキシド、ポリオキシエチレンアルキルアミン等が挙げられる。
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【００４６】
　また、顔料は親水性基を有する樹脂によって被覆し、マイクロカプセル化することで、
分散性を与えることもできる。
　水不溶性の顔料を有機高分子類で被覆してマイクロカプセル化する方法としては、従来
公知のすべての方法を用いることが可能である。従来公知の方法として、化学的製法、物
理的製法、物理化学的方法、機械的製法などが挙げられる。具体的には以下のとおりであ
る。
（ａ）界面重合法（２種のモノマーもしくは２種の反応物を、分散相と連続相に別々に溶
解しておき、両者の界面において両物質を反応させて壁膜を形成させる方法）。
（ｂ）ｉｎ－ｓｉｔｕ重合法（液体または気体のモノマーと触媒、もしくは反応性の物質
２種を連続相核粒子側のどちらか一方から供給して反応を起こさせ壁膜を形成させる方法
）。
（ｃ）液中硬化被膜法（芯物質粒子を含む高分子溶液の滴を硬化剤などにより、液中で不
溶化して壁膜を形成する方法）；
（ｄ）コアセルベーション（相分離）法（芯物質粒子を分散している高分子分散液を、高
分子濃度の高いコアセルベート（濃厚相）と希薄相に分離させ、壁膜を形成させる方法）
。
（ｅ）液中乾燥法（芯物質を壁膜物質の溶液に分散した液を調製し、この分散液の連続相
が混和しない液中に分散液を入れて、複合エマルションとし、壁膜物質を溶解している媒
質を徐々に除くことで壁膜を形成させる方法）。
（ｆ）融解分散冷却法（加熱すると液状に溶融し常温では固化する壁膜物質を利用し、こ
の物質を加熱液化し、その中に芯物質粒子を分散し、それを微細な粒子にして冷却し壁膜
を形成させる方法）。
（ｇ）気中懸濁被覆法（粉体の芯物質粒子を流動床によって気中に懸濁し、気流中に浮遊
させながら、壁膜物質のコーティング液を噴霧混合させて、壁膜を形成させる方法）。
（ｈ）スプレードライング法（カプセル化原液を噴霧してこれを熱風と接触させ、揮発分
を蒸発乾燥させ壁膜を形成させる方法）。
（ｉ）酸析法（アニオン性基を含有する有機高分子化合物類のアニオン性基の少なくとも
一部を塩基性化合物で中和することで水に対する溶解性を付与し色材と共に水性媒体中で
混練した後、酸性化合物で中性または酸性にし有機化合物類を析出させ色材に固着せしめ
た後に中和し分散させる方法）。
（ｊ）転相乳化法（水に対して分散能を有するアニオン性有機高分子類と色材とを含有す
る混合体を有機溶媒相とし、前記有機溶媒相に水を投入するかもしくは、水に前記有機溶
媒相を投入する方法）、などが挙げられる。
【００４７】
　マイクロカプセルの壁膜物質を構成する材料として使用される有機高分子類（樹脂）と
しては、例えば、以下のものが挙げられる。
　ポリアミド、ポリウレタン、ポリエステル、ポリウレア、エポキシ樹脂、ポリカーボネ
ート、尿素樹脂、メラミン樹脂、フェノール樹脂、多糖類、ゼラチン、アラビアゴム、デ
キストラン、カゼイン、タンパク質、天然ゴム、カルボキシポリメチレン、ポリビニルア
ルコール、ポリビニルピロリドン、ポリ酢酸ビニル、ポリ塩化ビニル、ポリ塩化ビニリデ
ン、セルロース、エチルセルロース、メチルセルロース、ニトロセルロース、ヒドロキシ
エチルセルロース、酢酸セルロース、ポリエチレン、ポリスチレン、（メタ）アクリル酸
の重合体または共重合体、（メタ）アクリル酸エステルの重合体または共重合体、（メタ
）アクリル酸－（メタ）アクリル酸エステル共重合体、スチレン－（メタ）アクリル酸共
重合体、スチレン－マレイン酸共重合体、アルギン酸ソーダ、脂肪酸、パラフィン、ミツ
ロウ、水ロウ、硬化牛脂、カルナバロウ、アルブミン。
【００４８】
　以上の材料の中ではカルボン酸基またはスルホン酸基などのアニオン性基を有する有機
高分子類を使用することが可能である。また、ノニオン性有機高分子としては、例えば、
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ポリビニルアルコール、ポリエチレングリコールモノメタクリレート、ポリプロピレング
リコールモノメタクリレート、メトキシポリエチレングリコールモノメタクリレートまた
はそれらの（共）重合体、２－オキサゾリンのカチオン開環重合体などが挙げられる。特
に、ポリビニルアルコールの完全ケン物は、水溶性が低く、熱水には解け易いが冷水には
解けにくいという性質を有しており特に好ましい。
【００４９】
　また、マイクロカプセルの壁膜物質を構成する有機高分子類の量は、有機顔料またはカ
ーボンブラックなどの水不溶性の色材に対して１重量％以上２０重量％以下である。有機
高分子類の量を上記の範囲にすることによって、カプセル中の有機高分子類の含有率が比
較的低いために、有機高分子類が顔料表面を被覆することに起因する顔料の発色性の低下
を抑制することが可能となる。有機高分子類の量が１重量％未満ではカプセル化の効果を
発揮しづらくなり、逆に２０重量％を越えると、顔料の発色性の低下が著しくなる。さら
に他の特性などを考慮すると有機高分子類の量は水不溶性の色材に対し５～１０重量％の
範囲が好ましい。
　すなわち、色材の一部が実質的に被覆されずに露出しているために発色性の低下を抑制
することが可能となり、また、逆に、色材の一部が露出せずに実質的に被覆されているた
めに顔料が被覆されている効果を同時に発揮することが可能となるのである。また、本発
明に用いる有機高分子類の数平均分子量としては、カプセル製造面などから、２０００以
上であることが好ましい。ここで「実質的に露出」とは、例えば、ピンホール、亀裂など
の欠陥などに伴う一部の露出ではなく、意図的に露出している状態を意味するものである
。
【００５０】
　さらに、色材として自己分散性の顔料である有機顔料または自己分散性のカーボンブラ
ックを用いれば、カプセル中の有機高分子類の含有率が比較的低くても、顔料の分散性が
向上するために、十分なインクの保存安定性を確保することが可能となるので本発明には
より好ましい。
　なお、マイクロカプセル化の方法によって、それに適した有機高分子類を選択すること
が好ましい。例えば、界面重合法による場合は、ポリエステル、ポリアミド、ポリウレタ
ン、ポリビニルピロリドン、エポキシ樹脂などが適しており、ｉｎ－ｓｉｔｕ重合法によ
る場合は、（メタ）アクリル酸エステルの重合体または共重合体、（メタ）アクリル酸－
（メタ）アクリル酸エステル共重合体、スチレン－（メタ）アクリル酸共重合体、ポリ塩
化ビニル、ポリ塩化ビニリデン、ポリアミドなどが適している。さらに、液中硬化法によ
る場合は、アルギン酸ソーダ、ポリビニルアルコール、ゼラチン、アルブミン、エポキシ
樹脂などが適しており、コアセルベーション法による場合は、ゼラチン、セルロース類、
カゼインなどが適している。また、微細で、且つ均一なマイクロカプセル化顔料を得るた
めには、勿論前記以外にも従来公知のカプセル化法すべてを利用することが可能である。
【００５１】
　マイクロカプセル化の方法として転相法または酸析法を選択する場合は、マイクロカプ
セルの壁膜物質を構成する有機高分子類としては、アニオン性有機高分子類を使用する。
転相法は、水に対して自己分散能または溶解能を有するアニオン性有機高分子類と、自己
分散性有機顔料または自己分散型カーボンブラックなどの色材との複合物または複合体、
あるいは自己分散性有機顔料または自己分散型カーボンブラックなどの色材、硬化剤およ
びアニオン性有機高分子類との混合体を有機溶媒相とし、該有機溶媒相に水を投入するか
、あるいは水中に該有機溶媒相を投入して、自己分散（転相乳化）化しながらマイクロカ
プセル化する方法である。上記転相法において、有機溶媒相中に、記録液用のビヒクルや
添加剤を混入させて製造しても何等問題はない。特に、直接記録液用の分散液を製造でき
ることからいえば、記録液の液媒体を混入させる方がより好ましい。
【００５２】
　一方、酸析法は、アニオン性基含有有機高分子類のアニオン性基の一部または全部を塩
基性化合物で中和し、自己分散性有機顔料または自己分散型カーボンブラックなどの色材
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と、水性媒体中で混練する工程および酸性化合物でｐＨを中性または酸性にしてアニオン
性基含有有機高分子類を析出させて、顔料に固着する工程とからなる製法によって得られ
る含水ケーキを、塩基性化合物を用いてアニオン性基の一部または全部を中和することに
よりマイクロカプセル化する方法である。このようにすることによって、微細で顔料を多
く含むアニオン性マイクロカプセル化顔料を含有する水性分散液を製造することができる
。
【００５３】
　また、上記に挙げたようなマイクロカプセル化の際に用いられる溶剤としては、例えば
、メタノール、エタノール、プロパノール、ブタノールなどのアルキルアルコール類；ベ
ンゾール、トルオール、キシロールなどの芳香族炭化水素類；酢酸メチル、酢酸エチル、
酢酸ブチルなどのエステル類；クロロホルム、二塩化エチレンなどの塩素化炭化水素類；
アセトン、メチルイソブチルケトンなどのケトン類；テトラヒドロフラン、ジオキサンな
どのエーテル類；メチルセロソルブ、ブチルセロソルブなどのセロソルブ類などが挙げら
れる。なお、上記の方法により調製したマイクロカプセルを遠心分離または濾過などによ
りこれらの溶剤中から一度分離して、これを水および必要な溶剤とともに撹拌、再分散を
行い、目的とする本発明に用いることができる記録液を得る。以上の如き方法で得られる
カプセル化顔料の平均粒径は５０ｎｍ～１８０ｎｍであることが好ましい。
　このように樹脂被覆することによって顔料が印刷物にしっかりと付着することにより、
印刷物の擦過性を向上させることができる。
【００５４】
《染料について》
　本発明の記録液に用いられる染料としては、カラーインデックスにおいて酸性染料、直
接性染料、塩基性染料、反応性染料、食用染料に分類される染料で耐水、耐光性が優れた
ものが用いられる。これら染料は複数種類を混合して用いても良いし、あるいは必要に応
じて顔料等の他の色材と混合して用いても良い。これらの着色剤は、本発明の効果が阻害
されない範囲で添加される。
【００５５】
（ａ）酸性染料及び食用染料として
　Ｃ．Ｉ．アシッド・イエロー　　１７，２３，４２，４４，７９，１４２
　Ｃ．Ｉ．アシッド・レッド　　１，８，１３，１４，１８，２６，２７，３５，３７，
４２，５２，８２，８７，８９，９２，９７，１０６，１１１，１１４，１１５，１３４
，１８６，２４９，２５４，２８９
　Ｃ．Ｉ．アシッド・ブルー　　９，２９，４５，９２，２４９
　Ｃ．Ｉ．アシッド・ブラック　　１，２，７，２４，２６，９４
　Ｃ．Ｉ．フード・イエロー　　３，４
　Ｃ．Ｉ．フード・レッド　　７，９，１４
　Ｃ．Ｉ．フード・ブラック　　１，２
【００５６】
（ｂ）直接染料として
　Ｃ．Ｉ．ダイレクト・イエロー　　１，１２，２４，２６，３３，４４，５０，８６，
１２０，１３２，１４２，１４４
　Ｃ．Ｉ．ダイレクト・レッド　　１，４，９，１３，１７，２０，２８，３１，３９，
８０，８１，８３，８９，２２５，２２７
　Ｃ．Ｉ．ダイレクト・オレンジ　　２６，２９，６２，１０２
　Ｃ．Ｉ．ダイレクト・ブルー　　１，２，６，１５，２２，２５，７１，７６，７９，
８６，８７，９０，９８，１６３，１６５，１９９，２０２
　Ｃ．Ｉ．ダイレクト・ブラック　　１９，２２，３２，３８，５１，５６，７１，７４
，７５，７７，１５４，１６８，１７１
【００５７】
（ｃ）塩基性染料として
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　Ｃ．Ｉ．ベーシック・イエロー　　１，２，１１，１３，１４，１５，１９，２１，２
３，２４，２５，２８，２９，３２，３６，４０，４１，４５，４９，５１，５３，６３
，６４，６５，６７，７０，７３，７７，８７，９１
　Ｃ．Ｉ．ベーシック・レッド　　２，１２，１３，１４，１５，１８，２２，２３，２
４，２７，２９，３５，３６，３８，３９，４６，４９，５１，５２，５４，５９，６８
，６９，７０，７３，７８，８２，１０２，１０４，１０９，１１２
　Ｃ．Ｉ．ベーシック・ブルー　　１，３，５，７，９，２１，２２，２６，３５，４１
，４５，４７，５４，６２，６５，６６，６７，６９，７５，７７，７８，８９，９２，
９３，１０５，１１７，１２０，１２２，１２４，１２９，１３７，１４１，１４７，１
５５
　Ｃ．Ｉ．ベーシック・ブラック　　２，８
【００５８】
（ｄ）反応性染料として
　Ｃ．Ｉ．リアクティブ・ブラック　　３，４，７，１１，１２，１７
　Ｃ．Ｉ．リアクティブ・イエロー　　１，５，１１，１３，１４，２０，２１，２２，
２５，４０，４７，５１，５５，６５，６７
　Ｃ．Ｉ．リアクティブ・レッド　　１，１４，１７，２５，２６，３２，３７，４４，
４６，５５，６０，６６，７４，７９，９６，９７
　Ｃ．Ｉ．リアクティブ・ブルー　　１，２，７，１４，１５，２３，３２，３５，３８
，４１，６３，８０，９５等が使用できる。
【００５９】
《染料・顔料共通の添加剤、物性》
　この実施形態において使用する記録液を所望の物性にするため、あるいは乾燥による記
録ヘッドのノズルの詰まりを防止するためなどの目的で、色材の他に、水溶性有機溶媒を
使用することが好ましい。水溶性有機溶媒には湿潤剤、浸透剤が含まれる。湿潤剤は乾燥
による記録ヘッドのノズルの詰まりを防止することを目的に添加される。湿潤剤の具体例
として、次のものが挙げられる。
　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、１，３－ブタンジオー
ル、１，３－プロパンジオール、２－メチル－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－へキサンジオール、グリセリン、１，
２，６－へキサントリオール、２－エチル－１，３－ヘキサンジオール、１，２，４－ブ
タントリオール、１，２，３－ブタントリオール、ペトリオール等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、トリエチレングリコールモノブチルエーテル、テ
トラエチ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
等の多価アルコールアルキルエーテル類、エチレングリコールモノフェニルエーテル、エ
チレングリコールモノベンジルエーテル等の多価アルコールアリールエ－テル額；Ｎ－メ
チル－２－ピロリドン、Ｎ－ヒドロキシエチル－２－ピロリドン、２－ピロリドン、１，
３－ジメチルイミダゾリジノン、ε－カプロラクタム等の含窒素複素環化合物；ホルムア
ミド、Ｎ－メチルホルムアミド、ホルムアミド、Ｎ，Ｎ－ジメチルホルムアミド等のアミ
ド類；モノエタノールアミン、ジエタノールアミン、トリエタノールアミン、モノエチル
アミン、ジエチルアミン、トリエチルアミン等のアミン類、ジメチルスルホキシド、スル
ホラン、チオジエタノ－ル等の含硫黄化合物類、プロピレンカーボネート、炭酸エチレン
、γ－ブチロラクトン等。
　以上の溶媒は、水とともに単独もしくは複数混合して用いられる。
【００６０】
　また、浸透剤は記録液と被記録材の濡れ性を向上させ、浸透速度を調整する目的で添加
される。浸透剤としては、下記式（Ｉ）～（ＩＶ）で表されるものが好ましい。すなわち
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）のアセチレングリコール系界面活性剤、下記式（ＩＩＩ）のポリオキシエチレンアルキ
ルエーテル系界面活性剤ならびに式（ＩＶ）のポリオキシエチレンポリオキシプロピレン
アルキルエーテル系界面活性剤は、液の表面張力を低下させることができるので、濡れ性
を向上させ、浸透速度を高めることができる。
【００６１】
【化１】

（Ｒは分岐していても良い炭素数６～１４の炭化水素鎖、ｋ：５～２０）
【００６２】

【化２】

（ｍ，ｎは０～４０）
【００６３】

【化３】

（Ｒは分岐してもよい炭素数６～１４の炭化水素鎖、ｎは５～２０）
【００６４】
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【化４】

（Ｒは炭素数６～１４の炭化水素鎖、ｍ、ｎは２０以下の数）
【００６５】
　前記式（Ｉ）～（ＩＶ）の化合物以外では、例えばジエチレングリコールモノフェニル
エーテル、エチレングリコールモノフェニルエーテル、エチレングリコールモノアリルエ
ーテル、ジエチレングリコールモノフェニルエーテル、ジエチレングリコールモノブチル
エーテル、プロピレングリコールモノブチルエーテル、テトラエチレングリコールクロロ
フェニルエーテル等の多価アルコールのアルキル及びアリールエーテル類、ポリオキシエ
チレンポリオキシプロピレンブロック共重合体等のノニオン系界面活性剤、フッ素系界面
活性剤、エタノール、２－プロパノール等の低級アルコール類を用いることができるが、
特にジエチレングリコールモノブチルエーテルが好ましい。
【００６６】
　記録液の表面張力は、２０～６０ｄｙｎｅ／ｃｍであることが好ましく、被記録材との
濡れ性と液滴の粒子化の両立の観点からは３０～５０ｄｙｎｅ／ｃｍであることがさらに
好ましい。
　また、記録液の粘度は、１．０～２０．０ｃＰであることが好ましく、吐出安定性の観
点からは３．０～１０．０ｃＰであることがさらに好ましい。
　さらに、記録液のｐＨは３～１１であることが好ましく、接液する金属部材の腐食防止
の観点からは６～１０であることがさらに好ましい。
【００６７】
　また、記録液は防腐防黴剤を含有することができる。防腐防黴剤を含有することによっ
て、菌の繁殖を押さえることができ、保存安定性、画質安定性を高めることができる。上
記防腐防黴剤としてはベンゾトリアゾール、デヒドロ酢酸ナトリウム、ソルビン酸ナトリ
ウム、２－ピリジンチオール－１－オキサイドナトリウム、イソチアゾリン系化合物、安
息香酸ナトリウム、ペンタクロロフェノールナトリウム等が使用できる。
【００６８】
　記録液は防錆剤を含有することができる。防錆剤を含有することによって、ヘッド等の
接液する金属面に被膜を形成し、腐食を防ぐことができる。防錆剤としては、例えば、酸
性亜硫酸塩、チオ硫酸ナトリウム、チオジグリコール酸アンモン、ジイソプロピルアンモ
ニウムニトライト、四硝酸ペンタエリスリトール、ジシクロヘキシルアンモニウムニトラ
イト等が使用可能である。
【００６９】
　記録液は酸化防止剤を含有することができる。酸化防止剤を含有することによって、腐
食の原因となるラジカル種が生じた場合にも酸化防止剤がラジカル種を消滅させることで
腐食を防止することができる。酸化防止剤としては、フェノール系化合物類、アミン系化
合物類が代表的であるがフェノール系化合物類としては、例えば、次のものがある。
　ハイドロキノン、ガレート等の化合物、２，６－ジ－ｔｅｒｔ－ブチル－ｐ－クレゾー
ル、ステアリル－β－（３，５－ジ－ｔｅｒｔ－ブチル－４－ヒドロキシフェニル）プロ
ピオネート、２，２’－メチレンビス（４－メチル－６－ｔｅｒｔ－ブチルフェノール）
、２，２’－メチレンビス（４－エチル－６－ｔｅｒｔ－ブチルフェノール）、４，４’
－チオビス（３－メチル－６－ｔｅｒｔ－ブチルフェノール）、１，１，３－トリス（２
－メチル－４－ヒドロキシ－５－ｔｅｒｔ－ブチルフェニル）ブタン、１，３，５－トリ
メチル－２，４，６－トリス（３，５－ジ－ｔｅｒｔ－４－ヒドロキシベンジル）ベンゼ
ン、トリス（３，５－ジ－ｔｅｒｔ－ブチル－４－ヒドロキシベンジル）イソシアヌレー
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ト、テトラキス［メチレン－３（３’，５’－ジ－ｔｅｒｔ－ブチル－４－ヒドロキシフ
ェニル）プロピオネート］メタン等のヒンダードフェノール系化合物が例示され、アミン
系化合物類としては、Ｎ，Ｎ’－ジフェニル－ｐ－フェニレンジアミン、フェニル－β－
ナフチルアミン、フェニル－α－ナフチルアミン、Ｎ，Ｎ’－β－ナフチル－ｐ－フェニ
レンジアミン、Ｎ，Ｎ’－ジフェニルエチレンジアミン、フェノチアジン、Ｎ，Ｎ’－ジ
－ｓｅｃ－ブチル－ｐ－フェニレンジアミン、４，４’－テトラメチル－ジアミノジフェ
ニルメタン等が例示される。また、後者としては、硫黄系化合物類、リン系化合物類が代
表的であるが、硫黄系化合物としては、ジラウリルチオジプロピオネート、ジステアリル
チオジプロピオネート、ラウリルステアリルチオジプロピオネート、ジミリスチルチオジ
プロピオネート、ジステアリルβ，β’－チオジブチレート、２－メルカプトベンゾイミ
ダゾール、ジラウリルサルファイド等が例示され、リン系化合物類としては、トリフェニ
ルフォスファイト、トリオクタデシルフォスファイト、トリデシルフォスファイト、トリ
ラウリルトリチオフォスファイト、ジフェニルイソデシルフォスファイト、トリノニルフ
ェニルフォスファイト、ジステアリルペンタエリスリトールフォスファイト。
【００７０】
　記録液はｐＨ調整剤を含有することができる。ｐＨ調整剤としては、水酸化リチウム、
水酸化ナトリウム、水酸化カリウム等のアルカリ金属元素の水酸化物、水酸化アンモニウ
ム、第４級アンモニウム水酸化物、第４級ホスホニウム水酸化物、炭酸リチウム、炭酸ナ
トリウム、炭酸カリウム等のアルカリ金属の炭酸塩、ジエタノールアミン、トリエタノ－
ルアミン等のアミン類、硼酸、塩酸、硝酸、硫酸、酢酸等を用いることができる。　
【００７１】
〔処理液付与装置について〕　
　処理液付与装置１７０の構成が図７に概略的に示されている。
　処理液タンク１７１Ｔ内の処理液（塗布液）１７１に少なくともその一部分に接するよ
うにして設置された供給ローラ１７２があり、この供給ローラ１７２とその回転軸が平行
で表面が接触するようにして設置されている塗布ローラ１７３へ、タンク１７１Ｔ内の処
理液（塗布液）をくみ上げて供給している。処理液１７１は、別に貯蔵タンクを設け、必
要に応じて図７の供給部の処理液タンク１７１Ｔへ補充するようにすることもできる。
　供給ローラ１７２と塗布ローラ１７３は、軸方向にほぼ均一な圧力となるように接触し
、供給ローラ１７２によってくみ上げられた処理液の一定量がローラ間のニップを通過し
て塗布ローラ１７３上に処理液の液膜を形成する。必要であれば複数本の供給ローラがあ
っても良いし、例えば、塗布量が過多になる場合などは、塗布ローラ１７３との間に更に
中間ローラを設けてもよい。そうすれば、塗布量が半減するという利点がある。
　供給ローラ１７２と塗布ローラ１７３の回転は等速であっても線速差を設けても良く、
塗布ローラ１７３上に平均的に均一な量の液膜を形成することが出来るような構成であれ
ばよい。
　線速差を設けるとよい場合の例と理由
　等速な場合は装置構成が簡単であるが、プロセス速度によって速度が決定されてしまう
。たとえば高速機では、液たまり中で供給ローラが高速で回転することになるので液を飛
散させてしまい、供給が不安定になってしまうようなことが起こる。そこで、このような
場合には、供給ローラの速度を塗布ローラに対して遅らせることで対応することができる
。
【００７２】
　塗布ローラ１７３には、供給ローラ１７２により供給された液膜の微細な凹凸を平滑化
するための均一化手段１８０があり、塗布ローラ１７３の回転方向の供給ローラ１７２よ
り下流側で転写紙に画像改善処理液（処理液）を塗布するために塗布ローラ１７３に転写
紙を押圧する対向ローラ１７４の間に設けられている。図７では、供給ローラ１７２と対
向ローラ１７４は塗布ローラ１７３を挟んで対向する位置に設置されている。供給ローラ
の位置は、この位置より、塗布ローラの回転方向に対して、上流側や下流側にずらしても
問題なく、装置の全体レイアウトに応じてこれらの位置関係は適宜変更することができる
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。
　塗布ローラ１７３上の画像改善処理液は、ここで均一化された後、対向ローラ１７４と
の間を転写紙が通過する際にその表面の塗布液を付与する構成となっている。
【００７３】
〔均一化手段〕
　均一化手段１８０は、図８に示すようなフィルム状の均一化部材１８１によるものであ
り、均一化部材１８１の一方の端部ｅが塗布ローラ１７３の表面に沿って変形して面接触
できるようにフリーであり、もう一方の端部が支持部材１８２に固定されている。この均
一化部材１８１は、塗布ローラ１７３の回転と、塗布ローラ１７３上の塗布液の粘性と表
面張力とにより、緊張した状態になっている。転写紙に塗布された処理液の液膜が均一化
手段１８０を通過することで、それまでのその液膜表面の微細な凹凸が均されて均一化さ
れる。
　さらにいえば、均一化部材１８１は塗布ローラ１７３の表面に合わせて変形する程度の
可撓性を有し、図９に示すように、塗布された処理液膜との表面張力により、塗布ローラ
の表面にならって均一化部材１８１の一端部ｅが変形して塗布ローラ１７３上の処理液膜
１７３ｆと広範囲で面接触し、これによって膜厚が均一化されるのであるから、塗布ロー
ラ１７３との接触状態にムラがあるとこれがスジムラの発生要因となる。したがって、処
理液膜１７３ｆとの微弱な密着力で柔軟に変形するように十分に可撓性を有していること
が必要である。
　例えば、均一化部材１８１は、その幅が３００ｍｍのとき（曲げ変形に対して幅に対す
る依存はないが長いほどしわを発生させずに保持することが困難になる）、ＰＥＴ製のフ
ィルムで厚さ、３０～２００μｍ程度の可撓性を有していることが望ましい。厚さが３０
μｍ未満で余り柔軟性が高すぎるとしわを発生させずに保持することが困難になるという
問題がある。
【００７４】
　塗布される処理液の量は、供給ローラ１７２と塗布ローラ１７３のニップ部を通過する
処理液（塗布液）の量によって決まり、これが均一にムラなく転写紙表面に付与されるよ
うにするために均一化手段１８０を備えている。上記ニップ部を通過する処理液の量は、
供給ローラ１７２および塗布ローラ１７３の表面が平滑であればその処理液の粘度とロー
ラ間ニップの圧力で決まる。処理液の粘度は温度が一定であればその種類によって決まる
ので、ローラ間ニップの圧力を調整することで通過液量を制御することができる。ニップ
間を通過した処理液（塗布液）は、供給ローラ表面と塗布ローラ表面に分かれる。この際
、分かれるときに両ローラ表面の液同士が引き合い、この引き合いの強さのバラツキによ
る影響がムラとなって出現する（図１０）。一般的にこのムラはリング状のパターンとな
って塗布ローラ表面に現れる。そしてこのリング状パターンのムラがそのまま転写紙に塗
布されると、これが転写紙の塗布膜のスジ状のムラとなってしまう。
【００７５】
　この他、供給ローラ１７２に均一パターンの溝を設けてこの溝を通して塗布液を塗布ロ
ーラに供給する構成で液量を計量するようにすることもできる。このようにする場合は、
供給ローラとしてアニロクスローラやワイヤーバーなどのローラを使用することができる
（図１７、図１８参照）。これらのローラでは、表面の溝パターンによって液の供給量が
決まるため液の粘度の影響を受けにくいなどの特徴を有する。しかし、微量塗布のために
は微細かつ均一な溝パターンを形成する必要があり、一般的に高価なものになってしまう
。
　なお、アニロクスローラは、均一な微細パターンの彫刻されたローラで正確に付着量を
制御できる。表面の溝の形状により、ピラミッド型、格子型、斜線型などがある。ドクタ
ーブレードを当接させてすり切って計量するのが一般的であるが、ローラとの隙間で計量
することもできる。
　 また、ワイヤーバーは細いワイヤーを巻き付けたローラであり、細いワイヤーで形成
される凹凸により計量することができるようになっている。
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【００７６】
　このように計量された処理液（塗布液）が塗布ローラ上にあるとき、それは平均的な量
として一定であるが、しかし、局所的に筋などのムラが存在している。これを均一に均す
ために均一化部材１８１による均一化手段１８０を備えている。図８の均一化手段１８０
ではそこを通過する塗布液膜の平均厚を調整しないで均すことが求められる。このために
、上記均一化部材１８１の一方の端部（先端部）ｅが塗布ローラ１７３上の塗布液膜１７
３ｆに浮いているような状態であって、塗布液膜の見かけの表面張力を大きくすることで
同液面の微細な凹凸を均しているものである。
【００７７】
　処理液膜（塗布液膜ともいう）の膜厚を規制しながら、塗布ローラ１７３上の液層の平
滑化を行うことができればより好ましいが、ドクターブレードなどの剛性の高い材料を当
接させ、対向するローラとの間のギャップを幅方向全域に渡って、ミクロンオーダーで一
定にすることは、実質的に不可能であり、本発明の処理液付与装置１７０における均一化
手段１８０のような手段が必要である。
【００７８】
　塗布ローラ１７３上で発生したスジ状のムラを何らかの均一化部材で均一化する必要が
あるが、そのために例えば、剛性の高いブレード等の当接部材１８５を塗布ローラ１７３
に当接させた場合（図１１参照）、塗布ローラ外周の塗布液膜１７３ｆが、当接部材１８
５の先端で塗布ローラ側と当接部材１８５側とに分かれることになり、再度、ムラを発生
させることになってしまう（図１１）。これに対して、図８の実施例における均一化部材
１８１の一端部ｅは塗布ローラ１７３の表面形状にならって柔軟に変形する可撓性を有し
、当接部の先端が常に塗布ローラ１７３の表面に接している状態が維持される。このため
、液層が２層に分かれることはなく、したがって、筋状のムラは発生しない。
　さらにいえば、上記のように均一化部材１８１の先端が液に押圧されることなく接触す
るためには均一化部材１８１の一端部ｅが処理液膜１７３ｆに浮いているような状態を作
り出すことが必要であり、均一化部材１８１の先端部（一端部）ｅを含む一部分が塗布ロ
ーラ上の処理液膜１７３ｆに沿って変形するようにする必要がある。
【００７９】
　上記のような均一化部材１８１の変形は、上記処理液膜１７３ｆとの表面張力により、
塗布ローラの表面に倣って（又は沿って）均一化部材１８１の一端部ｅが変形するもので
なければ、塗布ローラ１７３の処理液膜７３ｆとの接触状態にムラが生じ、これがスジム
ラ発生の要因となるので、均一化部材１８１については、上記のように非常に弱い力（微
力）で変形するのに十分な可撓性を有している必要がある。
【００８０】
　上記均一化手段１８０にさらに求められる要件として、画像改善処理液を吸収すること
のない疎水性を備えていることがある。例えば高分子材料のように素材そのものが疎水性
を備えていてもよいし、素材の表面に金属箔や疎水性の樹脂をコートするなどの表面処理
によって上記疎水性を備えていてよい。
　上記のような所要の柔軟性と、疎水性を備えている材料としては、厚さ２００μｍ以下
の疎水性フィルムがある。厚さ２００μｍ以下の疎水性のフィルムを用いることによって
、均一化部材１８１として塗布ローラ１７３上の塗布液膜１７３ｆに接触した際に、その
先端ｅを含む広い面で接触させることが可能であり、処理液膜（塗布液膜）１７３ｆ上に
フィルムが浮いた状態になり、液膜の厚さを調整することなく表面を均一化することが可
能である。
【００８１】
　上記のように、均一化部材１８１として薄いフィルム状素材を使用した場合、フィルム
のエッジのカット精度がスジの原因になることがある。先端にバリ等の傷があるとそこが
スジムラとなってしまう。ところが、可撓性のあるものを精度良くカットすることは一般
的に難しい。
　そこで、請求項２に係る発明の装置では、予め幅方向に粗密が均一に繰り返される微細
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パターンを有する部材を均一化部材として使用している。この微細パターンの一例は、図
１９に示すとおりである。この実施例における上記微細パターンの形状、サイズは次の通
りである。
　すなわち、フィルムの一端に微細な切込みを入れたもので、数十μｍピッチで数～数十
ミクロンの深さの均一な切込みが入っている。
　この場合、上記微細パターンに応じたスジムラがローラ上の処理液膜にすじ状に反映さ
れる。その理由は次のとおりである。
　すなわち、切込みのない部分と切込み部では液膜の剥がれ方に差が生じるため、このパ
ターンに応じたスジ状のムラがローラ上の処理液膜に残る。
　上記のパターンが十分に細かく、均一であれば、転写紙に付与された後の転写紙内での
液の浸透効果（紙の中を面方向に広がって浸透する効果）によって、画像上ではそのムラ
が目立たなくなる。
　そして、上記のような微細パターンを得る構成として、例えば、フィルムの先端に端面
に直行する均一なピッチの切れ込みをレーザー光やカッターによって入れたり、同一太さ
の細い繊維を並べて束ねたブラシを使用することなどが考えられる。
【００８２】
　この場合、上記微細パターンは細かいほど目立たなくなるが、請求項３のように画像形
成時のインクを吐出する解像度程度もしくはそれ以上の細かいパターンであることが望ま
しい。なぜなら、細かいピッチであればあるほど浸透時の広がりによりムラが目立たなく
なり、解像度よりも細かければ、ムラがあっても目立ちにくいからである。
　ところが、例えば、均一化部材の微細パターンをブラシで作る場合には、その繊維が長
いと結束部より先端側には拘束がないので、ブラシが塗布ローラの軸方向に揺らいでしま
うなどしてブラシの繊維レベルでの微細な粗密パターンの均一性が失われる。反対にブラ
シが塗布ローラの軸方向に揺らぐことがない程度まで繊維が短い場合には、ブラシの繊維
が短くローラの表面に沿って変形する程度の可撓性を作り出すことが難しいという問題が
ある。
　そこで、請求項４の発明では、均一な微細パターンを作る均一化部材としてメッシュを
使用している。メッシュは細かい繊維が網目構造を作るようになっており、このようにす
れば、塗布ローラに沿って変形することができる長さがあっても、均一パターンを形成す
る縦方向の繊維の並びが、これと直交する横方向の繊維によってその並びが崩れないよう
に拘束されているため、ローラ上に沿っている部分においても均一なパターンを維持する
ことが容易である。さらに細い繊維であるので塗布ローラの表面に応じて曲がる可撓性も
容易に得ることができる。
【００８３】
　上記メッシュの素材としては、ポリエステル、ナイロン、ポリエチレン、ポリプロピレ
ンなどの線径２０μｍ～１００μｍの樹脂素材の他、金属素材であるステンレスも一般的
であるが、金属は繊維であっても剛性が高く、可撓性の点で樹脂素材に劣るので、樹脂素
材である方がより好ましい。
　例えば、本実施例では、ＮＢＣ製ポリエステルメッシュＴ－ＮＯ．５０８Ｔを用いてい
る。このメッシュは、線径２７μｍの繊維による５０８メッシュ／ｉｎｃｈであり、容易
に微細な粗密パターンを得ることができる。
【００８４】
〔画像改善処理液について〕
　画像改善処理液は、インクを凝集させる成分を含む処理液であり、被塗布物はインク印
字前の記録紙（転写紙）である。このように、インク印字前に画像改善処理液を被塗布物
（記録紙）に付与することで、にじみのない高品質な画像を、インクジェット専用紙以外
の普通紙を用いても得ることができるようになる。本発明の処理液付与装置を使用するこ
とでムラなく均一に処理液を付与することが可能となるので、画像改善処理液のコストの
低減が可能であるとともに、当該画像改善処理液の塗布ムラによる、画像ムラを防止する
ことができる。
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【００８５】
　上記のような機能を有する画像改善処理液としては、インク中の顔料成分を凝集させる
凝集剤を含有している必要があり、当該凝集剤としては、インク中の色材や分散剤などの
樹脂成分に含まれるアニオン性基とイオン的相互作用により瞬時に会合体を形成し得る水
溶性物質が好ましく、例えば、多価金属塩、カチオン性基をもつ高分子化合物、水を酸性
化する有機酸などがある。多価金属塩としては、反応性や取り扱いの容易さなどの観点か
ら、Ｃａ２＋，Ｍｇ２＋，Ｓｒ２＋，Ａｌ３＋などの金属イオンとＮＯ３－やＳＯ３－な
どの陰イオンで形成される塩が好ましい。また、有機酸は、体内で生産されたり食品に含
まれており、人体残留が少なく、また、無臭なものが多く、家庭やオフィスでの画像形成
装置として望ましい。具体的には、コハク酸、クエン酸、リンゴ酸、酒石酸、乳酸などが
適する。
【００８６】
〔画質改善処理処方について〕
　画質改善処理液処方の具体的な一例は次のとおりである。
　希釈溶媒：イオン交換水　　　　　　　　　　　　６０ｗｔ％
　酸性部材：乳酸　　　　　　　　　　　　　　　　２０ｗｔ％
　像粘剤：プロピレングリコール　　　　　　　　　２０ｗｔ％
　水に全ての材料を混合した後、１０分間ゆっくり攪拌し画質改善処理液とする。
　以上のように処方した画像改善処理液を上記実施例の装置で記録紙に５０ｍｇ／Ａ４塗
布した後に、インクジェットプリンターＩＰＳＩＯ　ＧＸ５０００（リコー製）のインク
吐出部で画像を印字した。その結果、にじみのない高品質な画像をムラなく得ることがで
きた。他方、比較のために上記の均一化手段を備えていない装置で同様にして同じ記録紙
に塗布したところ、０．５ｍｍピッチのスジムラが発生してしまった。これは、画像改善
処理液の塗布状態にムラがあるので、このムラに応じてにじみがなく画像濃度の高い部分
とにじんで画像濃度の低い部分が現れ、これが画像上でスジムラとして認識されてしまう
ものである。
【００８７】
　 以上、説明した本発明の画像改善処理液付与装置は、塗布ローラでシート材等の被付
与物の表面に液体を塗布し、薄い塗布膜を形成し、かつ、当該塗布膜の微小凹凸による厚
さムラを均して均一化することができ、この点において新規であり、さらに、微小厚さで
かつ厚さが均一な塗布膜を上記被付与物の表面に高精度に形成するのに利用できることは
、以上のとおりの本発明の技術的本質から自明である。
　したがって、本発明はその他の、被付与物の表面に薄い塗布膜を形成する液体付与装置
をその対象とすることができるものである。
　請求項６は、本発明を液体付与装置一般に拡大した請求項である。
【符号の説明】
【００８８】
６１：ビヒクル
６２：色材
６３：インク液滴
６４：記録媒体（印刷紙など）
６５、１７１：処理液
１７０：処理液付与装置
１７１Ｔ：処理液タンク
１７２：供給ローラ
１７３：塗布ローラ
１７３ｆ：処理液膜（塗布液膜）
１７４：対向ローラ
１８０：均一化手段
１８１：均一化部材
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１８２：支持部材
【先行技術文献】
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