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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　インクジェット方式の記録ヘッドを用いて、記録媒体に対して、樹脂を含有する第１の
液体組成物を付与することで第１の液体組成物凝集層を形成する工程と、
　インクジェット方式の記録ヘッドを用いて、前記記録媒体に対して、樹脂を含有する第
２の液体組成物を付与することで第２の液体組成物凝集層を形成する工程と、
　前記第１の液体組成物凝集層及び前記第２の液体組成物凝集層が形成された記録媒体を
第１の定着手段を用いて加熱及び加圧する第１の定着工程と、
　第２の定着工程と、
を有するインクジェット記録方法であって、
　前記第２の定着工程は、前記第１の定着工程を経た記録媒体を、
　　第２の定着手段を用いて加熱及び加圧し、
　　加熱及び加圧した後に、冷却し、
　　冷却した後に、前記第２の定着手段から剥離する工程を含み、
　前記第１の液体組成物凝集層の最低造膜温度 ＭＦＴ１、前記第２の液体組成物凝集層
の最低造膜温度 ＭＦＴ２、前記第１の定着工程における加熱及び加圧時の前記第１及び
第２の液体組成物凝集層の温度Ｔ１、前記第２の定着工程における加熱及び加圧時の前記
第１及び第２の液体組成物凝集層の温度Ｔ２、並びに、前記第２の定着工程における剥離
時の前記第１及び第２の液体組成物凝集層の温度Ｔ３が、
　　（１－１）ＭＦＴ１＞ＭＦＴ２、及び、
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　　（１－２）Ｔ１＞ＭＦＴ１≧Ｔ２＞ＭＦＴ２≧Ｔ３

を満足することを特徴とするインクジェット記録方法。
【請求項２】
　前記第２の定着工程が、第２の定着手段を用いて加熱及び加圧した後、第２の定着手段
と記録媒体との接触状態を維持したまま第２の液体組成物凝集層の最低造膜温度（ＭＦＴ

２）以下の温度まで冷却し、その後に、第２の定着手段から記録媒体を剥離する工程を含
む請求項１に記載のインクジェット記録方法。
【請求項３】
　前記第１の液体組成物及び第２の液体組成物の少なくとも一方が色材を含有する請求項
１または２に記載のインクジェット記録方法。
【請求項４】
　前記第１の液体組成物が色材を含有する請求項１～３のいずれか１項に記載のインクジ
ェット記録方法。
【請求項５】
　前記第２の液体組成物が色材を含有しない請求項１～４のいずれか１項に記載のインク
ジェット記録方法。
【請求項６】
　インクジェット方式の記録ヘッドを用いて、中間転写体に対して、樹脂を含有する第１
の液体組成物を付与することで第１の液体組成物凝集層を形成する工程と、
　インクジェット方式の記録ヘッドを用いて、前記中間転写体に対して、樹脂を含有する
第２の液体組成物を付与することで第２の液体組成物凝集層を形成する工程と、
　前記中間転写体上の第１の液体組成物凝集層及び第２の液体組成物凝集層を記録媒体上
に転写する転写工程と、
　第１の液体組成物凝集層及び第２の液体組成物凝集層が形成された記録媒体を第１の定
着手段を用いて加熱及び加圧する第１の定着工程と、
　第２の定着工程と、
を有するインクジェット記録方法であって、
　前記第２の定着工程は、前記第１の定着工程を経た記録媒体を、
　　第２の定着手段を用いて加熱及び加圧し、
　　加熱及び加圧した後に、冷却し、
　　冷却した後に、前記第２の定着手段から剥離する工程を含み、
　前記第１の液体組成物凝集層の最低造膜温度ＭＦＴ１、前記第２の液体組成物凝集層の
最低造膜温度ＭＦＴ２、前記第１の定着工程における加熱及び加圧時の前記第１及び第２
の液体組成物凝集層の温度Ｔ１、前記第２の定着工程における加熱及び加圧時の前記第１
及び第２の液体組成物凝集層の温度Ｔ２、並びに、前記第２の定着工程における剥離時の
前記第１及び第２の液体組成物凝集層の温度Ｔ３が、
　　（２－１）ＭＦＴ１＞ＭＦＴ２、及び、
　　（２－２）Ｔ１＞ＭＦＴ１≧Ｔ２＞ＭＦＴ２≧Ｔ３

を満足することを特徴とするインクジェット記録方法。
【請求項７】
　前記第１の定着工程は、前記転写工程と同時に行われる請求項６に記載のインクジェッ
ト記録方法。
【請求項８】
　前記第１の定着工程は、前記転写工程の後に行われる請求項６に記載のインクジェット
記録方法。
【請求項９】
　前記第２の定着工程が、第２の定着手段を用いて加熱及び加圧した後、第２の定着手段
と記録媒体との接触状態を維持したまま第２の液体組成物凝集層の最低造膜温度（ＭＦＴ

２）以下の温度まで冷却し、その後に、第２の定着手段から記録媒体を剥離する工程を含
む請求項６～８のいずれか１項に記載のインクジェット記録方法。
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【請求項１０】
　前記中間転写体が第１の中間転写体とこれと当接する第２の中間転写体とからなり、前
記転写工程が、前記第１の中間転写体上の第１の液体組成物凝集層及び第２の液体組成物
凝集層を、前記第２の中間転写体に転写し、該第２の中間転写体上に転写された第１の液
体組成物凝集層及び第２の液体組成物凝集層を、前記記録媒体上に転写する工程であって
、前記第１の中間転写体の温度よりも前記第２の中間転写体の温度が高い請求項６～９の
いずれか１項に記載のインクジェット記録方法。
【請求項１１】
　前記第１及び第２の液体組成物凝集層の少なくとも一方は色材を含まない液体組成物を
用いて形成されており、該色材を含まない液体組成物凝集層が前記記録媒体上に転写され
た後の画像において表面になるように、前記第１及び第２の液体組成物凝集層を前記中間
転写体上に付与する請求項６～１０のいずれか１項に記載のインクジェット記録方法。
【請求項１２】
　前記第１の液体組成物凝集層に色材が含まれる請求項１１に記載のインクジェット記録
方法。
【請求項１３】
　前記第１の液体組成物凝集層は、色材を含む液体組成物と色材を含まない液体組成物を
用いて形成される請求項１１又は１２に記載のインクジェット記録方法。
【請求項１４】
　前記第１の液体組成物凝集層を形成する工程の前に、前記第１の液体組成物または前記
第２の液体組成物中の成分を凝集させることが可能な反応液を前記中間転写体に付与する
工程を有する請求項６～１３のいずれか１項に記載のインクジェット記録方法。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、インクジェット記録方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　インクジェット記録方式において、樹脂粒子を含んだ液体組成物を記録媒体に付与し、
記録媒体を定着手段で定着することにより、記録媒体上の液体組成物に含まれる樹脂微粒
子を造膜させて記録画像を作製する方式が提案されている。この方式を用いると、記録画
像を皮膜化することにより、記録画像の擦過性を向上させることが可能になるとともに、
光沢の高い記録画像を得ることができる。
【０００３】
　特許文献１には、複数の定着手段を選択することにより、所望の光沢を付与する表面性
状選択手段を含むことを特徴とする画像記録装置が提案されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００５－１７８２９１号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　特許文献１のように、所望の光沢を付与するために、複数の定着手段を選択する手法で
は、加熱加圧により記録画像の擦過性を向上させることは可能である。しかし、記録画像
の光沢性は、全面高光沢、全面低光沢、もしくは、紙搬送方向に２分割された高光沢と低
光沢の画像パターンしか作製できず、記録画像内に高光沢と低光沢の多様な画像パターン
を作製することが困難であるという課題がある。
【０００６】
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　本発明の目的は、記録画像内に高光沢と低光沢の多様な画像パターンを作製することが
可能なインクジェット記録方法を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明者は、先述した背景技術を深く鑑み、鋭意検討の結果、以下に示す構成がインク
ジェット記録方法として課題に対し優れた性能を有することを見出し、本発明を成すに至
った。
【０００８】
　本発明の一態様によれば、インクジェット方式の記録ヘッドを用いて、記録媒体に対し
て、樹脂を含有する第１の液体組成物を付与することで第１の液体組成物凝集層を形成す
る工程と、
　インクジェット方式の記録ヘッドを用いて、前記記録媒体に対して、樹脂を含有する第
２の液体組成物を付与することで第２の液体組成物凝集層を形成する工程と、
　前記第１の液体組成物凝集層及び前記第２の液体組成物凝集層が形成された記録媒体を
第１の定着手段を用いて加熱及び加圧する第１の定着工程と、
　第２の定着工程と、
を有するインクジェット記録方法であって、
　前記第２の定着工程は、前記第１の定着工程を経た記録媒体を、
　　第２の定着手段を用いて加熱及び加圧し、
　　加熱及び加圧した後に、冷却し、
　　冷却した後に、前記第２の定着手段から剥離する工程を含み、
　前記第１の液体組成物凝集層の最低造膜温度ＭＦＴ１、前記第２の液体組成物凝集層の
最低造膜温度ＭＦＴ２、前記第１の定着工程における加熱及び加圧時の前記第１及び第２
の液体組成物凝集層の温度Ｔ１、前記第２の定着工程における加熱及び加圧時の前記第１
及び第２の液体組成物凝集層の温度Ｔ２、並びに、前記第２の定着工程における剥離時の
前記第１及び第２の液体組成物凝集層の温度Ｔ３が、
　　（１－１）ＭＦＴ１＞ＭＦＴ２、及び、
　　（１－２）Ｔ１＞ＭＦＴ１≧Ｔ２＞ＭＦＴ２≧Ｔ３

を満足することを特徴とするインクジェット記録方法が提供される。
【０００９】
　また、本発明の他の態様によれば、インクジェット方式の記録ヘッドを用いて、中間転
写体に対して、樹脂を含有する第１の液体組成物を付与することで第１の液体組成物凝集
層を形成する工程と、
　インクジェット方式の記録ヘッドを用いて、前記中間転写体に対して、樹脂を含有する
第２の液体組成物を付与することで第２の液体組成物凝集層を形成する工程と、
　前記中間転写体上の第１の液体組成物凝集層及び第２の液体組成物凝集層を記録媒体上
に転写する転写工程と、
　第１の液体組成物凝集層及び第２の液体組成物凝集層が形成された記録媒体を第１の定
着手段を用いて加熱及び加圧する第１の定着工程と、
　第２の定着工程と、
を有するインクジェット記録方法であって、
　前記第２の定着工程は、前記第１の定着工程を経た記録媒体を、
　　第２の定着手段を用いて加熱及び加圧し、
　　加熱及び加圧した後に、冷却し、
　　冷却した後に、前記第２の定着手段から剥離する工程を含み、
　前記第１の液体組成物凝集層の最低造膜温度ＭＦＴ１、前記第２の液体組成物凝集層の
最低造膜温度ＭＦＴ２、前記第１の定着工程における加熱及び加圧時の前記第１及び第２
の液体組成物凝集層の温度Ｔ１、前記第２の定着工程における加熱及び加圧時の前記第１
及び第２の液体組成物凝集層の温度Ｔ２、並びに、前記第２の定着工程における剥離時の
前記第１及び第２の液体組成物凝集層の温度Ｔ３が、
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　　（２－１）ＭＦＴ１＞ＭＦＴ２、及び、
　　（２－２）Ｔ１＞ＭＦＴ１≧Ｔ２＞ＭＦＴ２≧Ｔ３

を満足することを特徴とするインクジェット記録方法が提供される。
【発明の効果】
【００１０】
　本発明によれば、記録画像内に高光沢と低光沢の多様な画像パターンを作製することが
可能なインクジェット記録方法を提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１】本発明の一実施形態における直接描画型インクジェット記録装置の模式図である
。
【図２】本発明の一実施形態における液体組成物凝集層の表面部分の拡大断面模式図であ
る。
【図３】本発明の一実施形態におけるロールニップ方式による加圧加熱手段の模式図であ
る。
【図４】本発明の一実施形態におけるエンドレスプレス方式による加圧加熱手段の模式図
である。
【図５】実施例１－１の液体組成物凝集層の層構成の模式図である。
【図６】実施例１－２の液体組成物凝集層の層構成の模式図である。
【図７】本発明の一実施形態における転写型インクジェット記録装置の模式図である。
【図８】実施例２－１の液体組成物凝集層の層構成の模式図である。
【図９】実施例２－２の液体組成物凝集層の層構成の模式図である。
【図１０】本発明の一実施形態における転写型インクジェット記録装置の模式図である。
【図１１】本発明の一実施形態における転写型インクジェット記録装置の模式図である。
【図１２】実施例２－４の液体組成物凝集層の層構成の模式図である。
【発明を実施するための形態】
【００１２】
　以下に、本発明の実施形態に係る印刷方法の概略を説明する。なお、本明細書において
「記録媒体」とは、一般的な印刷で用いられる紙のみならず、広く、布、プラスチック、
フィルムその他の印刷媒体、記録メディアも含めて言う。
【００１３】
＜インクジェット記録方法＞
　本発明のインクジェット記録方法としては、記録媒体に、直接、液体組成物を付与し、
画像を記録する「直接描画型インクジェット記録方法」と、第１の記録媒体としての中間
転写体に液体組成物を付与して中間画像を形成した後、紙などの第２の記録媒体に中間画
像を転写することで画像を記録する「転写型インクジェット記録方法」とが挙げられる。
以下、それぞれのインクジェット記録方法に関し、説明を行う。
【００１４】
［１］直接描画型インクジェット記録方法
　本発明の一形態は、記録媒体上に第１の液体組成物凝集層を形成する工程と、第２の液
体組成物凝集層を形成する工程とを有する。また、これら液体組成物凝集層の形成工程に
続いて、これら液体組成物凝集層を加熱及び加圧することにより、記録媒体上に定着する
第１の定着工程と第２の定着工程とを有する。
【００１５】
　第１の液体組成物凝集層を形成する工程は、樹脂を含有する第１の液体組成物をインク
ジェット方式の記録ヘッドを用いて、記録媒体に対して付与することで、第１の液体組成
物凝集層を形成するものである。第１の液体組成物凝集層を形成する工程には、第１の液
体組成物中の色材等の成分を凝集させる反応液を記録媒体上に付与する工程と、第１の液
体組成物を記録媒体上に付与する工程が含まれていてもよい。
【００１６】
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　第２の液体組成物凝集層を形成する工程は、樹脂を含有する第２の液体組成物を、イン
クジェット方式の記録ヘッドを用いて、記録媒体に対して付与することで、第２の液体組
成物凝集層を形成するものである。この工程には、送風などによって水分を除去する工程
を含めることもできる。第２の液体組成物は、前記第１の液体組成物凝集層が形成された
領域と少なくとも一部が重複する領域に対して付与されることが好ましいが、全く重複領
域を設けないこともできる。
【００１７】
　第１の液体組成物凝集層を形成する工程と、第２の液体組成物凝集層を形成する工程の
実施順序は特に限定されない。
【００１８】
　第１の定着工程においては、記録媒体が第１の定着手段の位置に達すると、第１の定着
手段によって、第１の液体組成物凝集層及び第２の液体組成物凝集層が加圧及び加熱され
る。このとき、上記式（１－２）に示すように、第１及び第２の液体組成物凝集層が、第
１及び第２の液体組成物凝集層の最低造膜温度より高い温度（Ｔ１）に加熱されることに
よって記録媒体に定着され、耐擦過性を有する記録画像が形成される。
【００１９】
　第１の定着工程を経た後、記録媒体上の第１及び第２の液体組成物凝集層は、第１の定
着手段での加熱及び加圧から開放され、第２の定着工程における第２の定着手段へ送られ
る。この間、第１及び第２の液体組成物凝集層の温度は、ＭＦＴ１以下の温度まで冷却さ
れることが好ましい。また、ＭＦＴ２以下の温度まで冷却されても良い。この冷却には、
別途冷却のための手段を設けても良いが、第１の定着工程から第２の定着工程における第
２の定着手段に接触するまでに自然冷却するように距離を設けることが簡便である。
【００２０】
　第２の定着工程は、第１の定着工程に引き続き、第２の定着手段を用いて、前記第１の
定着工程を経た記録媒体を再度加圧及び加熱する。前記第１の液体組成物凝集層の最低造
膜温度（ＭＦＴ１）と、前記第２の液体組成物凝集層の最低造膜温度（ＭＦＴ２）は、上
記式（１－１）に示すように、ＭＦＴ１＞ＭＦＴ２という関係を有する。そして、この第
２の定着工程では、上記式（１－２）に示すように、第１及び第２の液体組成物凝集層が
ＭＦＴ１以下、かつＭＦＴ２より高い温度（Ｔ２）に加熱されることによって、記録媒体
に定着されるため、第２の液体組成物凝集層が記録画像の表面に存在している部分の光沢
性を高くすることができる。この後、第２の定着手段と記録媒体との接触状態を維持した
まま、上記式（１－２）に示すように、第１及び第２の液体組成物凝集層の温度（Ｔ３）
を、ＭＦＴ２以下の温度まで冷却する。その後に、記録媒体を第２の定着手段から剥離す
る（離脱させる）ことで、第２の定着工程によって得られた第２の液体組成物凝集層部分
の高い光沢性を維持することができる。また、第１の液体組成物凝集層が記録画像の表面
に存在している部分では低い光沢性が維持され、記録画像内に高光沢と低光沢の多様な画
像パターンを作製することができる。
【００２１】
　即ち、本発明のインクジェット記録方法では、前記第１及び第２の液体組成物凝集層は
、以下の式（１－１）を満たし、且つ、前記第１及び第２の定着工程における第１及び第
２の液体組成物凝集層の温度が、以下の式（１－２）を満足する。
【００２２】
　　ＭＦＴ１＞ＭＦＴ２・・・（１－１）
　　Ｔ１＞ＭＦＴ１≧Ｔ２＞ＭＦＴ２≧Ｔ３・・・（１－２）
　Ｔ１：第１の定着工程における加熱及び加圧時の記録媒体上の第１及び第２の液体組成
物凝集層の温度
　Ｔ２：第２の定着工程における加熱及び加圧時の記録媒体上の第１及び第２の液体組成
物凝集層の温度
　Ｔ３：第２の定着工程における剥離時の記録媒体上の第１及び第２の液体組成物凝集層
の温度
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　ＭＦＴ１：第１の液体組成物凝集層の最低造膜温度
　ＭＦＴ２：第２の液体組成物凝集層の最低造膜温度
【００２３】
＜発明の基本構成＞
　次に、本発明の直接描画型インクジェット記録方法の実施形態における基本構成につい
て詳細に説明する。
【００２４】
＜反応液＞
　本発明における反応液は、液体組成物の高粘度化成分を含有する。液体組成物の高粘度
化とは、原則として、液体組成物を構成している組成物の一部である色材や樹脂等が、液
体組成物の高粘度化成分と接触することによって化学的に反応し、あるいは物理的に吸着
し、これによって液体組成物全体の粘度上昇が認められる場合をいう。しかし、この場合
のみならず、色材など液体組成物の一部が凝集することにより、局所的に粘度上昇を生じ
る場合も含まれる。この成分は、記録媒体上での液体組成物及び／又は液体組成物の一部
の流動性を低下せしめて、画像形成時のブリーディング、ビーディングを抑制する効果が
ある。本発明の態様においては、液体組成物の高粘度化成分として、多価の金属イオン、
有機酸、カチオンポリマー、多孔質性微粒子など、旧来公知の物を特に制限無く用いるこ
とができる。中でも特に多価の金属イオン及び有機酸が好適である。また、複数の種類の
液体組成物の高粘度化成分を含有させることも好適である。なお、反応液中の液体組成物
の高粘度化成分の含有量は、反応液全質量に対して５質量％以上であることが好ましい。
【００２５】
　具体的に液体組成物の高粘度化成分として使用できる金属イオンとしては、例えば、Ｃ
ａ２＋、Ｃｕ２＋、Ｎｉ２＋、Ｍｇ２＋、Ｓｒ２＋、Ｂａ２＋及びＺｎ２＋等の二価の金
属イオンや、Ｆｅ３＋、Ｃｒ３＋、Ｙ３＋及びＡｌ３＋等の三価の金属イオンが挙げられ
る。また、具体的に液体組成物の高粘度化成分として使用できる有機酸としては、例えば
、シュウ酸、ギ酸、酢酸、プロピオン酸、グリコール酸、マロン酸、リンゴ酸、マレイン
酸、アスコルビン酸、レブリン酸、コハク酸、グルタル酸、グルタミン酸、フマル酸、ク
エン酸、酒石酸、乳酸、ピロリドンカルボン酸、ピロンカルボン酸、ピロールカルボン酸
、フランカルボン酸、ビリジンカルボン酸、クマリン酸、チオフェンカルボン酸、ニコチ
ン酸、オキシコハク酸、ジオキシコハク酸等が挙げられる。
【００２６】
　本発明に係る反応液は、適量の水や有機溶剤を含有していてもよい。この場合に用いる
水は、イオン交換等により脱イオンした水であることが好ましい。また、本発明に係る反
応液に用いることのできる有機溶剤としては特に限定されず、公知の有機溶剤をいずれも
用いることができる。
【００２７】
　また本発明に係る反応液には、各種樹脂を添加することもできる。適当な樹脂を添加し
ておくことで、最終画像の機械強度を高めたりすることが可能であり好適である。用いら
れる材料としては、液体組成物の高粘度化成分と共存できるものであれば特に制限は無い
。また、反応液は、界面活性剤や粘度調整剤を加えてその表面張力や粘度を適宜調整して
用いることができる。用いられる材料としては、液体組成物の高粘度化成分と共存できる
ものであれば特に制限は無い。具体的に用いられる界面活性剤としては、「アセチレノー
ルＥ１００」（商品名、川研ファインケミカル社製）等が挙げられる。
【００２８】
＜反応液付与＞
　記録媒体表面へ反応液を付与する方法は、従来知られている各種手法を適宜用いること
ができる。例としては、ダイコーティング、ブレードコーティング、グラビアローラーを
用いる手法、オフセットローラーを用いる手法、スプレーコーティング等が挙げられる。
また、インクジェット方式の記録ヘッドを用いて付与する方法も好適である。さらに、い
くつかの方法を複数組み合わせることも極めて好適である。
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【００２９】
＜画像形成＞
　続いて、上記反応液が付与された記録媒体表面に、インクジェット方式の記録ヘッドを
用いて第１及び第２の液体組成物を付与することによって画像が形成される。
【００３０】
　本発明に適用されるインクジェット方式の記録ヘッドとしては、例えば、電気－熱変換
体により液体組成物に膜沸騰を生じさせ気泡を形成することで液体組成物を吐出する形態
、電気－機械変換体によって液体組成物を吐出する形態、静電気を利用して液体組成物を
吐出する形態等がある。インクジェット液体吐出技術で提案される各種インクジェット記
録ヘッドをいずれも用いることができる。中でも、特に高速で高密度の印刷の観点からは
電気－熱変換体を利用したものが好適に用いられる。
【００３１】
　また、インクジェット方式の記録ヘッド全体の形態としては特に制限はないが、以下の
形態のインクジェット方式の記録ヘッドを用いることができる。記録媒体の進行方向と直
角にヘッドを走査しながら記録を行ういわゆるシャトル形態、及び記録媒体の進行方向に
対し略直角にインク吐出口をライン状に配列してなるいわゆるラインヘッド形態である。
加えて、記録方式においても制限はなく、シャトル形態のインクジェット記録ヘッドの場
合、同一の記録位置に対して複数回走査が行われることによって記録されるマルチパス記
録方式であっても、同一の記録位置に対して一回のみ走査が行われることによって記録さ
れるワンパス記録方式であっても良い。更には、画像を複数のマスクパターンに分割し、
記録する方法を用いることもできる。
【００３２】
＜液体組成物＞
　本発明で用いる液体組成物は、少なくとも樹脂を含む。本発明で述べる液体組成物中の
樹脂固形分の最低造膜温度は、日本工業規格ＪＩＳ　Ｋ　６８２８－２により測定した値
を使用している。色材の影響により、造膜状態が明瞭に観察できない場合は、液体組成物
に含まれる材料の内、色材を純水に置換した処方で調合した液体組成物を用いて測定した
値を使用しても良い。また、記録媒体上に形成されている液体組成物凝集層を加熱したと
きに、液体組成物凝集層が変形する温度を、最低造膜温度として近似的に求めることもで
きる。
【００３３】
　液体組成物に含まれる材料の種類や組成が変わることで、液体組成物凝集層の光沢度は
変化する。より具体的には、材料の屈折率や、液体組成物中の樹脂固形分の最低造膜温度
が異なることによる定着時の変形具合の違いによって光沢度は変化するので、目的の光沢
度に合わせて材料を選択することが好ましい。図２は、樹脂粒子３１を含む液体組成物表
面部分の拡大断面模式図である。図２中の円は樹脂粒子３１を表している。図２（ａ）は
、液体組成物付与後の表面部分の形状を表している。樹脂粒子３１を含む液体組成物を用
いた場合、液体組成物表面は樹脂粒子３１が露出して凹凸形状となっている。図２（ｂ）
は、固形分の最低造膜温度が高い液体組成物を使用したときの、定着後の液体組成物表面
の形状を示している。樹脂粒子３１が変形し難く、凹凸形状が残っている。一方、図２（
ｃ）は、固形分の最低造膜温度が低い液体組成物を使用したときの、定着後の液体組成物
表面の形状を示している。樹脂粒子３１が変形しやすく、表面が平滑な部分が大きくなっ
ている。このように、液体組成物中の固形分の最低造膜温度によって、定着後の液体組成
物表面の平滑性が変化する。これにより、印刷物の光沢度を変化させることができる。
【００３４】
　本発明では、第１の液体組成物凝集層の最低造膜温度（ＭＦＴ１）は、第１の定着手段
における加熱加圧時の記録媒体上の第１及び第２の液体組成物凝集層の温度（Ｔ１）より
低く、且つ、第２の定着手段における加熱加圧時の記録媒体上の第１及び第２の液体組成
物凝集層の温度（Ｔ２）以上である。また、第２の液体組成物凝集層の最低造膜温度（Ｍ
ＦＴ２）は、温度（Ｔ２）より低く、且つ、第２の定着手段からの記録媒体の剥離時の液
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体組成物凝集層の温度（Ｔ３）以上である。
【００３５】
　ここで、Ｔ１はＭＦＴ１より５℃以上高いことが好ましく、１０℃以上高いことがより
好ましい。また、Ｔ２はＭＦＴ２より５℃以上高いことが好ましく、１０℃以上高いこと
がより好ましい。また、Ｔ２はＭＦＴ１より１０℃以上低いことが好ましく、２０℃以上
低いことがより好ましい。さらに、Ｔ３はＭＦＴ２より１０℃以上低いことが好ましく、
２０℃以上低いことがより好ましい。また、ＭＦＴ２は、画像に指等で触れても光沢度が
変化しない程度の温度以上であることが望ましく、好ましくは５０℃以上、より好ましく
は７０℃以上である。Ｔ１は、形成する画像に影響しない限りは特に制限はないが、加熱
に係るエネルギー等が増加するため、通常は２００℃以下であることが好ましく、後述す
る加熱ローラの温度が２００℃以下であることがより好ましい。
【００３６】
＜第１及び第２の液体組成物に含有される成分＞
　次に、本発明における第１及び第２の液体組成物に用いることのできる各成分について
説明する。
【００３７】
　［色材］
　本発明における液体組成物には、公知の染料やカーボンブラック、有機顔料等を溶解及
び／又は分散させた色材を用いることができる。中でも各種顔料は印刷物の耐久性や品位
に特徴があり好適である。
【００３８】
　［顔料］
　本発明に用いることのできる顔料としては特に限定されず、公知の無機顔料・有機顔料
を用いることができる。具体的には、Ｃ．Ｉ．（カラーインデックス）ナンバーで表され
る顔料を用いることができる。また、黒色顔料としては、カーボンブラックを用いること
も好ましい。液体組成物中の顔料の含有量は、液体組成物全質量に対し１５．０質量％以
下であることが好ましく、１０．０質量％以下であることがより好ましい。
【００３９】
　［顔料分散剤］
　顔料を分散させる分散剤としては、従来公知のインクジェットに用いられるものであれ
ばいずれも使用することができる。中でも本発明の態様においては、構造中に親水性部と
疎水性部とを併せ持つ水溶性の分散剤を用いることが好ましい。特に、少なくとも親水性
のモノマーと疎水性のモノマーとを含んで共重合させた樹脂からなる顔料分散剤が好まし
く用いられる。ここで用いられる各モノマーについては特に制限はなく、旧来公知の物が
好適に用いられる。具体的には、疎水性モノマーとしては、スチレン、スチレン誘導体、
アルキル（メタ）アクリレート、ベンジル（メタ）アクリレート等が挙げられる。また親
水性モノマーとしては、アクリル酸、メタクリル酸、マレイン酸等が挙げられる。なお、
「（メタ）アクリレート」は、アクリレートまたはメタクリレートを意味する（以下同様
）。また、分散剤を用いず、顔料自体を表面改質して分散可能としたいわゆる自己分散性
顔料を用いることも本発明において好適である。
【００４０】
　［樹脂粒子］
　本発明における液体組成物は、色材を有しない各種粒子を含有させて用いることができ
る。中でも樹脂粒子は、画像品位や定着性の向上に効果がある場合があり好適である。本
発明に用いることのできる樹脂粒子の材質としては、特に限定されず、公知の樹脂を適宜
用いることができる。具体的には、ポリオレフィン、ポリスチレン、ポリウレタン、ポリ
エステル、ポリエーテル、ポリ尿素、ポリアミド、ポリビニルアルコール、ポリ（メタ）
アクリル酸及びその塩、ポリ（メタ）アクリル酸アルキル、ポリジエン等の単独重合物も
しくはこれらを複数組み合わせた共重合物が挙げられる。
【００４１】
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　さらに本発明の態様においては、前記樹脂粒子が液中に分散した樹脂粒子分散体として
用いることが好ましい。分散の手法については特に限定はないが、解離性基を有するモノ
マーを単独重合もしくは複数種共重合させた樹脂を用いて分散させた、いわゆる自己分散
型樹脂粒子分散体は好適である。ここで、解離性基としては、カルボキシル基、スルホン
酸基、リン酸基等が挙げられ、この解離性基を有するモノマーとしては、アクリル酸やメ
タクリル酸等が挙げられる。また、乳化剤により樹脂粒子を分散させた、いわゆる乳化分
散型樹脂粒子分散体も、同様に本発明に好適に用いることができる。ここで言う乳化剤と
しては、低分子量、高分子量に関わらず公知の界面活性剤が好適に用いられる。該界面活
性剤はノニオン性か、もしくは樹脂粒子と同じ電荷を持つ物が好適である。
【００４２】
　樹脂粒子の体積平均粒子径は、好ましくは１０～１０００ｎｍであるが、得ようとする
光沢に応じて変化させることもできる。
　また本発明の態様に用いる樹脂粒子分散体を作製する際に、安定化のために各種添加剤
を加えておくことも好ましい。該添加剤は例えば、ｎ－ヘキサデカン、メタクリル酸ドデ
シル、メタクリル酸ステアリル、クロロベンゼン、ドデシルメルカプタン、メチルメタク
リレート等が好適である。
　なお、液体組成物に用いる樹脂は、水溶性の樹脂であってもよい。
【００４３】
　［界面活性剤］
　本発明に用いることのできる液体組成物は、界面活性剤を含んでもよい。界面活性剤と
しては、市販のものが好適に使用でき、具体的には、「アセチレノールＥＨ」（商品名、
川研ファインケミカル社製）等が挙げられる。
【００４４】
　［水及び水溶性有機溶剤］
　本発明に用いる液体組成物は、溶剤として水及び／又は水溶性有機溶剤を含むことがで
きる。水は、イオン交換等により脱イオンした水であることが好ましい。また、用いる水
溶性有機溶剤の種類は特に限定されず、公知の有機溶剤をいずれも用いることができる。
具体的には、グリセリン、ジエチレングリコール、ポリエチレングリコール、２－ピロリ
ドン等が挙げられる。
【００４５】
　［その他添加剤］
　本発明に用いることのできる液体組成物は、上記成分以外にも必要に応じて、ｐＨ調整
剤、防錆剤、防腐剤、防黴剤、酸化防止剤、還元防止剤、水溶性樹脂及びその中和剤、粘
度調整剤など種々の添加剤を含有してもよい。
【００４６】
＜水分除去＞
　本発明の態様においては、インクジェット方式の記録ヘッドにより形成された記録画像
から液体分を減少させる工程を設けることも好ましい。該記録画像の液体分が過剰である
と、記録媒体の繊維に沿ってインクが浸透して画像が乱れるフェザーリング等の画像劣化
現象の原因となりうる。水分除去の手法としては、旧来用いられている各種手法がいずれ
も好適に用いられる。加熱による方法、低湿空気を送風する方法、減圧する方法、またこ
れらを組み合わせる手法がいずれも好適に用いられる。また、自然乾燥により行うことも
可能である。
【００４７】
＜定着＞
　画像が記録された記録媒体をローラで加熱加圧することにより、記録媒体と画像との定
着性を高めることが可能である。加熱ローラを用いて行うとより好適である。加熱ローラ
を用いる代表的な定着方式には、ローラニップ方式、エンドレスプレス方式があり、いず
れも好適に用いられる。以下、図３、図４を用いて各々の方式について詳細に説明する。
【００４８】
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　（ローラニップ方式）
　ここでは、図３を用いて、加熱加圧定着方式のひとつであるローラニップ方式について
説明する。ローラニップ方式は、図３に示すように、加熱ローラ４１及び支持ローラ４２
が接触しており、これら２つのローラの間を記録媒体１１の上に形成された液体組成物凝
集層１５が通過する方式である。加熱ローラ４１で液体組成物凝集層１５に熱が加えられ
ることにより液体組成物凝集層１５が軟化し、液体組成物凝集層１５は加圧されることに
より平滑になる。ここで、加熱ローラ４１の表面は、記録画像で得たい所望の平滑性より
も、少なくとも平滑でなければならない。また、液体組成物凝集層１５が加熱された状態
で加熱ローラ４１から剥離する（離脱する）ことから、加熱ローラ４１と液体組成物凝集
層１５の剥離性が良好であるような加熱ローラ４１の表面基材を選定することが好ましい
。加熱ローラ４１の表面基材としては、ＰＴＦＥ、ＰＦＡなどのフッ素樹脂などが好適で
ある。
【００４９】
　（エンドレスプレス方式）
　続いて、図４を用いて、加熱加圧定着方式のひとつであるエンドレスプレス方式につい
て説明する。加熱ローラ４１に巻きつけられている定着ベルト５１及び支持ローラ４２が
接触しており、これらの間を記録媒体１１の上に形成された液体組成物凝集層１５が通過
する。定着ベルト５１は、加熱ローラ４１及び剥離ローラ５２に巻きつけられており、剥
離ローラ５２の位置に達するまで、定着ベルト５１と記録媒体１１の上に形成された液体
組成物凝集層１５は接触したままとなっている。加熱ローラ４１と剥離ローラ５２の間に
は、冷却装置５３が設置されており、記録媒体１１が剥離ローラ５２の位置に達した時に
は、液体組成物凝集層１５は冷却されているため、定着ベルト５１と液体組成物凝集層１
５を低温で剥離することが可能となっている。定着ベルト５１の表面基材としては、ポリ
イミドなどが好適である。この定着方式は、第２の定着工程に用いるのが好適な方式であ
る。
【００５０】
［２］転写型インクジェット記録方法
　また、本発明の他の形態は、中間転写体に対して、第１の液体組成物凝集層を形成する
工程と、第２の液体組成物凝集層を形成する工程とを含み、これらの工程を経ることによ
って、中間転写体上に中間画像を形成する。また、中間転写体上の第１の液体組成物凝集
層及び第２の液体組成物凝集層を記録媒体上に転写する転写工程と、記録媒体上に形成さ
れた第１の液体組成物凝集層及び第２の液体組成物凝集層を加熱及び加圧することにより
記録媒体上に定着する、第１の定着工程と第２の定着工程とを有する。ここで、転写工程
と第１の定着工程とを一つの工程として同時に実施してもよい。
【００５１】
　第１の液体組成物凝集層を形成する工程は、樹脂を含有する第１の液体組成物をインク
ジェット方式の記録ヘッドを用いて、中間転写体に対して付与することで、第１の液体組
成物凝集層を形成するものである。第１の液体組成物凝集層を形成する工程には、第１の
液体組成物中の色材等の成分を凝集させる反応液を中間転写体上に付与する工程と、第１
の液体組成物を中間転写体上に付与する工程が含まれていてもよい。
【００５２】
　第２の液体組成物凝集層を形成する工程は、樹脂を含有する第２の液体組成物を、イン
クジェット方式の記録ヘッドを用いて、中間転写体に対して付与することで、第２の液体
組成物凝集層を形成するものである。この工程には、送風などによって水分を除去する工
程を含めることもできる。第２の液体組成物は、前記第１の液体組成物凝集層が形成され
た領域と少なくとも一部が重複する領域に対して付与されることが好ましいが、全く重複
領域を設けないこともできる。
【００５３】
　第１の液体組成物凝集層を形成する工程と、第２の液体組成物凝集層を形成する工程の
実施順序は特に限定されない。
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【００５４】
　転写工程は、第１及び第２の液体組成物凝集層からなる中間画像が形成された中間転写
体に、記録媒体を圧着して、第１及び第２の液体組成物凝集層を記録媒体へ転写する工程
である。
【００５５】
　ここで、第１及び第２の液体組成物凝集層は、以下の式（２－１）を満足する。
　　ＭＦＴ１＞ＭＦＴ２・・・（２－１）
　ＭＦＴ１：第１の液体組成物凝集層の最低造膜温度
　ＭＦＴ２：第２の液体組成物凝集層の最低造膜温度
【００５６】
　転写工程において、転写前に中間転写体を加熱することで、中間転写体上の液体組成物
凝集層を高温にしても良い。あるいは、中間転写体から、高温の別の中間転写体上に液体
組成物凝集層を転写することで、中間転写体上の液体組成物凝集層を高温にする２段転写
方式を採用しても良い。液体組成物凝集層を高温にして記録媒体に転写する場合には、上
記式（２－２）に示すように、第１の液体組成物凝集層の最低造膜温度（ＭＦＴ１）及び
第２の液体組成物凝集層の最低造膜温度（ＭＦＴ２）よりも高い温度（Ｔ１）に加熱する
と、転写工程と第１の定着工程とを一つの工程として同時に実施することができる。液体
組成物凝集層が、ＭＦＴ１及びＭＦＴ２より高い温度に加熱された状態で記録媒体に圧着
部材により圧着されることで転写され、加圧されることで耐擦過性を有する記録画像が形
成される。また、転写工程と第１の定着工程とを別時に行っても良い。その場合、転写工
程における加熱加圧手段とは別に、記録媒体を加熱及び加圧する手段（第１の定着手段）
により、液体組成物凝集層を上記のように高温にすることで定着しても良い。
【００５７】
　第１の定着手段を用いる第１の定着工程では、上記式（２－２）に示すように、第１及
び第２の液体組成物凝集層が、第１の定着手段によりＭＦＴ１及びＭＦＴ２よりも高い温
度（Ｔ１）に加熱されることによって、記録媒体に定着される。転写工程と第１の定着工
程が同時に行われる場合には、第１の定着手段による加熱及び加圧は省かれる。
【００５８】
　第１の定着工程を経た後、記録媒体上の第１及び第２の液体組成物凝集層は、中間転写
体又は第１の定着手段での加熱及び加圧から開放され、第２の定着工程における第２の定
着手段へ送られる。この間、第１及び第２の液体組成物凝集層の温度は、ＭＦＴ１以下の
温度まで冷却されることが好ましい。第１及び第２の液体組成物凝集層は、ＭＦＴ２以下
の温度まで冷却されても良い。この冷却には、別途冷却のための手段を設けても良いが、
第１の定着工程から第２の定着工程における第２の定着手段に接触するまでに自然冷却す
るように距離を設けることが簡便である。
【００５９】
　そして、第２の定着工程において、第１の定着工程に引き続き、第２の定着手段を用い
て、前記第１の定着工程を経た記録媒体を再度加熱及び加圧する。前記第１の液体組成物
凝集層の最低造膜温度（ＭＦＴ１）と、前記第２の液体組成物凝集層の最低造膜温度（Ｍ
ＦＴ２）は、上記式（２－１）に示すように、ＭＦＴ１＞ＭＦＴ２という関係を有する。
そして、この第２の定着工程では、上記式（２－２）に示すように、第１及び第２の液体
組成物凝集層が、ＭＦＴ１以下、かつＭＦＴ２より高い温度（Ｔ２）に加熱されることに
よって記録媒体に定着されるため、第２の液体組成物凝集層が記録画像の表面に存在して
いる部分の光沢性を高くすることができる。この後、記録媒体と第２の定着手段との接触
状態を維持したまま、上記式（２－２）に示すように、第１及び第２の液体組成物凝集層
の温度（Ｔ３）を、ＭＦＴ２以下の温度まで冷却する。その後に、記録媒体を第２の定着
手段から剥離する（離脱させる）ことで、第２の定着工程によって得られた第２の液体組
成物凝集層が存在している部分の高い光沢性を維持することができる。また、第１の液体
組成物凝集層が記録画像の表面に存在している部分では低い光沢性が維持され、記録画像
内に高光沢と低光沢の多様な画像パターンを作製することができる。
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【００６０】
　即ち、本発明のインクジェット記録方法では、前記第１及び第２の液体組成物凝集層は
、以下の式（２－１）を満たし、且つ、前記第１及び第２の定着工程における第１及び第
２の液体組成物凝集層の温度が、以下の式（２－２）を満足する。
　　ＭＦＴ１＞ＭＦＴ２・・・（２－１）
　　Ｔ１＞ＭＦＴ１≧Ｔ２＞ＭＦＴ２≧Ｔ３・・・（２－２）
　Ｔ１：第１の定着工程における加熱及び加圧時の記録媒体上の第１及び第２の液体組成
物凝集層の温度
　Ｔ２：第２の定着工程における加熱及び加圧時の記録媒体上の第１及び第２の液体組成
物凝集層の温度
　Ｔ３：第２の定着工程における剥離時の記録媒体上の第１及び第２の液体組成物凝集層
の温度
　ＭＦＴ１：第１の液体組成物凝集層の最低造膜温度
　ＭＦＴ２：第２の液体組成物凝集層の最低造膜温度
【００６１】
＜発明の基本構成＞
　次に、本発明の転写型インクジェット記録方法の実施形態における基本構成について詳
細に説明する。
【００６２】
＜中間転写体＞
　本発明における中間転写体は、反応液及び液体組成物を保持し、中間画像を形成する基
材となる。中間転写体は、中間転写体をハンドリングし必要な力を伝達するための支持部
材と、画像を形成する表層部材とからなる。これらは均一の部材からなっていても良いし
、各々独立した複数の部材からなっていてもよい。中間転写体の形状としては、シート形
状、ローラ形状、ドラム形状、ベルト形状、無端ウエブ形状等が挙げられる。なお、ドラ
ム状の支持部材やベルト状の無端ウエブ構成の支持部材を用いると、同一の中間転写体を
連続して繰り返し使用することが可能となり、生産性の面から極めて好適な構成となる。
また、中間転写体のサイズは、目的の印刷画像サイズに合わせて自由に選択することがで
きる。
【００６３】
　中間転写体の支持部材には、その搬送精度や耐久性の観点から、ある程度の構造強度が
求められる。材質としては金属、セラミック、樹脂などが好適である。中でも特に、転写
時の加圧に耐え得る剛性や寸法精度のほか、動作時のイナーシャを軽減して制御の応答性
を向上するために要求される特性から、アルミニウム、鉄、ステンレス、アセタール樹脂
、エポキシ樹脂、ポリイミド、ポリエチレン、ポリエチレンテレフタレート、ナイロン、
ポリウレタン、シリカセラミクス、アルミナセラミクス等が用いられる。また、これらを
組み合わせて用いることもできる。
【００６４】
　中間転写体の表層部材は、紙などの記録媒体に画像を圧着させて画像を転写させるため
、ある程度の弾性を有していることが望ましい。記録媒体として紙を用いる場合には、中
間転写体の表層部材の硬度は、デュロメータ・タイプＡ（ＪＩＳ　Ｋ　６２５３準拠）硬
度１０～１００°の範囲のものが好ましく、特に２０～６０°の範囲のものがより好適で
ある。該表層部材の材質としては、ポリマー、セラミック、金属などの各種材料を適宜用
いることができるが、前記特性及び加工特性より各種ゴム材料、及びエラストマー材料が
好ましく用いられる。例えばポリブタジエン系ゴム、ニトリル系ゴム、クロロプレン系ゴ
ム、シリコーン系ゴム、フッ素系ゴム、ウレタン系ゴム、スチレン系エラストマー、オレ
フィン系エラストマー、塩ビ系エラストマー、エステル系エラストマー、アミド系エラス
トマー等が好適である。また、ポリエーテル、ポリエステル、ポリスチレン、ポリカーボ
ネート、シロキサン化合物、パーフルオロカーボン化合物等も好適に用いることができる
。特に、ニトリルブタジエンゴム、シリコーンゴム、フッ素ゴム、ウレタンゴムは寸法安
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定性、耐久性、耐熱性等の面から、極めて好適に用いることができる。
　また表層部材としては、複数の材料を積層して形成された物も好適である。例えば、無
端ベルト状のウレタンゴムにシリコーンゴムを被膜させた物、ＰＥＴフィルム上にシリコ
ーンゴムを積層したシート、ウレタンゴムシート上にポリシロキサン化合物を成膜させた
積層材料等が好適に用いられる。また、綿布やポリエステル、レーヨン等の織布を基布と
し、そこにニトリルブタジエンゴム、ウレタンゴム等のゴム材料を含浸させたシートも好
適に用いることができる。
【００６５】
　また、前記表層部材は、適当な表面処理を施して用いることができる。例として、フレ
ーム処理、コロナ処理、プラズマ処理、研磨処理、粗化処理、活性エネルギー線（ＵＶ・
ＩＲ・ＲＦなど）照射処理、オゾン処理、界面活性剤処理、シランカップリング処理が挙
げられる。またこれらを複数組み合わせて施すことも好適である。また、表層部材と支持
部材の間に、これらを固定・保持するための各種接着材や両面テープ等が存在していても
良い。
【００６６】
＜反応液及び反応液付与＞
　本発明の転写型インクジェット記録方法における反応液としては、前述の直接描画型イ
ンクジェット記録方法に用いられる反応液と同じものを用いることができる。また、反応
液の付与方法としては、記録媒体の代わりに中間転写体上に反応液を付与すること以外、
前述の直接描画型インクジェット記録方法と同様の反応液付与方法を用いることができる
。
【００６７】
＜画像形成＞
　続いて、上記反応液が付与された中間転写体表面に、インクジェット方式の記録ヘッド
を用いて第１及び第２の液体組成物を付与することによって画像が形成される。第１及び
第２の液体組成物を付与する順序は特に制限されないが、記録媒体に転写される記録画像
において、色材を含まない液体組成物凝集層が上になるように転写画像が形成されること
が好ましい。本工程においては、反応液を付与した中間転写体上に、画像データ生成工程
において生成される画像信号に応じて、インクジェットデバイスにより液体組成物を付与
し、中間画像を形成する。
【００６８】
　本発明に適用されるインクジェット方式の記録ヘッドとしては、例えば、電気－熱変換
体により液体組成物に膜沸騰を生じさせ気泡を形成することで液体組成物を吐出する形態
、電気－機械変換体によって液体組成物を吐出する形態、静電気を利用して液体組成物を
吐出する形態等がある。インクジェット液体吐出技術で提案される各種インクジェット記
録ヘッドをいずれも用いることができる。中でも特に高速で高密度の印刷の観点からは、
電気－熱変換体を利用したものが好適に用いられる。
【００６９】
　また、インクジェット方式の記録ヘッド全体の形態としては特に制限はないが、以下の
形態のインクジェット記録ヘッドを用いることができる。中間転写体の進行方向と直角に
ヘッドを走査しながら記録を行ういわゆるシャトル形態、及び中間転写体の進行方向に対
し略直角にインク吐出口をライン状に配列してなるいわゆるラインヘッド形態である。加
えて、記録方式においても制限はなく、シャトル形態のインクジェット方式の記録ヘッド
の場合、同一の記録位置に対して複数回走査が行われることによって記録されるマルチパ
ス記録方式であっても、同一の記録位置に対して一回のみ走査が行われることによって記
録されるワンパス記録方式であっても良い。更には、画像を複数のマスクパターンに分割
し、記録する方法を用いることもできる。
【００７０】
＜液体組成物＞
　本発明の転写型インクジェット記録方法で用いる液体組成物は、少なくとも樹脂を含む
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。本発明で述べる液体組成物中の樹脂固形分の最低造膜温度は、日本工業規格ＪＩＳ　Ｋ
　６８２８－２により、測定した値を使用している。色材の影響により、造膜状態が明瞭
に観察できない場合は、液体組成物に含まれる材料の内、色材を純水に置換した処方で調
合した液体組成物を用いて測定した値を使用しても良い。また、記録媒体上に形成されて
いる液体組成物凝集層を加熱したときに、液体組成物凝集層が変形する温度を、最低造膜
温度として近似的に求めることもできる。
【００７１】
　液体組成物に含まれる材料の種類や組成が変わることで光沢度は変化する。光沢度が変
化する原理は、前述の図２を用いて説明したとおりである。
【００７２】
　本発明では、第１の液体組成物凝集層の最低造膜温度（ＭＦＴ１）は、第１の定着工程
における加熱加圧時の第１及び第２の液体組成物凝集層の温度（Ｔ１）より低く、且つ、
第２の定着工程における加熱加圧時の第１及び第２の液体組成物凝集層の温度（Ｔ２）以
上の温度である。また、第２の液体組成物凝集層の最低造膜温度（ＭＦＴ２）は、第２の
定着工程における加熱加圧時の第１及び第２の液体組成物凝集層の温度（Ｔ２）より低く
、且つ、第２の定着工程において第２の定着手段から記録媒体を剥離する時の第１及び第
２の液体組成物凝集層の温度（Ｔ３）以上の温度である。即ち、下記式（２－２）の関係
を満足するものである。
　　Ｔ１＞ＭＦＴ１≧Ｔ２＞ＭＦＴ２≧Ｔ３・・・（２－２）
　Ｔ１：第１の定着工程における加熱加圧時の記録媒体上の第１及び第２の液体組成物凝
集層の温度
　Ｔ２：第２の定着工程における加熱加圧時の記録媒体上の第１及び第２の液体組成物凝
集層の温度
　Ｔ３：第２の定着手段からの剥離時の記録媒体上の第１及び第２の液体組成物凝集層温
度
【００７３】
　ここで、Ｔ１はＭＦＴ１より５℃以上高いことが好ましく、１０℃以上高いことがより
好ましい。また、Ｔ２はＭＦＴ２より５℃以上高いことが好ましく、１０℃以上高いこと
がより好ましい。また、Ｔ２はＭＦＴ１より１０℃以上低いことが好ましく、２０℃以上
低いことがより好ましい。さらに、Ｔ３はＭＦＴ２より１０℃以上低いことが好ましく、
２０℃以上低いことがより好ましい。また、ＭＦＴ２は、画像に指等で触れても光沢度が
変化しない程度の温度以上であることが望ましく、好ましくは５０℃以上、より好ましく
は７０℃以上である。Ｔ１は、形成する画像に影響しない限りは特に制限はないが、加熱
に係るエネルギー等が増加するため、通常は２００℃以下であることが好ましく、後述す
る加熱ローラの温度が２００℃以下であることがより好ましい。
【００７４】
＜第１及び第２の液体組成物に含有される成分＞
　本発明の転写型インクジェット記録方法における第１及び第２液体組成物に用いること
のできる各成分（色材、顔料、顔料分散剤、樹脂粒子、界面活性剤、水、水溶性有機溶剤
、その他添加剤等）は、前述した直接描画型インクジェット記録方法で用いられる第１及
び第２液体組成物に用いることのできる各成分と同じである。
【００７５】
＜液体分除去＞
　本発明の態様においては、該インクジェット方式の記録ヘッドにより形成された中間画
像から液体分を減少させる工程を設けることも好ましい。該中間画像の液体分が過剰であ
ると、中間転写体の回転時に中間画像が乱れたり、転写時に記録媒体の繊維に沿ってイン
クが浸透して画像が乱れたりするフェザーリング等の画像劣化現象の原因となりうる。液
体分除去の手法としては、旧来用いられている各種手法がいずれも好適に用いられる。加
熱による方法、低湿空気を送風する方法、減圧する方法、またこれらを組み合わせる手法
がいずれも好適に用いられる。また、自然乾燥により行うことも可能である。
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【００７６】
＜転写＞
　中間転写体から記録媒体に液体組成物凝集層を転写する際における、中間転写体と記録
媒体の圧着の手法については特に制限はないが、圧着部材として加熱ローラを用いて中間
転写体と記録媒体の両側から加圧すると、効率良く液体組成物凝集層が転写されるため好
適である。また、多段階に加圧することも、転写不良の軽減に効果が有る場合があり好適
である。加熱ローラには、転写時の温度制御のため、ローラ内側に加熱ヒータが配置され
ていることが好ましい。加熱ヒータは、ローラの一部に配置されていてもよいが、ローラ
全体に配置されていることがより好ましい。使用する液体組成物の種類によって任意の温
度で転写を行うため、加熱ヒータは、加熱ローラ表面を２５℃から２００℃まで可変であ
ることが好ましい。
【００７７】
　２段転写方式を採用する場合は、中間画像が形成された第１の中間転写体を、加熱ロー
ラを用いて第１の中間転写体と第２の中間転写体の両側から加圧することで、液体組成物
凝集層を第２の中間転写体上に転写できる。液体組成物凝集層との付着力の大きさや転写
体温度が第１の中間転写体よりも第２の中間転写体の方が高く、表面硬度が第１の中間転
写体よりも第２の中間転写体の方が小さいと、効率良く液体組成物凝集層が転写されるた
め好適である。また、第２の中間転写体から記録媒体に液体組成物凝集層を転写する手法
は、上述した中間転写体から記録媒体への転写の手法と同様である。
【００７８】
＜定着＞
　画像が記録された記録媒体をローラで加熱加圧することにより、記録媒体と画像との定
着性を高めることが可能である。加熱ローラを用いて行うとより好適である。加熱ローラ
を用いる代表的な定着方式は、前述した直接描画型インクジェット記録方法における定着
方式と同じものを用いることができる。
【実施例】
【００７９】
　次に、本発明に係るインクジェット記録方法の実施例を挙げて、本発明をより具体的に
説明する。本発明は、その要旨を超えない限り、下記の実施例によって限定されるもので
はない。尚、文中「部」、及び「％」とあるものは、特に断りのない限り質量基準である
。また、本発明の実施例においては、記録媒体としてミラーコート紙（坪量１２７．９ｇ
／ｍ２）を用いた。ミラーコート紙のようなキャストコート紙は、グロスコート紙よりも
紙白の平滑性が高く、光沢性も高くなる。また、本構成では、電気熱変換素子を用いてオ
ンデマンド方式にてインク吐出を行うタイプのデバイスを、記録媒体の搬送方向に対して
略平行となるライン状に配列してなるラインヘッド形態（吐出量：３ｐｌ）のインクジェ
ット記録ヘッドを使用し、６０℃の記録媒体上に、反応液塗布量を１ｇ／ｍ２、記録ドッ
ト解像度を１２００ｄｐｉとして画像を形成した。このときの液体組成物の総付与量は、
２０ｇ／ｃｍ２である。
【００８０】
［実施例１－１］
　まず、本発明に係る直接描画型インクジェット記録方法の実施例について説明する。
　（反応液の調製）
　本発明に用いられる反応液は、下記の組成の成分を混合し、十分攪拌した後、ポアサイ
ズ３．０μｍのミクロフィルター（富士フイルム製）にて加圧濾過することにより調製し
た。
　・グリセリン　２０．０％
　・塩化カルシウム・４水和物　１６．０％
　・界面活性剤１（商品名：アセチレノールＥＨ、川研ファインケミカル製）　１．０％
　・純水　６３．０％
【００８１】
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　また、本例における液体組成物は、以下の各手順により作製し用いた。
　（ブラック顔料分散液の調製）
　カーボンブラック（商品名：モナク１１００、キャボット社製）１０％、顔料分散剤水
溶液（スチレン－アクリル酸エチル－アクリル酸共重合体＜酸価１５０、重量平均分子量
８，０００＞；固形分２０％；水酸化カリウムにて中和済み）１５％、純水７５％を混合
し、バッチ式縦型サンドミル（アイメックス製）に仕込み、０．３ｍｍ径のジルコニアビ
ーズを２００％充填し、水冷しつつ、５時間分散処理を行った。この分散液を遠心分離機
にかけ粗大粒子を除去し、顔料濃度が約１０％のブラック顔料分散液を得た。
【００８２】
　（シアン顔料分散液の調製）
　ブラック顔料分散液の調製の際に使用したカーボンブラック１０％を、Ｃ．Ｉ．ピグメ
ントブルー１５：３、１０％に代えたこと以外は、ブラック顔料分散液の調製の場合と同
様の方法で、シアン顔料分散液を調製した。
【００８３】
　（マゼンタ顔料分散液の調製）
　ブラック顔料分散液の調製の際に使用したカーボンブラック１０％を、Ｃ．Ｉ．ピグメ
ントレッド１２２、１０％に代えたこと以外は、ブラック顔料分散液の調製の場合と同様
の方法で、マゼンタ顔料分散液を調製した。
【００８４】
　（イエロー顔料分散液の調製）
　ブラック顔料分散液の調製の際に使用したカーボンブラック１０％を、Ｃ．Ｉ．ピグメ
ントイエロー７４、１０％に代えたこと以外は、ブラック顔料分散液の調製の場合と同様
の方法で、イエロー顔料分散液を調製した。
【００８５】
　（樹脂粒子分散体１の調製）
　ブチルメタクリレート１８％、２，２’－アゾビス（２－メチルブチロニトリル）２％
、ｎ－ヘキサデカン２％を混合し、０．５時間攪拌した。この混合物を、乳化剤である「
ＮＩＫＫＯＬ　ＢＣ１５」（商品名、日光ケミカルズ製）の６％水溶液７８％に滴下して
、０．５時間攪拌した。次に、超音波照射機で超音波を３時間照射した。続いて、窒素雰
囲気下で８０℃、４時間重合反応を行い、室温冷却後にろ過して、濃度約２０％の樹脂粒
子分散体１を得た。該樹脂粒子の質量平均分子量は約２００，０００、分散粒径は約１０
０ｎｍ～５００ｎｍであった。
【００８６】
　（樹脂粒子分散体２の調製）
　樹脂粒子分散体１の調製の際に使用したブチルメタクリレート１８％を、エチルメタク
リレート１８％に代えたこと以外は、樹脂粒子分散体１の調製の場合と同様の方法で、樹
脂粒子分散体２を調製した。
【００８７】
　（液体組成物の調製）
　下記の処方の組成からなる第１の液体組成物を、上記ブラック、シアン、マゼンタ、イ
エローの各色顔料分散液について調製した。また、第２の液体組成物として、色材を含ま
ない液体組成物を、下記処方に基づき調製した。具体的には、下記の処方の成分を各々混
合し、十分攪拌した後、ポアサイズ３．０μｍのミクロフィルター（富士フイルム製）に
て加圧濾過することにより調製した。
【００８８】
　（第１の液体組成物処方）
　・上述の各色顔料分散液（濃度約１０％）　　　　　２０％
　・上述の樹脂粒子分散体１（濃度約２０％）　　　　５０％
　・グリセリン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　５％
　・ジエチレングリコール　　　　　　　　　　　　　　７％
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　・界面活性剤１　　　　　　　　　　　　　　　　　　０．５％
　・純水　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１７．５％
　（第２の液体組成物処方）
　・上述の樹脂粒子分散体２（濃度約２０％）　　　　５０％
　・グリセリン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　５％
　・ジエチレングリコール　　　　　　　　　　　　　　７％
　・界面活性剤１　　　　　　　　　　　　　　　　　　０．５％
　・純水　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　３７．５％
　続いて、本実施例の要部について、図を用いて詳細に説明する。
【００８９】
　図１は、本発明の一実施形態における直接描画型インクジェット記録方法を説明するた
めの直接描画型インクジェット記録装置の模式図を示している。図１において、まず、記
録媒体１１に、ローラ式塗布装置１２を利用して反応液１３を塗布する。続いて、記録媒
体１１がインクジェット記録ヘッド１４の位置に到達すると、インクジェット記録ヘッド
１４から、ブラック、シアン、マゼンタ、イエローの各々の第１の液体組成物が吐出され
、続いて、第２の液体組成物が吐出される。これら各々が、記録媒体１１上に予め塗布し
てあった反応液１３と反応し、図５に示すように、記録媒体１１上に、第１の液体組成物
６３から成る第１の液体組成物凝集層６１が形成され、また、第２の液体組成物６４から
成る第２の液体組成物凝集層６２が形成される。本実施例では、高い最低造膜温度を有す
る第１の液体組成物で構成される液体組成物凝集層を第１の液体凝集物層とし、低い最低
造膜温度を有する第２の液体組成物で構成される液体組成物凝集層を第２の液体凝集物層
としている。更に、記録媒体１１が送風装置１７に到達すると、第１の液体組成物凝集層
６１及び第２の液体組成物凝集層６２の中に含まれる水分が送風により除去される。
【００９０】
　続いて、記録媒体１１が第１の定着手段１８の位置に達すると、第１の液体組成物凝集
層６１及び第２の液体組成物凝集層６２が加圧加熱により定着される。本実施例において
は、第１の定着手段１８として、図３に示すローラニップ方式を採用した。加熱ローラ４
１の表面基材としてシリコーンゴムを採用した。定着時の第１の液体組成物凝集層６１及
び第２の液体組成物凝集層６２の温度（Ｔ１）が、第１の液体組成物凝集層６１及び第２
の液体組成物凝集層６２中に含有される液体組成物の最低造膜温度（ＭＦＴ１、ＭＦＴ２

）よりも十分高温となるように、加熱ローラ４１の温度を１８０℃に、加圧する圧力は９
８Ｎ／ｃｍ２（１０ｋｇｆ／ｃｍ２）とした。また、加熱ローラ４１と支持ローラ４２に
ニップされる時間は９００ｍｓｅｃとした。
　このときの第１の液体組成物凝集層６１及び第２の液体組成物凝集層６２の温度（Ｔ１

）と、第１の液体組成物凝集層６１及び第２の液体組成物凝集層６２の最低造膜温度と、
を表１に示す。定着時の液体組成物凝集層の温度は、定着ニップ直後の記録媒体１１上の
液体組成物凝集層の温度を、非接触温度計（アズワン社製、ＩＴ－３１４）で測定するこ
とで求めた。
【００９１】
　表１に示すように、第１及び第２の液体組成物凝集層６１、６２の定着時の凝集層温度
（Ｔ１）は、各々の最低造膜温度よりも高いため、第１及び第２の液体組成物凝集層は造
膜され、定着されている。また、加熱ローラ４１通過後の記録媒体１１上の第１及び第２
の液体組成物凝集層は、低光沢になっている。これは、各々の最低造膜温度よりも高い温
度で加熱ローラ４１から剥離されているため、剥離時の加熱ローラ４１とのタック力など
によって、凝集層の表面形状が凸凹になっているからだと考えられる。
【００９２】
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【表１】

【００９３】
　次に、記録媒体１１が第２の定着手段１９の位置に達すると、第１の液体組成物凝集層
６１及び第２の液体組成物凝集層６２が加圧加熱される。本実施例においては、第２の定
着手段１９として、図４に示すエンドレスプレス方式を採用した。定着ベルト５１の表面
基材として平滑なポリイミドフィルム（「カプトン」（登録商標）、東レ・デュポン社製
）を採用した。定着時の第１及び第２の液体組成物凝集層の温度（Ｔ２）が、第１の液体
組成物凝集層６１の最低造膜温度（ＭＦＴ１）よりも十分低温であり、且つ、第２の液体
組成物凝集層６２の最低造膜温度（ＭＦＴ２）よりも十分高温となるように、加熱ローラ
４１の温度を１４０℃に、加圧する圧力は９８Ｎ／ｃｍ２（１０ｋｇｆ／ｃｍ２）とした
。また、定着ベルト５１と支持ローラ４２にニップされる時間は９００ｍｓｅｃとした。
【００９４】
　第２の定着手段における加熱加圧時（定着時）の第１及び第２の液体組成物凝集層の温
度（Ｔ２）は、第１の液体組成物凝集層６１の最低造膜温度（ＭＦＴ１）よりも十分低温
である。これにより、第１の液体組成物凝集層６１の表面は、定着ベルト５１により変形
を受けないため、従前の表面の凹凸形状を残している。また、Ｔ２が、第２の液体組成物
凝集層６２の最低造膜温度（ＭＦＴ２）よりも十分高温であるため、第２の液体組成物凝
集層６２の表面は変形し、平滑な定着ベルト５１表面に沿った、平滑な表面形状になって
いると考えられる。
　定着ニップ後、定着ベルト５１と液体組成物凝集層との接触状態を維持したまま、冷却
し、その後、低温で接触を停止（剥離）する。剥離時の第１及び第２の液体組成物凝集層
の温度（Ｔ３）が、第２の液体組成物の最低造膜温度（ＭＦＴ２）よりも低い場合、第２
の液体組成物凝集層６２が十分に硬いため、平滑なカプトンの表面形状を維持したまま剥
離されることで、高光沢にすることができる。
【００９５】
　第２の定着手段における第１の液体組成物凝集層６１及び第２の液体組成物凝集層６２
の定着時の温度（Ｔ２）及び剥離時の温度（Ｔ３）と、第１の液体組成物凝集層６１及び
第２の液体組成物凝集層６２の最低造膜温度と、第１の液体組成物凝集層６１及び第２の
液体組成物凝集層６２の２０°光沢値を表２に示す。なお、定着ニップ時の液体組成物凝
集層の温度は、温度表示ラベル（ミクロン社製、ＣＲ－Ｄ）を記録媒体上に設置した状態
で定着することで求めた。定着剥離時の液体組成物凝集層の温度は、非接触温度計（アズ
ワン社製、ＩＴ－３１４）で測定することで求めた。また、２０°光沢値は、日本工業規
格ＪＩＳ　Ｚ　８７４１により測定した値を示している。
【００９６】
【表２】
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【００９７】
　表２で示されているように、第１の液体組成物凝集層６１が記録媒体表面に存在してい
る部分は、低光沢になっており、第２の液体組成物凝集層６２が記録媒体表面に存在して
いる部分は、高光沢になっている。このように、第１の液体組成物凝集層６１及び第２の
液体組成物凝集層６２が、第１の定着手段１８により、各々の最低造膜温度以上に加熱さ
れた状態で定着され、耐擦過性を有する記録画像が形成される。次に、第２の定着手段１
９を用いて、記録媒体１１を再度加圧加熱し、第１の液体組成物凝集層６１の最低造膜温
度より低く、かつ第２の液体組成物凝集層６２の最低造膜温度より高い温度に加熱された
状態で定着する。その後、定着ベルト５１と記録媒体１１と接触状態を維持したまま、第
２の液体組成物の最低造膜温度以下の剥離温度に冷却した後に、剥離することで、第２の
液体組成物凝集層６２が表面に存在している部分の光沢を高光沢にすることができる。
　本実施例の方法を用いると、最終的に得られる画像の光沢値を、低光沢と高光沢の多様
なパターンに制御することが可能なインクジェット記録方法を提供することができる。こ
こでは、液体組成物凝集層の最低造膜温度が異なる２種の液体組成物を使用した例を説明
したが、最低造膜温度が異なる３種以上の液体組成物を使用することも可能である。
【００９８】
［実施例１－２］
　次に、本発明に係る直接描画型インクジェット記録方法の第２の実施例について詳細に
説明する。まず初めに、本実施例で使用する液体組成物について説明する。
　（液体組成物の調製）
　下記の処方の組成からなる液体組成物７１、７２及び７３を調製した。具体的には、下
記処方の成分を各々混合し、十分攪拌した後、ポアサイズ３．０μｍのミクロフィルター
（富士フイルム製）にて加圧濾過することにより調製した。なお、下記液体組成物の樹脂
固形分の最低造膜温度は、第１の液体組成物凝集層を構成する液体組成物７１及び液体組
成物７２は１６０℃、第２の液体組成物凝集層を構成する液体組成物７３は１２０℃であ
る。
【００９９】
　（液体組成物７１処方）
　・上述の各色顔料分散液（濃度約１０％）　　　　　２０％
　・上述の樹脂粒子分散体１（濃度約２０％）　　　　５０％
　・グリセリン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　５％
　・ジエチレングリコール　　　　　　　　　　　　　　７％
　・界面活性剤１　　　　　　　　　　　　　　　　　　０．５％
　・純水　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１７．５％
　（液体組成物７２処方）
　・上述の樹脂粒子分散体１（濃度約２０％）　　　　５０％
　・グリセリン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　５％
　・ジエチレングリコール　　　　　　　　　　　　　　７％
　・界面活性剤１　　　　　　　　　　　　　　　　　　０．５％
　・純水　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　３７．５％ 
　（液体組成物７３処方）
　・上述の樹脂粒子分散体２（濃度約２０％）　　　　５０％
　・グリセリン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　５％
　・ジエチレングリコール　　　　　　　　　　　　　　７％
　・界面活性剤１　　　　　　　　　　　　　　　　　　０．５％
　・純水　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　３７．５％
　なお、本実施例で用いる液体組成物に含まれる樹脂は、樹脂粒子分散体であるが、水溶
性の樹脂を用いてもよい。
【０１００】
　本実施例においては、まず、実施例１－１と同じ手順で、反応液１３を記録媒体１１上
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に塗布する。続いて、記録媒体１１がインクジェット記録ヘッド１４の位置に到達すると
、インクジェット記録ヘッド１４から、ブラック、シアン、マゼンタ、イエローの各々の
液体組成物７１が吐出される。これらが、記録媒体１１上に予め塗布してあった反応液１
３と反応し、記録媒体１１上に、画像が形成される。次に、液体組成物７２が吐出され、
続いて、液体組成物７３が吐出され、記録媒体１１上に予め塗布してあった反応液１３と
各々が反応し、記録媒体１１上に液体組成物凝集層が形成される。
【０１０１】
　本実施例における液体組成物の凝集層の構成を図６に示す。本実施例では、同じ最低造
膜温度である液体組成物７１及び液体組成物７２で構成される液体組成物凝集層を第１の
液体凝集物層６１とし、最低造膜温度の低い液体組成物７３で構成される液体組成物凝集
層６２を第２の液体凝集物層として、述べる。
　次に、記録媒体１１が送風装置１７に到達すると、第１の液体組成物凝集層６１及び第
２の液体組成物凝集層６２の中に含まれる水分が送風により除去される。次に、第２の定
着手段からの剥離時の温度（Ｔ３）を変更した以外は、実施例１－１と同じ手順で、第１
の定着手段１８及び第２の定着手段１９により、定着工程を実施する。
【０１０２】
　第１の液体組成物凝集層６１及び第２の液体組成物凝集層６２の、第２の定着手段から
の剥離時の温度（Ｔ３）と、第１の液体組成物凝集層６１及び第２の液体組成物凝集層６
２の最低造膜温度と、第１の液体組成物凝集層６１及び第２の液体組成物凝集層６２の２
０°光沢値を表３に示す。これらの値は、実施例１－１の場合と同様にして求めた。
【０１０３】

【表３】

【０１０４】
　表３で示されているように、第１の液体組成物凝集層６１が記録媒体表面に存在してい
る部分は、低光沢になっており、第２の液体組成物凝集層６２が記録媒体表面に存在して
いる部分は、高光沢になっている。液体組成物７２及び液体組成物７３は、色材を含まな
い透明な液体組成物であるため、本実施例の方法を用いると、色画像が存在していない記
録媒体部分の光沢も高光沢及び低光沢のパターンを形成することが可能なインクジェット
記録方法を提供することができる。
【０１０５】
［実施例２－１］
　次に、本発明に係る転写型インクジェット記録方法の実施例について説明する。本実施
例においては、中間転写体の表層部材として、０．５ｍｍの透明ＰＥＴフィルム表面に、
ゴム硬度４０°、厚さ０．１ｍｍのシリコーンゴムＫＥ１２（信越化学製）を、両面粘着
テープを介して積層させた物を用いた。この表面に、平行平板型常圧プラズマ処理装置Ａ
ＰＴ－２０３（積水化学製）を用いて、下記条件にて親水化処理を行った。
　（表面親水化条件）
　　使用ガス及び流量；ａｉｒ：１０００ｃｃ／ｍｉｎ
　　　　　　　　　　　　Ｎ２：６０００ｃｃ／ｍｉｎ
　　入力電圧：２３０Ｖ
　　処理速度：２０ｓｅｃ／ｃｍ２

【０１０６】
　（反応液の調製）



(22) JP 6682331 B2 2020.4.15

10

20

30

40

50

　本発明に用いられる反応液は、下記の組成の成分を混合し、十分攪拌した後、ポアサイ
ズ３．０μｍのミクロフィルター（富士フイルム製）にて加圧濾過することにより調製し
た。
　・レブリン酸　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　４０部
　・グリセリン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　５部
　・界面活性剤１（商品名：アセチレノールＥ１００、川研ファインケミカル製）　１部
　・樹脂粒子：ポリアクリル酸　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　３部
　・イオン交換水　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　５１部
【０１０７】
　また、本例における液体組成物は、以下の各手順により作製し用いた。
（ブラック顔料分散液の調製）
　カーボンブラック（製品名：モナク１１００、キャボット社製）１０％、顔料分散剤水
溶液（スチレン－アクリル酸エチル－アクリル酸共重合体＜酸価１５０、重量平均分子量
８，０００＞；固形分２０％；水酸化カリウムにて中和済み）１５％、純水７５％を混合
し、バッチ式縦型サンドミル（アイメックス製）に仕込み、０．３ｍｍ径のジルコニアビ
ーズを２００％充填し、水冷しつつ、５時間分散処理を行った。この分散液を遠心分離機
にかけ粗大粒子を除去し、顔料濃度が約１０％のブラック顔料分散液を得た。
【０１０８】
　（シアン顔料分散液の調製）
　ブラック顔料分散液の調製の際に使用したカーボンブラック１０％を、Ｃ．Ｉ．ピグメ
ントブルー１５：３、１０％に代えたこと以外は、ブラック顔料分散液の調製の場合と同
様の方法で、シアン顔料分散液を調製した。
【０１０９】
　（マゼンタ顔料分散液の調製）
　ブラック顔料分散液の調製の際に使用したカーボンブラック１０％を、Ｃ．Ｉ．ピグメ
ントレッド１２２、１０％に代えたこと以外は、ブラック顔料分散液の調製の場合と同様
の方法で、マゼンタ顔料分散液を調製した。
【０１１０】
　（イエロー顔料分散液の調製）
　ブラック顔料分散液の調製の際に使用したカーボンブラック１０％を、Ｃ．Ｉ．ピグメ
ントイエロー７４、１０％に代えたこと以外は、ブラック顔料分散液の調製の場合と同様
の方法で、イエロー顔料分散液を調製した。
【０１１１】
　（樹脂粒子分散体１の調製）
　ブチルメタクリレート１８％、２，２’－アゾビス（２－メチルブチロニトリル）２％
、ｎ－ヘキサデカン２％を混合し、０．５時間攪拌した。この混合物を、乳化剤である「
ＮＩＫＫＯＬ　ＢＣ１５」（商品名、日光ケミカルズ製）の６％水溶液７８％に滴下して
、０．５時間攪拌した。次に、超音波照射機で超音波を３時間照射した。続いて、窒素雰
囲気下で８０℃、４時間重合反応を行い、室温冷却後にろ過して、濃度約２０％の樹脂粒
子分散体１を得た。該樹脂粒子の質量平均分子量は約２００，０００、分散粒径は約１０
０ｎｍ～５００ｎｍであった。
【０１１２】
　（樹脂粒子分散体２の調製）
　樹脂粒子分散体１の調製の際に使用したブチルメタクリレート１８％を、ポリエチルメ
タクリレート１８％に代えたこと以外は、樹脂粒子分散体１の調製の場合と同様の方法で
、樹脂粒子分散体２を調製した。
【０１１３】
　（液体組成物の調製）
　下記の処方の組成からなる液体組成物６３’を、上記ブラック、シアン、マゼンタ、イ
エローの各色顔料分散液について調製した。また、液体組成物６４’として、色材を含ま
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ない液体組成物を、下記処方に基づき調製した。具体的には、下記の処方の成分を各々混
合し、十分攪拌した後、ポアサイズ３．０μｍのミクロフィルター（富士フイルム製）に
て加圧濾過することにより調製した。
【０１１４】
　（液体組成物６３’処方）
　・上述の各色顔料分散液（濃度約１０％）　　　　　２０％
　・上述の樹脂粒子分散体１（濃度約２０％）　　　　５０％
　・グリセリン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　５％
　・ジエチレングリコール　　　　　　　　　　　　　　７％
　・界面活性剤１　　　　　　　　　　　　　　　　　　０．５％
　・純水　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１７．５％
　（液体組成物６４’処方）
　・上述の樹脂粒子分散体２（濃度約２０％）　　　　５０％
　・グリセリン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　５％
　・ジエチレングリコール　　　　　　　　　　　　　　７％
　・界面活性剤１　　　　　　　　　　　　　　　　　　０．５％
　・純水　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　３７．５％
　続いて、本実施例の要部について、図を用いて詳細に説明する。
【０１１５】
　図７は、本発明の一実施形態における転写型インクジェット記録方法を説明するための
転写型インクジェット記録装置の模式図を示している。図７において、中間転写体１６’
は、回転可能な円筒状の支持部材上に保持されている。そして、該支持部材は、軸を中心
として矢印方向に回転駆動し、その回転と同期して、周辺に配置された各デバイスが作動
するようになっている。まず、中間転写体１６’に、ローラ式塗布装置１２’を利用して
反応液１３’を塗布する。続いて、中間転写体１６’がインクジェット記録ヘッド１４’
の位置に到達すると、インクジェット記録ヘッド１４’から液体組成物６４’が吐出され
、これら各々が中間転写体１６’上に予め塗布してあった反応液１３’と反応し、中間転
写体１６’上に第２の液体組成物凝集層６２’が形成される。続いて、ブラック、シアン
、マゼンタ、イエローの各々の液体組成物６３’が吐出され、第１の液体組成物凝集層６
１’が形成され、図８（ａ）に示すような層構成となる。本実施例では、高い最低造膜温
度を有する、液体組成物６３’で構成される液体凝集物層を第１の液体組成物凝集層とし
、低い最低造膜温度を有する、液体組成物６４’で構成される液体凝集物層を第２の液体
組成物凝集層として、述べる。更に、中間転写体１６’が送風装置１７’に到達すると、
第１の液体組成物凝集層６１’及び第２の液体組成物凝集層６２’の中に含まれる水分が
送風により除去される。
　次に、中間転写体１６’は、液体組成物凝集層が指定した温度になるよう、加熱装置１
９’により加温された後に、圧力が９８Ｎ／ｃｍ２（１０ｋｇｆ／ｃｍ２）、転写温度が
６０℃、転写時間が１００ｍｓとなるように記録媒体１１’に対して、転写を行う。転写
工程後の液体組成物凝集層の構成を図８（ｂ）に示す。図８に示すように、中間転写体１
６’上では、液体組成物凝集層内の底部に形成されていた第２の液体組成物凝集層６２’
が、転写工程後の記録媒体１１’上では、液体組成物凝集層内の表面に形成されている。
【０１１６】
　続いて、記録媒体１１’が第１の定着手段１８’の位置に達すると、第１の液体組成物
凝集層６１’及び第２’の液体組成物凝集層６２’が加圧加熱により定着される。本実施
例においては、第１の定着手段１８’として図３に示すローラニップ方式を採用した。な
お、以下の図３に係る説明において、図３中の符号「１１」、「１５」、「４１」及び「
４２」は、それぞれ、「１１’」、「１５’」、「４１’」及び「４２’」と読み替える
ものとする。
　加熱ローラ４１’の表面基材としてシリコーンゴムを採用し、定着時の第１の液体組成
物凝集層６１’及び第２の液体組成物凝集層６２’の温度が、第１の液体組成物凝集層６
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１’及び第２の液体組成物凝集層６２’中に含有される液体組成物の最低造膜温度よりも
十分高温となるように、加熱ローラ４１’の温度を１８０℃に、加圧する圧力は９８Ｎ／
ｃｍ２とした。また、加熱ローラ４１’と支持ローラ４２’にニップされる時間は９００
ｍｓｅｃとした。
　このときの第１の液体組成物凝集層６１’及び第２の液体組成物凝集層６２’の温度（
Ｔ１）と、第１の液体組成物凝集層６１’及び第２の液体組成物凝集層６２’の最低造膜
温度と、を表４に示す。定着時の液体組成物凝集層の温度は、定着ニップ直後の記録媒体
１１’上の液体組成物凝集層の温度を、非接触温度計（アズワン社製、ＩＴ－３１４）で
測定することにより求めた。
【０１１７】
　表４に示すように、第１及び第２の液体組成物凝集層６１’、６２’の定着時の温度（
Ｔ１）は、各々の最低造膜温度よりも高いため、第１及び第２の液体組成物凝集層６１’
、６２’は造膜され、定着されている。また、剥離後の第１及び第２の液体組成物凝集層
６１’、６２’は、低光沢になっている。これは、各々の最低造膜温度よりも高い温度で
加熱ローラ４１’から剥離されているため、剥離時の加熱ローラ４１’とのタック力など
によって、凝集層の表面形状が凸凹になっているからだと考えられる。
【０１１８】
【表４】

【０１１９】
　次に、記録媒体１１’が第２の定着手段２０’の位置に達すると、第１の液体組成物凝
集層６１’及び第２の液体組成物凝集層６２’が加熱加圧される。本実施例においては、
第２の定着手段２０’として、図４に示すエンドレスプレス方式を採用した。なお、以下
の図４に係る説明において、図４中の符号「１１」、「１５」、「４１」、「４２」、「
５１」、「５２」及び「５３」は、それぞれ、「１１’」、「１５’」、「４１’」、「
４２’」、「５１’」、「５２’」及び「５３’」と読み替えるものとする。
　定着ベルト５１’の表面基材として平滑なポリイミドフィルム（「カプトン」（登録商
標）、東レ・デュポン社製）を採用した。定着時の第１及び第２の液体組成物凝集層の温
度（Ｔ２）が、第１の液体組成物凝集層６１’に含有される液体組成物の最低造膜温度よ
りも十分低温であり、且つ、第２の液体組成物凝集層６２’中に含有される液体組成物の
最低造膜温度よりも十分高温となるように、加熱ローラ４１’の温度を１４０℃に、加圧
する圧力は９８Ｎ／ｃｍ２とした。また、定着ベルト５１’と支持ローラ４２’にニップ
される時間は９００ｍｓｅｃとした。
【０１２０】
　第２の定着手段における加熱加圧時（定着ニップ時）の第１及び第２の液体組成物凝集
層の温度（Ｔ２）が、第１の液体組成物凝集層６１’の最低造膜温度（ＭＦＴ１）よりも
十分低温であるため、第１の液体組成物凝集層６１’の表面は、定着ベルト５１’により
変形を受けないため、従前の表面の凹凸形状を残している。また、Ｔ２が、第２の液体組
成物凝集層６２’の最低造膜温度（ＭＦＴ２）よりも十分高温であるため、第２の液体組
成物凝集層６２’の表面は変形し、平滑な定着ベルト５１’表面に沿った、平滑な表面形
状になっていると考えられる。
　定着ニップ後、定着ベルト５１’と液体組成物凝集層との接触状態を維持したまま、冷
却し、低温で剥離する。剥離時の第１及び第２の液体組成物凝集層の温度（Ｔ３）が、第
２の液体組成物の最低造膜温度（ＭＦＴ２）よりも低い場合、第２の液体組成物凝集層６
２’が十分に硬いため、平滑な定着ベルトの表面形状を維持したまま剥離されることで、
高光沢にすることができる。
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【０１２１】
　第１の液体組成物凝集層６１’及び第２の液体組成物凝集層６２’の定着ニップ時の温
度（Ｔ２）及び剥離時の温度（Ｔ３）と、第１の液体組成物凝集層６１’及び第２の液体
組成物凝集層６２’の最低造膜温度と、第１の液体組成物凝集層６１’及び第２の液体組
成物凝集層６２’の２０°光沢値を表５に示す。定着ニップ時の液体組成物凝集層の温度
は、温度表示ラベル（ミクロン社製、ＣＲ－Ｄ）を記録媒体上に設置した状態で定着する
ことで求めた。定着剥離時の液体組成物凝集層の温度は、非接触温度計（アズワン社製、
ＩＴ－３１４）で測定することで求めた。また、２０°光沢値は、日本工業規格ＪＩＳ　
Ｚ　８７４１により、測定した値を示している。
【０１２２】
【表５】

【０１２３】
　表５で示されているように、第１の液体組成物凝集層６１’が記録媒体表面に存在して
いる部分は、低光沢になっており、第２の液体組成物凝集層６２’が記録媒体表面に存在
している部分は、高光沢になっている。本実施例の方法を用いると、画像形成手段が転写
方式であっても、高光沢及び低光沢の多様なパターンを形成することが可能なインクジェ
ット記録方法を提供することができる。
【０１２４】
［実施例２－２］
　次に、本発明に係る転写型インクジェット記録方法の第２の実施例について詳細に説明
する。
　（液体組成物の調製）
　下記の処方の組成からなる液体組成物７１’、７２’及び７３’を調製した。具体的に
は、下記の処方の成分を各々混合し、十分攪拌した後、ポアサイズ３．０μｍのミクロフ
ィルター（富士フィルム製）にて加圧濾過することにより調製した。なお、下記の液体組
成物の樹脂固形分の最低造膜温度は、第１の液体組成物凝集層を構成する液体組成物７１
’及び液体組成物７２’は１６０℃、第２の液体組成物凝集層を構成する液体組成物７３
’は１２０℃である。
【０１２５】
　（液体組成物７１’処方）
　・上述の各色顔料分散液（濃度約１０％）　　　　２０％
　・上述の樹脂粒子分散体１（濃度約２０％）　　　５０％
　・グリセリン　　　　　　　　　　　　　　　　　５％
　・ジエチレングリコール　　　　　　　　　　　　７％
　・界面活性剤１　　　　　　　　　　　　　　　　０．５％
　・純水　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１７．５％
　（液体組成物７２’処方）
　・上述の樹脂粒子分散体１（濃度約２０％）　　　５０％
　・グリセリン　　　　　　　　　　　　　　　　　５％
　・ジエチレングリコール　　　　　　　　　　　　７％
　・界面活性剤１　　　　　　　　　　　　　　　　０．５％
　・純水　　　　　　　　　　　　　　　　　　　３７．５％ 
　（液体組成物７３’処方）
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　・上述の樹脂粒子分散体２（濃度約２０％）　　　５０％
　・グリセリン　　　　　　　　　　　　　　　　　５％
　・ジエチレングリコール　　　　　　　　　　　　７％
　・界面活性剤１　　　　　　　　　　　　　　　　０．５％
　・純水　　　　　　　　　　　　　　　　　　　３７．５％
【０１２６】
　本実施例においては、まず、実施例２－１と同じ手順で、反応液１３’を中間転写体１
６’上に塗布する。続いて、中間転写体１６’がインクジェット記録ヘッド１４’の位置
に到達すると、インクジェット記録ヘッド１４’から液体組成物７２’が、続いて液体組
成物７３’が吐出され、中間転写体１６’上に予め塗布してあった反応液１３’と各々が
反応し、中間転写体１６’上に、液体組成物凝集層が形成される。続いて、ブラック、シ
アン、マゼンタ、イエローの各々の液体組成物７１’が吐出され、中間転写体１６’上に
予め塗布してあった反応液１３’と各々が反応し、中間転写体１６’上に画像が形成され
る。
【０１２７】
　本実施例における液体組成物の凝集層の構成を図９（ａ）に示す。本実施例では、同じ
最低造膜温度である液体組成物７１’及び液体組成物７２’で構成される液体組成物凝集
層を第１の液体凝集物層とし、低い最低造膜温度である液体組成物７３’で構成される液
体組成物凝集層を第２の液体凝集物層として、述べる。
　更に、中間転写体１６’が送風装置１７’に到達すると、第１の液体組成物凝集層６１
’及び第２の液体組成物凝集層６２’の中に含まれる水分が送風により除去される。次に
、中間転写体１６’は、液体組成物凝集層が指定した温度になるよう、加熱装置１９’に
より加温された後に、圧力が９８Ｎ／ｃｍ２、転写温度が１００℃、転写時間が１００ｍ
ｓとなるように記録媒体１１’に対して、転写を行う。転写工程後の液体組成物凝集層の
構成を図９（ｂ）に示す。図９に示すように、中間転写体１６’上では、液体組成物凝集
層内の底部に形成されていた液体組成物７２’の第１の液体組成物凝集層６１’、及び液
体組成物７３’の第２の液体組成物凝集層６２’のパターンが、転写工程後の記録媒体１
１’上では、液体組成物凝集層内の表面に形成されている。
　次に、第２の定着手段からの剥離時の温度（Ｔ３）を変更した以外は、実施例２－１と
同じ手順で、第１の定着手段１８’及び第２の定着手段２０’により、定着工程を実施す
る。
【０１２８】
　第１の液体組成物凝集層６１’及び第２の液体組成物凝集層６２’の定着ニップ時の温
度（Ｔ２）及び剥離時（Ｔ３）の温度と、第１の液体組成物凝集層６１’及び第２の液体
組成物凝集層６２’の最低造膜温度と、第１の液体組成物凝集層６１’及び第２の液体組
成物凝集層６２’の２０°光沢値を表６に示す。
【０１２９】
【表６】

【０１３０】
　表６で示されているように、第１の液体組成物凝集層６１’が記録媒体表面に存在して
いる部分は、低光沢になっており、第２の液体組成物凝集層６２’が記録媒体表面に存在
している部分は、高光沢になっている。液体組成物７２’及び液体組成物７３’は、色材
を含まない透明な液体組成物であるため、本実施例の方法を用いると、画像が存在してい
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のインクジェット記録方法を提供することができる。
【０１３１】
［実施例２－３］
　次に、本発明に係る転写型インクジェット記録方法の第３の実施例について図１０を用
いて詳細に説明する。
【０１３２】
　（液体組成物の調製）
　本実施例に用いられる液体組成物は、実施例２－１で使用した液体組成物６３’及び液
体組成物６４’である。
　図１０は、本発明の一実施形態における転写型インクジェット記録方法を説明するため
の転写型インクジェット記録装置の模式図を示している。図１０に示す転写型インクジェ
ット記録装置では、転写工程と第１の定着工程とが同時に行われる。そのため、第１の定
着手段１８’を有さないこと以外は、図７に示す転写型インクジェット記録装置と同様の
構成である。
【０１３３】
　本実施例においては、まず、実施例２－１と同じ手順で、反応液１３’を中間転写体１
６’上に塗布する。続いて、中間転写体１６’がインクジェット記録ヘッド１４’の位置
に到達すると、インクジェット記録ヘッド１４’から液体組成物６３’が、続いて液体組
成物６４’が吐出され、中間転写体１６’上に予め塗布してあった反応液１３’と各々が
反応し、中間転写体１６’上に、液体組成物凝集層が形成される。
　続いて、中間転写体１６’が送風装置１７’に到達すると、第１の液体組成物凝集層６
１’及び第２の液体組成物凝集層６２’の中に含まれる水分が送風により除去される。次
に、中間転写体１６’は、液体組成物凝集層が指定した温度になるよう、加熱装置１９’
により加温された後に、圧力が９８Ｎ／ｃｍ２、転写温度が１８０℃、転写時間が９００
ｍｓとなるように記録媒体１１’に対して、転写を行う。
【０１３４】
　転写工程における第１の液体組成物凝集層６１’及び第２の液体組成物凝集層６２’の
温度と、第１の液体組成物凝集層６１’及び第２の液体組成物凝集層６２’の最低造膜温
度と、を表７に示す。転写ニップ直後の記録媒体１１’上の液体組成物凝集層の温度は、
非接触温度計で測定した。表７に示すように、第１の液体組成物凝集層６１’及び第２の
液体組成物凝集層６２’の転写ニップ時の温度は、各々の最低造膜温度よりも高いため、
第１及び第２の液体組成物凝集層６１’、６２’は記録媒体１１’に対して、定着できて
いる。また、各々の最低造膜温度よりも高い温度で転写ローラから剥離されているため、
剥離時の中間転写体とのタック力などによって、凝集層の表面形状が凸凹になっており、
低光沢になっている。
【０１３５】
【表７】

【０１３６】
　次に、第１の定着手段を経ることなく、直接、エンドレスプレス方式の第２の定着手段
２０’により、第２の定着工程を実施する。このときの第１の液体組成物凝集層６１’及
び第２の液体組成物凝集層６２’の定着ニップ時の温度及び剥離時の温度と、第１の液体
組成物凝集層６１’及び第２の液体組成物凝集層６２’の最低造膜温度と、第１の液体組
成物凝集層６１’及び第２の液体組成物凝集層６２’の２０°光沢値を表８に示す。
【０１３７】
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【表８】

【０１３８】
　表８で示されているように、第１の液体組成物凝集層６１’が記録媒体１１’表面に存
在している部分は、低光沢になっており、第２の液体組成物凝集層６２’が記録媒体１１
’表面に存在している部分は、高光沢になっている。本実施例の方法を用いると、転写工
程と第一の定着工程を同時に実施した場合であっても、高光沢及び低光沢の多様なパター
ンを形成することが可能なインクジェット記録方法を提供することができる。
【０１３９】
［実施例２－４］
　次に、本発明に係る転写型インクジェット記録方法の第４の実施例について詳細に説明
する。
　（液体組成物の調製）
　本実施例に用いられる液体組成物は、実施例２－１で使用した液体組成物６３’及び液
体組成物６４’である。
　図１１は、液体組成物を用いて第１の中間転写体８１’に中間画像を形成した後に、該
中間画像を第１の中間転写体８１’上から、これに当接しそれより高温の第２の中間転写
体８２’上へ転写し、続けて、高温の第２の中間転写体８２’上から記録媒体１１’へ転
写することで画像印刷物を得る２段転写方式の転写型インクジェット記録方法の概略構成
を示す模式図である。
【０１４０】
　本実施例においては、まず、実施例２－１と同じ手順で、反応液１３’を第１の中間転
写体８１’上に塗布する。続いて、第１の中間転写体８１’がインクジェット記録ヘッド
１４’の位置に到達すると、インクジェット記録ヘッド１４’から、ブラック、シアン、
マゼンタ、イエローの各々の液体組成物６３’が吐出され、第１の中間転写体８１’上に
予め塗布してあった反応液１３’と各々が反応し、第１の中間転写体８１’上に、第１の
液体組成物凝集層が形成される。続いて、液体組成物６４’が吐出され、第１の中間転写
体８１’上に予め塗布してあった反応液１３’と各々が反応し、第１の中間転写体８１’
上に第２の液体組成物凝集層が形成され、第１及び第２の液体組成物凝集層からなる中間
画像が形成される。
【０１４１】
　本実施例における第１の中間転写体８１’上の液体組成物の凝集層の構成を、図１２（
ａ）に示す。本実施例では、高い最低造膜温度である液体組成物６３’で構成される液体
凝集物層を第１の液体組成物凝集層６１’とし、低い最低造膜温度である液体組成物６４
’で構成される液体凝集物層を第２の液体組成物凝集層６２’として、述べる。
【０１４２】
　更に、第１の中間転写体８１’が送風装置１７’に到達すると、第１の液体組成物凝集
層６１’及び第２の液体組成物凝集層６２’の中に含まれる水分が、送風により除去され
る。次に、第１の中間転写体８１’は、加熱装置１９’による加温により１８０℃に維持
された第２の中間転写体８２’に対して、圧力が９８Ｎ／ｃｍ２（１０ｋｇｆ／ｃｍ２）
、転写時間が１００ｍｓとなるように、転写と同時に第１の定着工程を行う。
【０１４３】
　次に、実施例２－３と同じ手順で、第２の中間転写体８２’から記録媒体１１’への転
写を実施する。転写工程後の液体組成物凝集層の構成を図１２（ｃ）に示す。図１２（ｃ
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）に示すように、第２の中間転写体８２’上では、液体組成物凝集層内の底部に形成され
ていた第１の液体組成物凝集層６１’及び第２の液体組成物凝集層６２’のパターンが、
転写工程後の記録媒体１１’上では、液体組成物凝集層の表面に形成されている。
　次に、定着剥離時の温度を変更した以外は、実施例２－３と同じ手順で、第２の定着手
段２０’により、第２の定着工程を実施する。
【０１４４】
　第１の液体組成物凝集層６１’及び第２の液体組成物凝集層６２’の定着ニップ時の温
度及び剥離時の温度と、第１の液体組成物凝集層６１’及び第２の液体組成物凝集層６２
’の最低造膜温度と、第１の液体組成物凝集層６１’及び第２の液体組成物凝集層６２’
の２０°光沢値を表９に示す。
【０１４５】
【表９】

【０１４６】
　表９で示されているように、第１の液体組成物凝集層６１’が記録媒体１１’表面に存
在している部分は、低光沢になっており、第２の液体組成物凝集層６２’が記録媒体１１
’表面に存在している部分は、高光沢になっている。本実施例の方法を用いると、画像形
成手段が２段転写方式であっても、高光沢及び低光沢の多様なパターンを形成することが
可能なインクジェット記録方法を提供することができる。
【符号の説明】
【０１４７】
１１、１１’・・・記録媒体
１２、１２’・・・ローラ式塗布装置
１３、１３’・・・反応液
１４、１４’・・・インクジェット記録ヘッド
１５、１５’・・・液体組成物凝集層
１６’・・・中間転写体
１７、１７’・・・送風装置
１８、１８’・・・第１の定着手段
１９、２０’・・・第２の定着手段
３１・・・樹脂粒子
４１、４１’・・・加熱ローラ
４２、４２’・・・支持ローラ
５１、５１’・・・定着ベルト
５２、５２’・・・剥離ローラ
５３、５３’・・・冷却装置
６１、６１’・・・第１の液体組成物凝集層
６２、６２’・・・第２の液体組成物凝集層
６３、６３’・・・第１の液体組成物
６４、６４’・・・第２の液体組成物
７１、７１’・・・液体組成物７１、７１’
７２、７２’・・・液体組成物７２、７２’
７３、７３’・・・液体組成物７３、７３’
１９’・・・加熱装置
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８１’・・・第１の中間転写体
８２’・・・第２の中間転写体
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【図１０】
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