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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　（ａ）総炭素数が７から２２のアルキル（メタ）アクリレートに由来する繰り返し単位
及び（メタ）アクリル酸に由来する繰り返し単位のみを繰り返し単位として含み、未中和
状態での酸価が１．３ｍｍｏｌ／ｇ～２．０ｍｍｏｌ／ｇである、アルキル（メタ）アク
リレート共重合体、及び（ｂ）水を含む水性媒体を含有するインクジェット用インク組成
物。
【請求項２】
　前記（ａ）アルキル（メタ）アクリレート共重合体は、少なくとも一部が中和された中
和物であり、中和度が４０％～１００％である、請求項１に記載のインクジェット用イン
ク組成物。
【請求項３】
　前記（ａ）アルキル（メタ）アクリレート共重合体の未中和状態におけるＳＰ値が１８
．５ＭＰａ１／２～２０．５ＭＰａ１／２である、請求項１又は請求項２に記載のインク
ジェット用インク組成物。
【請求項４】
　インク組成物における前記（ａ）アルキル（メタ）アクリレート共重合体の含有率が５
質量％～１５質量％である、請求項１から請求項３のいずれか１項に記載のインクジェッ
ト用インク組成物。
【請求項５】
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　前記（ａ）アルキル（メタ）アクリレート共重合体が、総炭素数７から炭素数２０のア
ルキルメタクリレートに由来する繰り返し単位及びメタクリル酸に由来する繰り返し単位
のみを繰り返し単位として含む共重合体である、請求項１から請求項４のいずれか１項イ
ンクジェット用インク組成物。
【請求項６】
　前記（ｂ）水を含む水性媒体が、（ｃ）水溶性有機溶剤を含む、請求項１から請求項５
のいずれか１項に記載のインクジェット用インク組成物。
【請求項７】
　さらに、（ｄ）着色剤を含む、請求項１から請求項６のいずれか１項に記載のインクジ
ェット用インク組成物。
【請求項８】
　請求項１から請求項７のいずれか１項に記載のインク組成物を記録媒体上に付与するイ
ンク付与工程を含む、画像形成方法。
【請求項９】
　請求項１から請求項７のいずれか１項に記載のインク組成物を記録媒体上に付与するイ
ンク付与工程と、記録媒体上に付与されたインク組成物に含まれる（ｂ）水を含む水性媒
体の少なくとも一部を乾燥して除去するインク乾燥工程を含む、画像形成方法。
【請求項１０】
　前記インク乾燥工程が、６０℃以下の雰囲気下で行われる、請求項９に記載の画像形成
方法。
【請求項１１】
　画像記録媒体上に、請求項１～請求項７のいずれか１項に記載のインク組成物により形
成された画像を有する印画物。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、インク組成物、画像形成方法及びそれを用いた印画物に関する。
【背景技術】
【０００２】
　画像データ信号に基づき、紙などの記録媒体に画像を形成する画像記録方法として、電
子写真方式、昇華型及び溶融型熱転写方式、インクジェット方式などがある。電子写真方
式は、感光体ドラム上に帯電及び露光により静電潜像を形成するプロセスを必要とし、シ
ステムが複雑となり、結果的に製造コストが高価になるなどの問題がある。また熱転写方
式は、装置は安価であるが、インクリボンを用いるため、ランニングコストが高く、かつ
廃材が出るなどの問題がある。
　一方、インクジェット方式は、安価な装置で、且つ必要とされる画像部のみにインクを
吐出し記録媒体上に直接画像形成を行うため、インクを効率良く使用でき、ランニングコ
ストが安いという利点を有し、さらに、騒音が少なく、画像記録方式として優れている。
【０００３】
　インクジェット方式による画像の記録に用いられるインク組成物のなかでも、ラテック
スを用いた水性インクは、画像の印刷のみならず、記録媒体に印刷適性を付与するための
前処理、印刷された画像の保護・装飾を行う後処理などに好適に使用でき、また、水を主
成分とすることから安全性に優れ、低粘度化によって高密度インクジェット記録への適用
が可能になるなど、多くの優れた特徴、可能性を有する技術である。
　ラテックスを含む水性のインクの基本構成材料の一例として、例えば、水、粒径が２０
０ｎｍ程度のアクリル系ポリマーラテックス、水溶性有機溶剤、顔料分散物、界面活性剤
を含有し、乾燥後のインク耐性や吐出性に優れるとされるインク組成物が開示されている
（例えば、特許文献１参照。）。
【先行技術文献】
【特許文献】
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【０００４】
【特許文献１】特表２０１１－５０７９９１号公報。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、上記ラテックスを用いたインク組成物は、乾燥時の粘度上昇が十分でな
く、印字物のにじみにはなお改善の余地があり、また、インク組成物の乾燥を低温で行っ
た場合には、画像強度や形成された画像の光沢が不十分であるという問題があった。
【０００６】
　上記従来技術の問題点を考慮してなされた本発明の課題は、インクジェット法により画
像を記録する際の、にじみが抑制され、低温で乾燥した場合においても、堅牢性と光沢性
に優れ、様々な基材に対する密着性が良好な画像を形成しうるインク組成物を提供するこ
とである。
　また、本発明のさらなる課題は、前記本発明のインク組成物を用いた、堅牢性と光沢性
に優れ、様々な基材に対する密着性が良好な画像を形成しうる画像形成方法及び本発明の
インク組成物或いは本発明の画像形成方法により得られた印画物を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　前記課題を解決するための具体的手段は以下の通りである。
＜１＞　（ａ）総炭素数が７から２２のアルキル（メタ）アクリレートに由来する繰り返
し単位及び（メタ）アクリル酸に由来する繰り返し単位のみを繰り返し単位として含み、
未中和状態での酸価が１．３ｍｍｏｌ／ｇ～２．０ｍｍｏｌ／ｇである、アルキル（メタ
）アクリレート共重合体、及び（ｂ）水を含む水性媒体を含有するインクジェット用イン
ク組成物。
　前記総炭素数が７から２２のアルキル（メタ）アクリレートに由来する繰り返し単位と
しては、総炭素数が７から２０のアルキル（メタ）アクリレートに由来する繰り返し単位
であることが好ましい。
＜２＞　前記（ａ）アルキル（メタ）アクリレート共重合体は、少なくとも一部が中和さ
れた中和物であり、中和度が４０％～１００％である、＜１＞に記載のインクジェット用
インク組成物。
＜３＞　前記（ａ）アルキル（メタ）アクリレート共重合体の未中和状態におけるＳＰ値
が１８．５ＭＰａ１／２～２０．５ＭＰａ１／２である、＜１＞又は＜２＞に記載のイン
クジェット用インク組成物。
【０００８】
＜４＞　インク組成物における前記（ａ）アルキル（メタ）アクリレート共重合体の添加
率が５質量％～１５質量％である、＜１＞～＜３＞のいずれか１項に記載のインクジェッ
ト用インク組成物。
＜５＞　前記（ａ）アルキル（メタ）アクリレート共重合体が、総炭素数７から炭素数２
０のアルキルメタクリレートに由来する繰り返し単位及びメタクリル酸に由来する繰り返
し単位のみを繰り返し単位として含む共重合体である、＜１＞～＜４＞のいずれか１項に
記載のインクジェット用インク組成物。
【０００９】
＜６＞　前記（ｂ）水を含む水性媒体が、（ｃ）水溶性有機溶剤を含む、＜１＞～＜５＞
のいずれか１項に記載のインクジェット用インク組成物。
＜７＞　さらに、（ｄ）着色剤を含む、＜１＞～＜６＞のいずれか１項に記載のインクジ
ェット用インク組成物。
＜８＞　＜１＞～＜７＞のいずれか１項に記載のインク組成物を記録媒体上に付与するイ
ンク付与工程を含む、画像形成方法。
＜９＞　＜１＞～＜７＞のいずれか１項に記載のインク組成物を記録媒体上に付与するイ
ンク付与工程と、記録媒体上に付与されたインク組成物に含まれる（ｂ）水を含む水性媒
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体の少なくとも一部を乾燥して除去するインク乾燥工程を含む、画像形成方法。
＜１０＞　前記インク乾燥工程が、５５℃以下の雰囲気下で行われる、＜９＞に記載の画
像形成方法。
＜１１＞　画像記録媒体上に、＜１＞～＜７＞のいずれか１項に記載のインク組成物によ
り形成された画像を有する印画物。
【００１０】
　なお、本明細書において「～」を用いて表される数値範囲は、「～」の前後に記載され
る数値を下限値及び上限値として含む範囲を意味する。
　また、本明細書において、“（メタ）アクリレート”はアクリレート及びメタクリレー
トの双方、又は、いずれかを表し、“（メタ）アクリル”はアクリル及びメタクリルの双
方、又は、いずれかを表す。
　本明細書において「工程」との語は、独立した工程だけではなく、他の工程と明確に区
別できない場合であってもその工程の所期の作用が達成されれば、本用語に含まれる。
【発明の効果】
【００１１】
　本発明によれば、インクジェット法により画像を記録する際の、にじみが抑制され、低
温で乾燥した場合においても、堅牢性と光沢性に優れ、様々な基材に対する密着性が良好
な画像を形成しうるインク組成物を提供することができる。
　また、本発明によれば、堅牢性と光沢性に優れ、様々な基材に対する密着性が良好な画
像を形成しうる画像形成方法及び堅牢性と光沢性に優れ、様々な基材に対する密着性が良
好な画像を有する印画物を提供することができる。
【発明を実施するための形態】
【００１２】
＜インクジェット用インク組成物＞
　本発明のインクジェット用インク組成物は、（ａ）総炭素数が７から２２のアルキル（
メタ）アクリレートと、（メタ）アクリル酸に由来する繰り返し単位と、を含み、未中和
状態での酸価が１．３ｍｍｏｌ／ｇ～２．０ｍｍｏｌ／ｇである、アルキル（メタ）アク
リレート共重合体〔以下、適宜、（ａ）特定共重合体と称する〕の好ましい態様である総
炭素数が７から２２のアルキル（メタ）アクリレート及び（メタ）アクリル酸に由来する
繰り返し単位のみを繰り返し単位として含み、未中和状態での酸価が１．３ｍｍｏｌ／ｇ
～２．０ｍｍｏｌ／ｇである、アルキル（メタ）アクリレート共重合体、及び（ｂ）水を
含む水性媒体を含有する、水性のインク組成物である。
　本発明の作用機構は明らかではないが、発明者らは以下のように推察する。
　本発明のインク組成物は、（ａ）特定共重合体を含有するが、該（ａ）特定共重合体は
、親水性の繰り返し単位と、疎水性の繰り返し単位とがバランス良く含まれ、特定の酸価
を有することから、（ｂ）水を含む水性媒体中では溶解された状態で存在するが、インク
ジェットノズルにより打滴された微細のインク組成物が基材上で乾燥する際には、水性媒
体の減少に伴って速やかに粘度が上昇するため、隣接して打滴されたインクとの混合がし
難くなり、インク滴が混合することに起因するにじみを効果的に抑制するものと考えられ
る。また、インク組成物に含まれる、水及び所望により（ｃ）水溶性有機溶剤を含む（ｂ
）水性媒体が揮発して減少する以前には、（ａ）特定共重合体はインク組成物中に溶解し
ているため、（ｂ）水性媒体の乾燥後に形成される画像において、ラテックス等の樹脂微
粒子を含有するインク組成物と比較して表面が平滑な乾燥膜を与える。このため、画像の
光沢性に優れるものと考えられる。さらに、本発明に係る（ａ）特定共重合体は、適切な
酸価を有し、且つ、疎水性の繰り返し単位を含むため、インク組成物中、即ち充分な量の
（ｂ）水性媒体中では溶解して存在するが、乾燥後の塗膜では疎水性セグメントが水への
溶解を妨げ、耐水性が発現することから堅牢性に優れた画像が形成されるものと思われる
。また、画像形成に際して硬化反応を用いないことから形成された画像の残留応力が小さ
く、また、硬化反応に伴う体積収縮に起因する密着性低下などの懸念がないために、基材
への密着性にも優れるものと考えられる。
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【００１３】
＜（ａ）総炭素数が７から２２のアルキル（メタ）アクリレートと、（メタ）アクリル酸
に由来する繰り返し単位と、を含み、未中和状態での酸価が１．３ｍｍｏｌ／ｇ～２．０
ｍｍｏｌ／ｇである、アルキル（メタ）アクリレート共重合体＞
　本発明のインク組成物には、少なくとも、（ａ）総炭素数が７から２２のアルキル（メ
タ）アクリレートと、（メタ）アクリル酸に由来する繰り返し単位と、を含み、未中和状
態での酸価が１．３ｍｍｏｌ／ｇ～２．０ｍｍｏｌ／ｇである、アルキル（メタ）アクリ
レート共重合体〔（ａ）特定共重合体〕の好ましい態様である総炭素数が７から２２のア
ルキル（メタ）アクリレート及び（メタ）アクリル酸に由来する繰り返し単位のみを繰り
返し単位として含み、未中和状態での酸価が１．３ｍｍｏｌ／ｇ～２．０ｍｍｏｌ／ｇで
ある、アルキル（メタ）アクリレート共重合体を含む。
　本発明における（ａ）特定共重合体は、インク組成物に含まれる（ｂ）水性媒体に１０
％以上実質的に溶解する共重合体であることが好ましい。ここで（ｂ）水性媒体は少なく
とも水を含有し、所望により、さらに（ｃ）水溶性有機溶剤を含有する。
　なお、「（ｂ）水性媒体に１０質量％以上実質的に溶解する共重合体である」とは、イ
ンク組成物に使用される（ｂ）水性媒体に、該（ａ）特定共重合体を１０質量％添加して
溶解させた溶液に対し、動的光散乱法により粒径測定を行ったとき、体積平均粒径が１０
ｎｍ以上の粒子が観察されない共重合体を指すものである。
【００１４】
　本発明に用いられる（ａ）特定共重合体は、（ａ－１）炭素数７から炭素数２２のアル
キル（メタ）アクリレートと、（ａ－２）（メタ）アクリル酸に由来する繰り返し単位と
、を必須成分として含む共重合体であり、さらに、所望により、（ａ－３）他の任意のエ
チレン性不飽和モノマーを含む共重合成分として含んでもよい。本発明のインク組成物は
、（ａ）特定共重合体の好ましい態様である総炭素数が７から２２のアルキル（メタ）ア
クリレート及び（メタ）アクリル酸に由来する繰り返し単位のみを繰り返し単位として含
み、未中和状態での酸価が１．３ｍｍｏｌ／ｇ～２．０ｍｍｏｌ／ｇである、アルキル（
メタ）アクリレート共重合体を含有する。
【００１５】
〔（ａ－２）（メタ）アクリル酸に由来する繰り返し単位〕
　本発明に係る（ａ）特定共重合体に用いられる「（ａ－２）（メタ）アクリル酸に由来
する繰り返し単位〔以下、適宜、繰り返し単位（ａ－２）と称する〕」は、（ａ）特定共
重合体に水溶性を発現させる目的で含まれる繰り返し単位であり、（メタ）アクリル酸に
由来する繰り返し単位とは、アクリル酸、メタクリル酸及びそれらの中和物から選ばれる
１種以上に由来する繰り返し単位である。ここで、「中和物」とは、（メタ）アクリル酸
におけるカルボキシ基が塩基によって中和されたものを指す。
　後述する繰り返し単位（ａ－２）の導入量によって決定される（ａ）特定共重合体の酸
価は、１．３ｍｍｏｌ／ｇ以上２．０ｍｍｏｌ／ｇ以下であり、１．３５ｍｍｏｌ／ｇ以
上１．９５ｍｍｏｌ／ｇ以下であることがより好ましく、１．４５ｍｍｏｌ／ｇ以上１．
９５ｍｍｏｌ／ｇ以下であることが特に好ましい。（ａ）特定共重合体の酸価が上記範囲
にあることで、（ａ）特定共重合体はインク組成物中で安定に溶解して存在することにな
る。
　なお、ここでいう酸価は、（ａ）特定共重合体における（メタ）アクリル酸が未中和状
態である場合の酸価であり、（ａ）特定共重合体１ｇあたりのカルボキシ基のｍｏｌを示
す。酸価の測定は、例えば自動滴定装置（例えば株式会社三菱化学アナリテック製ＧＴ－
１００）を用い、０．１ｍｍｏｌ／Ｌ 水酸化カリウム水溶液による電位差滴定により行
うことができる。
【００１６】
　本発明のインク組成物においては、（ａ）特定共重合体の（ｂ）水性媒体中における溶
解性向上のため、繰り返し単位（ａ－２）を構成する（メタ）アクリル酸モノマーのうち
、４０％から１００％が中和されていること、即ち、中和度が４０％から１００％である
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ことが好ましく、繰り返し単位（ａ－２）を構成する（メタ）アクリル酸のうち、４５％
から９０％が中和されていることが好ましい。即ち、繰り返し単位（ａ－２）として、（
メタ）アクリル酸由来の繰り返し単位と、（メタ）アクリル酸中和物由来の繰り返し単位
とを含み、中和物由来の繰り返し単位の含有量が上記範囲であることが、（ａ）特定共重
合体の溶解性の観点から好ましい。
　（メタ）アクリル酸を含む（ａ）特定共重合体を塩基により中和する方法としては、（
ａ）特定共重合体を、水酸化ナトリウム水溶液や炭酸水素ナトリウム水溶液中で加熱撹拌
する方法や、（ａ）特定共重合体の有機溶剤溶液と塩基性水溶液を混合撹拌する方法や、
予め塩基により中和した（メタ）アクリル酸を他のモノマーと共重合し（ａ）特定共重合
体の中和物を得る方法などが挙げられ、（ａ）特定共重合体中の（メタ）アクリル酸と中
和塩基の当量比を制御することにより、中和度を制御することができる。
　また、中和度の測定方法としては、インク組成物から（ａ）特定共重合体を再沈殿等の
方法で分離し、これを塩酸等の強酸でカルボン酸の中和塩をカルボン酸に戻し、その後中
和滴定により、過剰の強酸とカルボン酸の量を測定することにより測定する方法が挙げら
れる。
【００１７】
　中和に用いる塩基には特に制限はなく、公知の無機塩基、有機塩基のいずれも使用する
ことができる。
　無機塩基としては、アルカリ金属塩やアルカリ土類金属塩を与える塩基が好ましく、特
にアルカリ金属塩が好ましい。アルカリ金属塩を与える無機塩基としては、例えば、水酸
化リチウム、水酸化ナトリウム、水酸化カリウム、炭酸リチウム、炭酸ナトリウム、炭酸
カリウム、炭酸水素ナトリウム、炭酸水素カリウムなどが挙げられる。
　有機塩基としては、アンモニウム塩を与えるものが好ましく、例えば、アンモニアや、
アルキルアミン、ジアルキルアミン、トリアルキルアミンなどの有機アミン、テトラアル
キルアンモニウムヒドロキシド、トリアルキルベンジルアンモニウムヒドロキシドのよう
な４級アンモニウムヒドロキシドなどが挙げられる。
【００１８】
　（ａ）特定共重合体には、繰り返し単位（ａ－２）を１種のみ含んでいてもよく、２種
以上含んでいてもよい。２種以上を含む場合には、（メタ）アクリル酸と（メタ）アクリ
ル酸中和物との組み合わせが好ましい。
　（ａ）特定共重合体に含まれる繰り返し単位（ａ－２）の含有率は、（ａ）特定共重合
体を上記好ましい酸価とする範囲であることが好ましく、より具体的には、（ａ）特定共
重合体に含まれる全繰り返し単位に対して、９．３質量％～１７．２質量％が好ましく、
１０質量％から１７質量％がより好ましく、１２質量％から１７質量％が特に好ましい。
【００１９】
〔（ａ－１）総炭素数が７から２２であり、且つ、直鎖状または分岐のアルキル基を有す
るアルキル（メタ）アクリレート〕
　本発明に係る（ａ）特定共重合体は、「（ａ－１）総炭素数が７から２２であり、且つ
、直鎖状または分岐のアルキル基を有するアルキル（メタ）アクリレート〔以下、適宜、
繰り返し単位（ａ－１）と称する〕」を必須成分として含む。
　繰り返し単位（ａ－１）では、総炭素数が７から２２であるアルキル（メタ）アクリレ
ート、即ち、（メタ）アクリレートのアルキルエステルであって総炭素数が７から２２で
あり、且つ、直鎖状または分岐のアルキル基を有するものであれば、制限なく使用できる
。
　なかでも、水性媒体中への溶解性を高める観点から、総炭素数が７～２０のものが好ま
しく、７～１６のものがより好ましく、７～１２のものがさらに好ましい。即ち、アルキ
ルアクリレートの場合には、炭素数４～１９のアルキル基を有するエステルであり、炭素
数４～１３のアルキル基を有するエステルが好ましい。アルキルメタクリレートの場合に
は、炭素数３～１８のアルキル基を有するエステルであり、炭素数４～１８のアルキル基
を有するエステルが好ましい。
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　アルキル基は、直鎖状であっても、分岐鎖を有するものであってもよい。
【００２０】
　本発明に係る（ａ）特定共重合体が含みうる繰り返し単位（ａ－１）としては、具体的
には、例えば、ｎ－プロピルメタクリレート、イソプロピルメタクリレート、ｎ－ブチル
（メタ）アクリレート、イソブチル（メタ）アクリレート、ｔｅｒｔ－ブチル（メタ）ア
クリレート、ｎ－ヘキシル（メタ）アクリレート、２－エチルヘキシル（メタ）アクリレ
ート、オクチル（メタ）アクリレート、デシル（メタ）アクリレート、ドデシル（メタ）
アクリレート、ステアリル（メタ）アクリレートなどが挙げられ、なかでも、水溶解性を
高める観点から、ｎ－プロピルメタクリレート、イソプロピルメタクリレート、ｎ－ブチ
ル（メタ）アクリレート、イソブチル（メタ）アクリレート、ｔｅｒｔ－ブチル（メタ）
アクリレート、ｎ－ヘキシル（メタ）アクリレート、２－エチルヘキシル（メタ）アクリ
レート、オクチル（メタ）アクリレートなどが好ましい。また、ｎ－プロピルメタクリレ
ート、イソプロピルメタクリレート、ｎ－ブチルメタクリレート、イソブチルメタクリレ
ート、ｔｅｒｔ－ブチル（メタ）アクリレート、ｎ－ヘキシルメタクリレート、２－エチ
ルヘキシルメタクリレートが耐水性を高める観点からより好ましい。
【００２１】
　（ａ）特定共重合体には、繰り返し単位（ａ－１）を１種のみ含んでいてもよく、２種
以上含んでいてもよい。
　（ａ－１）総炭素数７から２２であり、且つ、直鎖状または分岐のアルキル基を有する
（メタ）アクリレートは、共重合体の極性を低くしうるという観点から、（ａ）特定共重
合体中、４０質量％～９０．７質量％含まれることが好ましく、５０質量％～９０．７質
量％含まれることがより好ましい。本発明では、（ａ）特定共重合体として、（ａ－１）
総炭素数が７から２２であり、且つ、直鎖状または分岐のアルキル基を有するアルキル（
メタ）アクリレートに由来する繰り返し単位の含有量が、（ａ）アルキル（メタ）アクリ
レート共重合体に含まれる全繰り返し単位中５６質量％～９０．７質量％であり、ｂ）水
を含む水性媒体に１０質量％以上溶解する（ａ）特定共重合体を含有する。
【００２２】
　本発明に係る（ａ）特定共重合体には、本発明の効果を損ねない範囲で、前記（ａ－１
）総炭素数７から２２のアルキル（メタ）アクリレート、及び（ａ－２）（メタ）アクリ
ル酸由来の繰り返し単位に加え、前記繰り返し単位（ａ－１）及び繰り返し単位（ａ－２
）とは構造の異なる（ａ－３）他のエチレン性不飽和モノマー由来の繰り返し単位を、本
発明の効果を損なわない限りにおいて、目的に応じて含んでいてもよい。
　本発明で用いることができる（ａ－３）他のエチレン性不飽和モノマー由来の繰り返し
単位を構成しうるモノマーとしては、例えば、スチレン、ｐ－メトキシスチレンなどのス
チレンモノマー類、メチル（メタ）アクリレート、エチル（メタ）アクリレート、アリル
（メタ）アクリレート、シクロヘキシル（メタ）アクリレート、ボルニル（メタ）アクリ
レート、イソボルニル（メタ）アクリレートなどの繰り返し単位（ａ－１）を構成するモ
ノマー以外のアルキル（メタ）アクリレート類、ベンジル（メタ）アクリレート、２－エ
チヘキシルジグリコール（メタ）アクリレート、ブトキシエチル（メタ）アクリレート、
ブトシキメチル（メタ）アクリレート、３－メトキシブチル（メタ）アクリレート、２－
（２－メトキシエトキシ）エチル（メタ）アクリレート、２－（２－エトキシエトキシ）
エチル（メタ）アクリレート、２，２，２－トリフルオロエチル（メタ）アクリレート、
ペルフルオロオクチルエチル（メタ）アクリレート、１Ｈ，１Ｈ，２Ｈ，２Ｈ－パーフル
オロデシル（メタ）アクリレート、４－ブチルフェニル（メタ）アクリレート、フェニル
（メタ）アクリレート、２，４，５－トリメチルフェニル（メタ）アクリレート、４－ク
ロロフェニル（メタ）アクリレート、フェノキシメチル（メタ）アクリレート、２－フェ
ノキシエチル（メタ）アクリレート、テトラヒドロフルフリル（メタ）アクリレート、２
－ヒドロキシエチル（メタ）アクリレート、３－ヒドロキシプロピル（メタ）アクリレー
ト、２－ヒドロキシプロピル（メタ）アクリレート、２－ヒドロキシブチル（メタ）アク
リレート、４－ヒドロキシブチル（メタ）アクリレート、３－ヒドロキシプロピル（メタ
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－３－フェノキシプロピル（メタ）アクリレートなどのアルキル（メタ）アクリレート以
外の（メタ）アクリル酸エステル類、（メタ）アクリルアミド、Ｎ－ｔｅｒｔ－ブチル（
メタ）アクリルアミド、Ｎ－ｐ－ヒドロキシフェニル（メタ）アクリルアミド、ｐ－スル
ファモイルフェニル（メタ）アクリルアミドなどのアクリルアミド類などが挙げられる。
【００２３】
　本発明に係る（ａ）特定共重合体が含みうる（ａ－３）他の繰り返し単位としては、共
重合体の耐水性を高めるという観点から、低極性モノマー由来の繰り返し単位であること
が好ましい。例えば、スチレン類や繰り返し単位（ａ－１）を構成するモノマー以外のア
ルキル（メタ）アクリレート類のように疎水性のモノマー由来の繰り返し単位を含むこと
で形成された画像の耐水性が向上する。一方、水酸基を有する（メタ）アクリレートやア
クリルアミド類のような高極性モノマー由来の繰り返し単位を含むことで共重合体の水性
媒体への溶解性が良好になるといった利点を有するようになる。このように、（ａ－３）
他の繰り返し単位は、（ａ）特定共重合体に所望の物性を与えるために使用されてもよく
、また、単に、分子量などを調整するために併用されてもよい。
　本発明に係る（ａ）特定共重合体が、（ａ－３）他の繰り返し単位を含む場合の含有量
としては、０．１質量％～５０．７質量％の範囲が好ましく、３０質量％以下であること
が好ましく、２０質量％以下であることがより好ましい。
　即ち、本発明に係る（ａ）特定共重合体としては、繰り返し単位（ａ－１）と繰り返し
単位（ａ－２）のみを含む態様が最も好ましく、本発明のインク組成物は、好ましい態様
である繰り返し単位（ａ－１）と繰り返し単位（ａ－２）のみを含む（ａ）特定共重合体
を含有する。（ａ）特定共重合体が、繰り返し単位（ａ－１）と繰り返し単位（ａ－２）
のみを含む態様の場合、（a）特定共重合体中、（a－１）を１０質量％～１７質量％含有
し、（ａ－２）を８３質量％～９０質量％含有する組み合わせが好ましい。
【００２４】
　本発明のインク組成物に含まれる（ａ）特定共重合体の重量平均分子量は１０，０００
～１５０，０００の範囲であることが、耐水性の観点から好ましく、吐出性を高める観点
から、２０，０００～９０，０００の範囲であることがより好ましい。
　なお前記重量平均分子量は、ゲル透過クロマトグラフ（ＧＰＣ）で測定される。ＧＰＣ
は、ＨＬＣ－８０２０ＧＰＣ（東ソー（株）製）を用い、カラムとしてＴＳＫｇｅｌ　Ｓ
ｕｐｅｒＨＺＭ－Ｈ、ＴＳＫｇｅｌ　ＳｕｐｅｒＨＺ４０００、ＴＳＫｇｅｌ　Ｓｕｐｅ
ｒＨＺ２００（東ソー（株）製、４．６ｍｍＩＤ×１５ｃｍ）を、溶離液としてＴＨＦ（
テトラヒドロフラン）を用い、カラムオーブンの設定温度を４０℃として測定した。分子
量の算出には標準ポリスチレンを用いた。
【００２５】
　以下に本発明に使用しうる（ａ）特定共重合体の具体例を、該（ａ）特定共重合体が含
む繰り返し単位、その質量基準の含有率、及び重量平均分子量を記載することで示すが本
発明はこれに限定されるものではない。なお、以下の、「ＳＰ」は共重合体のＳＰ値を、
「ＡＶ」は酸価を示し、それぞれ既述の測定方法により得た値を記載している。
　なお、以下の具体例において、本発明のインク組成物が含有する、繰り返し単位（ａ－
１）と繰り返し単位（ａ－２）のみを含む（ａ）特定共重合体は、（Ａ－１）、（Ａ－２
）、（Ａ－７）、（Ａ－８）、及び（Ａ－１１）である。
【００２６】
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【化１】

【００２７】
【化２】

【００２８】
　（ａ）特定共重合体は、公知の重合法で合成することができ、なかでも、ラジカル重合
法が様々なモノマーでの適用性に優れているため好ましい。ラジカル重合の方法としては
特に限定なく、溶液重合の他、懸濁重合、分散重合なども用いることができ、例えば特開
２００６－８３２３２号公報等に記載の方法に準じて合成することができる。（ａ）特定
共重合体を中和する方法としては、（ａ）特定共重合体を塩基性の水性媒体で混合撹拌し
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溶解する方法、（ａ）特定共重合体の水溶性有機溶剤溶液を塩基性の水性媒体と混合撹拌
する方法、（ａ）特定共重合体の非水性有機溶剤溶液を塩基性の水性媒体と混合し、非水
性有機溶剤を揮発させ除去し（ａ）特定共重合体を得る方法、（メタ）アクリル酸の中和
物を他のモノマーと重合する方法等が挙げられる。
　本発明のインク組成物における（ａ）特定共重合体の含有率は、インク組成物の総量に
対し、５質量％～１５質量％が好ましく、５質量％～１２質量％がより好ましく、７質量
％～１２質量％が最も好ましい。含有率が上記範囲であることで、インクジェット吐出性
とにじみの双方が良好となる傾向にある。
【００２９】
　本発明に係る（ａ）特定共重合体は、ＳＰ値が１８．５～２０．５ＭＰａ１／２である
ことが好ましく、１８．８～２０．３がより好ましく、１８．９～２０．１が特に好まし
い。本発明でいうＳＰ値とは沖津法（接着３８巻６号６頁（１９９４年）高分子刊行会）
によって算出される溶解性パラメータであり、分子構造中のユニット毎にモル引力定数、
モル体積を与え得られる沖津により提唱された推算値を示す。なお、ポリマーのＳＰ値を
算出する際には、（メタ）アクリル酸におけるカルボン酸は未中和の状態で計算を行うも
のとする。
【００３０】
＜（ｂ）水を含む水性媒体＞
　本発明に係る（ｂ）水性媒体は、主たる成分として水を含有する。なお、本発明におけ
る水性媒体とは、溶媒及び分散媒を包含する意味で用いられる。
　水としては、不純物を含まないイオン交換水、蒸留水などを用いることが好ましい。
　本発明のインク組成物における水の含有量は、１０～９７質量％であることが好ましく
、また、のインク組成物の場合には、３０～９５質量％であることが好ましく、３５～９
３質量％であることがより好ましい。
（（ｃ）水溶性有機溶剤）
　また、（ｂ）水を含む水性媒体には、目的に応じて、（ｃ）水溶性有機溶剤を含んでい
てもよい。
　ここで水溶性有機溶剤とは、２５℃の水に対する溶解度が１０質量％以上である有機溶
剤をいう。
　本発明に用いうる（ｄ）水溶性有機溶剤としては、アルコール系溶剤、ケトン系溶剤及
びエーテル系溶剤が好ましく挙げられる。
【００３１】
　本発明で用いることのできる水溶性有機溶剤としては、例えば、下記のものが挙げられ
る。
・アルコール類（例えば、イソプロパノール、ブタノール、イソブタノール、セカンダリ
ーブタノール、ｔｅｒｔ－ブタノール、ペンタノール、ヘキサノール、シクロヘキサノー
ル、ベンジルアルコール等）、
・多価アルコール類（例えば、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、ブチレングリコール、ヘキサンジオール、ペンタンジオ
ール、グリセリン、ヘキサントリオール、チオジグリコール、２－メチルプロパンジオー
ル等）、
・多価アルコールエーテル類（例えば、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、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メチルエーテル、ジエチレン
グリコールモノブチルエーテル、プロピレングリコールモノメチルエーテル、プロピレン
グリコールモノブチルエーテル、トリ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メチルエーテル、ジプロピレングリコールジメチルエーテル、エチ
レングリコールモノメチルエーテルアセテート、トリエチレングリコールモノメチルエー
テル、トリエチレングリコールモノエチルエーテル、トリエチレングリコールモノブチル
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エーテル、エチレングリコールモノフェニルエーテル、プロピレングリコールモノフェニ
ルエーテル等）、
・アミド類（例えば、ホルムアミド、Ｎ，Ｎ－ジメチルホルムアミド、Ｎ，Ｎ－ジメチル
アセトアミド、Ｎ，Ｎ－ジメチル等）、
・複素環類（例えば、２－ピロリドン、Ｎ－メチル－２－ピロリドン、Ｎ－エチル－２－
ピロリドン、シクロヘキシルピロリドン、２－オキサゾリドン、１，３－ジメチル－２－
イミダゾリジノン、γ－ブチロラクトン等）、
・スルホキシド類（例えば、ジメチルスルホキシド等）、
・スルホン類（例えば、スルホラン等）、
・その他（尿素、アセトニトリル、アセトン等）
【００３２】
　上記水溶性有機溶剤のうち、好ましい例としては、多価アルコールエーテル類、及び複
素環類が挙げられ、これらを併用して使用することが好ましい。多価アルコールエーテル
類では、いわゆるグリコールエーテル類が好ましく、具体的には、トリプロピレングリコ
ールモノメチルエーテル、ジプロピレングリコールモノメチルエーテル、ジプロピレング
リコールジメチルエーテルが好ましく、２－ジプロピレングリコールモノメチルエーテル
が更に好ましい。複素環類としては、２－ピロリドン、γ－ブチロラクトン等が好ましく
、２－ピロリドンが特に好ましい。特に沸点の高い溶媒が好ましく用いられ、常圧での沸
点が１２０℃以上の溶媒が好ましく、沸点が１５０℃以上である溶媒がさらに好ましい。
【００３３】
　水溶性有機溶剤は、単独もしくは複数を併用しても良い。
　水溶性有機溶剤をインク組成物における（ｂ）水性媒体に添加する場合の添加率として
は、総量で１質量％～６０質量％が好ましく、２質量％～３５質量％であることがより好
ましい。
【００３４】
　なお、水溶性有機溶剤の種類と含有率は、（ａ）特定共重合体との相関により選択され
ることが好ましい。（ａ）特定共重合体の水性媒体への溶解性や塩化ビニルシート等の非
浸透性支持体への密着性を高める観点で、２－ピロリドンや、Ｎ－メチルピロリドン、γ
－ブチロラクトン等の複素環化合物やアミド類を用いることが好ましい。複素環化合物や
アミド類を用いることで（ａ）特定共重合体は水性媒体へ溶解性が高まるが、乾燥後はこ
れらの有機溶剤による溶解効果がなくなるため耐水性が発現するものと考えられる。これ
らのインク組成物中の含有率は５質量％～３０質量％が好ましく、５質量％～２０質量％
がより好ましい。
　また、吐出性を高める観点では（ａ）特定共重合体のＳＰ値が１８．５～２０．０の範
囲である場合には、ジプロピレングリコールモノエチルエーテルや、ジプロピレングリコ
ールジプロピレングリコール、ジプロピ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、プロピレングリコールモノプロピルエーテル、トリプロ
ピレングリコールモノメチルエーテル等のプロピレングリコール単位を有する多価アルコ
ールエーテル類や１,２－ヘキサンジオールや２－メチル－１,３－プロパンジオール等の
炭素数４以上の多価アルコールを用いることが好ましい。（ａ）特定共重合体のＳＰ値が
２０．０～２０．５の場合は、エチレングリコールやプロピレングリコール単位を有する
多価アルコールエーテル類や多価アルコールを用いることが好ましい。これらのインク組
成物中の含有率は５質量％～２０質量％が好ましく、５質量％から１５質量％がより好ま
しい。
　水溶性有機溶剤として複数の種類の水溶性有機溶剤を用いることも好ましい、例えば前
記の効果を具備するために、複素環化合物またはアミド類と、多価アルコールエーテル類
または多価アルコールを併用することが好ましい。複素環化合物またはアミド類と、多価
アルコールエーテル類または多価アルコールを併用する場合のインク組成物中の含有率は
、水溶性有機溶剤の合計量が１０質量％～４０質量％であることが好ましく、１０質量％
～３５質量％がより好ましい。
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【００３５】
＜（ｄ）着色剤＞
　本発明のインク組成物は、（ｄ）着色剤を含有してもよい。本発明のインク組成物は、
さらに（ｄ）着色剤を含有することで、着色インク組成物となる。
　本発明に用いることができる着色剤には、特に制限はなく、顔料、水溶性染料、分散染
料等の公知の着色剤から任意に選択して使用することができる。このなかでも、着色剤と
しては、顔料及び水溶性染料から選ばれる１種以上を含むことがより好ましい。
【００３６】
（顔料）
　顔料としては、特に制限はなく、目的に応じて適宜選択することができ、例えば、公知
の有機顔料及び無機顔料などが挙げられ、また、染料で染色した樹脂粒子、市販の顔料分
散体や表面処理された顔料（例えば、顔料を分散媒として水、液状有機化合物や不溶性の
樹脂等に分散させたもの、及び、樹脂や顔料誘導体等で顔料表面を処理したもの等）も挙
げられる。なお、前記顔料としては、例えば、伊藤征司郎編「顔料の辞典」（２０００年
、朝倉書店発行）、橋本勲著「有機顔料ハンドブック」（２００６年、カラーオフィス発
行）、Ｗ．Ｈｅｒｂｓｔ，　Ｋ．Ｈｕｎｇｅｒ編「Ｉｎｄｕｓｔｒｉａｌ　Ｏｒｇａｎｉ
ｃ　Ｐｉｇｍｅｎｔｓ」（１９９２年、Ｗｉｌｅｙ－ＶＨＣ発行）、特開２００２－１２
６０７号公報、特開２００２－１８８０２５号公報、特開２００３－２６９７８号公報、
特開２００３－３４２５０３号公報、特開２００９－２３５３７０号公報に記載のものが
挙げられる。
【００３７】
　前記有機顔料としては、例えば、イエロー顔料、マゼンタ顔料、シアン顔料、緑色顔料
、オレンジ顔料、茶色顔料、バイオレット顔料、黒色顔料、白色顔料などが挙げられる。
　前記イエロー顔料は、イエロー色を呈する顔料であり、例えば、モノアゾ顔料、ジスア
ゾ顔料、非ベンジジン系アゾ顔料、アゾレーキ顔料、縮合アゾ顔料、酸性染料レーキ顔料
、塩基性染料レーキ顔料、アントラキノン顔料、キノフタロン顔料、ピラゾロン顔料、ア
セトロン顔料、金属錯塩顔料、ニトロソ顔料、金属錯体アゾメチン顔料、ベンズイミダゾ
ロン顔料、イソインドリン顔料などが挙げられる。これらのうち、本発明で好ましく使用
できる顔料として、例えば、Ｃ．Ｉ．ピグメントイエロー（以下、ＰＹと略称する）１、
ＰＹ３、ＰＹ１２、ＰＹ１３、ＰＹ１４、ＰＹ１６、ＰＹ１７、ＰＹ１８、ＰＹ２４、Ｐ
Ｙ６０、ＰＹ７４、ＰＹ８３、ＰＹ９３、ＰＹ９４、ＰＹ９５、ＰＹ９７、ＰＹ１００、
ＰＹ１０９、ＰＹ１１０、ＰＹ１１５、ＰＹ１１７、ＰＹ１２０、ＰＹ１２８、ＰＹ１３
８、ＰＹ１３９、ＰＹ１５０、ＰＹ１５１、ＰＹ１５３、ＰＹ１５４、ＰＹ１５５、ＰＹ
１６６、ＰＹ１６７、ＰＹ１７３、ＰＹ１７５、ＰＹ１８０、ＰＹ１８１、ＰＹ１８５、
ＰＹ１９４、ＰＹ２１３、ＰＹ２１４、ＰＹ２１９等が挙げられる。中でも、モノアゾ顔
料、ジスアゾ顔料、アセトロン顔料等のベンズイミダゾロン顔料、イソインドリン顔料が
好ましく、イソインドリン顔料が最も好ましい。
【００３８】
　前記マゼンタ顔料は、赤あるいはマゼンタ色を呈する顔料であり、例えば、モノアゾ系
顔料、β－ナフトール顔料、ジスアゾ顔料、アゾレーキ顔料、縮合アゾ顔料、酸性染料レ
ーキ顔料、塩基性染料レーキ顔料、アントラキノン系顔料、チオインジゴ顔料、ペリノン
顔料、ペリレン顔料、キナクリドン顔料、イソインドリノン顔料、アリザリンレーキ顔料
、ナフトロン顔料、ナフトールＡＳ系レーキ顔料、ナフトールＡＳ顔料、ジケトピロロピ
ロール顔料等が挙げられる。
　これらのうち、本発明で好ましく使用できる顔料として、例えば、Ｃ．Ｉ．ピグメント
レッド（以下、ＰＲと略称する）１、ＰＲ２、ＰＲ３、ＰＲ４、ＰＲ５、ＰＲ６、ＰＲ２
１、ＰＲ３８、ＰＲ４２、ＰＲ４６、ＰＲ５３：１、ＰＲ５７：１、ＰＲ５２：１、ＰＲ
４６、ＰＲ４８、ＰＲ８１、ＰＲ８３、ＰＲ８８、ＰＲ１４４、ＰＲ１４９、ＰＲ１６６
、ＰＲ１７９、ＰＲ１７８、ＰＲ１９０、ＰＲ２２４、ＰＲ１２３、ＰＲ２２４、ＰＲ１
９、ＰＲ１２２、ＰＲ２０２、ＰＲ２０７、ＰＲ２０９、ＰＲ１８０、ＰＲ８３、ＰＲ１
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７０、ＰＲ１７１、ＰＲ１７２、ＰＲ１７４、ＰＲ１７５、ＰＲ１７６、ＰＲ１７７、Ｐ
Ｒ１７９、ＰＲ１８５、ＰＲ１９４、ＰＲ２０８、ＰＲ２１４、ＰＲ２２０、ＰＲ２２１
、ＰＲ２４２、ＰＲ２４７、ＰＲ２５４、ＰＲ２５５、ＰＲ２５６、ＰＲ２６２、ＰＲ２
６８、ＰＲ２６４、ＰＲ２６９、ＰＲ２７２、ＰＲ２８２、Ｃ．Ｉ．ピグメントバイオレ
ット１９等が挙げられる。中でもキナクリドン顔料が好ましく、ＰＲ４２、ＰＲ１２２、
ＰＲ２０２、ＰＲ２０９、ＰＲ２８２、Ｃ．Ｉ．ピグメントバイオレット（以下、ＰＶと
略称する）１９などの、無置換キナクリドン、ジメチルキナクリドン、ジクロロキナクリ
ドン、およびこれらの混晶が好ましい。
【００３９】
　前記シアン顔料は、青あるいはシアン色を呈する顔料であり、ジスアゾ系顔料、フタロ
シアニン顔料、酸性染料レーキ顔料、塩基性染料レーキ顔料、アントラキノン系顔料、ア
ルカリブルー顔料等が挙げられる。本発明で好ましく使用できる顔料としては、Ｃ．Ｉ．
ピグメントブルー（以下、ＰＢと略称する）１、ＰＢ１５、ＰＢ１５：１、ＰＢ１５：２
、ＰＢ１５：３、ＰＢ１５：４、ＰＢ１５：６、ＰＢ１６、ＰＢ１８、ＰＢ２４、ＰＢ２
５、ＰＢ６０、ＰＢ７９等が挙げられる。この中でも銅フタロシアニン顔料が好ましく、
ＰＢ１５、ＰＢ１５：１、ＰＢ１５：２、ＰＢ１５：３、ＰＢ１５：４、ＰＢ１５：６、
が好ましい。
【００４０】
　前記緑色顔料は、緑色を呈する顔料であり、フタロシアニン顔料や金属錯体顔料などが
挙げられる。本発明で好ましく使用できる顔料としては、Ｃ．Ｉ．ピグメントグリーン（
以下、ＰＧと略称する）７、ＰＧ８、ＰＧ１０、ＰＧ３６などが挙げられる。
　前記オレンジ顔料は、オレンジ色を呈する顔料であり、例えば、イソインドリン顔料、
アントラキノン顔料、Β－ナフトール顔料、ナフトールＡＳ顔料、イソインドリノン顔料
、ペリノン顔料、ジスアゾ顔料、キナクリドン顔料、アセトロン顔料、ピラゾロン顔料な
どが挙げられる。本発明で好ましく使用できる顔料としては、Ｃ．Ｉ．ピグメントオレン
ジ（以下、ＰＯと略称する）２、ＰＯ３、ＰＯ４、ＰＯ５、ＰＯ１３、ＰＯ１５、ＰＯ１
６、ＰＯ２２、ＰＯ２４、ＰＯ３４、ＰＯ３６、ＰＯ３８、ＰＯ４３、ＰＯ４８、ＰＯ４
９、ＰＯ５１、ＰＯ５５、ＰＯ６０、ＰＯ６１、ＰＯ６２、ＰＯ６４、ＰＯ６６、ＰＯ７
２、ＰＯ７４等が挙げられる。中でも、イソインドリン顔料が好ましい。
【００４１】
　前記茶色顔料は、茶色を呈する顔料であり、例えばＰＢｒ２５、ＰＢｒ３２等のナフト
ロン顔料等が挙げられる。
　前記バイオレット顔料は紫色を呈する顔料であり、例えばナフトロン顔料、ペリレン顔
料、ナフトールＡＳ顔料、ジオキサジン顔料等が挙げられる。本発明で好ましく使用でき
る顔料としては、Ｃ．Ｉ．ピグメントバイオレット（以下、ＰＶと略称する）１３、ＰＶ
１７、ＰＶ２３、ＰＶ２９、ＰＶ３２、ＰＶ３７、ＰＶ５０等が挙げられる。
【００４２】
　前記黒色顔料は、黒色を呈する顔料であり、例えば、カーボンブラック、インダジン顔
料、ペリレン顔料等が挙げられ、本発明では、Ｃ．Ｉ．ピグメントブラック（以下、ＰＢ
ｋと略称する）１、ＰＢｋ７、ＰＢｋ３１、ＰＢｋ３２等が挙げられる。
　これらのなかでも、ＰＢ１５：３、１５：４、１５：６、ＰＲ１２２、ＰＶ１９やこれ
らを含む固溶体などのキナクリドン顔料、ＰＹ７４、１３９、１２０、１５０、１５１、
１５４、１８０、１８５、ＰＢｋ７などが発色性と耐光性の観点から好適である。
【００４３】
　前記白色顔料としては、Ｃ．Ｉ．ピグメントホワイト４である酸化亜鉛、６である酸化
チタン、７である硫化亜鉛、１２である酸化ジルコニウム（ジルコニウムホワイト）、１
８である炭酸カルシウム、１９である酸化アルミニウム・酸化ケイ素（カオリンクレー）
、２１又は２２である硫酸バリウム、２３である水酸化アルミニウム（アルミナホワイト
）、２７である酸化ケイ素、２８であるケイ酸カルシウムが好ましい。
　白色顔料に使用される無機粒子は単体でもよいし、ケイ素、アルミニウム、ジルコニウ
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ム、チタン等の酸化物や有機金属化合物、有機化合物との複合粒子であってもよい。
　なかでも、前記酸化チタンが好適に使用される。なお、前記酸化チタンに加えて他の白
色顔料（上述した白色顔料以外のものであってもよい。）を併用してもよい。
【００４４】
　顔料粒子の体積平均粒径は、好ましくは０．００５～０．５μｍ、より好ましくは０．
０１～０．４５μｍ、更に好ましくは０．０１５～０．４μｍとなるよう、顔料、分散剤
、媒体の選定、分散条件、ろ過条件を設定することが好ましい。なお、本発明においては
、粒子の平均粒子径及び粒径分布は、ナノトラック粒度分布測定装置ＵＰＡ－ＥＸ１５０
（日機装（株）製）等の市販の粒径測定装置を用いて、動的光散乱法により体積平均粒径
を測定することにより求められるものである。
【００４５】
（分散剤）
　着色剤として顔料を用いる場合には、顔料粒子を調製する際に、必要に応じて顔料分散
剤を用いてもよく、用いることのできる顔料分散剤としては、例えば、高級脂肪酸塩、ア
ルキル硫酸塩、アルキルエステル硫酸塩、アルキルスルホン酸塩、スルホコハク酸塩、ナ
フタレンスルホン酸塩、アルキルリン酸塩、ポリオキシアルキレンアルキルエーテルリン
酸塩、ポリオキシアルキレンアルキルフェニルエーテル、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、ポリオキシエチレン
脂肪酸アミド、アミンオキシド等の活性剤、あるいはスチレン、スチレン誘導体、ビニル
ナフタレン誘導体、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、フマル酸、フマル酸誘導体から選ばれた２種以上の単量体
からなるブロック共重合体、ランダム共重合体およびこれらの塩を挙げることができる。
【００４６】
　また、本発明のインク組成物には、着色剤として自己分散顔料を用いることもできる。
本発明でいう自己分散顔料とは、分散剤なしで分散が可能な顔料を指し、特に好ましくは
、表面に極性基を有している顔料粒子である。
【００４７】
　本発明でいう表面に極性基を有する顔料粒子とは、顔料粒子表面に直接極性基で修飾さ
せた顔料、あるいは有機顔料母核を有する有機物で直接に又はジョイントを介して極性基
が結合しているもの（以下、顔料誘導体という）をいう。
　極性基としては、例えば、スルホン酸基、カルボン酸基、燐酸基、硼酸基、水酸基が挙
げられるが、好ましくはスルホン酸基、カルボン酸基であり、更に好ましくは、スルホン
酸基である。
【００４８】
　このような表面に極性基を有する顔料粒子を得る方法としては、例えば、ＷＯ９７／４
８７６９号公報、特開平１０－１１０１２９号公報、特開平１１－２４６８０７号公報、
特開平１１－５７４５８号公報、同１１－１８９７３９号公報、特開平１１－３２３２３
２号公報、特開２０００－２６５０９４公報等に記載の顔料粒子表面を適当な酸化剤で酸
化させることにより、顔料表面の少なくとも一部に、スルホン酸基もしくはその塩といっ
た極性基を導入する方法が挙げられる。具体的には、カーボンブラックを濃硝酸で酸化し
たり、カラー顔料の場合は、スルフォランやＮ－メチル－２－ピロリドン中で、スルファ
ミン酸、スルホン化ピリジン塩、アミド硫酸などで酸化したり、することにより調製する
ことができる。これらの反応で、酸化が進みすぎ、水溶性となってしまった物は除去、精
製することにより、顔料分散体を得ることができる。また、酸化によりスルホン酸基を表
面に導入した場合は、酸性基を必要に応じて、塩基性化合物を用いて中和してもよい。
【００４９】
　そのほかの表面に極性基を有する顔料粒子を得る方法としては、特開平１１－４９９７
４号公報、特開２０００－２７３３８３公報、同２０００－３０３０１４公報等に記載の
顔料誘導体をミリングなどの処理で顔料粒子表面に吸着させる方法、特願２０００－３７
７０６８、同２００１－１４９５、同２００１－２３４９６６に記載の顔料を顔料誘導体
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と共に溶媒で溶解した後、貧溶媒中で晶析させる方法等を挙げることができ、いずれの方
法でも容易に、表面に極性基を有する顔料粒子を得ることができる。
【００５０】
　顔料表面における極性基は、フリーでも塩の状態でも良いし、あるいはカウンター塩を
有していても良い。カウンター塩としては、例えば、無機塩（リチウム、ナトリウム、カ
リウム、マグネシウム、カルシウム、アルミニウム、ニッケル、アンモニウム）、有機塩
（トリエチルアンモニウム、ジエチルアンモニウム、ピリジニウム、トリエタノールアン
モニウム等）が挙げられ、好ましくは１価の価数を有するカウンター塩である。
【００５１】
　顔料の分散方法としては、例えば、ボールミル、サンドミル、アトライター、ロールミ
ル、アジテータ、ヘンシェルミキサ、コロイドミル、超音波ホモジナイザー、パールミル
、湿式ジェットミル、ペイントシェーカー等の各種分散機を用いることができる。また、
顔料分散体の粗粒分を除去する目的で、遠心分離装置を使用すること、フィルタを使用す
ることも好ましい。
【００５２】
　インク組成物中の分散剤の好ましい添加量は、インク組成物中における顔料の質量をＰ
、インク組成物中における高分子分散剤の質量をＤとした場合、その質量比（Ｄ／Ｐ）が
、０．０１≦Ｄ／Ｐ≦２．０であることが好ましく、０．０３≦Ｄ／Ｐ≦１．５であるこ
とがより好ましく、０．０５≦Ｄ／Ｐ≦０．６であることが更に好ましい。
【００５３】
　さらに、分散時には、分散剤に加えて、一般にシナジストと呼ばれる分散助剤（例えば
、日本ルーブリゾール社より市販されているＳＯＬＳＰＥＲＳＥシリーズの５０００、１
２０００、２２０００、ＢＡＳＦ・ジャパン社より市販されているＥＦＫＡ６７４５等）
や、各種界面活性剤、消泡剤を添加して、顔料の分散性、濡れ性を向上させることも好ま
しい。
【００５４】
　本発明において、顔料の分散を行う場合には、顔料と分散剤とを混合した後、極性有機
溶媒に添加して分散する、又は、極性有機溶媒と分散剤とを混合した後、顔料を添加して
分散することが好ましい。分散には、例えば、ボールミル、ビーズミル、サンドミル、ソ
ルトミル、アトライター、ロールミル、アジテータ、ヘンシェルミキサ、コロイドミル、
超音波ホモジナイザー、パールミル、湿式ジェットミル、ペイントシェーカー等の各分散
装置を用いることができる。中でもビーズミル分散装置は、分散性に優れるので好ましい
。
　ビーズミル分散を行う際に使用するビーズは、好ましくは０．０１～３．０ｍｍ、より
好ましくは０．０５～１．５ｍｍ、更に好ましくは０．１～１．０ｍｍの体積平均径を有
するものを用いることにより、安定性に優れた顔料分散物を得ることができる。
【００５５】
（水溶性染料）
　本発明のインク組成物には、（ｄ）着色剤として水溶性染料を用いてもよい。本発明に
用いうる水溶性染料としては、例えば酸性染料や直接染料が挙げられる。酸性染料、直接
染料は、可溶化基として、酸性基をもつ構造となっている。酸性基としては、スルホン酸
基およびその塩、カルボン酸基およびその塩、リン酸基およびその塩が挙げられる。酸性
基の数はひとつでも複数でもよく、組み合わせでもよい。水溶性染料が含有する発色団の
化学構造としては、アゾ系、フタロシアニン系、トリフェニルメタン系、キサンテン系、
ピラゾロン系、ニトロ系、スチルベン系、キノリン系、メチン系、チアゾール系、キノン
イミン系、インジゴイド系、ローダミン系、アントラキノン系、アンスラキノン系のもの
などが挙げられる。
　以下に限定されるものではないが、好ましい油溶性染料の具体例としては、例えば、Ｃ
．Ｉ．アシッドイエロー１９、Ｃ．Ｉ．アシッドレッド３７、Ｃ．Ｉ．アシッドブルー６
２、Ｃ．Ｉ．アシッドオレンジ１０、Ｃ．Ｉ．アシッドブルー８３、Ｃ．Ｉ．アシッドブ
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ラック０１、Ｃ．Ｉ．ダイレクトイエロー４４、Ｃ．Ｉ．ダイレクトイエロー１４２、Ｃ
．Ｉ．ダイレクトイエロー１２、Ｃ．Ｉ．ダイレクトブルー１５、Ｃ．Ｉ．ダイレクトブ
ルー２５、Ｃ．Ｉ．ダイレクトブルー２４９、Ｃ．Ｉ．ダイレクトレッド８１、Ｃ．Ｉ．
ダイレクトレッド９、Ｃ．Ｉ．ダイレクトレッド３１、Ｃ．Ｉ．ダイレクトブラック１５
４、Ｃ．Ｉ．ダイレクトブラック１７等が挙げられる。
【００５６】
（分散染料）
　また、本発明のインク組成物には、（ｄ）着色剤として分散染料を用いることもできる
。
　分散染料の好ましい具体例としては、Ｃ．Ｉ．ディスパースイエロー５、４２、５４、
６４、７９、８２、８３、９３、９９、１００、１１９、１２２、１２４、１２６、１６
０、１８４：１、１８６、１９８、１９９、２０１、２０４、２２４及び２３７；Ｃ．Ｉ
．ディスパーズオレンジ１３、２９、３１：１、３３、４９、５４、５５、６６、７３、
１１８、１１９及び１６３；Ｃ．Ｉ．ディスパーズレッド５４、６０、７２、７３、８６
、８８、９１、９２、９３、１１１、１２６、１２７、１３４、１３５、１４３、１４５
、１５２、１５３、１５４、１５９、１６４、１６７：１、１７７、１８１、２０４、２
０６、２０７、２２１、２３９、２４０、２５８、２７７、２７８、２８３、３１１、３
２３、３４３、３４８、３５６及び３６２；Ｃ．Ｉ．ディスパーズバイオレット３３；Ｃ
．Ｉ．ディスパーズブルー５６、６０、７３、８７、１１３、１２８、１４３、１４８、
１５４、１５８、１６５、１６５：１、１６５：２、１７６、１８３、１８５、１９７、
１９８、２０１、２１４、２２４、２２５、２５７、２６６、２６７、２８７、３５４、
３５８、３６５及び３６８；並びにＣ．Ｉ．ディスパーズグリーン６：１及び９等が挙げ
られる。
【００５７】
　本発明に用いることができる着色剤は、１種単独で用いてもよいし、２種以上を併用し
てもよい。
【００５８】
　（ｄ）着色剤をインク組成物に用いる場合の含有率は、色材の物性（比重、着色力や色
味等）、インク組成物を何色組み合わせて印画物を作製するかといった条件により適宜選
択することができるが、インク組成物全質量に対して、０．１質量％～３０質量％である
ことが好ましく、０．５質量％～２０質量％であることがより好ましい。
【００５９】
＜その他の添加剤＞
　本発明のインク組成物には、必須成分である（ａ）特定共重合体共重合体、（ｂ）水を
含む水性媒体、及び好ましい併用成分である（ｃ）水溶性有機溶剤、（ｄ）着色剤に加え
て、本発明の効果を損なわない限りにおいて、公知の添加剤を併用することができる。
　以下、インク組成物に使用しうる添加剤について説明する。
【００６０】
（界面活性剤）
　本発明のインク組成物には、界面活性剤を添加することができる。好ましく使用される
界面活性剤としては、ジアルキルスルホコハク酸塩類、アルキルナフタレンスルホン酸塩
類、脂肪酸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類、ポ
リオキシエチレンアルキルアリルエーテル類、アセチレングリコール類、ポリオキシエチ
レン・ポリオキシプロピレンブロックコポリマー類等のノニオン性界面活性剤、アルキル
アミン塩類、第四級アンモニウム塩類等のカチオン性界面活性剤が挙げられる。特にアニ
オン性界面活性剤およびノニオン性界面活性剤を好ましく用いることができる。
【００６１】
　また、本発明においては、高分子界面活性剤も用いることができ、以下の水溶性樹脂が
、好ましい高分子界面活性剤として挙げられる。水溶性樹脂として好ましく用いられるの
は、スチレン－アクリル酸－アクリル酸アルキルエステル共重合体、スチレン－アクリル
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酸共重合体、スチレン－マレイン酸－アクリル酸アルキルエステル共重合体、スチレン－
マレイン酸共重合体、スチレン－メタクリル酸－アクリル酸アルキルエステル共重合体、
スチレン－メタクリル酸共重合体、スチレン－マレイン酸ハーフエステル共重合体、ビニ
ルナフタレン－アクリル酸共重合体、ビニルナフタレン－マレイン酸共重合体等を挙げる
ことができる。
【００６２】
　また、本発明のインク組成物は、吐出適性向上等を目的として、フッ化アルキル基を有
するフッ素系界面活性剤を用いてもよい。フッ素系界面活性剤を含有することにより、吐
出性及び記録媒体への密着性向上が期待できる。フッ素系界面活性剤としては、例えば、
特開２００２－２７７８６２号公報等に記載の界面活性剤を挙げることができ、下記市販
の界面活性剤をそのまま用いることもできる。
　使用できる市販の界面活性剤として、例えば、ＺＯＮＹＬ　ＦＳＮ（フッ素系界面活性
剤　Ａｌｄｒｉｃｈ社製）、メガファックＦ１７１、Ｆ１７３、Ｆ１７６、Ｆ１８９、Ｒ
０８（大日本インキ化学工業（株）製）、サーフロンＳ－３８２、ＳＣ１０１、１０２、
１０３、１０４、１０５、１０６（旭硝子（株）製）等のフッ素系界面活性剤を挙げるこ
とができる。
【００６３】
　本発明に係るインクには、上述した各構成要素に加えて、必要に応じて、吐出安定性、
プリントヘッドやインクカートリッジ適合性、保存安定性、画像保存性、その他の諸性能
向上の目的に応じて、公知の各種添加剤、例えば、粘度調整剤、表面張力調整剤、比抵抗
調整剤、皮膜形成剤、分散剤、界面活性剤、紫外線吸収剤、酸化防止剤、退色防止剤、防
ばい剤、防錆剤、固体湿潤剤、シリカ微粒子等を適宜選択して用いることができ、例えば
、流動パラフィン、ジオクチルフタレート、トリクレジルホスフェート、シリコンオイル
等の油滴微粒子、特開昭５７－７４１９３号、同５７－８７９８８号及び同６２－２６１
４７６号に記載の紫外線吸収剤、特開昭５７－７４１９２号、同５７－８７９８９号、同
６０－７２７８５号、同６１－１４６５９１号、特開平１－９５０９１号及び同３－１３
３７６号等に記載されている退色防止剤、特開昭５９－４２９９３号、同５９－５２６８
９号、同６２－２８００６９号、同６１－２４２８７１号および特開平４－２１９２６６
号等に記載されている蛍光増白剤、硫酸、リン酸、クエン酸、水酸化ナトリウム、水酸化
カリウム、炭酸カリウム等のｐＨ調整剤等を挙げることができる。
【００６４】
＜インク組成物の調製方法＞
　本発明に係るインク組成物の調製方法としては、特に制限はなく、各成分を、ボールミ
ル、遠心ミル、遊星ボールミルなどの容器駆動媒体ミル、サンドミルなどの高速回転ミル
、撹拌槽型ミルなどの媒体撹拌ミル、ディスパーなどの簡単な分散機により撹拌、混合し
、分散させることにより調製することができる。各成分の添加順序については任意である
。好ましくは、アゾ顔料、高分子分散剤及び有機溶剤をプレミックスした後に分散処理し
、得られた分散物を樹脂と有機溶剤とともに混合する。この場合、添加時や添加後、スリ
ーワンモーター、マグネチックスターラー、ディスパー、ホモジナイザーなどの簡単な撹
拌機にて均一に混合する。ラインミキサーなどの混合機を用いて混合してもよい。また、
分散粒子をより微細化するために、ビーズミルや高圧噴射ミルなどの分散機を用いて混合
してもよい。また、顔料や高分子分散剤の種類によっては、顔料分散前のプレミックス時
に樹脂を添加するようにしてもよい。
　また、インク組成物の調製後に、フィルタリングにより、吐出性を低下させるおそれの
ある粗大粒子などを除去することが好ましい。
【００６５】
　本発明のインク組成物は、２５℃における表面張力が２０ｍＮ／ｍ～４０ｍＮ／ｍであ
ることが好ましい。表面張力は、Ａｕｔｏｍａｔｉｃ　Ｓｕｒｆａｃｅ　Ｔｅｎｓｉｏｍ
ｅｔｅｒ　ＣＢＶＰ－Ｚ（協和界面科学（株）製）を用い、２５℃の条件下で測定される
ものである。
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　また、粘度は、３ｍＰａ・ｓ～４０ｍＰａ・ｓが好ましく、６ｍＰａ・ｓ～２０ｍＰａ
・ｓがより好ましい。インク組成物の粘度は、ＶＩＳＣＯＭＥＴＥＲ　ＴＶ－２２（ＴＯ
ＫＩ　ＳＡＮＧＹＯＣＯ．ＬＴＤ製）を用い、２５℃の条件下で測定されるものである。
【００６６】
＜画像形成方法＞
　本発明の画像形成方法は、前記インク組成物を記録媒体上に付与するインク付与工程を
含むことを特徴とする。なお、インク付与工程の後、放置することでインク組成物中の（
ｂ）水性溶媒が乾燥により減少して（ａ）特定共重合体が析出することで記録媒体上に定
着したインク組成物による画像が形成されるが、該インク付与工程の後に、記録媒体上に
付与されたインク組成物に含まれる（ｂ）水を含む水性媒体の少なくとも一部を乾燥して
除去するインク乾燥工程を行うことで、より速やかに、光沢性、耐久性及び記録媒体との
密着性に優れたインク画像が形成される。本発明のインク組成物は、前記（ａ）特定共重
合体を用いているため、インク乾燥工程は、７０℃以下の雰囲気下、即ち、通常行われる
８０℃を超えるような高温乾燥を経ることなく、密着性に優れた画像が速やかに形成され
る。
【００６７】
（インク付与工程）
　以下、本発明の画像形成方法における、インク付与工程について説明する。本発明にお
けるインク付与工程は、前記インク組成物を記録媒体上に付与する工程であれば限定され
ない。
【００６８】
　本発明の画像形成方法に用いられるインクジェット記録装置としては、特に制限はなく
、目的とする解像度を達成し得る公知のインクジェット記録装置を任意に選択して使用す
ることができる。すなわち、市販品を含む公知のインクジェット記録装置であれば、いず
れも、本発明の画像形成方法における記録媒体へのインク組成物の吐出を実施することが
できる。
【００６９】
　本発明で用いることのできるインクジェット記録装置としては、例えば、インク供給系
、温度センサー、加熱手段を含む装置が挙げられる。
　インク供給系は、例えば、本発明のインク組成物を含む元タンク、供給配管、インクジ
ェットヘッド直前のインク供給タンク、フィルタ、ピエゾ型のインクジェットヘッドから
なる。ピエゾ型のインクジェットヘッドは、好ましくは１～１００ｐｌ、より好ましくは
８～３０ｐｌのマルチサイズドットを、好ましくは３２０×３２０ｄｐｉ～４，０００×
４，０００ｄｐｉ、より好ましくは４００×４００ｄｐｉ～１，６００×１，６００ｄｐ
ｉ、さらに好ましくは７２０×７２０ｄｐｉの解像度で吐出できるよう駆動することがで
きる。なお、本発明でいうｄｐｉとは、２．５４ｃｍ（１ｉｎｃｈ）当たりのドット数を
表す。
【００７０】
　本発明のインク組成物は、吐出されるインク組成物を一定温度にすることが望ましいこ
とから、インクジェット記録装置には、インク組成物温度の安定化手段を備えることが好
ましい。一定温度にする部位はインクタンク（中間タンクがある場合は中間タンク）から
ノズル射出面までの配管系、部材の全てが対象となる。すなわち、インク供給タンクから
インクジェットヘッド部分までは、断熱及び加温を行うことができる。
　温度コントロールの方法としては、特に制約はないが、例えば、温度センサーを各配管
部位に複数設け、インク組成物の流量、環境温度に応じた加熱制御をすることが好ましい
。温度センサーは、インク供給タンク及びインクジェットヘッドのノズル付近に設けるこ
とができる。また、加熱するヘッドユニットは、装置本体を外気からの温度の影響を受け
ないよう、熱的に遮断若しくは断熱されていることが好ましい。加熱に要するプリンタ立
上げ時間を短縮するため、あるいは熱エネルギーのロスを低減するために、他部位との断
熱を行うとともに、加熱ユニット全体の熱容量を小さくすることが好ましい。
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【００７１】
　上記のインクジェット記録装置を用いて、インク組成物の吐出はインク組成物を好まし
くは２５℃～６０℃、より好ましくは２５℃～５０℃に加熱して、インク組成物の粘度を
、好ましくは３ｍＰａ・ｓ～２０ｍＰａ・ｓ、より好ましくは３ｍＰａ・ｓ～１５ｍＰａ
・ｓに下げた後に行うことが好ましい。特に、本発明のインク組成物として、２５℃にお
けるインク組成物の粘度が４０ｍＰａ・ｓ以下であるものを用いると、良好に吐出が行え
るので好ましい。この方法を用いることにより、高い吐出安定性を実現することができる
。
【００７２】
　吐出時のインク組成物の温度は一定であることが好ましくインク組成物の温度の制御幅
は、より好ましくは設定温度の±５℃、更に好ましくは設定温度の±２℃、最も好ましく
は設定温度±１℃とすることが適当である。
【００７３】
　本発明において、記録媒体としては、特に限定されず、支持体や記録材料として公知の
記録媒体を使用することができる。記録媒体としては、例えば、紙、プラスチック（例え
ば、ポリエチレン、ポリプロピレン、ポリスチレン等）がラミネートされた紙、金属板（
例えば、アルミニウム、亜鉛、銅等）、プラスチックフィルム（例えば、ポリ塩化ビニル
樹脂、二酢酸セルロース、三酢酸セルロース、プロピオン酸セルロース、酪酸セルロース
、酢酸酪酸セルロース、硝酸セルロース、ポリエチレンテレフタレート、ポリエチレン、
ポリスチレン、ポリプロピレン、ポリカーボネート、ポリビニルアセタール等）、上述し
た金属がラミネートされ又は蒸着された紙又はプラスチックフィルム等が挙げられる。中
でも、本発明のインク組成物は密着性に優れるため、記録媒体として非吸収性記録媒体に
対して好適に使用することができポリ塩化ビニル、ポリエチレンテレフタレート、ポリエ
チレン等のプラスチック基材が好ましく、ポリ塩化ビニル樹脂基材がより好ましく、ポリ
塩化ビニル樹脂シート又はフィルムがさらに好ましい。
【００７４】
（インク乾燥工程）
　インク乾燥工程では、前記付与したインク組成物中の（ｂ）水を含む水性媒体を減少さ
せる工程である。本工程では、水とともに、所望によりインク組成物中に含まれる（ｃ）
水溶性有機溶剤も減少し、インク画像が記録媒体に定着される。
　インク乾燥工程においては、加熱手段により（ｂ）水を含む水性媒体が蒸発し、減少さ
れることにより定着されることが好ましい。
　吐出された本発明のインク組成物を乾燥して、定着させるインク乾燥工程について説明
する。
　加熱手段としては、水および必要に応じて併用される水溶性有機溶剤を乾燥させること
ができれば特に限定されず、公知の加熱手段を目的に応じて適宜使用することができるが
、使用可能な加熱手段としては、例えば、プラテンヒーター、ヒートドラム、温風、赤外
線ヒーター、赤外線ランプ、熱オーブン、ヒート板加熱などが挙げられる。このなかでも
、プラテンヒーターを用いて基材を裏面より加熱して乾燥する方法や、赤外線ヒーターや
温風により表面から乾燥する方法が好ましく、これらを組み合わせて使用することも好ま
しい。
　加熱温度は、インク組成物中に存在する（ｂ）水を含む水性媒体、即ち、水性媒体中に
含まれる水や必要に応じて併用される水溶性有機溶剤が蒸発して減少し、かつ（ａ）特定
共重合体の皮膜を形成することができれば特に制限はないが、
　前記（ａ）特定共重合体と（ｂ）水性媒体とを含むインク組成物は（ｂ）水性媒体の減
少により速やかに平滑な皮膜を形成しうることから、乾燥は６０℃以下のマイルドな加温
雰囲気下で行われることが好ましい。ここで、６０℃以下の雰囲気とは、基材の表面温度
が６０℃以下であることを指す。
　加熱温度（雰囲気温度）は３０℃以上であればその効果が得られ、好ましくは、４０℃
～６０℃の範囲である。本発明の画像形成方法の好ましい態様である６０℃以下の雰囲気
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下での乾燥工程によれば、エネルギーが小さくて済み、また、耐熱性の低い記録媒体を用
いた場合にも、熱による変形や損傷を受けにくいという利点も有する。
　なお、紙や金属フィルムなどの耐熱性の記録媒体を用いる場合には、本発明のインク組
成物からなる画像をより高い温度で乾燥することも可能であり、その場合は、４０℃～１
５０℃程度までの雰囲気温度が可能であり、４０℃～８０℃程度の温度範囲でインク乾燥
工程を行ってもよい。
　なお、乾燥／加熱時間は、インク組成物中に存在する（ｂ）水を含む水性媒体が蒸発し
、かつ（ａ）特定共重合体を含む皮膜を形成することができれば特に制限はなく、用いる
インク組成物の組成・印刷速度を加味して適宜設定することができる。
【００７５】
＜印画物＞
　本発明の印画物は、記録媒体上に、前記本発明のインク組成物により形成された画像を
有する。
　本発明の印画物は、前記本発明のインク組成物を用いて記録された画像を有する印画物
であることから、打滴時のにじみが抑制され、堅牢性、光沢性、及び基材への密着性に優
れた画像を有する印画物となる。
【実施例】
【００７６】
　以下、本発明を実施例により具体的に説明するが、本発明はこれらの実施例に限定され
るものではない。なお、特に断りのない限り、「部」及び「％」は質量基準である。
　実施例、比較例で使用した顔料分散物、インク組成物の素材を以下に示す。
【００７７】
＜樹脂被覆顔料の分散物の調製＞
（合成例１：ポリマー分散剤Ｅ－１の合成）
　撹拌機、冷却管を備えた５００ｍｌの三口フラスコにメチルエチルケトン４４ｇを加え
て窒素雰囲気下で７２℃に加熱し、ここにメチルエチルケトン２５ｇにジメチル２，２’
－アゾビスイソブチレート０．４３ｇ、ベンジルメタクリレート３０ｇ、メタクリル酸５
ｇ、及びメチルメタクリレート１５ｇを溶解した溶液を３時間かけて滴下した。滴下終了
後、さらに１時間反応した後、メチルエチルケトン１ｇにジメチル２，２’－アゾビスイ
ソブチレート０．２１ｇを溶解した溶液を加え、７８℃に昇温して４時間加熱した。得ら
れた反応溶液は大過剰量のヘキサンに２回再沈殿し、析出した樹脂を乾燥し、ポリマー分
散剤Ｅ－１を４３ｇ得た。
　得られた樹脂の組成は、１Ｈ－ＮＭＲで確認し、ＧＰＣより求めた重量平均分子量（Ｍ
ｗ）は４２，０００であった。さらに、ＪＩＳ規格（ＪＩＳＫ００７０：１９９２）に記
載の方法により酸価を求めたところ、６５．４ｍｇＫＯＨ／ｇであった。
【００７８】
（合成例２：樹脂被覆顔料の分散物の調製）
（樹脂被覆シアン顔料分散物（Ｃ））
　ピグメントブルー１５：３（フタロシアニンブルーＡ２２０、大日精化（株）製）１０
部と、上記合成例１で得られたポリマー分散剤Ｅ－１を５部と、メチルエチルケトン４２
部と、１ｍｏｌ／Ｌ　ＮａＯＨ水溶液５．５部と、イオン交換水８７．２部とを混合し、
ビーズミルにより０．１ｍｍφジルコニアビーズを用いて２～６時間分散した。
　得られた分散物を減圧下、５５℃でメチルエチルケトンを除去し、更に一部の水を除去
することにより、顔料濃度が１０．２質量％の、ポリマー分散剤Ｅ－１で被覆されたシア
ン顔料の分散物を得た。以下、この顔料分散物を「Ｃ分散物」と称する。
【００７９】
＜合成例３：比較水溶性共重合体（Ｂ－１）の合成＞
　撹拌羽根を具備した２００ｍＬの三ツ口フラスコに、２－ブタノン（和光純薬工業株式
会社製）１０．０ｇを添加した後、窒素気流下で８０℃の油浴中で１０分間加熱撹拌した
。次いで、メタクリル酸ｎ－ブチル（和光純薬工業株式会社製）２４ｇ、メタクリル酸（



(21) JP 5901335 B2 2016.4.6

10

20

30

40

50

和光純薬工業株式会社製）６．０ｇ、６－メルカプトヘキサノール（シグマアルドリッチ
ジャパン株式会社製）０．１ｇ、２，２’－アゾビス（イソ酪酸）ジメチル（和光純薬工
業株式会社製）８０ｍｇ、２－ブタノン３０ｇ、２－プロパノール（和光純薬工業株式会
社製）５ｇの混合溶液を３時間かけて滴下した。さらに３時間撹拌後、２，２’－アゾビ
ス（イソ酪酸）ジメチル４６ｍｇを加え還流下で３時間加熱撹拌した。
　得られたポリマー溶液にアセトン１００ｇを加え、３Ｌのｎ－ヘキサン中に再沈殿した
。生じた沈殿物をろ別後、真空下で乾燥し、２８ｇの白色固体を得た。得られたポリマー
１０．０ｇに２－ピロリドン２０．０ｇ、炭酸水素ナトリウム１．４６ｇと水１８ｇを加
え、８０℃で３０分間撹拌しポリマーを溶解した。水分を添加し、下記構造の水溶性ポリ
マーＢ－１の２０％溶液を得た。
　既述のＧＰＣ法により測定した重量平均分子量は５０，０００であった。また、記述の
方法により測定したＳＰ値及び酸価を以下に示した。比較水溶性ポリマーは以下に示すよ
うに酸価が本発明の範囲外の比較共重合体である。
【００８０】

【化３】

【００８１】
＜合成例４～合成例９：（ａ）特定共重合体（Ａ－１）～（Ａ－６）及び比較水溶性共重
合体（Ｂ－２），（Ｂ－３）の合成＞
　前記比較水溶性共重合体（Ｂ－１）の合成と同様の操作で、下記表１に記載のモノマー
を原料として用い、６－メルカプトヘキサノール、２，２’－アゾビス（イソ酪酸）ジメ
チル、及び炭酸水素ナトリウムの添加量を適宜変更し、（ａ）特定共重合体（Ａ－１）か
ら（Ａ－６）および、比較水溶性共重合体（Ｂ－２）及び（Ｂ－３）の２０％溶液を調製
した。
　前記合成例４～合成例９で得られた各共重合体に含まれる繰り返し単位、その含有比率
（質量基準）、重量平均分子量、ＳＰ値及び酸価を以下に示す。
　なお、以下の（ａ）特定共重合体のうち（Ａ－１）及び（Ａ－２）が本発明に係る共重
合体であり、（Ａ－３）～（Ａ－６）は参考例である。
【００８２】

【表１】

 
【００８３】
　前記表１に記載のモノマーの略号は以下の通りである。
ＥＨＭＡ：２－エチルヘキシルメタクリレート　（和光純薬工業株式会社製）
ＢＭＡ：ｎ－ブチルメタクリレート（和光純薬工業株式会社製）
ＨＭＡ：ヘキシルメタクリレート（東京化成工業株式会社製）
ＭＭＡ：メチルメタクリレート（和光純薬工業株式会社製）
ＭＡＡ：メタクリル酸（和光純薬工業株式会社製）
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製）
ＢｎＭＡ：ベンジルメタクリレート（和光純薬工業株式会社製）
【００８４】
【化４】

【００８５】
【化５】

【００８６】
＜インク組成物の調製＞
　得られた分散物（Ｃ分散物）（ａ）特定共重合体、（ｂ）水を含む水性媒体に含まれる
水及び（ｃ）水溶性有機溶剤及び他の原料の種類及び含有量を、と他の原材料を、下記表
２に示す組成になるように、ミキサー（シルバーソン社製Ｌ４Ｒ）を用いて５００回転／
分にて混合撹拌し、分散組成物を得た。これをそれぞれプラスチック製のディスポーザブ
ルシリンジに詰め、ポリフッ化ビニリデン（ＰＶＤＦ）製の孔径５μｍフィルタ（ミリポ
ア社製のＭｉｌｌｅｘ－ＳＶ、直径２５ｍｍ）にて濾過して、実施例１～実施例１２及び
比較例１～比較例３のインク組成物を得た。
　なお、以下のうち、実施例１～実施例８は本発明の実施例であり、実施例９～実施例１
２は参考例である。
　なお、（ｃ）水溶性有機溶剤として、２－ピロリドン（シグマアルドリッチジャパン株
式会社製）、及び２－メチル－１，３－プロパンジオール（表中には、「ＭＤＰ」と記載
：東京化成工業株式会社製）を、界面活性剤として、ＺＯＮＹＬ　ＦＳＮ（フッ素系界面
活性剤　Ａｌｄｒｉｃｈ社製）を用い、水はイオン交換水を用いた。インク組成物の粘度
は室温で４ｍＰａ・ｓ～２０ｍＰａ・ｓの範囲であった。
【００８７】
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【表２】

【００８８】
＜インク組成物の評価＞
　得られたインクをＲＫ　ＰＲＩＮＴ　ＣＯＡＴ　ＩＮＳＴＲＵＭＥＮＴＳ社製　Ｋハン
ドコーター　ＫハンドコーターのＮｏ．２バーを用いて、８ｃｍ四方の塩化ビニルシート
（エイブリィ・デニソン社製、ＡＶＥＲＹ　４００　ＧＬＯＳＳ　ＷＨＩＴＥ　ＰＥＲＭ
ＡＮＥＮＴ）に１２μｍの厚みで塗布した。さらに６０℃で３分間水分を乾燥した。
　得られた印画物を用いて、以下の評価を行った。評価結果は、上記表２に示す。
【００８９】
＜耐水性評価＞
　インク画像の堅牢性の指標のひとつとして耐水性について評価した。
　上記画像を形成した塩化ビニルシートを、水を浸した綿棒で１０回こすり、画像の剥が
れを目視で観察し、以下の基準で評価した。
Ａ：画像にはがれやこすり跡が全くない。
Ｂ：画像にこすり跡がわずかにあるが、実用上問題ない状態。
Ｃ：画像のこすり跡が著しいまたは、はがれが生じている状態。
＜にじみ性評価＞
　インクジェット記録装置として、市販のインクジェットプリンタ（富士フイルムダイマ
ティックス社製、ＤＭＰ－２８３１）を用意した。得られた各インク組成物を上記インク
ジェットプリンタに装填し、４０度で加熱したポリ塩化ビニル製基材（エイブリィ・デニ
ソン社製、ＡＶＥＲＹ　４００　ＧＬＯＳＳ　ＷＨＩＴＥ　ＰＥＲＭＡＮＥＮＴ）に２ド
ット幅の細線を５ｃｍの長さで記録した。吐出停止後、得られた細線のにじみを目視評価
した。
Ａ：にじみがほとんどなく、細線が直線な状態。
Ｂ：にじみがわずかにあるが、細線はほぼ直線であり実用上問題ない状態。
Ｃ：にじみが著しく、細線の一部が太くなり、実用上問題ある状態。
【００９０】
＜基材密着性の評価＞
　ポリ塩化ビニル性基材との密着性評価方法としてクロスハッチテスト（ＪＩＳ　Ｋ５６
００－５－６、２００４年）を行った。上記にじみ性評価に適用したインクジェット記録
方法に従い、画像部の平均膜厚が１２μｍのベタ画像を描画した。その後、各々の印刷物
に対して、クロスハッチテストを実施した。なお、評価は、ＪＩＳ　Ｋ５６００－５－６
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（２００４年）に従い、０～５の６段階に評価し分類した。ここで、評価分類０がカット
の縁が完全に滑らかで、どの格子の目にも剥がれがないことを意味し以下の分類で評価し
た。
　格子状に切り込みを入れる際、インク－基材間評価の時は、画像部に対し基材に達する
深さまで切り込みをいれて評価を行った。下記評価基準のＡ、Ｂであれば実用上問題がな
い。
　Ａ：ＪＩＳ　Ｋ５６００－５－６　分類　０または１
　Ｂ：ＪＩＳ　Ｋ５６００－５－６　分類　２または３
　Ｃ：ＪＩＳ　Ｋ５６００－５－６　分類　４または５
【００９１】
＜光沢性評価＞
　画像の光沢は、下記条件で光沢度を測定することで行った。
　前記密着性試験で使用したベタ画像について、ＪＩＳ　Ｚ８７４１に基づき、Ｓｈｅｅ
ｎ　Ｉｎｓｔｒｕｍｅｎｔｓ社製光沢度計を用い、測定角６０°で測定を行った。下記基
準に従い評価点をつけた。
　　Ａ：光沢度５０以上
　　Ｂ：光沢度２０以上５０未満
　　Ｃ：光沢度２０未満
　評価Ｂ以上が実用上許容できる。
【００９２】
＜耐光性評価＞
　上記各評価に加え、インク画像の堅牢性の指標のひとつとして、以下の条件で耐光性の
評価を行った。
　実施例１～実施例１２のインク組成物により画像を形成した塩化ビニルシートを、ウエ
ザーメーター（アトラスＣ．１６５：アトラス社製）を用いて、キセノン光（１００００
０ｌｘ）を７日間照射し、キセノン照射前後の画像濃度を反射濃度計（Ｘ－Ｒｉｔｅ３１
０ＴＲ：Ｘｒｉｔｅ　Ｃｏｍｐａｎｙ社製）を用いて測定し、色素残存率として評価した
。その結果、実施例１～実施例１２のインク組成物で形成した画像の色素残存率はいずれ
も８０％以上であり良好であることが確認された。
【００９３】
　表３の結果より明らかなように、本発明に係る実施例１～実施例８のインク組成物は、
インクジェット方式により打点干渉によるにじみのない高精細な画像が形成され、６０℃
という低温で乾燥した場合においても光沢と記録媒体への密着性に優れた画像が形成され
た。また、インク画像の耐光性にも優れることが確認された。一方、（ａ）特定共重合体
（Ａ－１）と同じ繰り返し単位を有していても、酸価が本発明の範囲よりも高い比較共重
合体（Ｂ－１）を用いた比較例１のインク組成物は、画像の耐水性、基板との密着性及び
にじみ抑制効果に劣り、酸価が本発明の範囲よりも低い比較共重合体（Ｂ－２）を用いた
比較例２のインクでは、画像の耐水性は発現するものの、光沢性、基板との密着性及びに
じみ抑制効果に劣り、酸価及びＳＰ値のいずれもが本発明の範囲外である比較共重合体（
Ｂ－３）を用いた比較例３のインク組成物は、評価項目の全てにおいて劣るものであった
。
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