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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ヒドロキシ基と反応可能な反応基を有する染料と、水と、を含有するインク組成物を準
備する工程と、
　布帛を準備する工程と、
　プラズマ照射手段により発生させたプラズマを、放電部分が前記布帛に接触しない状態
で該布帛の表面に照射することによって、該布帛の表面にヒドロキシ基を発生させる工程
と、
　前記布帛の表面にヒドロキシ基を発生させた後に、前記インク組成物を記録ヘッドから
噴射して、前記布帛の表面に画像を形成する工程と、
　前記布帛の表面にヒドロキシ基を発生させた後であって前記インク組成物を前記記録ヘ
ッドから噴射する前に、又は、前記インク組成物を前記記録ヘッドから噴射した後に、
　水と、還元防止剤と、アルカリ剤と、を含む処理剤を前記布帛の表面に付与する工程と
、
を含む、印捺物の製造方法。
【請求項２】
　請求項１において、
　前記プラズマを大気圧下で発生させて照射する、印捺物の製造方法。
【請求項３】
　請求項１または請求項２において、
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　前記プラズマ照射手段は、プラズマ発生部を備え、
　前記プラズマ発生部に、１種以上のガスを送り込みながら、前記プラズマを発生させる
、印捺物の製造方法。
【請求項４】
　請求項３において、
　発生させた前記プラズマにより、前記布帛の表面にヒドロキシ基を発生させる、印捺物
の製造方法。
【請求項５】
　請求項１ないし請求項４のいずれか１項において、
　前記反応基が、ビニルスルホン基、ハロゲン化トリアジニル基、ハロゲン化ピリミジル
基、ハロゲン化ピリダジニル基、ハロゲン化キノキサリニル基およびハロゲン化フタラジ
ニル基から選択される少なくとも１種である、印捺物の製造方法。
【請求項６】
　請求項１ないし請求項５のいずれか１項において、
　前記反応基は、８０℃以上で前記ヒドロキシ基と結合するものであり、
　前記反応基と前記ヒドロキシ基との２５℃での反応速度が、前記反応基と前記ヒドロキ
シ基との８０℃での反応速度に対して、１／１０以下である、印捺物の製造方法。
【請求項７】
　請求項１ないし請求項６のいずれか１項において、
　前記布帛の所定の位置にプラズマを照射し終えた後から、前記所定の位置に画像を形成
し始めるまでの時間が、２４０秒以下である、印捺物の製造方法。
【請求項８】
　プラズマ照射装置により発生させたプラズマを、放電部分が布帛に接触しない状態で該
布帛の表面に照射することによって、該布帛の表面にヒドロキシ基を発生させる工程と、
　前記布帛の表面にヒドロキシ基を発生させた後に、インク組成物を記録ヘッドから噴射
して、前記布帛の表面に画像を形成する工程と、
　前記布帛の表面にヒドロキシ基を発生させた後であって前記インク組成物を前記記録ヘ
ッドから噴射する前に、又は、前記インク組成物を前記記録ヘッドから噴射した後に、
　水と、還元防止剤と、アルカリ剤と、を含む処理剤を前記布帛の表面に付与する工程と
、
を含み、
　前記インク組成物が、ヒドロキシ基と反応可能な反応基を有する染料と、水と、を含有
する、捺染方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、印捺物の製造方法および捺染方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来から、染料および水等を含有するインク組成物を用いて、布帛に印刷を行うインク
ジェット捺染技術が知られている（非特許文献１参照）。捺染に用いられる染料種として
は、反応性染料、酸性染料、分散染料などがある。一般的に繊維の種類によって相性の良
い染料種が異なるため、捺染を行う際には、布帛基材の種類に応じて最適な染料種を選択
する必要がある。たとえば、反応性染料は、染着性の点から、綿、麻、及びレーヨンなど
のセルロース繊維には適しているが、ポリエステルやアセテートなどの繊維には適さない
。
【０００３】
　また、捺染を行う際には、布帛と染料との親和性を向上させるために前処理が行われる
。このような前処理の方法の一例として、プラズマ処理を利用することが可能である。捺
染における前処理方法としてプラズマ処理を利用した技術は、例えば特許文献１、特許文
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献２、及び特許文献３に開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００６－３３６１７５号公報
【特許文献２】特開平０５－２４７８５９号公報
【特許文献３】特開昭６２－２２３３８４号公報
【非特許文献】
【０００５】
【非特許文献１】KONICA MINOLTA TECHNOLOGY REPORT VOL.7(2010) p.138-142
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　上述したように、繊維の種類によって相性の良い染料種が異なるため、特定種類の染料
を使用して、多様な種類の布帛に染着性の良好な画像を形成することが困難な場合がある
。
【０００７】
　一方、上記の特許文献１ないし特許文献３に開示されているプラズマ処理は、プラズマ
の放電部分を直接布帛の表面に接触させて、布帛の表面にプラズマを照射する方式である
（いわゆる、ダイレクト方式）。そのため、放電部分と接触した布帛が損傷して、布帛の
風合いが変わってしまう等の問題がある。例えば、白色度の高い布帛を用いた場合では布
帛が黄変しやすく、薄手の布帛を用いた場合には布帛の破れが起こりやすくなる傾向にあ
る。
【０００８】
　本発明では、布帛の種類に関わらず、染着性に優れた画像が形成された布帛を得ること
を目的の一つとする。さらに、本発明では、布帛の前処理方法としてプラズマ処理を行う
場合に、放電損傷の低減された布帛を得ることを目的の一つとする。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　本発明は上述の課題の少なくとも一部を解決するためになされたものであり、以下の態
様または適用例として実現することができる。
【００１０】
　［適用例１］
　本発明に係る印捺物の製造方法の一態様は、
　ヒドロキシ基と反応可能な反応基を有する染料と、水と、を含有するインク組成物を準
備する工程と、
　布帛を準備する工程と、
　プラズマ照射手段により発生させたプラズマを、放電部分が前記布帛に接触しない状態
で該布帛の表面に照射することによって、該布帛の表面にヒドロキシ基を発生させる工程
と、
　前記布帛の表面にヒドロキシ基を発生させた後に、前記インク組成物を記録ヘッドから
噴射して、前記布帛の表面に画像を形成する工程と、
を含む。
【００１１】
　適用例１の印捺物の製造方法によれば、布帛の種類に関わらず染着性に優れた画像を形
成できる上に、プラズマ処理による放電損傷が低減された布帛を得ることができる。
【００１２】
　［適用例２］
　適用例１において、
　前記プラズマを大気圧下で発生させて照射することができる。
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【００１３】
　適用例２の印捺物の製造方法によれば、大気圧下でプラズマの照射を行うので、プラズ
マを照射する工程と画像を形成する工程を連続で行うことができる。また、大気圧下での
プラズマ処理は小型のプラズマ照射手段を用いて行うことができるので、小規模な装置に
よって印捺物を製造することができる。
【００１４】
　［適用例３］
　適用例１または適用例２において、
　前記プラズマ照射手段は、プラズマ発生部を備え、
　前記プラズマ発生部に、１種以上のガスを送り込みながら、前記プラズマを発生させる
ことができる。
【００１５】
　適用例３の印捺物の製造方法によれば、プラズマ発生部に供給したガスを用いてプラズ
マを発生することができる。
【００１６】
　［適用例４］
　適用例３において、
　発生させた前記プラズマにより、前記布帛の表面にヒドロキシ基を発生させることがで
きる。
【００１７】
　適用例４の印捺物の製造方法によれば、プラズマ発生部に供給したガスを用いて発生し
たプラズマにより、布帛の表面にヒドロキシ基を発生させたり、ヒドロキシ基を付与させ
たりすることができる。
【００１８】
　［適用例５］
　適用例１ないし適用例４のいずれか１例において、
　前記反応基が、ビニルスルホン基、ハロゲン化トリアジニル基、ハロゲン化ピリミジル
基、ハロゲン化ピリダジニル基、ハロゲン化キノキサリニル基およびハロゲン化フタラジ
ニル基から選択される少なくとも１種であることができる。
【００１９】
　適用例５の印捺物の製造方法によれば、ヒドロキシ基との反応性に優れた反応基を使用
するので、染料の染着性に優れた画像が形成された布帛を得ることができる。
【００２０】
　［適用例６］
　適用例１ないし適用例５のいずれか１例において、
　前記反応基は、８０℃以上で前記ヒドロキシ基と結合するものであり、
　前記反応基と前記ヒドロキシ基との２５℃での反応速度が、前記反応基と前記ヒドロキ
シ基との８０℃での反応速度に対して、１／１０以下であることができる。
【００２１】
　適用例６の印捺物の製造方法によれば、保存安定性に優れたインク組成物を使用するの
で、インク組成物の吐出安定性の向上に伴って、良好な画質の画像が形成された布帛を得
ることができる。
【００２２】
　［適用例７］
　適用例１ないし適用例６のいずれか１例において、
　前記布帛の表面にヒドロキシ基を発生させた後であって前記インク組成物を前記記録ヘ
ッドから噴射する前に、又は、前記インク組成物を前記記録ヘッドから噴射した後に、
　水と、還元防止剤と、アルカリ剤と、を含む処理剤を前記布帛の表面に付与する工程を
さらに含むことができる。
【００２３】
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　適用例７の印捺物の製造方法によれば、処理剤の作用により、染料の染着性に優れた画
像が形成された布帛を得ることができる。
【００２４】
　［適用例８］
　適用例１ないし適用例７のいずれか１例において、
　前記布帛の所定の位置にプラズマを照射し終えた後から、前記所定の位置に画像を形成
し始めるまでの時間が、２４０秒以下であることができる。
【００２５】
　適用例８の印捺物の製造方法によれば、布帛の表面に発生したヒドロキシ基が消滅しな
いうちに、染料と布帛表面のヒドロキシ基を反応させることができるので、染料の染着性
に優れた画像が形成された布帛を得ることができる。
【００２６】
　［適用例９］
　本発明に係る捺染方法の一態様は、
　プラズマ照射装置により発生させたプラズマを、放電部分が布帛に接触しない状態で該
布帛の表面に照射することによって、該布帛の表面にヒドロキシ基を発生させる工程と、
　前記布帛の表面にヒドロキシ基を発生させた後に、インク組成物を記録ヘッドから噴射
して、前記布帛の表面に画像を形成する工程と、
を含み、
　前記インク組成物が、ヒドロキシ基と反応可能な置換機能および付加機能の少なくとも
一方の機能を備えた反応基を有する染料と、水と、を含有する。
【００２７】
　適用例９の捺染方法によれば、布帛の種類に関わらず染着性に優れた画像を形成できる
上に、プラズマ処理による放電損傷を低減できる。
【図面の簡単な説明】
【００２８】
【図１】本発明の一実施形態に係る印捺物の製造方法を実施可能なインクジェット記録装
置を模式的に示す図。
【図２】本発明の一実施形態に係るインクジェット記録装置の照射手段におけるプラズマ
発生部の断面を模式的に示す図。
【図３】本発明の一実施形態に係るインクジェット記録装置を上方からみたときの一部分
を模式的に示す図。
【図４】第１の変形例に係る印捺物の製造方法に使用可能なインクジェット記録装置を模
式的に示す図。
【図５】第２の変形例のプラズマ照射手段を搭載したインクジェット記録装置を上方から
みたときの一部分を模式的に示す図。
【発明を実施するための形態】
【００２９】
　以下に本発明の好適な実施の形態について説明する。以下に説明する実施の形態は、本
発明の一例を説明するものである。また、本発明は、以下の実施の形態に限定されるもの
ではなく、本発明の要旨を変更しない範囲において実施される各種の変形例も含む。
【００３０】
　１．印捺物の製造方法
　本発明の一実施形態に係る印捺物の製造方法は、ヒドロキシ基と反応可能な反応基を有
する染料と、水と、を含有するインク組成物を準備する工程（以下、「インク組成物準備
工程」ともいう。）と、布帛を準備する工程（以下、「布帛準備工程」ともいう。）と、
プラズマ照射装置により発生させたプラズマを、放電部分が前記布帛に接触しない状態で
該布帛の表面に照射することによって、該布帛の表面にヒドロキシ基を発生させる工程（
以下、「プラズマ照射工程」ともいう。）と、前記布帛の表面にヒドロキシ基を発生させ
た後に、前記インク組成物を記録ヘッドから噴射して、前記布帛の表面に画像を形成する



(6) JP 6222461 B2 2017.11.1

10

20

30

40

50

工程（以下、「画像形成工程」ともいう。）と、を含むことを特徴とする。
【００３１】
　本発明において、「印捺物」とは、画像が布帛に印捺されることによって、画像が形成
された布帛のことをいう。
【００３２】
　以下、本実施形態に係る印捺物の製造方法について、これを実施するために使用するイ
ンクジェット記録装置の装置構成、印捺物の製造方法、捺染方法の順に説明する。
【００３３】
　１．１．装置構成
　本実施形態に係る印捺物の製造方法に使用するインクジェット記録装置の一例について
、図面を参照しながら説明する。なお、本実施形態に係る印捺物の製造方法に使用できる
インクジェット記録装置は、以下の態様に限定されるものではない。
【００３４】
　図１は、本実施形態に係る印捺物の製造方法を実施可能なインクジェット記録装置を模
式的に表す図である。インクジェット記録装置１０００は、布帛を搬送する搬送手段１０
と、プラズマを照射するプラズマ照射手段２０と、処理剤を布帛の表面に付与する処理剤
付与手段３０と、インク組成物を用いて画像を形成する画像形成手段４０と、画像を湿熱
処理する湿熱処理手段５０と、を有する。
【００３５】
　本実施形態に係るインクジェット記録装置１０００は、当該インクジェット記録装置１
０００全体の動作を制御する制御手段（図示せず）を有している。制御手段は、インクジ
ェット記録装置１０００の任意の位置に設けられ、例えばＰＣやタッチパネル等の入力手
段から入力された情報に基づいて、各手段の動作を制御する。
【００３６】
　１．１．１．搬送手段
　搬送手段１０は、ローラー１１によって構成されることができる。搬送手段１０は、複
数のローラー１１を有してもよい。搬送手段１０は、図示の例では、布帛１の搬送される
方向（図中矢印で示した。以下、「布帛搬送方向」ともいう。）において、プラズマ照射
手段２０より上流側に設けられているが、これに限定されず、布帛１が搬送できる限り、
設けられる位置や個数は任意である。
【００３７】
　さらに、搬送手段１０は、各種のプラテンなどを備えてもよい。図１の例では、搬送手
段１０は、ローラー１１に加えて、布帛１において画像を印捺する面と反対側の面から布
帛１を支持するプラテン１２を備えている。
【００３８】
　１．１．２．プラズマ照射手段
　プラズマ照射手段２０は、プラズマを発生させる機構を備えたプラズマ発生部２１と、
該プラズマ発生部２１に供給するガスを貯留するガス貯留部２９と、を備える。図１の例
では、プラズマ照射手段２１は、処理剤付着手段３０に対して布帛搬送方向（図１の矢印
方向）の上流側に設けられている。
【００３９】
　図２は、プラズマ発生部２１の断面を模式的に示す図である。プラズマ発生部２１は、
ガス貯留部２９と接続されたガス供給室２２と、ガス供給室２２の少なくとも一部に対向
するように設けられた電極対２３と、電源２４と、プラズマ照射ノズル２５と、排気管２
６と、を備える。
【００４０】
　ガス供給室２２は、図示しないガス供給管によってガス貯留部２９と接続されており、
ガス貯留部２９に貯留されたガスが流入可能な状態になっている。ガス供給室２２の任意
の位置には、電極対２３が設けられている。電極対２３は、対向するように設置された電
極２３ａおよび電極２３ｂを備える。電極２３ａおよび電極２３ｂには、電圧が印加でき
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るように、電源２４が接続されている。
【００４１】
　プラズマ照射ノズル２５は、ガス供給管（図示せず）とは異なる位置でガス供給室２２
に設けられている。プラズマ照射ノズル２５は、電極２３ａおよび電極２３ｂの間を通過
して発生したプラズマを照射するためのノズル孔を備えている。プラズマ照射ノズル２５
は、布帛と対向する位置に設けられている。
【００４２】
　図３は、図１のインクジェット記録装置１０００を上方からみたときの一部分を模式的
に示す図である。図３の例では、プラズマ照射手段２０は、布帛の幅方向（布帛の表面に
おいて、布帛搬送方向と交差する方向）に延びるライン形状である。プラズマ照射ノズル
２５は、布帛の幅方向の全域にプラズマを照射できるように、布帛の幅方向に沿って複数
配列されていてもよい。また、プラズマ照射量を増加させるという観点から、プラズマ照
射手段２０を布帛搬送方向に沿って複数設けたり、プラズマ照射ノズル２５を布帛搬送方
向に沿って複数設けたりしてもよい。
【００４３】
　排気管２６は、余剰ガスを吸引、排気しながらプラズマ照射を行うことで、プラズマ照
射ノズル２５から放射されるプラズマ照射範囲を適正化し、所望の範囲を局地的に処理す
るために設置される。排気管２６の設置位置は、特に限定されるものではないが、例えば
図２の例では、２つの排気管２６ａおよび排気管２６ｂを備えており、ガス供給室２２に
沿って設けられている。
【００４４】
　電源２４によって電極２３ａおよび電極２３ｂに電圧が印加されると、電極２３ａと電
極２３ｂとの間に放電が生じる（図２の「放電部分Ｄ」）。このように放電が生じている
状態で、ガス供給室２２にガスを供給して、電極２３ａおよび電極２３ｂとの間にガスを
通過させることで、ガスのプラズマが生じる（すなわち、ガスの少なくとも一部がプラズ
マ化する）。このようにして発生したプラズマは、プラズマ照射ノズル２５に送られて、
プラズマ照射ノズル２５から布帛１の表面に向かって照射される。すなわち、プラズマ発
生部２１で発生させたプラズマは、放電部分Ｄが布帛１に接触しない状態で布帛１の表面
に照射される。換言すれば、布帛１は、放電部分Ｄを通過しないので、放電部分Ｄに直接
接触することがない。このようなプラズマ発生機構は、リモートジェット方式と呼ばれる
ことがある。
【００４５】
　このように、放電部分に布帛を接触させないリモートジェット方式のプラズマ照射手段
を用いることで、布帛の損傷を抑制できるので、布帛の風合いや色合いが維持される。特
に、白色度の高い布帛を使用する場合に、その効果が一層発揮される。
【００４６】
　一方、プラズマ発生機構のうち、放電部分Ｄに布帛１が接触する方式は、ダイレクト方
式と呼ばれることがある。たとえば、一対の電極のうち、一方を布帛１に対して一方の側
に設け、他方を布帛１に対して他方の側に設けて、これらの電極間に放電を発生させ、こ
れらの電極の間、すなわち放電部分の中を布帛が通過するように、布帛を搬送させるよう
な方式は、ダイレクト方式である。また、一対の電極を布帛１に対して一方の側に設けて
、これらの電極間に放電を発生させ、放電部分が布帛の面に接触するように、布帛を搬送
させる方式も、ダイレクト方式である。このようなダイレクト方式のプラズマ発生機構で
は、布帛が放電部分に接触してしまうので、布帛の損傷が生じやすい。
【００４７】
　プラズマ照射手段２０は、真空下でプラズマを発生させて照射する機構を備えたもので
あってもよいし、大気圧下でプラズマを発生させて照射する機構を備えたものであっても
よいが、大気圧下でプラズマを発生させて照射する機構を備えたものが好ましい。大気圧
下でプラズマを発生させる場合には、プラズマ照射手段に減圧機構を設けることが不要と
なって装置の小型化が図れることから、後述するプラズマ照射工程をインラインで行える
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（すなわち、プラズマ照射工程、画像形成工程、等の工程を連続で行える）という利点が
ある。ここで、プラズマを発生させる際の圧力は、プラズマを発生させる際のガス供給室
２２内の圧力のことをいう。
【００４８】
　プラズマを発生させる際の電力量としては、供給したガスからプラズマを発生できるの
であれば特に限定されるものではないが、例えば、１００Ｗｈ以上２００Ｗｈ以下とする
ことができる。
【００４９】
　プラズマを発生させる際の電源２４の周波数としては、供給したガスからプラズマを発
生できるのであれば特に限定されるものではないが、例えば、５０ｋＨｚ以上である。
【００５０】
　プラズマ照射ノズル２５と布帛１との距離は、発生したプラズマを布帛に照射できて、
ヒドロキシ基を布帛の表面に発生させることができる範囲にあれば特に限定されないが、
例えば０．５ｍｍ以上１０ｍｍ以下とすることができる。
【００５１】
　ガス供給室２２には、１種類のガスが供給されてもよいし、２種以上のガスを混合して
得られる混合ガスが供給されてもよい。このようなガスの原料としては、例えば、酸素（
Ｏ2）、窒素（Ｎ2）、空気（少なくとも窒素（Ｎ2）および酸素（Ｏ2）を含む）、水蒸気
（Ｈ2Ｏ）、亜酸化窒素（Ｎ2Ｏ）、アンモニア（ＮＨ3）、アルゴン（Ａｒ）、ヘリウム
（Ｈｅ）、ネオン（Ｎｅ）等が挙げられる。なお、ガス供給室２２に供給されるガスの流
量は、ガス供給室２２の容量、ガスの種類、布帛の種類、印刷速度等に応じて適宜設定す
ることができ、特に制限されるものではない。
【００５２】
　１．１．３．処理剤付与手段
　処理剤付与手段３０は、水と、還元防止剤と、アルカリ剤と、を含有する処理剤を布帛
の表面に付与する手段である。処理剤を付与することにより、染料の染着性が向上して、
印捺される画像の染着性が一層向上する。図１の例では、処理剤付与手段３０は、布帛搬
送方向において、画像形成手段４０の上流側であってプラズマ照射手段２０の下流側に設
けられているが、プラズマ照射手段２０の上流側に設けられていてもよい。
【００５３】
　処理剤を布帛の表面に付与する方法としては、例えば、処理剤中に布帛を浸漬させる方
法、処理剤をロールコーター等で塗布する方法、処理剤を噴射する方法（例えば、インク
ジェット法、スプレー法）等が挙げられ、いずれの方法も使用できる。図１の例では、処
理剤をロールコーターで塗布する方法を示すものである。
【００５４】
　なお、本実施形態に係るインクジェット記録装置１０００は、処理剤の付与をインライ
ンで行わない場合や、処理剤を付与する工程を実施しない場合には、処理剤付与手段３０
を備えていなくてもよい。
【００５５】
　本実施形態に係るインクジェット記録装置１０００は、布帛に付与した処理剤を乾燥さ
せる処理剤乾燥手段（図示せず）を備えていてもよい。処理剤乾燥手段は、処理剤付与手
段の下流側であって、画像形成手段の上流側に設けることができる。このような乾燥手段
としては、例えば、布帛に熱を加える手段、樹脂液に風を吹きつける手段、さらにそれら
を組み合わせる手段等が挙げられる。具体的には、強制空気加熱、輻射加熱、電導加熱、
高周波乾燥、マイクロ波乾燥等が好ましく用いられる。
【００５６】
　１．１．４．画像形成手段
　画像形成手段４０は、布帛の表面にインク組成物の液滴を付着させて、画像を形成する
手段である。画像形成手段４０は、インク組成物を噴射（吐出）するノズルを備えたイン
クジェット記録用ヘッド（記録ヘッド）４１を備える。図１に示すように、画像形成手段
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４０は、プラズマ照射手段２０の下流側に設けられていることが好ましい。
【００５７】
　インク組成物をインクジェット記録用ヘッド４１のノズルから吐出させる方式は、例え
ば以下のものが挙げられる。具体的には、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、ノズルから液滴状のインクを連続的に吐出させ、インクの液滴が偏向電
極間を飛翔する間に記録情報信号を偏向電極に与えて記録する方式又はインクの液滴を偏
向することなく記録情報信号に対応して吐出させる方式（静電吸引方式）、小型ポンプで
インクに圧力を加え、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
インクの液滴を吐出させる方式、インクに圧電素子で圧力と記録情報信号を同時に加え、
インクの液滴を吐出・記録させる方式（ピエゾ方式）、インクを記録情報信号にしたがっ
て微小電極で加熱発泡させ、インクの液滴を吐出・記録させる方式（サーマルジェット方
式）等が挙げられる。
【００５８】
　インクジェット記録用ヘッド４１は、図３に示すように、いわゆるシリアル型の記録ヘ
ッドである。シリアル型の記録ヘッドは、記録ヘッドを布帛に対して相対的に移動させつ
つインク組成物を噴射させる走査（パス）を、複数回行うことによって画像の印捺を行う
ものである。図３の例では、シリアル型の記録ヘッドを例示したが、これに限定されず、
いわゆるライン型の記録ヘッドを使用してもよい。ライン型の記録ヘッドを備えたインク
ジェット記録装置は、記録ヘッドを布帛に対して相対的に移動させつつインク組成物を噴
射させる走査（パス）を１回行うことにより印捺を行うものである。ライン型の記録ヘッ
ドの具体例には、記録ヘッドが布帛の幅よりも広く形成され、記録ヘッドが移動せずに布
帛上に液滴を噴射するものが挙げられる。
【００５９】
　１．１．５．湿熱処理手段
　湿熱処理手段５０は、形成された画像を湿熱処理する手段である。これにより、染料の
染着性が一層向上する。湿熱手段に関しては、必ずしも印刷機の構成に含まれる必要はな
いが、画像形成後に湿熱処理を行うことが好ましく、図１の例では、湿熱処理手段５０は
、布帛搬送方向において、画像形成手段４０の下流側に設けられている。湿熱処理には、
従来公知の方法を用いることができ、例えば、例えば、ＨＴ法（高温スチーミング法）、
ＨＰ法（高圧スチーミング法）等が挙げられる。
【００６０】
　１．１．６．その他の手段
　本実施形態に係るインクジェット記録装置１０００は、さらに、布帛を洗浄する洗浄手
段（図示せず）を有していてもよい。洗浄手段は、例えば、水を用いたり、水および界面
活性剤を含有する水溶液を用いたりして、未染着の染料等を洗い流すための手段である。
洗浄手段としては、公知の手段を使用することができる。洗浄手段は、例えば、上記の湿
熱処理手段５０の布帛搬送方向の下流側に設けることができる。
【００６１】
　本実施形態に係るインクジェット記録装置１０００は、さらに、布帛を乾燥させる布帛
乾燥手段（図示せず）を有していてもよい。布帛乾燥手段としては、上記の処理剤乾燥手
段で挙げた乾燥手段と同様のものを用いることができる。布帛乾燥手段は、例えば、湿熱
手段の下流側（洗浄手段による布帛の洗浄を行う場合には、洗浄手段の下流側）に設ける
ことができる。
【００６２】
　１．２．製造工程
　次に、本実施形態に印捺物の製造方法について、工程毎に詳細に説明する。
【００６３】
　１．２．１．インク組成物準備工程
　インク組成物準備工程は、ヒドロキシ基と反応可能な反応基を有する染料と、水と、を
含有するインク組成物を準備する工程である。当該インク組成物は、後述する画像形成工
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程に使用するインクジェット捺染用のインクである。
【００６４】
　インク組成物準備工程で準備するインク組成物に含まれる成分、インク組成物の調製方
法、インク組成物の物性について、以下に説明する。
【００６５】
　１．２．１．１．インク組成物
　＜染料＞
　本実施形態に係るインク組成物に含まれる染料は、ヒドロキシ基と反応可能な反応基（
以下、「特定の反応基」ともいう。）を有する。当該特定の反応基は、置換機能および付
加機能の少なくとも一方の機能を備えている。ここで、ヒドロキシ基と反応可能な置換機
能を備えた反応基とは、ヒドロキシ基と置換反応が可能な基のこといい、ヒドロキシ基と
反応可能な付加機能を備えた反応基とは、ヒドロキシ基と付加反応が可能な基のことをい
う。
【００６６】
　特定の反応基としては、ビニルスルホン基、ハロゲン化トリアジニル基、ハロゲン化ピ
リミジル基、ハロゲン化ピリダジニル基、ハロゲン化キノキサリニル基およびハロゲン化
フタラジニル基から選択される少なくとも１種が挙げられる。これらの例示した反応基の
うち、ビニルスルホン基は、ヒドロキシ基との付加反応（求核付加反応）を行うことが可
能である。また、ハロゲン化トリアジニル基、ハロゲン化ピリミジル基、ハロゲン化ピリ
ダジニル基、ハロゲン化キノキサリニル基およびハロゲン化フタラジニル基は、ヒドロキ
シ基との置換反応（求核置換反応）を行うことが可能である。例示した反応基の中でも、
ビニルスルホン基、ハロゲン化トリアジニル基（より好ましくは塩化トリアジニル基）、
ハロゲン化ピリミジル基（より好ましくは塩化ピリミジル基）から選択される少なくとも
１種の反応基が好ましい。
【００６７】
　特定の反応基は、８０℃以上でヒドロキシ基と結合するものであって、特定の反応基と
ヒドロキシ基との２５℃での反応速度が、当該特定の反応基とヒドロキシ基との８０℃で
の反応速度に対して、１／１０以下であることが好ましい。このように、常温（２５℃）
での反応性の低い染料を使用することで、インク組成物の保存時の粘度上昇等を抑制でき
るので、インク組成物の保存安定性が良好になる。
【００６８】
　特定の反応基を有する染料には、反応染料を好ましく用いることができ、具体的には、
Ｃ．Ｉ．リアクティブイエロー１、２、３、４、６、７、１１、１２、１３、１４、１５
、１６、１７、１８、２２、２３、２４、２５、２６、２７、３７、４２、９５、Ｃ．Ｉ
．リアクティブレッド１、２、３、４、５、６、７、８、１１、１２、１３、１５、１６
、１７、１９、２０、２１、２２、２３、２４、２８、２９、３１、３２、３３、３４、
３５、３６、３７、３８、３９、４０、４１、４２、４３、４５、４６、４９、５０、５
８、５９、６３、６４、２１８、３：１、Ｃ．Ｉ．リアクティブブルー１、２、３、４、
５、７、８、９、１３、１４、１５、１７、１８、１９、２０、２１、２５、２６、２７
、２８、２９、３１、３２、３３、３４、３７、３８、３９、４０、４１、４３、４４、
４６、４９、７２、Ｃ．Ｉ．リアクティブブラック３９、Ｃ．Ｉ．リアクティブオレンジ
１２、１３、９９、Ｃ．Ｉ．リアクティブブラウン１１などが挙げられる。これらの染料
は、１種単独で使用してもよいし、２種以上併用してもよい。
【００６９】
　特定の反応基を有する染料の含有量は、インク組成物の全質量（１００質量％）に対し
て、例えば１質量％以上２０質量％以下とすることができる。
【００７０】
　＜水＞
　水は、インク組成物の主となる液媒体である。水は、イオン交換水、限外濾過水、逆浸
透水、蒸留水等の純水又は超純水のようなイオン性不純物を極力除去したものであること
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が好ましい。水の含有量は、インク組成物の全質量に対して、例えば５０質量％以上とす
ることができる。
【００７１】
　＜その他の成分＞
　本実施形態に係るインク組成物は、有機溶剤、界面活性剤、尿素類、糖類、ｐＨ調整剤
、キレート化剤、防腐剤、防かび剤、防錆剤等を含有してもよい。
【００７２】
　有機溶剤としては、例えば、１，２－アルカンジオール類、多価アルコール類、ピロリ
ドン誘導体、グリコールエーテル類等が挙げられる。
【００７３】
　１，２－アルカンジオール類としては、例えば、１，２－プロパンジオール、１，２－
ブタンジオール、１，２－ペンタンジオール、１，２－ヘキサンジオール、１，２－オク
タンジオール等が挙げられる。１，２－アルカンジオール類は、布帛に対するインク組成
物の濡れ性を高めて均一に濡らす作用に優れている。１，２－アルカンジオール類を含有
する場合には、その含有量を、インク組成物の全質量に対して、１質量％以上２０質量％
以下とすることができる。
【００７４】
　多価アルコール類（上記の１，２－アルカンジオール類を除く）としては、例えば、エ
チレングリコール、ジ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、１，３－プロパンジオール、１，４－ブタンジオール、１，６－ヘキサンジオール
、トリメチロールプロパン、トリエチレングリコール、グリセリン等が挙げられる。多価
アルコール類は、インク組成物の布帛に対する濡れ性を高めたり、ノズルの保湿性を高め
る等の機能を備える。多価アルコール類を含有する場合には、その含有量を、インク組成
物の全質量に対して、２質量％以上３０質量％以下とすることができる。
【００７５】
　ピロリドン誘導体としては、例えば、Ｎ－メチル－２－ピロリドン、Ｎ－エチル－２－
ピロリドン、Ｎ－ビニル－２－ピロリドン、２－ピロリドン、Ｎ－ブチル－２－ピロリド
ン、５－メチル－２－ピロリドン等が挙げられる。ピロリドン誘導体は、染料の溶解性を
向上したり、インク組成物の固化や乾燥を促成するという機能を備える。ピロリドン誘導
体を含有する場合には、その含有量を、インク組成物の全質量に対して、１質量％以上２
０質量％以下とすることができる。
【００７６】
　グリコールエーテル類としては、例えば、エチレングリコールモノイソブチルエーテル
、エチレングリコールモノヘキシルエーテル、エチレングリコールモノイソヘキシルエー
テル、ジ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ヘキシルエ
ーテル、トリエチレングリコールモノヘキシルエーテル、ジエチレングリコールモノイソ
ヘキシルエーテル、トリエチレングリコールモノイソヘキシルエーテル、エチレングリコ
ールモノイソヘプチルエーテル、ジエチレングリコールモノイソヘプチルエーテル、トリ
エチレングリコールモノイソヘプチルエーテル、エチレングリコールモノオクチルエーテ
ル、エチレングリコールモノイソオクチルエーテル、ジエチレングリコールモノイソオク
チルエーテル、トリエチレングリコールモノイソオクチルエーテル、エチレングリコール
モノ－２－エチルヘキシルエーテル、ジエチレングリコールモノ－２－エチルヘキシルエ
ーテル、トリエチレングリコールモノ－２－エチルヘキシルエーテル、ジエチレングリコ
ールモノ－２－エチルペンチルエーテル、エチレングリコールモノ－２－エチルペンチル
エーテル、エチレングリコールモノ－２－エチルヘキシルエーテル、ジエチレングリコー
ルモノ－２－エチルヘキシルエーテル、エチレングリコールモノ－２－メチルペンチルエ
ーテル、ジエチレングリコールモノ－２－メチルペンチルエーテル、プロピレングリコー
ルモノブチルエーテル、ジ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、ジプロピレ
ングリコールモノプロピルエーテル、及びトリプロピレングリコールモノメチルエーテル
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等が挙げられる。これらは、１種単独か又は２種以上を混合して使用することができる。
グリコールエーテル類は、インク組成物の布帛に対する濡れ性などを制御することできる
。グリコールエーテル類を含有する場合には、その含有量を、インク組成物の全質量に対
して、１質量％以上２０質量％以下とすることができる。
【００７７】
　界面活性剤としては、インク組成物の表面張力を低下させ布帛との濡れ性を調整する機
能を備える。界面活性剤の中でも、アセチレングリコール系界面活性剤、シリコーン系界
面活性剤、およびフッ素系界面活性剤を好ましく用いることができる。
【００７８】
　アセチレングリコール系界面活性剤としては、特に限定されないが、例えば、サーフィ
ノール１０４、１０４Ｅ、１０４Ｈ、１０４Ａ、１０４ＢＣ、１０４ＤＰＭ、１０４ＰＡ
、１０４ＰＧ－５０、１０４Ｓ、４２０、４４０、４６５、４８５、ＳＥ、ＳＥ－Ｆ、５
０４、６１、ＤＦ３７、ＣＴ１１１、ＣＴ１２１、ＣＴ１３１、ＣＴ１３６、ＴＧ、ＧＡ
、ＤＦ１１０Ｄ（以上全て商品名、Air Products and Chemicals. Inc.社製）、オルフィ
ンＢ、Ｙ、Ｐ、Ａ、ＳＴＧ、ＳＰＣ、Ｅ１００４、Ｅ１０１０、ＰＤ－００１、ＰＤ－０
０２Ｗ、ＰＤ－００３、ＰＤ－００４、ＰＤ－００５、ＥＸＰ．４００１、ＥＸＰ．４０
３６、ＥＸＰ．４０５１、ＡＦ－１０３、ＡＦ－１０４、ＡＫ－０２、ＳＫ－１４、ＡＥ
－３（以上全て商品名、日信化学工業社製）、アセチレノールＥ００、Ｅ００Ｐ、Ｅ４０
、Ｅ１００（以上全て商品名、川研ファインケミカル社製）が挙げられる。
【００７９】
　シリコーン系界面活性剤としては、特に限定されないが、ポリシロキサン系化合物が好
ましく挙げられる。当該ポリシロキサン系化合物としては、特に限定されないが、例えば
ポリエーテル変性オルガノシロキサンが挙げられる。当該ポリエーテル変性オルガノシロ
キサンの市販品としては、例えば、ＢＹＫ－３０６、ＢＹＫ－３０７、ＢＹＫ－３３３、
ＢＹＫ－３４１、ＢＹＫ－３４５、ＢＹＫ－３４６、ＢＹＫ－３４８（以上商品名、ＢＹ
Ｋ社製）、ＫＦ－３５１Ａ、ＫＦ－３５２Ａ、ＫＦ－３５３、ＫＦ－３５４Ｌ、ＫＦ－３
５５Ａ、ＫＦ－６１５Ａ、ＫＦ－９４５、ＫＦ－６４０、ＫＦ－６４２、ＫＦ－６４３、
ＫＦ－６０２０、Ｘ－２２－４５１５、ＫＦ－６０１１、ＫＦ－６０１２、ＫＦ－６０１
５、ＫＦ－６０１７（以上商品名、信越化学工業社製）が挙げられる。
【００８０】
　フッ素系界面活性剤としては、フッ素変性ポリマーを用いることが好ましく、具体例と
しては、ＢＹＫ－３４０（ビックケミー・ジャパン社製）が挙げられる。
【００８１】
　界面活性剤を含有する場合には、その含有量は、インク組成物の全質量に対して、０．
０５質量％以上１．５質量％以下とすることができる。
【００８２】
　尿素類は、インクの保湿剤として機能したり、染料の染着性を向上させる染着助剤とし
て機能する。尿素類の具体例としては、尿素、エチレン尿素、テトラメチル尿素、チオ尿
素、１，３－ジメチル－２－イミダゾリジノン等が挙げられる。尿素類を含有する場合に
は、その含有量は、インク組成物の全質量に対して、１質量％以上１０質量％以下とする
ことができる。
【００８３】
　＜糖類＞
　糖類は、インクの固化、乾燥を抑制する保湿剤として機能する。糖類の具体例としては
、グルコース、マンノース、フルクトース、リボース、キシロース、アラビノース、ガラ
クトース、アルドン酸、グルシトール（ソルビット）、マルトース、セロビオース、ラク
トース、スクロース、トレハロース、およびマルトトリオース等が挙げられる。
【００８４】
　＜ｐＨ調整剤＞
　ｐＨ調整剤としては、例えば、リン酸二水素カリウム、リン酸水素二ナトリウム、水酸
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化ナトリウム、水酸化リチウム、水酸化カリウム、アンモニア、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、炭酸カリウム、炭酸ナトリウム、炭
酸水素ナトリウム、トリスヒドロキシメチルアミノメタン（ＴＨＡＭ）、４－（２－ヒド
ロキシエチル)－１－ピペラジンエタンスルホン酸（ＨＥＰＥＳ）、モルホリノエタンス
ルホン酸（ＭＥＳ）、カルバモイルメチルイミノビス酢酸（ＡＤＡ）、ピペラジン－１，
４－ビス（２－エタンスルホン酸）（ＰＩＰＥＳ）、Ｎ－（２－アセトアミド）－２－ア
ミノエタンスルホン酸（ＡＣＥＳ）、コラミン塩酸、Ｎ，Ｎ－ビス（２－ヒドロキシエチ
ル）－２－アミノエタンスルホン酸（ＢＥＳ）、Ｎ－トリス（ヒドロキシメチル）メチル
－２－アミノエタンスルホン酸（ＴＥＳ）、アセトアミドグリシン、トリシン、グリシン
アミド、ビシン等のグッドバッファー、リン酸緩衝液、トリス緩衝液などが挙げられる。
【００８５】
　＜キレート化剤＞
　キレート化剤としては、例えば、エチレンジアミン四酢酸およびそれらの塩類（エチレ
ンジアミン四酢酸二水素二ナトリウム塩等）等が挙げられる。
【００８６】
　＜防腐剤、防かび剤＞
　防腐剤、防かび剤としては、例えば、安息香酸ナトリウム、ペンタクロロフェノールナ
トリウム、２－ピリジンチオール－１－オキサイドナトリウム、ソルビン酸ナトリウム、
デヒドロ酢酸ナトリウム、１，２－ジベンゾイソチアゾリン－３－オン（ゼネカ社のプロ
キセルＣＲＬ、プロキセルＢＤＮ、プロキセルＧＸＬ、プロキセルＸＬ．２、プロキセル
ＴＮ、プロキセルＬＶ）、４－クロロ－３－メチルフェノール（バイエル社のプリベント
ールＣＭＫ等）などが挙げられる。
【００８７】
　＜防錆剤＞
　防錆剤としては、例えば、ベンゾトリアゾール等が挙げられる。
【００８８】
　＜その他の成分＞
　上記以外の成分として、例えば、酸化防止剤、紫外線吸収剤、酸素吸収剤、溶解助剤な
ど、インクジェット捺染用のインク組成物において通常用いることができる添加剤を含有
してもよい。
【００８９】
　１．２．１．２．インク組成物の調製方法
　本実施形態に係るインク組成物は、前述した成分を任意な順序で混合し、必要に応じて
濾過等をして不純物を除去することにより得られる。各成分の混合方法としては、メカニ
カルスターラー、マグネチックスターラー等の撹拌装置を備えた容器に順次材料を添加し
て撹拌混合する方法が好適に用いられる。濾過方法としては、遠心濾過、フィルター濾過
等を必要に応じて行なうことができる。
【００９０】
　１．２．１．３．インク組成物の物性
　本実施形態に係るインク組成物は、画像品質とインクジェット捺染用のインク組成物と
しての信頼性とのバランスの観点から、２０℃における表面張力が２０ｍＮ／ｍ以上４０
ｍＮ／ｍであることが好ましく、２３ｍＮ／ｍ以上３８ｍＮ／ｍ以下であることがより好
ましい。なお、表面張力の測定は、例えば、自動表面張力計ＣＢＶＰ－Ｚ（商品名、協和
界面科学株式会社製）を用いて、２０℃の環境下で白金プレートをインクで濡らしたとき
の表面張力を確認することにより測定することができる。
【００９１】
　また、同様の観点から、本実施形態に係るインク組成物の２０℃における粘度は、１．
５ｍＰａ・ｓ以上１０ｍＰａ・ｓ以下であることが好ましく、２ｍＰａ・ｓ以上８ｍＰａ
・ｓ以下であることがより好ましい。なお、粘度の測定は、例えば、粘弾性試験機ＭＣＲ
－３００（商品名、Ｐｙｓｉｃａ社製）を用いて、２０℃の環境下での粘度を測定するこ
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とができる。
【００９２】
　１．２．２．布帛準備工程
　布帛準備工程は、布帛を準備する工程である。上記のインクジェット記録装置１０００
を用いる場合には、布帛準備工程では、インクジェット記録装置１０００に布帛１をセッ
トして、布帛１を搬送手段１０によって搬送可能な状態にする。
【００９３】
　本実施形態に係る捺染方法において使用する布帛を構成する素材としては、特に限定さ
れず、例えば、綿、麻、羊毛、絹等の天然繊維、ポリプロピレン、ポリエステル、アセテ
ート、トリアセテート、ポリアミド、ポリウレタン等の合成繊維、ポリ乳酸等の生分解性
繊維などが挙げられ、これらの混紡繊維であってもよい。布帛としては、上記に挙げた繊
維を、織物、編物、不織布等いずれの形態にしたものでもよい。
【００９４】
　布帛の形状としては、特に限定されず、単票であってもよいし、図１に示すような連続
体であってもよい。
【００９５】
　１．２．３．プラズマ照射工程
　プラズマ照射工程は、プラズマ照射手段により発生させたプラズマを、放電部分が前記
布帛に接触しない状態で該布帛の表面に照射することによって、該布帛の表面にヒドロキ
シ基を発生させる工程である。プラズマ照射工程は、上述したようなプラズマ照射手段２
０（図１、図２等を参照）により行うことで、放電部分が布帛に接触しないので、布帛の
損傷を抑制することができる。
【００９６】
　プラズマ照射工程では、少なくとも後述する画像形成工程によって画像を形成する領域
（所定の領域）に、予めプラズマ照射を行なえばよく、布帛の表面の全域にプラズマ照射
を行うものであってもよい。
【００９７】
　本実施形態に係るプラズマ照射工程は、布帛の種類に関わらず、その表面にヒドロキシ
基を発生させることができる。すなわち、布帛の表面にヒドロキシ基を有さない場合であ
っても、プラズマ照射手段に供給するガスとして酸化ガスを用いることで、酸化ガスに由
来するプラズマによって、布帛の表面にヒドロキシ基を付与することができる。また、布
帛の構造骨格中に酸素原子を含む場合には、プラズマ照射手段に供給するガスとして希ガ
スを用いることで、希ガスに由来するプラズマが布帛に含まれる酸素の結合を切断できる
ので、布帛の表面にヒドロキシ基を発生させることができる。このように、本実施形態に
係る印捺物の製造方法によれば、布帛の種類に関わらず、その表面にヒドロキシ基を発生
させることができるので、特定の反応基を備えた染料を含有するインク組成物を用いて染
着性に優れた画像を形成できる。
【００９８】
　１．２．４．処理剤付与工程
　本実施形態に係る印捺物の製造方法は、処理剤付与工程を含むことが好ましい。処理剤
付与工程は、水と、還元防止剤と、アルカリ剤と、を含有する処理剤を布帛の表面に付与
する工程であり、例えば、上述した処理剤付与手段３０によって行うことができる。処理
剤は、少なくとも画像を形成する領域に付与すればよく、布帛の全域に付与してもよい。
【００９９】
　処理剤付与工程は、記録ヘッドからインク組成物を噴射する前（すなわち画像形成工程
の前）に行うことができる。これにより、インク組成物に含まれる染料の染着性を向上で
きる。また、処理剤付与工程は、画像形成工程前に行うのであれば、プラズマ照射工程の
前に行ってもよいし、プラズマ照射工程の後に行ってよいが、プラズマ照射工程の後に行
うことが好ましい。
【０１００】
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　処理剤の付与量としては、５ｍｇ／ｉｎｃｈ2以上２００ｍｇ／ｉｎｃｈ2以下であるこ
とが好ましく、１０ｍｇ／ｉｎｃｈ2以上１００ｍｇ／ｉｎｃｈ2であることがより好まし
い。処理剤の付与量が上記範囲内であることで、染料の染着性を向上させる効果が一層発
揮される。なお、処理剤の付与量とは、布帛に付与した処理剤の重量（乾燥前の重量）の
合計を、処理剤を付与した領域の面積で割ったものをいう。
【０１０１】
　本実施形態に係る印捺物の製造方法は、処理剤付与工程の後であって画像形成工程（後
述）の前に、布帛に付与した処理剤を乾燥させる処理剤乾燥工程を含んでいてもよい。処
理剤乾燥工程は、上述した処理剤乾燥手段によって行うことができる。
【０１０２】
　次に処理剤付与工程で使用する処理剤に含まれる成分について、説明する。
【０１０３】
　１．２．４．１．処理剤
　＜還元防止剤＞
　処理剤に含まれる還元防止剤は、上述した特定の反応基を有する染料が布帛の表面に付
着した後に還元されて、染料の染着が阻害されることを抑制する機能を有する。還元防止
剤としては、メタニトロベンゼンスルホン酸塩を用いることが好ましく、例えば、メタニ
トロベンゼンスルホン酸塩のアルカリ金属塩、例えば、メタニトロベンゼンスルホン酸ナ
トリウムを用いることが好ましい。処理剤に含まれる還元防止剤の含有量としては、上記
機能を一層発揮するという点から、処理剤の全質量（１００質量％）に対して、０．１質
量％以上１０質量％以下であることが好ましく、０．５質量％以上５質量％以下であるこ
とがより好ましい。
【０１０４】
　＜アルカリ剤＞
　処理剤に含まれるアルカリ剤は、後述する特定の反応基を有する染料が布帛の表面に付
着する際に、付着領域のｐＨをアルカリ側にするという機能を備えており、これにより染
料の反応性を向上できる。アルカリ剤としては、例えば、炭酸ナトリウム、炭酸水素ナト
リウム、水酸化ナトリウム、リン酸三ナトリウム、酢酸ナトリウム等が挙げられる。処理
剤に含まれるアルカリ剤の含有量としては、上記機能を一層発揮するという点から、処理
剤の全質量に対して、０．１質量％以上７質量％以下であることが好ましく、０．５質量
％以上５質量％以下であることがより好ましい。
【０１０５】
　＜水＞
　水は、処理剤の主となる液媒体である。水は、イオン交換水、限外濾過水、逆浸透水、
蒸留水等の純水又は超純水のようなイオン性不純物を極力除去したものであることが好ま
しい。水の含有量は、処理剤の全質量に対して、例えば５０質量％以上とすることができ
る。
【０１０６】
　＜その他の成分＞
　処理剤は、さらに、ヒドロトロピー剤（例えば尿素類）、糊剤、防腐剤、防かび剤、キ
レート化剤、ｐＨ調整剤、界面活性剤等、捺染における処理剤に通常用いられる成分を含
有してもよい。
【０１０７】
　１．２．５．画像形成工程
　画像形成工程は、上記のプラズマ照射工程の後に、上記のインク組成物を記録ヘッドか
ら噴射して、布帛の表面に画像を形成（印捺）する工程であり、上述の画像形成手段４０
によって行うことができる。記録ヘッドから噴射したインク組成物は、プラズマ照射工程
によってプラズマが照射された領域に付着させる。これにより、布帛の所定の領域にイン
ク組成物からなる画像が形成（印捺）される。なお、画像形成工程は、捺染工程と言い換
えることができる。
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【０１０８】
　１．２．６．湿熱処理工程
　本実施形態に係る印捺物の製造方法は、湿熱処理工程を含むことが好ましい。湿熱処理
工程は、画像形成工程後に行われ、形成された画像に対して湿熱処理を行う工程であり、
例えば上記の湿熱処理手段５０によって行うことができる。これにより、染料の染着性が
一層向上する。
【０１０９】
　湿熱処理工程は、従来公知の方法を用いることができ、例えば、例えば、ＨＴ法（高温
スチーミング法）、ＨＰ法（高圧スチーミング法）等が挙げられる。
【０１１０】
　湿熱処理工程時の加熱温度としては、染着性の向上および布帛のダメージの低減を両立
するために、８０℃以上１２０℃以下であることが好ましく、９０℃以上１１０℃以下で
あることがより好ましい。湿熱処理工程における加熱時間としては、例えば３分以上３０
分以下とすることができる。
【０１１１】
　１．２．７．その他
　本実施形態に係る印捺物の製造方法は、洗浄工程を備えていてもよい。洗浄工程は、上
記の湿熱処理工程の後に行うことが好ましく、これにより繊維に染着していない染料を効
果的に除去することができる。洗浄工程では、水を用いて行ってもよいし（以下、「水洗
処理」ともいう。）、水および界面活性剤（熱石鹸等）を含有する水溶液を用いて行って
よいが（以下、「ソーピング処理」ともいう。）、水洗処理およびソーピング処理を併用
することが好ましい。
【０１１２】
　１．３．プラズマ照射工程後、画像形成工程を開始するまでの時間
　プラズマ照射工程によって布帛の所定の領域に発生したヒドロキシ基は、一定期間放置
しておくと、その一部が脱離等をしてしまって、消滅することがある。このような観点か
ら、上記のプラズマ照射工程によって、所定の領域にプラズマを照射し終えた後から、当
該所定の領域に画像を形成し始めるまでの時間は、２４０秒以下であることが好ましい。
これにより、プラズマ照射の効果が良好に得られ、染料の染着性が一層向上する傾向にあ
る。ここで、「所定の領域に画像を形成し始める」とは、所定の領域に向かって記録ヘッ
ドから最初に噴射したインク組成物の液滴が、布帛に接触することをいう。
【０１１３】
　上記の時間は、プラズマ照射手段から画像形成手段までの距離、印刷速度、布帛搬送方
向におけるプラズマ照射手段の幅を、所定の値に設定することにより調整することができ
る。
【０１１４】
　例えば、プラズマ照射手段から記録ヘッドまでの距離（布帛搬送方向における距離）を
１０ｃｍ、印刷速度を５ｍ2／ｈｒ、プラズマ照射手段の幅を６４インチとした場合には
、上記の時間は１１７秒となる。プラズマ照射手段から記録ヘッドまでの距離（布帛搬送
方向における距離）を１０ｃｍ、印刷速度を１００ｍ2／ｈｒ、プラズマ照射手段の幅を
６４インチとした場合には、上記の時間は６秒となる。プラズマ照射手段から記録ヘッド
までの距離（布帛搬送方向における距離）を１０ｃｍ、印刷速度を５ｍ2／ｈｒ、プラズ
マ照射手段の幅を１２８インチとした場合には、上記の時間は２３４秒となる。プラズマ
照射手段から記録ヘッドまでの距離（布帛搬送方向における距離）を１０ｃｍ、印刷速度
を１００ｍ2／ｈｒ、プラズマ照射手段の幅を６４インチとした場合には、上記の時間は
１２秒となる。
【０１１５】
　１．４．捺染方法
　本発明の一実施形態に係る捺染方法は、プラズマ照射装置により発生させたプラズマを
、放電部分が布帛に接触しない状態で該布帛の表面に照射することによって、該布帛の表
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面にヒドロキシ基を発生させる工程と、前記布帛の表面にヒドロキシ基を発生させた後に
、インク組成物を記録ヘッドから噴射して、前記布帛の表面に画像を形成する工程と、を
含み、前記インク組成物が、ヒドロキシ基と反応可能な反応基を有する染料と、水と、を
含有することを特徴とする。
【０１１６】
　本実施形態に係る捺染方法は、上述の印捺物の製造方法に従って行うことができるので
、その説明を省略する。
【０１１７】
　１．５．実施例
　以下、本発明を実施例に基づいて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。
【０１１８】
　１．５．１．インク組成物の調製
　表１の組成になるように各成分を容器に入れて、マグネチックスターラーで２時間混合
および攪拌した後、孔径５μｍのメンブランフィルターで濾過することで、インク１～イ
ンク６を得た。なお、表１中の数値は、質量％を示し、イオン交換水はインク組成物の全
質量が１００質量％となるように添加した。
【０１１９】
　なお、表１で記載した成分は次の通りである。
　・Ｃ．Ｉ．Ｒｅａｃｔｉｖｅ　Ｒｅｄ　１２０（モノクロロトリアジニル基を有する反
応染料）
　・Ｃ．Ｉ．Ｒｅａｃｔｉｖｅ　Ｙｅｌｌｏｗ　１２（ジクロロトリアジニル基を有する
反応染料）
　・Ｃ．Ｉ．Ｒｅａｃｔｉｖｅ　Ｂｌｕｅ　１８（トリクロロピリミジル基を有する反応
染料）
　・Ｃ．Ｉ．Ｒｅａｃｔｉｖｅ　Ｙｅｌｌｏｗ　１４（ビニルスルホニル基を有する反応
染料）
　・Ｃ．Ｉ．Ｄｉｓｐｅｒｓｅ　Ｒｅｄ　３５６（上述した特定の反応基を有さない分散
染料）
　・ＴＥＧ（トリエチレングリコール）
　・ＤＥＧｍＢＥ（ジエチレングリコールモノブチルエーテル）
　・ＰＤ－００２Ｗ（商品名、日信化学工業社製、アセチレングリコール系界面活性剤）
　・ＴＰＡ（トリプロパノールアミン、ｐＨ調整剤）
　・イオン交換水
【０１２０】
【表１】

【０１２１】
　１．５．２．処理剤の調製
　ポリオキシエチレンジイソプロピルエーテル（オキシエチレン＝３０モル）を５質量部
、エーテル化カルボキシメチルセルロースを５質量部、尿素（ヒドロトロピー剤）１００
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した後、イオン交換水１０００質量部に少量ずつ添加しながら６０℃下で３０分攪拌する
。その後、炭酸ナトリウム（アルカリ剤）３０質量部を攪拌されている溶液にさらに加え
て１０分攪拌し、この溶液を孔径１０μｍのメンブレンフィルターで濾過することにより
処理剤を得た。
【０１２２】
　１．５．３．評価試験
　以下の評価試験では、インクジェットプリンターＰＸ－Ｇ９３０（商品名、セイコーエ
プソン社製）を改造して、布帛搬送方向における記録ヘッドの上流側にプラズマ照射手段
を設置して、画像形成前に布帛にプラズマ照射を行えるようにしたインクジェットプリン
ターを使用した。このようにして、図１および図３と同様の構成のプリンターが得られた
。
【０１２３】
　また、評価試験用のサンプルは、次のようにして作製した。まず、ロールコーターを用
いて、上記のようにして得られた処理剤を布帛に１００ｍｇ／ｉｎｃｈ2の付着重量で塗
布した後（処理剤付与工程）、乾燥させた。その後、上記のように改造したインクジェッ
トプリンターを用いて、表２に示す照射条件１～８の何れかの条件で布帛の表面の全域に
プラズマ照射処理を行った（プラズマ照射工程）。このようにプラズマ照射処理を行った
領域の一部に、上記のインク１～６の何れかを用いて、所定の領域に画像を形成した（画
像形成工程）。その後、１００℃で１０分間スチーミングを行った後（湿熱処理工程）、
画像の形成された布帛を水洗し（洗浄工程（水洗処理））、さらにラッコールＳＴＡ（商
品名、明成化学株式会社製、界面活性剤）を０．２質量％含む水溶液を用いて５５℃で１
０分間洗浄して（洗浄工程（ソーピング処理））、８０℃で３０分間乾燥させたものを評
価試験用のサンプルとした。
【０１２４】
　使用した布帛は、綿（生地色：白、素材：綿１００％、平織り）、シルク（生地色：白
、素材：絹１００％、平織り）、ナイロン（生地色：白色、素材：ナイロン１００％、平
織り）、ＰＥＳ（生地色：白、素材：ポリエステル１００％）である。
【０１２５】
　プラズマ照射条件は、ガス流量３０Ｌ／ｍｉｎ、照射ギャップ（プラズマ照射ノズルと
布帛との距離）２．５ｍｍ、照射時間０．８秒、電力量１００Ｗｈ、周波数１３．５６Ｍ
Ｈｚとした。表２中、リモート式とは上述したリモートジェット方式のプラズマ照射手段
を指し、ダイレクト式とは上述したダイレクト方式のプラズマ照射手段を指す。なお、リ
モートジェット方式のプラズマ照射手段は、大気圧下でプラズマを発生させ、ダイレクト
方式のプラズマ照射手段は、真空下でプラズマを発生させた。
【０１２６】
　リモートジェット方式のプラズマ照射手段を用いた場合は、プラズマ照射手段をインク
ジェットプリンターにインラインで組み込むことができたため、プラズマ照射工程以後の
工程を連続して実施できた。一方、ダイレクト方式の照射手段を用いた場合には、プラズ
マ照射手段をインクジェットプリンターにインラインで組み込むことができず、プラズマ
照射工程後に、インクジェットプリンターに布帛をセットし直して、画像形成工程以後の
工程を実施した。
【０１２７】
　画像形成条件は、印刷速度１０ｍ2／ｈｒ、画像解像度１４４０×１４４０ｄｐｉ、Ｄ
ｕｔｙ１００％で行った。
【０１２８】



(19) JP 6222461 B2 2017.11.1

10

20

30

【表２】

【０１２９】
　＜放電損傷＞
　上記のプラズマ照射処理を行った領域であって、画像を形成していない領域について、
布帛の放電損傷の有無の評価を行った。具体的には、布帛の放電損傷の有無は、測色器（
商品名「Ｇｒｅｔａｇ　Ｍａｃｂｅｔｈ　Ｓｐｅｃｔｒｏｌｉｎｏ」、Ｘ－ＲＩＴＥ社製
）を使用して、画像を形成していない領域のｂ*値を測定して、プラズマ照射前後におけ
るｂ*値の変化割合によって判断した。評価基準は次の通りである。
　損傷あり：ｂ*値の変化割合が１５％を超えた
　損傷なし：ｂ*値の変化割合が１５％以内
【０１３０】
　＜染着性＞
　染着性の評価は、「ＩＳＯ　１０５　Ｃ０６」に準じて洗濯堅牢性試験を行った後、洗
濯前後のＯＤ値の変化に基づいて判断した。具体的には、試験瓶を予熱して試験液を５０
±２℃にし、これに上記の評価サンプルを入れて密封した後、洗濯試験機に取り付けて、
試験機を規定時間運転した。その後、評価サンプルを試験瓶から取り出して、水洗(２５
℃±２℃の水、１００ｍｌで１分間)を２回繰り返して、脱水、乾燥を行った。この際の
試験液は、次亜塩素酸ナトリウムの有効塩素濃度が０．０１％になるように添加し、ペル
オキソホウ酸ナトリウム２．５ｇ／Ｌ加え、過炭酸ナトリウム２．５ｇ／Ｌ添加した物を
用いた。評価サンプルの画像形成部分の洗濯前後のＯＤ値の変化を、測色器（商品名「Ｇ
ｒｅｔａｇ　Ｍａｃｂｅｔｈ　Ｓｐｅｃｔｒｏｌｉｎｏ」、Ｘ－ＲＩＴＥ社製）を用いて
測定した。評価基準は次の通りである。
　Ａ：１０％以内
　Ｂ：１０％より大きく、２０％以内
　Ｃ：２０％より大きく、３０％以内
【０１３１】
　１．５．４．評価結果
　上記の評価試験の結果を表３および表４に示す。
【０１３２】
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【表３】

【０１３３】
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【表４】

【０１３４】
　表３の評価結果の通り、特定の反応基を有する染料を含むインク組成物を用いて画像を
形成する際に、予めプラズマ照射手段によりプラズマを照射しておくことで、多様な布帛
に対して染着性に優れた画像が形成できることが示された。また、リモートジェット式の
プラズマ照射手段を使用することで、布帛の損傷が軽減できることが示された（実施例１
～実施例１５）。
【０１３５】
　一方、表４の評価結果の通り、比較例１では、特定の反応基を有していない染料を含む
インク組成物を用いたため、染料の染着性が低下することが示された。比較例２および比
較例４では、ダイレクト方式のプラズマ照射手段を使用したため、布帛の損傷が顕著に生
じた。比較例３および比較例５では、プラズマ照射工程を実施しなかったため、染料の染
着性が低下することが示された。
【０１３６】
　２．変形例
　２．１．第１の変形例
　次に、上述した印捺物の製造方法に関して、その工程の一部を変更した第１の変形例に
ついて説明する。第１の変形例では、上述した印捺物の製造方法における「処理剤付与工
程」を実施するタイミングを変更したものである。処理剤付与工程の実施タイミング以外
については、上述した印捺物の製造方法と同様であるので、その説明を省略する。
【０１３７】
　第１の変形例における処理剤付与工程は、記録ヘッドからインク組成物を噴射した後（
すなわち、画像形成工程の後）に行う。これにより、処理剤に含まれる成分の作用により
、布帛に付着させた染料の染着性が向上する。
【０１３８】
　第１の変形例における処理剤付与工程は、上述の画像形成工程における記録ヘッドから
インク組成物を噴射した後であって、上述した湿熱処理工程の前に行われることが好まし
い。これにより、染料の染着性が一層向上して、画像の発色性が向上する傾向にある。
【０１３９】
　第１の変形例における処理剤付与工程を実施する場合には、例えば、図４のインクジェ
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ット記録装置１１００を使用することができる。図４は、第１の変形例に係る印捺物の製
造方法に使用可能なインクジェット記録装置１１００を模式的に表す図であり、図１に対
応している。図４のインクジェット記録装置１１００において、図１のインクジェット記
録装置１０００と同様の手段については同一の符号を付して、その詳細な説明を省略する
。
【０１４０】
　図４のインクジェット記録装置１１００では、処理剤付与手段１３０が設けられた位置
が、図１の処理剤付与手段３０が設けられた位置と異なる以外は、同様の構成である。す
なわち、図４における処理剤付与手段１３０は、布帛搬送方向において、画像形成手段４
０の下流側であって湿熱処理手段５０の上流側に設けられている。
【０１４１】
　このようなインクジェット記録装置１１００を使用することで、第１の変形例の処理剤
付与工程は、記録ヘッドからインク組成物を噴射した後であって、湿熱処理工程の前に行
うことができる。
【０１４２】
　２．２．第２の変形例
　次に、上述したインクジェット記録装置１０００において、プラズマ照射手段２０の構
成の一部を変更した第２の変形例について、図面を参照しながら説明する。
【０１４３】
　図５は、第２の変形例におけるプラズマ照射手段２００を搭載したインクジェット記録
装置を上方からみたときの一部分を模式的に示す図であり、図３に対応している。
【０１４４】
　図５の例では、プラズマ照射手段２００は、プラズマ照射手段２００Ａおよびプラズマ
照射手段２００Ｂを備えている。各プラズマ照射手段２００Ａおよび２００Ｂは、画像形
成手段４０（インクジェット記録用ヘッド４１）の布帛の幅方向における両側の端部に搭
載されている。
【０１４５】
　プラズマ照射手段２００Ａおよび２００Ｂから照射されるプラズマは、インクジェット
記録用ヘッド４１から噴射されたインク組成物が布帛に付着する前に照射される。すなわ
ち、インクジェット記録用ヘッド４１がＡ方向に移動する場合には、プラズマ照射手段２
００Ａによって布帛１の所定の領域に予めプラズマを照射した後、インクジェット記録用
ヘッド４１からインク組成物を噴射して当該所定の領域に付着させる。また、インクジェ
ット記録用ヘッド４１がＢ方向に移動する場合には、プラズマ照射手段２００Ｂによって
所定の領域に予めプラズマを照射した後、インクジェット記録用ヘッド４１からインク組
成物を噴射して当該所定の領域に付着させる。
【０１４６】
　プラズマ照射手段２００は、インクジェット記録用ヘッド４１の走査時に噴射されるイ
ンク組成物がプラズマの照射された領域に着弾できるように、布帛搬送方向に沿って複数
設けられてもよい。同様の観点から、プラズマ照射ノズルは、布帛搬送方向に沿って複数
設けられていてもよい。
【０１４７】
　プラズマ照射手段２００は、プラズマ照射量を増加させるという観点から、ヘッド移動
方向に沿って複数設けられていてもよい。同様の観点から、プラズマ照射ノズル（図示せ
ず）は、ヘッド移動方向に沿って複数設けられていてもよい。
【０１４８】
　このように、プラズマ照射手段２００を使用すれば、画像の形成を予定している領域に
のみプラズマを照射することができるので、プラズマ照射による消費電力を低減したり、
布帛のダメージを一層低減できる。
【０１４９】
　図５の例では、処理剤付与手段３０が、プラズマ照射手段２００および画像形成手段４
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０の布帛搬送方向の上流側に設置されている場合を示したが、これに限定されるものでは
ない。例えば、処理剤付与手段が、プラズマ照射手段２００および画像形成手段４０の布
帛搬送方向の下流側に設けられていてもよい。
【０１５０】
　また、図示しないが、インクジェット記録装置は、プラズマ照射手段２０と、プラズマ
照射手段２００の両方を備えていてもよい。インクジェット記録装置がプラズマ照射手段
２０およびプラズマ照射手段２００の両方備えている場合には、プラズマ照射手段２０を
プラズマ照射手段２００の布帛搬送方向の上流側に設けることができる。この場合には、
布帛にプラズマを発生させる機能が一層効果的に発揮される。また、処理剤付与手段は、
布帛搬送方向において、照射手段２０と照射手段２００との間に設置されていてもよいし
、照射手段２０および照射手段２００の下流側に設置されていてもよい。
【０１５１】
　本発明は、前述した実施形態に限定されるものではなく、種々の変形が可能である。例
えば、本発明は、実施形態で説明した構成と実質的に同一の構成（例えば、機能、方法及
び結果が同一の構成、あるいは目的及び効果が同一の構成）を含む。また、本発明は、実
施形態で説明した構成の本質的でない部分を置き換えた構成を含む。また、本発明は、実
施形態で説明した構成と同一の作用効果を奏する構成又は同一の目的を達成することがで
きる構成を含む。また、本発明は、実施形態で説明した構成に公知技術を付加した構成を
含む。
【符号の説明】
【０１５２】
１…布帛、１０…搬送手段、１１…ローラー、１２…プラテン、２０，２００（２００Ａ
，２００Ｂ）…プラズマ照射手段、２１…プラズマ発生部、２２…ガス供給室、２３…電
極対、２３ａ，２３ｂ…電極、２４…電源、２５…プラズマ照射ノズル、２６（２６ａ，
２６ｂ）…排気管、２９…ガス貯留部、３０，１３０…処理剤付与手段、４０…画像形成
手段、４１…インクジェット記録用ヘッド、５０…湿熱処理手段、１０００，１１００…
インクジェット記録装置、Ｄ…放電部分
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