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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
カーボンブラック原末を酸化処理して得た改質カーボンブラックが分散している液におい
て、該改質カーボンブラックは表面に、カルボキシル基と、その０．８～１．１倍のモル
比であって該改質カーボンブラックの重量当たりのモル数で５００μｍｏｌ／ｇ以上のラ
クトン基とを、有していることを特徴とする改質カーボンブラックの分散液。
【請求項２】
前記カルボキシル基は、前記改質カーボンブラックの重量当たりのモル数で７００μｍｏ
ｌ／ｇ以上であることを特徴とする請求項１に記載の改質カーボンブラックの分散液。
【請求項３】
前記改質カーボンブラックの平均粒子径は、１５０～２５０ｎｍであることを特徴とする
請求項２に記載の改質カーボンブラックの分散液。
【請求項４】
前記カーボンブラック原末は、予めカルボキシル基と、０．６５～１．１倍のモル比であ
って、カーボンブラック原末の重量当たりのモル数で、２０μｍｏｌ／ｇ以上のラクトン
基とを、その表面に有していることを特徴とする請求項１～３に記載の改質カーボンブラ
ックの分散液。
【請求項５】
前記カーボンブラック原末は、一次粒子径が１１～１８ｎｍ、ＢＥＴ比表面積が少なくと
も１８０ｍ２／ｇ、ＤＢＰ吸油量が少なくとも１８０ｍＬ／１００ｇであることを特徴と
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する請求項１～４のいずれかに記載の改質カーボンブラックの分散液。
【請求項６】
前記カーボンブラック原末を、次亜ハロゲン酸または／及び次亜ハロゲン酸塩で前記酸化
処理したことを特徴とする請求項１～５のいずれかに記載の改質カーボンブラックの分散
液。
【請求項７】
前記カーボンブラック原末を、それの表面積あたり０．６×１０－４～１．５×１０－４

ｍｏｌ／ｍ２の塩素量の次亜ハロゲン酸または／及び次亜ハロゲン酸塩で前記酸化処理し
たことを特徴とする請求項６に記載の改質カーボンブラックの分散液。
【請求項８】
７０℃で５週間経過時に、前記改質カーボンブラックの平均粒子径変化率が１５％以下で
あることを特徴とする請求項１～７のいずれかに記載の改質カーボンブラックの分散液。
【請求項９】
７０℃で５週間経過時に、粘度変化率が１０％以下であることを特徴とする請求項１～８
のいずれかに記載の改質カーボンブラックの分散液。
【請求項１０】
前記酸化処理して、得られた液を脱塩することにより、それに含有された前記改質カーボ
ンブラックは、その電導度が０．７ｍＳ／ｃｍ以下になっていることを特徴とする請求項
１～９のいずれかに記載の改質カーボンブラックの分散液。
【請求項１１】
請求項１～１０のいずれかに記載の改質カーボンブラックの分散液を含有することを特徴
とする水性インキ。
【請求項１２】
前記改質カーボンブラックの沈降率が３０％以下を示すことを特徴とする請求項１１に記
載の水性インキ。
【請求項１３】
記録媒体へのインキの塗布量が１ｍｇ／ｃｍ２であるときの浸透時間が、１秒未満である
浸透性を有することを特徴とする請求項１１または１２に記載の水性インキ。
【請求項１４】
２０℃における表面張力が４５ｍＮ／ｍ以下であることを特徴とする請求項１１～１３に
記載の水性インキ。
【請求項１５】
グリコールブチルエーテル系の水溶性有機溶剤を含んでいることを特徴とする請求項１１
～１４のいずれかに記載の水性インキ。
【請求項１６】
ノニオン性界面活性剤を含んでいることを特徴とする請求項１１～１５のいずれかに記載
の水性インキ。
【請求項１７】
前記ノニオン性界面活性剤がアセチレングリコール系界面活性剤であることを特徴とする
請求項１６に記載の水性インキ。
【請求項１８】
請求項１１～１７のいずれかに記載の水性インキを付着させて記録媒体に記録を行うこと
を特徴とする記録方法。
【請求項１９】
前記水性インキの液滴を吐出し、該液滴を記録媒体に付着させて印刷を行うインクジェッ
ト記録方法であることを特徴とする請求項１８に記載の記録方法。
【請求項２０】
請求項１８または１９に記載の記録方法によって記録された記録物。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
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【発明の属する技術分野】
本発明は、記録液や筆記具等に用いられるもので、改質カーボンブラックを分散させた分
散液、及びそれを含有する水性インキに関するものである。
【０００２】
【従来の技術】
インクジェットプリンタで黒色を印刷する水性インキの着色剤として、カーボンブラック
が汎用されている。
【０００３】
一般にカーボンブラックの原末は、略球状一次粒子が集合した一次凝集体であるアグリゲ
ート同士が、ファンデルワールス力や単なる集合、付着、絡み合い等により形成されたア
グロメレートと呼ばれる二次凝集塊となったものである。このようなカーボンブラック原
末は、未処理のままでは水へ分散することなく直ちに沈降してしまう。
【０００４】
カーボンブラック原末と、それを水に分散させる分散剤とが含まれている水性インキは、
粘度が高いため、印刷し難いものである。そこで、分散剤を用いなくても、原末が水に分
散し易くなるように、原末の表面を酸化してカルボキシル基のような親水性官能基を導入
した改質カーボンブラックが用いられる。
【０００５】
このような改質カーボンブラックとして、本出願人らは、特許文献１において、その比表
面積と、ＤＢＰ吸油量（カーボンブラック１００ｇが吸油するジブチルフタレートの量：
本明細書内ではＤＢＰ吸油量と記載する）とが特定されたものを開示している。
【０００６】
【特許文献１】
特開２０００－３１９５７３号公報
【０００７】
この改質カーボンブラックを含む水性インキは、粘度が低いうえ、印字濃度値が高いので
、深みのある黒で濃い印刷をすることができる。水性インキは、インクジェット用記録イ
ンキとして用いるのに際し、実用上充分な経時安定性を有する必要がある。従来の水性イ
ンキは、長期間経過後、粘度が増加したり、カーボンブラック粒子がさらに凝集して沈降
し易くなったりして、保存安定性が必ずしも充分ではないものがあった。より一層、沈降
率が低くて目詰まりし難い水性インキが、望まれていた。
【０００８】
【発明が解決しようとする課題】
本発明は前記の課題を解決するためになされたもので、インクジェットプリンタ印刷に使
用され、沈降率が低くて目詰まりし難く、粘度やカーボンブラックの粒径が増大せず、長
期間安定して保存でき、かつ深みのある黒で印字濃度の高い印刷をする水性インキ、及び
それを調製するために用いられる改質カーボンブラックの分散液を提供することを目的と
する。
【０００９】
【課題を解決するための手段】
前記の目的を達成するためになされた本発明の改質カーボンブラックの分散液は、カーボ
ンブラック原末に適度な程度の酸化処理して得た改質カーボンブラックが、分散したもの
である。改質カーボンブラックは、この酸化処理により、原末の表面にさらにラクトン基
やカルボキシル基が導入されたものである。改質カーボンブラックは表面に、カルボキシ
ル基と、その０．８～１．１倍、好ましくは０．８５～１．０５倍、更に好ましくは０．
９～１．０倍のモル比であって該改質カーボンブラックの重量当たりのモル数で５００μ
ｍｏｌ／ｇ以上、好ましくは６００μｍｏｌ／ｇ以上、更に好ましくは７００～９００μ
ｍｏｌ／ｇのラクトン基とを、有している。
【００１０】
改質カーボンブラックの表面のカルボキシル基は、同じくモル数で７００μｍｏｌ／ｇ以
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上、好ましくは７００～９００μｍｏｌ／ｇであってもよい。
【００１１】
親水性官能基であるカルボキシル基やラクトン基を前記範囲で有している改質カーボンブ
ラックは、分子同士間に大きな静電的な斥力が働いており、ラクトン基が比較的多いこと
と相俟って、凝集し難いものとなっている。さらに、改質カーボンブラックは、親水性官
能基を有するため水との相互作用が強く、カルボキシル基やラクトン基が適度な比でカー
ボンブラック表面に存するため、水に分散させ易く、沈降し難くて安定なものとなってい
る。
【００１２】
そのため、改質カーボンブラックは、分散剤がなくても、水に分散及び／または溶解させ
ることができる。改質カーボンブラックに、水を添加したりその後濃縮したりして、所望
の改質カーボンブラック濃度の分散液を調製することができる。分散液には、必要に応じ
て、適切な任意の水溶性有機溶剤や防腐剤のような添加物が、加えられていてもよい。
【００１３】
改質カーボンブラックの分散液は、温度変化による安定性に優れている。７０℃で５週間
経過時でも、平均粒子径変化率が１５％以下であることが好ましく、１０％以下であると
一層好ましい。上記変化率は平均粒径が増大する変化が著しい場合、特に問題である。
【００１４】
また、改質カーボンブラックの分散液は、粘度変化が起こらず、安定性に優れている。７
０℃で５週間経過時でも、粘度変化率が１０％以下であることが好ましい。上記変化率は
粘度が増大する変化が著しい場合、特に問題である。
【００１５】
カーボンブラック原末は、公知のカーボンブラックの製造方法で製造されたものであり、
ファーネス法で得られたカーボンブラック、チャンネル法で得られたカーボンブラック等
であってもよい。ファーネス法は、約２０００℃迄の高温に耐え得るレンガで内張りされ
た特殊な燃焼炉に燃料（ガスや油）と空気とを導入し、完全燃焼させ１４００℃以上の高
温雰囲気を形成した上で液状の原料油を連続的に噴霧し熱分解させ、炉内後段で生成した
カーボンブラックを含む高温ガスに水を噴霧し反応を停止させた後、バッグフィルターで
カーボンブラックと排ガスとに分離するという原末の製造方法である。このような製造方
法に従い、カーボンブラック原末の表面にも、少量のラクトン基やカルボキシル基が導入
される。この現象は製造方法とともに、カーボンブラックのストラクチャーの形状や表面
構造に深く関わり、またこれがカーボンブラック原末の酸化して得られる改質カーボンブ
ラックに対し重要な因子となることが分かった。
【００１６】
前記改質カーボンブラックは、予めカルボキシル基と、０．６５～１．１倍のモル比であ
って、カーボンブラック原末の重量当たりのモル数で、２０μｍｏｌ／ｇ以上のラクトン
基とを、その表面に有しているカーボンブラック原末を、酸化処理したものであることが
好ましい。
【００１７】
また、改質カーボンブラックは、一次粒子径（一次粒子径の平均値）が１１～１８ｎｍ、
ＢＥＴ比表面積が少なくとも１８０ｍ２／ｇ、好ましくは１８０～２６０ｍ２／ｇであり
、ＤＢＰ吸油量が少なくとも１８０ｍＬ／１００ｇ、好ましくは１８０～３００ｍＬ／１
００ｇ、一層好ましくは１９０～２５０ｍＬ／１００ｇのカーボンブラック原末を、酸化
処理したものであってもよい。
【００１８】
このような一次粒子径の原末から得られた改質カーボンブラックは、その平均粒子径が１
５０～２５０ｎｍであっても、それを含む水性インキの沈降率を３０％以下と低くさせ、
この水性インキを噴出するインクジェットプリンタのノズルの目詰まり、沈降、及び変質
を惹き起し難く、実用的な数年間の長期保存安定性を発現させる。
【００１９】
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改質カーボンブラックは分散安定性が良好なため、発明のカーボンブラック分散液、並び
に、水性インキにおいても、沈降率が低い。この率は改質カーボンブラック濃度５重量％
に調製した液を遠心分離し、遠心分離処理前と処理後の液を希釈し、５００ｎｍ波長で吸
光濃度を測定して、その変化率で表す。
【００２０】
具体的には、下記のように測定する。
改質カーボンブラック濃度５重量％、グリセリン１０重量％、ジエチレングリコール－モ
ノ－ｎ－ブチルエーテル１０重量％に調製した液３０ｇを沈降管に封入し、１１０００Ｇ
の重力加速度で１０分間遠心分離処理を行う。その上澄み液４ｇを精秤し、１Ｌメスフラ
スコで希釈する。この希釈液を５ｍＬホールピペットに量り取り、１００ｍＬメスフラス
コで希釈する。この液の５００ｎｍ波長における吸光度Ｗ１を測定する。同様に遠心処理
前の調製液を希釈したときの吸光度Ｗ０を測定し、
【数１】

の計算式により沈降率を算出する。
【００２１】
改質カーボンブラックは、前記のようにして得られた沈降率が、３０％以下、好ましくは
２５％以下のものであるとよい。
【００２２】
このことにより、このような沈降率の改質カーボンブラックを含有するカーボンブラック
分散液、及びこの分散液を用いて調製された水性インキは、たとえ改質カーボンブラック
の平均粒子径が前記範囲のように比較的大きくても、数年間の長期保存後も沈降せず、変
質しにくく安定である。またこの水性インキをインクジェットプリンタに使用した場合、
インクジェットプリンタのインキ噴出ノズルの目詰まりを惹き起さず、スムーズに印字で
きる。さらにこの分散液やインキは、ＯＤ値が高いので、深みのある黒で濃い印刷等がで
きる。一方、前記範囲を超える沈降率を示すカーボンブラックを用いたインキは、目詰ま
りや長期保存による沈降を起こしてしまうおそれがある。
【００２３】
カーボンブラック原末の酸化処理の方法は、例えば、空気接触による酸化法；窒素酸化物
、オゾンとの反応による気相酸化法；硝酸、過マンガン酸カリウム、重クロム酸カリウム
、亜塩素酸、過塩素酸、次亜ハロゲン酸塩、過酸化水素、臭素水溶液、オゾン水溶液等の
酸化剤を用いる液相酸化法等であってもよい。プラズマ処理等により表面を改質してもよ
い。
【００２４】
特に好ましい酸化処理の方法は、次亜ハロゲン酸やその塩を用いてカーボンブラック原末
を湿式酸化する方法である。次亜ハロゲン酸塩は、具体例には次亜塩素酸ナトリウムや次
亜塩素酸カリウムが挙げられ、反応性の点から次亜塩素酸ナトリウムがより一層好ましい
。
【００２５】
カーボンブラック分散液の製造方法は例えば、ファーネス法により調製されたカーボンブ
ラック原末を水に懸濁させた液に、次亜ハロゲン酸または／及び次亜ハロゲン酸塩の水溶
液を加え、酸化処理を行い改質カーボンブラックを得て、直径０．６～３ｍｍのミル媒体
とともに分散機で攪拌し、１００～５００メッシュの金網で濾別し、濾液を限外濾過膜に
より脱塩する工程を少なくとも有し、これにより分散液を得るというものである。
【００２６】
次亜ハロゲン酸やその塩好ましくは次亜塩素酸ナトリウムの水溶液を酸化剤として用い酸
化処理することにより、カーボンブラック原末の表面は酸化されて、ラクトン基、カルボ
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キシル基等が導入される。次亜ハロゲン酸やその塩の使用量は、カーボンブラック原末の
ＢＥＴ比表面積の大きさに応じ、適宜調整される。カーボンブラック原末を、その表面積
あたり０．６×１０－４～２．５×１０－４ｍｏｌ／ｍ２、好ましくは０．６×１０－４

～１．５×１０－４ｍｏｌ／ｍ２の塩素量の次亜ハロゲン酸または／及び次亜ハロゲン酸
塩で酸化処理することによって安定性の良い改質カーボンブラックとなる。
【００２７】
ＢＥＴ比表面積が小さくなるほど次亜ハロゲン酸やその塩である次亜ハロゲン酸類の量を
少なくし、ＢＥＴ比表面積が大きくなるほど次亜ハロゲン酸類の量を多くするように、調
整することが好ましい。ＢＥＴ比表面積が小さくなるほど次亜ハロゲン酸類と反応する活
性点が少なくなり、比表面積が大きくなるほど次亜ハロゲン酸類と反応する活性点が多く
なるからである。活性点と反応する量以上の次亜ハロゲン酸を加えても反応に支障はない
が、無駄な次亜ハロゲン酸を使用することになり、余計な脱塩操作が必要になる。活性点
と反応する量以下の次亜ハロゲン酸量で反応を行なうと目標とするラクトン基量、カルボ
キシル基量に到達せず、沈降率が高くなる結果、長期保存安定性が低下してしまう。
【００２８】
カーボンブラック原末を水に懸濁させる際、酸化処理を適度に行うために、カーボンブラ
ックを充分に水に混合して馴染ませることが重要である。負荷の高い分散機や高速攪拌機
等を用いて分散させてもよい。予めカーボンブラックに水溶性溶剤を浸透させてもよい。
また水－水溶性溶剤の混合系で分散処理をしてもよい。
【００２９】
カーボンブラックの酸化処理・分散または粉砕する工程において、分散機または粉砕機と
してボールミル、アトライター、フーロジェットミキサー、インペラーミル、コロイダル
ミル、サンドミル（例えば、「スーパーミル」、「アジテーターミル」、「ダイノーミル
」、「ビーズミル」の商品名の市販品）等を用いてもよい。その際、ミル媒体は、必ずし
も用いなくてもよいが、用いた方が好ましい。ミル媒体は、直径０．６～３ｍｍのものが
好ましく、具体的には、ガラスビーズ、ジルコニアビーズ、磁性ビーズ、ステンレス製ビ
ーズ等が挙げられる。この酸化しつつ分散する工程での条件は、１０～７０℃で３～１０
時間、回転数＝５００ｒｐｍ以上であることが好ましい。酸化反応は、一般に反応温度が
高いほど進行し易いが、温度が高過ぎると次亜ハロゲン酸塩が分解してしまうので、４０
～６０℃で行なうのが好ましい。
【００３０】
金網での濾過は、粗大粒子やミル媒体を取り除くために行なわれる。得られた濾液をｐＨ
調整してもよい。得られた濾液中の過剰な酸や副生した水溶性酸性基を塩基性物質で中和
してもよい。このような塩基性物質としては、アルカリ金属の水酸化物例えば、水酸化ナ
トリウム、水酸化カリウム及び水酸化リチウム等；アンモニアやアンモニア水；アミン化
合物が、挙げられる。アミン化合物は、例えば水溶性の揮発アミン、アルカノールアミン
等が挙げられる。具体的には、炭素数１～３のアルキル基で置換された揮発性アミン（例
えばメチルアミン、トリメチルアミン、ジエチルアミン、プロピルアミン）；炭素数１～
３のアルカノール基で置換されたアルカノールアミン（例えば、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、トリイソプロパノールアミン）；炭素数１～３
のアルキル基または炭素数１～３のアルカノール基で置換されたアルキルアルカノールア
ミンが挙げられる。
【００３１】
上記で得られた液の脱塩は、液の電導度が最大１．５ｍＳ／ｃｍとなるまで、例えば限外
濾過膜により行なわれる。この範囲外で脱塩を止めると、ＮａＣｌ等の不純物がインキ中
に多量に含まれることとなってしまう結果、インキの保存安定性を悪くしてしまう。また
より安定なインキを調整するため、前記脱塩の方法は、各種の脱塩方法を組合せたもので
あってもよい。上記の方法で脱塩された顔料分散液を得ることができる。
【００３２】
このような脱塩された分散液により得られた改質カーボンブラックは、その電導度が０．
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７ｍＳ／ｃｍ以下となり、保存安定性の良いインキを調製するために用いることができる
。
【００３３】
脱塩後、遠心分離機やフィルターを用いて、１μｍ以上の粗大粒子をさらに取り除いて、
分散液を得てもよい。粗大粒子は、沈降しやすく沈降率を増加させ、インクジェットプリ
ンタのインキ噴出ノズルの目詰まりを起こしてしまうおそれがあるからである。
【００３４】
本発明の水性インキは、この改質カーボンブラックの分散液を、含有するものである。水
性インキは、改質カーボンブラックが含有されているので、鮮明で深みのある黒で濃く綺
麗に印刷することができ、保存安定性がよく、長期間保存しても沈降を生じ難いものであ
る。水性インキ全量に対して、改質カーボンブラックが、０.１～２０重量％、好ましく
は１～１５重量％含有されている。改質カーボンブラックの含有量が０．１重量％未満で
は印字又は筆記濃度が不十分となる場合があり、また２０重量％を超える場合には水性イ
ンキの粘度が急激に高くなり、インキの吐出時の安定性が低下する場合がある。
【００３５】
また水性インキは、紙で例示される記録媒体へのインキの塗布量が１ｍｇ／ｃｍ２である
ときの浸透時間が１秒未満となる浸透性を有していてもよい。塗布量が１ｍｇ／ｃｍ２で
の浸透時間が１秒未満であるインキとは、具体的には、例えば３６０ｄｐｉ（ドット／イ
ンチ）×３６０ｄｐｉの面積に５０ｎｇの水性インキを塗布した場合に、印刷面を触って
もインキで汚れなくなるまでの時間が１秒未満である水性インキを指す。
【００３６】
インキにこのような浸透性を持たせるために、水溶液の表面張力が小さくなる水溶性有機
溶剤や界面活性剤のような浸透促進剤が、記録媒体に応じて適量インキに添加される。こ
れにより、記録媒体に対するインキの濡れ性が向上する結果、インキの浸透性が高まる。
【００３７】
水溶性有機溶剤は、例えばエタノール、プロパノール等の低級アルコール；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等のセロソルブ類；
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等
のカルビトール類；１，２－ヘキサンジオ－ル、１，２－オクタンジオール等の１，２－
アルキルジオール類が挙げられる。中でも、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等のグリコールブチルエーテル系の水溶性有
機溶剤は、特に優れた浸透性を与えるのでより好ましい。
【００３８】
また界面活性剤は、例えば脂肪酸塩類、アルキル硫酸エステル塩類等のアニオン性界面活
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フェニルエーテル等の
ノニオン性界面活性剤；カチオン性界面活性剤、両イオン性界面活性剤等が挙げられる。
中でもノニオン性界面活性剤は、低起泡性であるのでより好ましく、アセチレングリコー
ル系ノニオン性界面活性剤は、優れた浸透性を与えるのでなお一層好ましい。
【００３９】
これらの浸透促進剤として、水溶性有機溶剤と界面活性剤とを単独または併用して用いて
もよい。浸透促進剤は、２０℃における水性インキの表面張力が４５ｍＮ／ｍ以下、好ま
しくは４０ｍＮ／ｍ以下となるように調整しながら、水性インキに添加されることが好ま
しい。
【００４０】
水性インキには、インクジェット記録に用いた場合にインキを吐出するノズル先端のイン
キ乾燥防止のために、保湿剤が添加されていてもよい。保湿剤は、水溶性かつ吸湿性の高
い材料から選ばれる。具体的には、グリセリン、エチレングリコール、ジエチレングリコ
ール、トリエチレングリコール、ポリエチレングリコール、プロピレングリコール、ジプ
ロピレングリコール、ポリプロピレングリコール、１，３－プロパンジオール、１，４－
ブタンジオール、１，５－ペンタンジオール、１，６－ヘキサンジオール、１，２，６－
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ヘキサントリオール、ペンタエリスリトールのようなポリオール類；２－ピロリドン、Ｎ
－メチル－２－ピロリドン、ε－カプロラクタムのようなラクタム類；尿素、チオ尿素、
エチレン尿素、１，３－ジメチルイミダゾリジノン類のような尿素類；マルチトール、ソ
ルビトール、グルコノラクトン、マルトースのような糖類が挙げられる。これらの保湿剤
の使用量は、特に限定されないが、一般には０．５～５０重量％の範囲である。
【００４１】
水性インキには、必要に応じて、定着剤、ｐＨ調整剤、酸化防止剤、紫外線吸収剤、防腐
剤、防黴剤のような添加剤が添加されていてもよい。
【００４２】
水性インキは、例えば、改質カーボンブラック濃度５重量％、グリセリン１０重量％、ジ
エチレングリコール－モノ－ｎ－ブチルエーテル１０重量％に調製したものである。この
水性インキを、１ｍｇ／ｃｍ２塗布した場合、そのインキ層をマクベス濃度計で測定した
反射濃度値(ＯＤ値)は、少なくとも１．４である。このことは、この水性インキで印刷す
ると深みのある黒で濃く綺麗な印字や画像が得られることを、示している。
【００４３】
この水性インキは、長期安定性が要求されるインキ、例えば、インキ液滴を吐出して記録
媒体に付着させるインクジェット記録をするためのインキとして好適に用いられ、また、
筆記具用、スタンプ用等のような各種のインキとしても用いられる。この水性インキを筆
記用インキ組成物として用いた水性ボールペンは、記録・筆記特性が良好で筆跡ムラのな
い筆記ができ、更に速記しても文字がかすれることはないものである。
【００４４】
本発明の記録方法は、インキを付着させて記録媒体に記録を行うというものである。
【００４５】
この記録方法は、水性インキの液滴を吐出し、該液滴を記録媒体に付着させて印刷を行う
インクジェット記録方法であってもよい。この方法は、水性インキを微細なノズルより液
滴として吐出して、その液滴を記録媒体に付着させる様々な方式で行なわれるものである
。
【００４６】
その幾つかを説明する。第一に挙げられる方式は、静電吸引方式である。この方式には、
ノズルとノズルの前方に置いた加速電極の間に強電界を印加し、ノズルからインキを液滴
状で連続的に噴射させ、インキ滴が偏向電極間を飛翔する間に印刷情報信号を偏向電極に
与えて記録する方式、あるいはインキ滴を偏向することなく印刷情報信号に対応して噴射
させる方式がある。
【００４７】
第二の方式は、小型ポンプでインキ液に圧力を加え、ノズルを水晶振動子等で機械的に振
動させることにより、強制的にインキ滴を噴射させる方式である。噴射したインキ滴は噴
射と同時に帯電させ、インキ滴が偏向電極間を飛翔する間に印刷情報信号を偏向電極に与
えて記録するというものである。
【００４８】
第三の方式は、圧電素子を用いる方式であり、インキに圧電素子で圧力と印刷情報信号を
同時に加え、インキ滴を噴射・記録させる方式である。
【００４９】
第四の方式は、熱エネルギーの作用によりインキを急激に体積膨張させる方式であり、イ
ンキを印刷情報信号に従って微小電極で加熱発泡させ、インキ滴を噴射・記録させる方式
である。
【００５０】
インクジェット記録方法は、いずれの方式で行なわれてもよい。
【００５１】
本発明の記録物は、水性インキを用いて記録が行われて得られたものである。この記録物
の印刷は、濃度が高く、深みのある黒色であり、綺麗で鮮明である。
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【００５２】
【発明の効果】
以上、詳細に説明したように本発明の改質カーボンブラック分散液は、簡便に大量に製造
することが可能で、分散剤や界面活性剤を用いなくとも、カーボンブラックが水に均質に
分散している。この改質カーボンブラックの分散液は、高分子分散剤を必要としないので
、分散液の粘度やカーボンブラックの粒径が増大せず、保存性が良好で、長期安定性が要
求される水性インキ用として、好適に用られる。
【００５３】
改質カーボンブラックの分散液を含む水性インキは、インクジェットプリンタ用として、
好適に用られる。このインキは、保存安定性がよく長期間保存しても沈降を生じにくく、
品質保持期限が長い。またインクジェットプリンタのインキ噴出ノズルの目詰まりを惹き
起こし難い。このインキを用いて印刷すると、印字や画像は、印字濃度が高く、鮮明で深
みのある黒色で綺麗である。
【００５４】
【実施例】
以下、本発明のカーボンブラック分散液及び水性インキの実施例を詳細に説明する。
実施例１～３は、本発明を適用する改質カーボンブラックの分散液を調製した例を示す。
【００５５】
（実施例１）
改質カーボンブラックの分散液Ａの調製
ファーネス法で調製したカーボンブラック原末５００ｇ（一次粒子径＝１８ｎｍ、ＢＥＴ
比表面積＝１８０ｍ２／ｇ、ＤＢＰ吸油量＝１８６ｍＬ／１００ｇ）を、イオン交換水３
７５０ｇに加え、ディゾルバーで攪拌しながら、５０℃まで昇温した。その後、直径０．
８ｍｍのジルコニアビーズを用いたサンドミルにより、粉砕しながらこれに、次亜塩素酸
ナトリウム（有効塩素濃度＝１２％）の水溶液５３００ｇを５０～６０℃で３．５時間か
けて滴下した。引き続きサンドミルにより３０分間粉砕し続け、改質カーボンブラックが
含まれている反応液を得た。この反応液を４００メッシュの金網で濾過し、ジルコニアビ
ーズ及び未反応カーボンブラックと、反応液とを分別した。分別して得た反応液に、水酸
化カリウム５％水溶液を加えて、ｐＨ＝７．５に調整した。液の電導度が１．５ｍＳ／ｃ
ｍになるまで限外濾過膜により、脱塩及び精製を行なった。電気透析装置を用いて液の電
導度が１．０ｍＳ／ｃｍになるまでさらに脱塩及び精製を行った。その液を、改質カーボ
ンブラックの濃度が１７重量％になるまで濃縮した。この濃縮液を、遠心分離機にかけ粗
大粒子を取り除き、０．６μｍフィルターで濾過した。得られた濾液にイオン交換水を加
え、改質カーボンブラックの濃度が１５重量％になるまで希釈し、分散させて、改質カー
ボンブラックの分散液Ａを得た。
【００５６】
（実施例２）
改質カーボンブラックの分散液Ｂの調製
ファーネス法で調製したカーボンブラック原末（一次粒子径＝１６ｎｍ、ＢＥＴ比表面積
＝２１５ｍ２／ｇ、ＤＢＰ吸油量＝２１０ｍＬ／１００ｇ）５００ｇを、イオン交換水３
７５０ｇに加え、ディゾルバーで攪拌しながら、５０℃まで昇温した。その後、直径０．
８ｍｍのジルコニアビーズを用いたサンドミルにより、粉砕しながらこれに、次亜塩素酸
ナトリウム（有効塩素濃度＝１２％）の水溶液７０００ｇを５０～６０℃で３．５時間か
けて滴下した。引き続きサンドミルにより３０分間粉砕し続け、改質カーボンブラックが
含まれている反応液を得た。この反応液を４００メッシュの金網で濾過し、ジルコニアビ
ーズ及び未反応カーボンブラックと、反応液とを分別した。分別して得た反応液に、水酸
化ナトリウム５％水溶液を加えて、ｐＨ＝７．５に調整した。液の電導度が１．５ｍＳ／
ｃｍになるまで限外濾過膜により、脱塩及び精製を行なった。電気透析装置を用いて液の
電導度が１．０ｍＳ／ｃｍになるまでさらに脱塩及び精製を行った。その液を、改質カー
ボンブラックの濃度が１７重量％になるまで濃縮した。この濃縮液を、遠心分離機にかけ
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粗大粒子を取り除き、０．６μｍフィルターで濾過した。得られた濾液にイオン交換水を
加え、改質カーボンブラックの濃度が１５重量％になるまで希釈し、分散させて、改質カ
ーボンブラックの分散液Ｂを得た。
【００５７】
（実施例３）
改質カーボンブラックの分散液Ｃの調製
ファーネス法で調製したカーボンブラック原末５００ｇ（一次粒子径＝１７ｎｍ、ＢＥＴ
比表面積＝２００ｍ２／ｇ、ＤＢＰ吸油量＝１８５ｍＬ／１００ｇ）を、イオン交換水３
７５０ｇに加え、ディゾルバーで攪拌しながら、５０℃まで昇温した。その後、次亜塩素
酸ナトリウム（有効塩素濃度１２％）の水溶液５４００ｇを５０～６０℃で３．５時間か
けて滴下した。滴下終了直後に直径３ｍｍのガラスビーズを加え、５０℃で３０分間撹拌
し、改質カーボンブラックが含まれている反応液を得た。この反応液を４００メッシュの
金網で濾過し、ガラスビーズ及び未反応カーボンブラックと、反応液とを分別した。分別
して得た反応液に水酸化ナトリウム５％水溶液を加えて、ｐＨ＝７．５に調整した。液の
電導度が１．５ｍＳ／ｃｍになるまで限外濾過膜により脱塩及び精製を行なった。電気透
析装置を用いて液の電導度が１．０ｍＳ／ｃｍになるまで脱塩及び精製を行った。その液
を、改質カーボンブラックの濃度が１７重量％になるまで濃縮した。この濃縮液を、遠心
分離機にかけ粗大粒子を取り除き、０．６μｍフィルターで濾過した。得られた濾液にイ
オン交換水を加え、改質カーボンブラックの濃度が１５重量％になるまで希釈し、分散さ
せて、改質カーボンブラックの分散液Ｃを得た。
【００５８】
次に本発明を適用外の改質カーボンブラックの分散液を調製した例を、比較例１～３に示
す。
【００５９】
（比較例１）
比較分散液Ｄの調製
カーボンブラック原末（一次粒子径＝２０ｎｍ、ＢＥＴ比表面積＝１２４ｍ２／ｇ、ＤＢ
Ｐ吸油量＝１６５ｍＬ／１００ｇ）５００ｇを、イオン交換水３７５０ｇに加え、ディゾ
ルバーで攪拌しながら、５０℃まで昇温した。その後、直径０．８ｍｍのジルコニアビー
ズを用いたサンドミルにより、粉砕しながらこれに、次亜塩素酸ナトリウム（有効塩素濃
度＝１２％）の水溶液２２５０ｇを５０～６０℃で３．５時間かけて滴下した。引き続き
サンドミルにより３０分間粉砕し続け、改質カーボンブラックが含まれている反応液を得
た。この反応液を４００メッシュの金網で濾過し、ジルコニアビーズ及び未反応カーボン
ブラックと、反応液とを分別した。分別して得た反応液に、水酸化ナトリウム５％水溶液
を加えて、ｐＨ＝７．５に調整した。液の電導度が１．５ｍＳ／ｃｍになるまで限外濾過
膜により、脱塩及び精製を行なった。その液を、改質カーボンブラックの濃度が１７重量
％になるまで濃縮した。この濃縮液を、遠心分離機にかけ粗大粒子を取り除き、０．６μ
ｍフィルターで濾過した。得られた濾液にイオン交換水を加え、改質カーボンブラックの
濃度が１５重量％になるまで希釈し、分散させて、改質カーボンブラックの分散液Ｄを得
た。
【００６０】
（比較例２）
比較分散液Ｅの調製
カーボンブラック原末（一次粒子径＝４０ｎｍ、ＢＥＴ比表面積＝５６ｍ２／ｇ、ＤＢＰ
吸油量＝１２２ｍＬ／１００ｇ）５００ｇを、イオン交換水３７５０ｇに加え、ディゾル
バーで攪拌しながら、５０℃まで昇温した。その後、直径０．８ｍｍのジルコニアビーズ
を用いたサンドミルにより、粉砕しながらこれに、次亜塩素酸ナトリウム（有効塩素濃度
＝１２％）の水溶液１７００ｇを５０～６０℃で３．５時間かけて滴下した。引き続きサ
ンドミルにより３０分間粉砕し続け、改質カーボンブラックが含まれている反応液を得た
。この反応液を４００メッシュの金網で濾過し、ジルコニアビーズ及び未反応カーボンブ
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ラックと、反応液とを分別した。分別して得た反応液に水酸化ナトリウム５％水溶液を加
えて、ｐＨ＝７．５に調整した。液の電導度が１．５ｍＳ／ｃｍになるまで限外濾過膜に
より、脱塩及び精製を行なった。その液を、改質カーボンブラックの濃度が１７重量％に
なるまで濃縮した。この濃縮液を、遠心分離機にかけ粗大粒子を取り除き、０．６μｍフ
ィルターで濾過した。得られた濾液にイオン交換水を加え、改質カーボンブラックを濃度
１５重量％になるまで希釈し、分散させて、カーボンブラック分散液Ｅを得た。
【００６１】
（比較例３）
比較分散液Ｆの調製
カーボンブラック原末（一次粒子径＝１９ｎｍ、ＢＥＴ比表面積＝１４５ｍ２／ｇ、ＤＢ
Ｐ吸油量＝１２５ｍＬ／１００ｇ）５００ｇを、イオン交換水３７５０ｇに加え、ディゾ
ルバーで攪拌しながら、５０℃まで昇温した。その後、直径０．８ｍｍのジルコニアビー
ズを用いたサンドミルにより、粉砕しながらこれに、次亜塩素酸ナトリウム（有効塩素濃
度＝１２％）４５００ｇの水溶液を５０～６０℃で３．５時間かけて滴下した。引き続き
サンドミルにより３０分間粉砕し続け、改質カーボンブラックが含まれている反応液を得
た。この反応液を４００メッシュ金網で濾過し、ジルコニアビーズ及び未反応カーボンブ
ラックと、反応液とを分別した。分別して得た反応液に水酸化ナトリウム５％水溶液を加
えｐＨ＝７．５に調整した後、限外濾過膜で電導度が１．５ｍＳ／ｃｍになるまで脱塩及
び精製を行なった。その液を、改質カーボンブラックの濃度が１７重量％になるまで濃縮
した。この濃縮液を、遠心分離機にかけ粗大粒子を取り除き、０．６μｍフィルターで濾
過を行った。得られた濾液にイオン交換水を加え、改質カーボンブラックの濃度が１５重
量％になるまで希釈し、分散させて、カーボンブラック分散液Ｆを得た。
【００６２】
（比較例４）
比較分散液Ｇの調製
カーボンブラック原末（一次粒子径＝１９ｎｍ、ＢＥＴ比表面積＝１５３ｍ２／ｇ、ＤＢ
Ｐ吸油量＝１３０ｍＬ／１００ｇ）５００ｇを、イオン交換水３７５０ｇに加え、ディゾ
ルバーで攪拌しながら、５０℃まで昇温した。その後、直径０．８ｍｍのジルコニアビー
ズを用いたサンドミルにより、粉砕しながらこれに、次亜塩素酸ナトリウム（有効塩素濃
度＝１２％）５５００ｇの水溶液を５０～６０℃で３．５時間かけて滴下した。引き続き
サンドミルにより３０分間粉砕し続け、改質カーボンブラックが含まれている反応液を得
た。この反応液を４００メッシュ金網で濾過し、ジルコニアビーズ及び未反応カーボンブ
ラックと、反応液とを分別した。分別して得た反応液に水酸化ナトリウム５％水溶液を加
えｐＨ＝７．５に調整した後、限外濾過膜で電導度が１．５ｍＳ／ｃｍになるまで脱塩及
び精製を行なった。その液を、改質カーボンブラックの濃度が１７重量％になるまで濃縮
した。この濃縮液を、遠心分離機にかけ粗大粒子を取り除き、０．６μｍフィルターで濾
過を行った。得られた濾液にイオン交換水を加え、改質カーボンブラックの濃度が１５重
量％になるまで希釈し、分散させて、カーボンブラック分散液Ｇを得た。
【００６３】
上記実施例１～３の分散液Ａ～Ｃと、比較例１～４の分散液Ｄ～Ｇを以下のようにして物
性評価を行なった。
【００６４】
（改質カーボンブラックのラクトン基及びカルボキシル基存在量の測定）
得られた改質カーボンブラックを６０℃　１５時間乾燥し、そのカーボンブラックを用い
、熱分解ガスクロマト装置ＨＰ５８９０Ａ（ヒューレットパカード社製の商品名）を使用
して、３５８℃でラクトン基、６５０℃でカルボキシル基が夫々分解して生じるＣＯ２を
測定した。測定値からカーボンブラックのラクトン基及びカルボキシル基存在量を換算し
た。
【００６５】
（改質カーボンブラックの電導度の測定方法）
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上記の方法で乾燥して得られた改質カーボンブラック２．５ｇにイオン交換水４７．５ｇ
を加え超音波を５分間照射した。その後５分間撹拌し電導度を測定した。
【００６６】
（改質カーボンブラック平均粒子径の測定）
０．０６５重量％の改質カーボンブラック濃度に調整した水溶液について、粒度分析計Ｍ
ＩＣＲＯＴＲＡＣ９３４０－ＵＰＡ（マイクロトラック社製の商品名）を用い、平均粒子
径を測定した。
【００６７】
その評価結果を表１に示す。
【００６８】
【表１】



(13) JP 4189258 B2 2008.12.3

10

20

30

40

50

【００６９】
（７０℃放置の長期保存試験）
実施例１～３で得られた分散液Ａ～Ｃと比較例１～４で得られた分散液Ｄ～Ｇを用い７０
℃、５週間放置における粘度と平均粒子径についてその変化率を測定する長期保存試験を
行なった。
【００７０】
（ａ）７０℃、５週間放置前後の分散液の粘度変化率の測定
改質カーボンブラックの濃度を１５重量％に調整した分散液と、それを７０℃で５週間放
置した後の分散液とについて、Ｅ型粘度計ＲＥ５５０Ｌ（東機産業社製の商品名）を用い
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、夫々の粘度の測定をして、その変化率を算出した。
【数２】

【００７１】
（ｂ）７０℃、５週間放置前後のカーボンブラックの平均粒子径変化率の測定
７０℃で５週間放置前と放置後の分散液を用い前記の方法で、夫々の平均粒子径を測定し
、その変化率を算出した。
【数３】

【００７２】
その評価結果を表２に示す。
【００７３】
【表２】

【００７４】
表２から明らかなように、実施例の改質カーボンブラックを用いたカーボンブラック分散
液は安定であるが、本発明の適用外の改質カーボンブラックを用いたカーボンブラック分
散液は、長期保存安定性に問題があった。
【００７５】
実施例４～９及び比較例５～８は、カーボンブラック分散液Ａ～Ｇを用い、表３に示すと
おり、インキ組成（α組成とβ組成）の水性インキを製造した例を示す。
【００７６】
(1)水性インキ組成：α組成の調製
カーボンブラック分散液の２３．３ｇに、イオン交換水３２．７ｇ、グリセリン７ｇ、及
びジエチレングリコール－モノ－ｎ－ブチルエーテル７ｇを加えて撹拌した。これをポリ
テトラフルオロエチレン製で孔径５μｍのメンブランフィルター（ミリポア社製の商品名
）により濾過し、水性インキを調製した。
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【００７７】
(2)水性インキ組成：β組成の調製
カーボンブラック分散液の３２．７ｇに、イオン交換水２６．８ｇ、グリセリン７ｇ、ト
リエチレングリコール－モノ－ｎ－ブチルエーテル２．１ｇ、オルフィンＥ１０１０（日
信化学工業社製の商品名）０．７ｇ、及びトリエタノールアミン０．７ｇを加えて撹拌し
た。これをポリテトラフルオロエチレン製で孔径５μｍのメンブランフィルター（ミリポ
ア社製の商品名）により濾過し、水性インキを調製した。
【００７８】
上記実施例４～９及び比較例５～８の水性インキとについて、以下のようにして物性評価
を行なった。
【００７９】
（水性インキの沈降率の測定方法）
α組成液３０ｇを沈降管に封入し、１１０００Ｇの重力加速度で１０分間遠心分離処理を
行なった。その上澄み液４ｇを精秤し、１Ｌメスフラスコで希釈した。ついでこの希釈液
を５ｍＬホールピペットに量り取り、１００ｍＬメスフラスコで希釈した。この液の５０
０ｎｍ波長における吸光度Ｗ１を測定した。同様に遠心処理前の調製液を希釈したときの
吸光度Ｗ０を測定し、
【数４】

の計算式により沈降率を算出した。
【００８０】
（水性インキの放置後の沈降の有無の観察）
水性インキ５０ｇを室温で半年間放置後、目視で観察し、沈降の有無を判定した。
【００８１】
（水性インキによる印刷物の反射濃度値）
得られた水性インキをインクジェット記録装置ＥＭ－９００Ｃ（セイコーエプソン社製の
商品名）に充填し、インキの塗布量が１ｍｇ／ｃｍ２となるように調節して、中性普通紙
であるゼロックス－Ｐ（富士ゼロックス社製の商品名）に、印刷した。印刷物を乾燥後、
マクベス濃度計ＴＲ－９２７（コールモーゲン社製の商品名）により、反射濃度値（ＯＤ
値）を測定した。
【００８２】
その評価結果を表３に示す。
【００８３】
【表３】
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【００８４】
表３から明らかなように、実施例の改質カーボンブラックを用いて調製した水性インキは
、カーボンブラックが長期間、沈降せず、印刷すると深みのある黒となった。また本発明
の適用外の改質カーボンブラックを用いて調製した水性インキは、カーボンブラックが沈
降したり、長期保存安定性に問題があったりした。
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