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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ポリ塩化ビニル粉末０．５ｇと、溶剤５０ｇとを、ガラス瓶内で混合し、２５℃で５分
間撹拌し、静置し、静置してから２５秒時点の、前記ガラス瓶底からの溶剤液面高さＸと
、膨潤又は溶解した前記ポリ塩化ビニル粉末が分布する前記ガラス瓶底からの高さＹを測
定して求められる比Ｙ／Ｘを指標とするポリ塩化ビニルの溶解力について、
　所定の溶剤の比Ｙ／Ｘを基準に、ポリ塩化ビニルの溶解力が比Ｙ／Ｘ－０．１未満であ
る溶剤を前記所定の溶剤よりもポリ塩化ビニルの溶解力が低い溶剤とし、
　所定の溶剤の比Ｙ／Ｘを基準に、ポリ塩化ビニルの溶解力がＹ／Ｘ－０．１～Ｙ／Ｘ＋
０．１である溶剤を前記所定の溶剤とポリ塩化ビニルの溶解力が同等である溶剤とすると
きに、
　白色顔料１０～２５質量％と、γ－ブチロラクトンと、前記γ－ブチロラクトンよりも
ポリ塩化ビニルの溶解力が低い溶剤ｂと、を含有し、
　前記γ－ブチロラクトンの含有量が、１．０～７．０質量％であり、
　前記溶剤ｂの含有量が、前記γ－ブチロラクトンの含有量１質量部に対して、１０質量
部以上であり、
　前記溶剤ｂが、引火点が７０℃以下である化合物ｂ１と、引火点が７０℃超過である化
合物ｂ２とを含み、
　前記γ－ブチロラクトンとポリ塩化ビニルの溶解力が同等である溶剤ｃと、をさらに含
む、
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　溶剤系インクジェットインク組成物。
【請求項２】
　グリコールモノエーテル溶剤を含み、
　該グリコールモノエーテル溶剤の含有量が、４．０～２０質量％である、請求項１に記
載の溶剤系インクジェットインク組成物。
【請求項３】
　前記溶剤ｂが、下記式（１）で表される化合物を含む、請求項１又は２に記載の溶剤系
インクジェットインク組成物。
　　　式（１）　　Ｒ1Ｏ－（Ｒ2Ｏ）m－Ｒ3

（式中、Ｒ1は、水素原子又は炭素数１～４のアルキル基であり、Ｒ2は、炭素数２～３の
アルキレン基であり、Ｒ3は、炭素数１～４のアルキル基であり、ｍは、２～４の整数で
ある。）
【請求項４】
　前記化合物ｂ１の含有量が、前記溶剤ｂの総量に対して、５０質量％以上である、請求
項１～３のいずれか１項に記載の溶剤系インクジェットインク組成物。
【請求項５】
　前記化合物ｂ１の含有量が、前記γ－ブチロラクトンの含有量１質量部に対して、１０
質量部以上である、請求項４に記載の溶剤系インクジェットインク組成物。
【請求項６】
　被記録媒体に対して前記溶剤系インクジェットインク組成物を付着させる付着工程を有
するインクジェット記録方法に用いるものであり、前記インクジェット記録方法が、前記
被記録媒体の付着領域における付着量が１０～７０ｍｇ／ｉｎｃｈ2である付着工程を含
むものである、請求項１～５のいずれか１項に記載の溶剤系インクジェットインク組成物
。
【請求項７】
　水をさらに含有し、
　該水の含有量が、３．０質量％以下である、請求項１～６のいずれか１項に記載の溶剤
系インクジェットインク組成物。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、溶剤系インクジェットインク組成物及び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法は、比較的単純な装置で、高精細な画像の記録が可能であり、
各方面で急速な発展を遂げている。その中で、吐出安定性等について種々の検討がなされ
ている。例えば、特許文献１には、浸透乾燥性に優れ、印刷物のローラー転写汚れを抑制
することが可能であって、吐出安定性および貯蔵安定性にも優れた油性インクジェットイ
ンクを提供することを目的として、少なくとも顔料、顔料分散剤、溶剤を含む油性インク
ジェットインクにおいて、前記溶剤に、炭化水素系溶剤（Ａ）、１分子内に少なくともエ
ステル基とエーテル基とを有する溶剤（Ｂ）、炭化水素系溶剤および１分子内に少なくと
もエステル基とエーテル基とを有する溶剤に溶解する溶剤（Ｃ）を含む油性インクジェッ
トインクが開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２０１２－１２４３２号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
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　しかしながら、特許文献１のように浸透性が低い（樹脂溶解力が小さい）溶剤を用いる
場合、例えばサイン用被記録媒体に広く適用されている塩化ビニルメディアでは、インク
組成物が定着しにくく、記録物の摩擦堅牢性が低下する。これは、上記溶剤が塩化ビニル
を溶解しにくく、インク組成物の被記録媒体への定着力が小さいことに起因する。また摩
擦堅牢性向上の目的で、インク組成物に定着樹脂を溶解して配合する場合、溶解力が不足
して十分な量の定着樹脂を配合できないことがある。更には、樹脂溶解力が小さい溶剤を
多く配合すると、インク組成物が被記録媒体の深さ方向に浸透せず、表面を濡れ広がるた
め、記録物の埋まり性は向上するものの、印刷物のにじみや印刷ムラが悪化する。一方、
樹脂溶解力が大きい溶剤を多く配合すると、インク組成物が被記録媒体の深さ方向に浸透
するため、表面を広がりにくくなり記録物の埋まり性やレベリング性（光沢性）が低下す
る。
【０００５】
　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、乾燥性
に優れ、摩擦堅牢性、及び、光沢やドットサイズなどの埋まり性に優れる記録物を得るこ
とのできる溶剤系インクジェットインク組成物及びインクジェット記録方法を提供するこ
とを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明者らは、上記課題を解決するために鋭意検討した。その結果、所定の溶剤組成を
用いることにより上記課題を解決できることを見出して、本発明を完成させた。
【０００７】
　すなわち、本発明は以下のとおりである。
〔１〕
　ポリ塩化ビニル粉末０．５ｇと、溶剤５０ｇとを、ガラス瓶内で混合し、２５℃で５分
間撹拌し、静置し、静置してから２５秒時点の、前記ガラス瓶底からの溶剤液面高さＸと
、膨潤又は溶解した前記ポリ塩化ビニル粉末が分布する前記ガラス瓶底からの高さＹを測
定して求められる比Ｙ／Ｘを指標とするポリ塩化ビニルの溶解力について、
　所定の溶剤の比Ｙ／Ｘを基準に、ポリ塩化ビニルの溶解力が比Ｙ／Ｘ－０．１未満であ
る溶剤を前記所定の溶剤よりもポリ塩化ビニルの溶解力が低い溶剤とし、
　所定の溶剤の比Ｙ／Ｘを基準に、ポリ塩化ビニルの溶解力がＹ／Ｘ－０．１～Ｙ／Ｘ＋
０．１である溶剤を前記所定の溶剤とポリ塩化ビニルの溶解力が同等である溶剤とすると
きに、
　顔料と、環状エステルであるγ－ブチロラクトンと、前記γ－ブチロラクトンよりもポ
リ塩化ビニルの溶解力が低い溶剤ｂと、を含有し、
　前記γ－ブチロラクトンの含有量が、１．０～７．０質量％であり、
　前記溶剤ｂの含有量が、前記γ－ブチロラクトンの含有量１質量部に対して、１０質量
部以上であり、
　前記溶剤ｂが、引火点が７０℃以下である化合物ｂ１と、引火点が７０℃超過である化
合物ｂ２とを含み、
　前記γ－ブチロラクトンとポリ塩化ビニルの溶解力が同等である溶剤ｃと、をさらに含
む、
　溶剤系インクジェットインク組成物。
〔２〕
　グリコールモノエーテル溶剤を含み、
　該グリコールモノエーテル溶剤の含有量が、４．０～２０質量％である、前項〔１〕に
記載の溶剤系インクジェットインク組成物。
〔３〕
　前記溶剤ｂが、下記式（１）で表される化合物を含む、前項〔１〕又は〔２〕に記載の
溶剤系インクジェットインク組成物。
　　　式（１）　　Ｒ1Ｏ－（Ｒ2Ｏ）m－Ｒ3
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（式中、Ｒ1は、水素原子又は炭素数１～４のアルキル基であり、Ｒ2は、炭素数２～３の
アルキレン基であり、Ｒ3は、炭素数１～４のアルキル基であり、ｍは、２～４の整数で
ある。）
〔４〕
　前記化合物ｂ１の含有量が、前記溶剤ｂの総量に対して、５０質量％以上である、前項
〔１〕～〔３〕のいずれか１項に記載の溶剤系インクジェットインク組成物。
〔５〕
　前記化合物ｂ１の含有量が、前記γ－ブチロラクトンの含有量１質量部に対して、１０
質量部以上で
ある、前項〔４〕に記載の溶剤系インクジェットインク組成物。
〔６〕
　被記録媒体に対して前記溶剤系インクジェットインク組成物を付着させる付着工程を有
するインクジェット記録方法に用いるものであり、前記インクジェット記録方法が、前記
被記録媒体の付着領域における付着量が１０～７０ｍｇ／ｉｎｃｈ2である付着工程を含
むものである、前項〔１〕～〔５〕のいずれか１項に記載の溶剤系インクジェットインク
組成物。
〔７〕
　水をさらに含有し、
　該水の含有量が、３．０質量％以下である、前項〔１〕～〔６〕のいずれか１項に記載
の溶剤系インクジェットインク組成物。
                                                                                
  
【発明を実施するための形態】
【０００８】
　以下、本発明の実施の形態（以下、「本実施形態」という。）について詳細に説明する
が、本発明はこれに限定されるものではなく、その要旨を逸脱しない範囲で様々な変形が
可能である。なお、本明細書において「（メタ）アクリレート」とは、アクリレート及び
それに対応するメタクリレートの両方を意味する。
【０００９】
〔溶剤系インクジェットインク組成物〕
　本実施形態の溶剤系インクジェットインク組成物（以下、単に「インク組成物」ともい
う。）は、顔料と、環状エステルである溶剤ａと、前記溶剤ａよりもポリ塩化ビニルの溶
解力が低い溶剤ｂと、を含有し、前記溶剤ａの含有量が、１．０～７．０質量％であり、
前記溶剤ｂの含有量が、前記溶剤ａの含有量１質量部に対して、１０質量部以上である。
【００１０】
　溶剤系インク組成物は、水を主要な溶媒成分とするものではなく、インクの機能や性能
を奏するための機能成分としては水を含有しないインク組成物である。インク組成物に対
する水の含有量は５質量％以下であり、好ましくは３質量％以下であり、さらに好ましく
は１質量％以下であり、特に好ましくは０．５質量％以下であり、より好ましくは０．１
質量％以下であり、さらには水を含有しないとしてもよい。溶剤系インク組成物の溶剤の
含有量は、好ましくは５０質量％以上であり、より好ましくは７０～９８質量％である。
また、被記録媒体上に付着させた後、加熱あるいは常温により溶剤を乾燥させて固形分を
定着させて記録を行う非光硬化型インクとすることが好ましい。放射線（光）を照射して
硬化させる光硬化型インクとしてもよいが、放射線照射を不要とする点で非光硬化型イン
クが好ましい。
【００１１】
　溶剤系インクジェットインク組成物に含まれる溶剤は、多様な機能を有する。例えば、
沸点の低い溶剤は乾燥性がよく印刷ムラが良好であり、沸点の高い溶剤は乾燥が緩やかで
得られる記録物の埋まり性や光沢性を向上させる。また、被記録媒体を溶解しやすい溶剤
は、得られる記録物の摩擦堅牢性を向上させるし、被記録媒体を溶解しにくい溶剤は、濡
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れ広がりに優れ、得られる記録物の埋まり性や光沢性を向上させる。
【００１２】
　このような観点において、環状エステル溶剤は、ポリ塩化ビニル等の非吸収性記録媒体
を相対的に溶解しやすい溶剤であり、摩擦堅牢性に優れる記録物を得ることができるとい
う利点を有する。また、乾燥性も良好である。一方で、この環状エステル溶剤の被記録媒
体に対する挙動を観察したところ、被記録媒体を厚さ方向に溶解しやすいことから、面方
向へのインクの広がりが十分でないという問題がある。
【００１３】
　これに対して、本実施形態のインク組成物は、所定の溶剤組成を有することにより、摩
擦堅牢性及び埋まり性の両方に優れる記録物を得ることができる。以下、各成分について
説明する。
【００１４】
〔顔料〕
　顔料としては、特に限定されないが、例えば、以下のものが挙げられる。
【００１５】
　ブラック顔料としては、特に限定されないが、例えば、Ｎｏ．２３００、Ｎｏ．９００
、ＭＣＦ８８、Ｎｏ．３３、Ｎｏ．４０、Ｎｏ．４５、Ｎｏ．５２、ＭＡ７、ＭＡ８、Ｍ
Ａ１００、Ｎｏ．２２００Ｂ等（以上、三菱化学社（Ｍｉｔｓｕｂｉｓｈｉ　Ｃｈｅｍｉ
ｃａｌ　Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ）製）、Ｒａｖｅｎ　５７５０、Ｒａｖｅｎ　５２５０
、Ｒａｖｅｎ　５０００、Ｒａｖｅｎ　３５００、Ｒａｖｅｎ　１２５５、Ｒａｖｅｎ　
７００等（以上、コロンビアカーボン（Ｃａｒｂｏｎ　Ｃｏｌｕｍｂｉａ）社製）、Ｒｅ
ｇａ１　４００Ｒ、Ｒｅｇａ１　３３０Ｒ、Ｒｅｇａ１　６６０Ｒ、Ｍｏｇｕｌ　Ｌ、Ｍ
ｏｎａｒｃｈ　７００、Ｍｏｎａｒｃｈ　８００、Ｍｏｎａｒｃｈ　８８０、Ｍｏｎａｒ
ｃｈ　９００、Ｍｏｎａｒｃｈ　１０００、Ｍｏｎａｒｃｈ　１１００、Ｍｏｎａｒｃｈ
　１３００、Ｍｏｎａｒｃｈ　１４００等（キャボット社（ＣＡＢＯＴ　ＪＡＰＡＮ　Ｋ
．Ｋ．）製）、Ｃｏｌｏｒ　Ｂｌａｃｋ　ＦＷ１、Ｃｏｌｏｒ　Ｂｌａｃｋ　ＦＷ２、Ｃ
ｏｌｏｒ　Ｂｌａｃｋ　ＦＷ２Ｖ、Ｃｏｌｏｒ　Ｂｌａｃｋ　ＦＷ１８、Ｃｏｌｏｒ　Ｂ
ｌａｃｋ　ＦＷ２００、Ｃｏｌｏｒ　Ｂ１ａｃｋ　Ｓ１５０、Ｃｏｌｏｒ　Ｂｌａｃｋ　
Ｓ１６０、Ｃｏｌｏｒ　Ｂｌａｃｋ　Ｓ１７０、Ｐｒｉｎｔｅｘ　３５、Ｐｒｉｎｔｅｘ
　Ｕ、Ｐｒｉｎｔｅｘ　Ｖ、Ｐｒｉｎｔｅｘ　１４０Ｕ、Ｓｐｅｃｉａｌ　Ｂｌａｃｋ　
６、Ｓｐｅｃｉａｌ　Ｂｌａｃｋ　５、Ｓｐｅｃｉａｌ　Ｂｌａｃｋ　４Ａ、Ｓｐｅｃｉ
ａｌ　Ｂｌａｃｋ　４（以上、デグッサ（Ｄｅｇｕｓｓａ）社製）が挙げられる。
【００１６】
　ホワイト顔料としては、特に限定されないが、例えば、Ｃ．Ｉ．ピグメントホワイト　
６、１８、２１、酸化チタン、酸化亜鉛、硫化亜鉛、酸化アンチモン、及び酸化ジルコニ
ウムの白色無機顔料が挙げられる。当該白色無機顔料以外に、白色の中空樹脂粒子及び高
分子粒子などの白色有機顔料を使用することもできる。
【００１７】
　イエローインクに使用される顔料としては、特に限定されないが、例えば、Ｃ．Ｉ．ピ
グメントイエロー　１、２、３、４、５、６、７、１０、１１、１２、１３、１４、１６
、１７、２４、３４、３５、３７、５３、５５、６５、７３、７４、７５、８１、８３、
９３、９４、９５、９７、９８、９９、１０８、１０９、１１０、１１３、１１４、１１
７、１２０、１２４、１２８、１２９、１３３、１３８、１３９、１４７、１５１、１５
３、１５４、１６７、１７２、１８０が挙げられる。
【００１８】
　マゼンタ顔料としては、特に限定されないが、例えば、Ｃ．Ｉ．ピグメントレッド　１
、２、３、４、５、６、７、８、９、１０、１１、１２、１４、１５、１６、１７、１８
、１９、２１、２２、２３、３０、３１、３２、３７、３８、４０、４１、４２、４８（
Ｃａ）、４８（Ｍｎ）、５７（Ｃａ）、５７：１、８８、１１２、１１４、１２２、１２
３、１４４、１４６、１４９、１５０、１６６、１６８、１７０、１７１、１７５、１７
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６、１７７、１７８、１７９、１８４、１８５、１８７、２０２、２０９、２１９、２２
４、２４５、又はＣ．Ｉ．ピグメントヴァイオレット　１９、２３、３２、３３、３６、
３８、４３、５０が挙げられる。
【００１９】
　シアン顔料としては、特に限定されないが、例えば、Ｃ．Ｉ．ピグメントブルー　１、
２、３、１５、１５：１、１５：２、１５：３、１５：３４、１５：４、１６、１８、２
２、２５、６０、６５、６６、Ｃ．Ｉ．バットブルー　４、６０が挙げられる。
【００２０】
　また、マゼンタ、シアン、及びイエロー以外のカラーインクに使用される顔料としては
、特に限定されないが、例えば、Ｃ．Ｉ．ピグメント　グリーン　７，１０、Ｃ．Ｉ．ピ
グメントブラウン　３，５，２５，２６、Ｃ．Ｉ．ピグメントオレンジ　１，２，５，７
，１３，１４，１５，１６，２４，３４，３６，３８，４０，４３，６３が挙げられる。
【００２１】
　パール顔料としては、特に限定されないが、例えば、二酸化チタン被覆雲母、魚鱗箔、
酸塩化ビスマス等の真珠光沢や干渉光沢を有する顔料が挙げられる。
【００２２】
　メタリック顔料としては、特に限定されないが、例えば、アルミニウム、銀、金、白金
、ニッケル、クロム、錫、亜鉛、インジウム、チタン、銅などの単体又は合金からなる粒
子が挙げられる。
【００２３】
　このなかでも、白色顔料が好ましい。埋まり性の低下に由来する記録物の画質の低下の
問題は、下地として記録され得ることに加え、高い隠蔽性が要求される白色顔料を含むイ
ンク組成物においてより顕著となる。例えば、白色顔料を含むインク組成物は、下地とし
て利用される際には、埋まり性をよくすることを目的として多量に被記録媒体に付与され
る。しかしながら、インク組成物の被記録媒体上の濡れ広がりが不十分である場合には、
埋まり性の良い下地を得ることが困難である。しかも、もともと下地として付与されるイ
ンク組成物の量は多量であるため、さらにインク組成物の付与量を増やすことにより、埋
まり性を確保しようとすれば、印刷速度や乾燥性の低下が問題となる。また、例えば、白
色顔料を含むインク組成物を、透明フィルムに対して、雪などを表現するために用いるよ
うな場合にも、上記同様埋まり性のよい画像が求められる。このような観点から、白色顔
料を含むインク組成物においては、本実施形態のインク組成物が特に好ましい。
【００２４】
　また、カラー顔料を含むインク組成物においても、インク組成物の被記録媒体上の濡れ
広がりが不十分となり埋まり性が低下する場合には、描画された線幅が低くなったりする
ため、本実施形態のインク組成物が好ましい。
【００２５】
　顔料の含有量は、インク組成物の総量に対して、好ましくは１０～２５質量％であり、
より好ましくは１２．５～２０質量％であり、さらに好ましくは１５～１７．５質量％で
ある。
【００２６】
〔溶剤ａ〕
　溶剤ａは、環状エステルである。環状エステルとしては、特に限定されないが、例えば
、エステル結合による環状構造を持つ化合物であり、５員環構造のγ－ラクトンや６員環
構造のδ－ラクトン、７員環構造のε－ラクトン等が挙げられる。具体的には、γ－ブチ
ロラクトン、γ－バレロラクトン、γ－ヘキサラクトン、γ－ヘプタラクトン、γ－オク
タラクトン、γ－ノナラクトン、γ－デカラクトン、γ－ウンデカラクトン、δ－バレロ
ラクトン、δ－ヘキサラクトン、δ－ヘプタラクトン、δ－オクタラクトン、δ－ノナラ
クトン、δ－デカラクトン、δ－ウンデカラクトン、ε－カプロラクタムが挙げられる。
このなかでも、５員環構造のラクトンが好ましく、γ－ブチロラクトンがより好ましい。
【００２７】



(7) JP 6780915 B2 2020.11.4

10

20

30

40

50

　溶剤ａの含有量は、インク組成物の総量に対して、１．０～７．０質量％であり、好ま
しくは２．０～６．０質量％であり、より好ましくは２．０～５．０質量％である。溶剤
ａの含有量が１．０質量％以上であることにより、得られる記録物の耐擦性がより向上す
る。また、溶剤ａの含有量が７．０質量％以下であることにより、得られる記録物の埋ま
り性がより向上する。
【００２８】
〔溶剤ｂ〕
　溶剤ｂは、溶剤ａよりもポリ塩化ビニルの溶解力が低い溶剤である。本実施形態におい
て、「ポリ塩化ビニルの溶解力」とは、下記ＰＶＣ溶解性試験で定義される。
【００２９】
（ＰＶＣ溶解性試験）
　ポリ塩化ビニル（ＰＶＣストレートポリマーＴＫ－８００、信越化学工業社製）０．５
ｇと、溶剤５０ｇとを、ガラス瓶内で混合し、２５℃で５分間撹拌する。その後、静置し
、静置してから２５秒時点の、ガラス瓶底からの溶剤液面高さＸと、膨潤又は溶解したポ
リ塩化ビニル粉末が分布するガラス瓶底からの高さＹを測定する。得られたＸ及びＹによ
り、比Ｙ／Ｘを求め、これをポリ塩化ビニルの溶解力の指標とする。
【００３０】
　ポリマーの溶解は、溶剤がポリマー鎖間などに入り込むことによる膨潤から始まり、目
視にて、観察しえない程度に分散する状態（溶解）へとすすむ。本試験においては、溶剤
のポリ塩化ビニルの溶解力が高いほど、ポリ塩化ビニル粉末は膨潤し、体積当たりの比重
が軽くなる。そして、膨潤したポリ塩化ビニル粉末ほど、静置時にゆっくり沈降する。し
たがって、静置してから２５秒時点の比Ｙ／Ｘを求めることによりポリ塩化ビニルの溶解
力を相対的に規定することが可能となる。なお、ポリ塩化ビニル粉末が撹拌段階ですべて
溶解してしまった場合には、Ｙを測定することができないため、比Ｙ／Ｘを求めることは
できないが、この場合は、明らかにポリ塩化ビニルの溶解力の高い溶剤とみなすことがで
きる。
【００３１】
　溶剤のポリ塩化ビニルの溶解力が低い場合、ポリ塩化ビニルの不溶分の存在割合が高く
なるため、ポリ塩化ビニルは底付近に集まる。すなわち、比Ｙ／Ｘは小さくなる。一方、
溶剤のポリ塩化ビニルの溶解力が高い場合、ポリ塩化ビニルの膨潤分の存在割合が高くな
るため、Ｙが高くなる。すなわち、比Ｙ／Ｘは大きくなる。溶剤のポリ塩化ビニルの溶解
力がさらに高い場合、ポリ塩化ビニルが完全溶解すると、底部に集まるＰＶＣは消失する
。
【００３２】
　以上の方法で、環状エステルであるγ－ブチロラクトンを試験すると、Ｙ／Ｘ＝０．８
となる。γ－ブチロラクトンのＰＶＣ溶解性指標を０．７≦Ｙ／Ｘ≦０．９の値域とした
場合、各種溶剤類の溶解性は以下のようになる。
【００３３】
　Ｙ／Ｘが０．９超過であり、γ－ブチロラクトンよりもポリ塩化ビニルの溶解力が高い
溶剤：１，３－ジオキソラン、エチレングリコールジメチルエーテル、エチレングリコー
ルモノフェニルエーテル、N，N－ジメチル－β－メトキシプロピオンアミド（出光社製製
品名：エクアミドＭ１００）
【００３４】
　Ｙ／Ｘが０．７以上０．９以下であり、γ－ブチロラクトンとポリ塩化ビニルの溶解力
が同等である溶剤：ジエチレングリコールモノメチルエーテル、コハク酸ジメチル、コハ
ク酸ジエチル、テトラエチレングリコールジメチルエーテル、ジプロピレングリコールモ
ノメチルエーテル、トリエチレングリコールジメチルエーテル、ジエチレングリコールジ
メチルエーテル、トリエチレングリコールブチルメチルエーテル
【００３５】
　Ｙ／Ｘが０．７未満であり、γ－ブチロラクトンよりもポリ塩化ビニルの溶解力が低い
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溶剤：１，４－ジオキサン、ジエチレングリコールジブチルエーテル、ジエチレングリコ
ールメチルエチルエーテル、ジエチレングリコールジエチルエーテル、ジエチレングリコ
ールブチルメチルエーテル、ジプロピレングリコールジメチルエーテル、プロピレングリ
コールジメチルエーテル、ジメチルスルホキシド、テトラエチレングリコールモノブチル
エーテル、ペンタエチレングリコールモノブチルエーテル
【００３６】
　このように、本実施形態では、溶剤ａのＹ／Ｘを測定し、Ｙ／Ｘ＋０．１超過である溶
剤を、溶剤ａよりもポリ塩化ビニルの溶解力が高い溶剤ｄとし、Ｙ／Ｘ－０．１～Ｙ／Ｘ
＋０．１の値域における溶剤を、溶剤ａとポリ塩化ビニルの溶解力が同等である溶剤ｃと
し、Ｙ／Ｘ－０．１未満である溶剤を、溶剤ａよりもポリ塩化ビニルの溶解力が低い溶剤
ｂとする。なお、上記のＹの測定が困難な溶剤も、溶剤ａよりもポリ塩化ビニルの溶解力
が高い溶剤ｄとする。さらに、溶剤ａを２種以上使用する場合には、各々の溶剤ａについ
てＹ／Ｘを測定し、測定されたＹ／Ｘと各溶剤ａの含有量の平均値を溶解力とする。例え
ば、Ｙ／ＸがＡである溶剤ａ１と、Ｙ／ＸがＢである溶剤ａ２を用いる場合には、溶剤ａ
の溶解力は下記式で求めることができる。
　溶解力＝（Ａ×溶剤ａ１の含有量＋Ｂ×溶剤ａ２の含有量）／（溶剤ａ１の含有量＋溶
剤ａ２の含有量）
【００３７】
　なお、γ－ブチロラクトン以外の環状エステルのＹ／Ｘも上記同様の方法により求める
ことができる。
【００３８】
　溶剤ｂとしては、特に限定されないが、例えば、グリコールモノエーテル溶剤、グリコ
ールジエーテル溶剤、環状エーテル溶剤が挙げられる。このなかでも、グリコールモノエ
ーテル溶剤、グリコールジエーテル溶剤が好ましい。このような溶剤を用いることにより
、得られる記録物の埋まり性がより向上する傾向にある。
【００３９】
　グリコールモノエーテル溶剤又はグリコールジエーテル溶剤としては、特に限定されな
いが、例えば、下記式（１）で表される化合物が挙げられる。このような溶剤を用いるこ
とにより、得られる記録物の埋まり性がより向上する傾向にある。
　　　式（１）　　Ｒ1Ｏ－（Ｒ2Ｏ）m－Ｒ3

（式中、Ｒ1は、水素原子又は炭素数１～４のアルキル基であり、Ｒ2は、炭素数２～３の
アルキレン基であり、Ｒ3は、炭素数１～４のアルキル基であり、ｍは、２～４の整数で
ある。）
【００４０】
　また、溶剤ｂとしては、引火点が７０℃以下である化合物ｂ１を用いることが好ましい
。引火点が７０℃以下である化合物ｂ１としては、特に限定されないが、例えば、グリコ
ールジエチルエーテル（３５℃）、エチレングリコールジメチルエーテル（－６℃）、ジ
エチレングリコールメチルエチルエーテル（６３℃）、ジエチレングリコールジメチルエ
ーテル（５６℃）、ジプロピレングリコールジメチルエーテル（５６℃）、プロピレング
リコールジメチルエーテル（６．５℃）が挙げられる（カッコ内は引火点）。
【００４１】
　ここで、「引火点」とは、タグ密閉式引火点試験器による引火点が８０℃以下では無い
場合はクリーブランド開放式引火点試験器による引火点とし、タグ密閉式引火点試験器に
よる引火点が８０℃以下の場合は、当該引火点における溶剤の動粘度が１０ｃＳｔ未満の
場合はタグ密閉式引火点試験器による引火点とし、当該引火点における溶剤の動粘度が１
０ｃＳｔ以上の場合はセタ密閉式引火点試験器による引火点とする。
【００４２】
　化合物ｂ１の含有量は、溶剤ｂの総量に対して、好ましくは３０質量％以上であり、よ
り好ましくは４０質量％以上であり、さらに好ましくは５０質量％以上である。また、化
合物ｂ１の含有量は、溶剤ｂの総量に対して、好ましくは７０質量％以下である。化合物
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ｂ１の含有量が３０質量％以上であることにより、乾燥性が向上し、得られる記録物の印
刷ムラが抑制され、ドットサイズも大きくなる傾向にある。また、化合物ｂ１の含有量が
７０質量％以下であることにより、得られる記録物の光沢性がより向上する傾向にある。
【００４３】
　また、化合物ｂ１の含有量は、溶剤ａの含有量１質量部に対して、好ましくは５．０質
量部以上であり、より好ましくは１０質量部以上であり、さらに好ましくは１５質量部以
上である。また、化合物ｂ１の含有量は、溶剤ａの含有量１質量部に対して、好ましくは
２０質量部以下である。化合物ｂ１の含有量が５．０質量部以上であることにより、乾燥
性が向上し、ドットサイズが大きくなる傾向にある。また、化合物ｂ１の含有量が２０質
量部以下であることにより、摩擦堅牢性がより向上する傾向にある。
【００４４】
　さらに、溶剤ｂとしては、引火点が７０℃超過である化合物ｂ２を用いることが好まし
い。引火点が７０℃超過である化合物ｂ２としては、特に限定されないが、例えば、ジエ
チレングリコールジエチルエーテル（７０．８℃）、ジエチレングリコールモノブチルエ
ーテル（７８℃）、ジプロピレングリコールモノメチルエーテル（７９℃）、エチレング
リコールジブチルエーテル（８５℃）、ジエチレングリコールモノエチルエーテル（８６
℃）、ジエチレングリコールモノメチルエーテル（９３℃）、ジエチレングリコールブチ
ルメチルエーテル（９４℃）、トリエチレングリコールジメチルエーテル（１１１℃）、
ジエチレングリコールジブチルエーテル（１１８℃）、トリエチレングリコールモノエチ
ルエーテル（１３５℃）、トリエチレングリコールモノメチルエーテル（１３８℃）、テ
トラエチレングリコールジメチルエーテル（１４１℃）、トリエチレングリコールモノブ
チルエーテル（１４３℃）、テトラエチレングリコールモノメチルエーテル（１６１℃）
、テトラエチレングリコールモノブチルエーテル（１７７℃）が挙げられる（カッコ内は
引火点）。
【００４５】
　化合物ｂ２の含有量は、溶剤ｂの総量に対して、好ましくは１５質量％以上であり、よ
り好ましくは２０質量％以上であり、さらに好ましくは２５質量％以上である。また、化
合物ｂ２の含有量は、溶剤ｂの総量に対して、好ましくは７０質量％以下であり、より好
ましくは５０質量％以下であり、さらに好ましくは３５質量％以下である。化合物ｂ２の
含有量が１５質量％以上であることにより、得られる記録物の摩擦堅牢性傾向にある。ま
た、化合物ｂ２の含有量が３５質量％以下であることにより、乾燥性が向上し、得られる
記録物の印刷ムラが抑制され、ドットサイズも大きくなるがより向上する傾向にある。
【００４６】
　溶剤ｂの含有量は、インク組成物の総量に対して、好ましくは４０～７５質量％であり
、より好ましくは４５～７０質量％であり、さらに好ましくは５０～７０質量％である。
溶剤ｂの含有量が４０質量％以上であることにより、得られる記録物の光沢性がより向上
する傾向にある。また、溶剤ｂの含有量が７５質量％以下であることにより、得られる記
録物の摩擦堅牢性がより向上する傾向にある。
【００４７】
　また、溶剤ｂの含有量は、溶剤ａの含有量１質量部に対して、１０質量部以上であり、
好ましくは１２．５質量部以上であり、より好ましくは１５質量部以上である。また、溶
剤ｂの含有量は、溶剤ａの含有量１質量部に対して、好ましくは３５質量部以下であり、
より好ましくは３０質量部以下であり、さらに好ましくは２５質量部以下である。溶剤ｂ
の含有量が１０質量部以上であることにより、得られる記録物の光沢がより向上する。ま
た、溶剤ｂの含有量が３５質量部以下であることにより、得られる記録物の印刷ムラが抑
制され、ドットサイズがより向上する傾向にある。
【００４８】
〔溶剤ｃ〕
　本実施形態のインク組成物は、溶剤ａとポリ塩化ビニルの溶解力が同等である溶剤ｃを
さらに含有してもよい。溶剤ｃとしては、特に限定されないが、例えば、グリコールモノ
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エーテル溶剤、グリコールジエーテル溶剤、エステル溶剤が挙げられる。
【００４９】
　溶剤ｃの含有量は、インク組成物の総量に対して、好ましくは５．０～３５質量％であ
り、より好ましくは７．５～３２．５質量％であり、さらに好ましくは１０～３０質量％
である。溶剤ｃの含有量が５．０質量％以上であることにより、得られる記録物の摩擦堅
牢性がより向上する傾向にある。また、溶剤ｃの含有量が３５質量％以下であることによ
り、得られる記録物の光沢がより向上する傾向にある。
【００５０】
　また、溶剤ｃの含有量は、溶剤ａの含有量１質量部に対して、好ましくは１．０～１２
．５質量部であり、より好ましくは２．５～１０質量部であり、さらに好ましくは５．０
～７．５質量部である。溶剤ｃの含有量が１．０質量部以上であることにより、得られる
記録物の摩擦堅牢性がより向上する傾向にある。また、溶剤ｃの含有量が１２．５質量部
以下であることにより、得られる記録物の光沢がより向上する傾向にある。
【００５１】
〔溶剤ｄ〕
　本実施形態のインク組成物は、溶剤ａよりポリ塩化ビニルの溶解力が高い溶剤ｄをさら
に含有してもよい。溶剤ｄとしては、特に限定されないが、例えば、グリコールモノエー
テル溶剤、グリコールジエーテル溶剤、環状エーテル溶剤、アミド系溶剤が挙げられる。
【００５２】
　溶剤ｄの含有量は、インク組成物の総量に対して、好ましくは１．０～１２．５質量％
であり、より好ましくは１．５～１０質量％であり、さらに好ましくは２．５～７．５質
量％である。溶剤ｄの含有量が１．０質量％以上であることにより、得られる記録物の摩
擦堅牢性がより向上する傾向にある。また、溶剤ｄの含有量が１２．５質量％以下である
ことにより、乾燥性が向上し、ドットサイズがより大きくなる傾向にある。
【００５３】
　また、溶剤ｄの含有量は、溶剤ａの含有量１質量部に対して、好ましくは０．２５～１
．７５質量部であり、より好ましくは０．５０～１．５質量部であり、さらに好ましくは
０．７５～１．２５質量部である。溶剤ｄの含有量が０．２５質量部以上であることによ
り、得られる記録物の摩擦堅牢性がより向上する傾向にある。また、溶剤ｄの含有量が１
．７５質量部以下であることにより、乾燥性が向上し、ドットサイズがより大きくなる傾
向にある。
【００５４】
〔グリコールモノエーテル溶剤〕
　本実施形態のインク組成物は、グリコールモノエーテル溶剤を含んでもよい。グリコー
ルモノエーテル溶剤を含むことにより、乾燥性が向上し、ドットサイズがより大きくなる
傾向にある。なお、グリコールモノエーテル溶剤は、溶剤ｂ～ｄに該当するものであって
もよい。すなわち、グリコールモノエーテル溶剤は、溶剤ａよりもポリ塩化ビニルの溶解
力が高い溶剤であっても、溶剤ａとポリ塩化ビニルの溶解力が同等の溶剤であっても、溶
剤ａよりもポリ塩化ビニルの溶解力が低い溶剤であってもよい。
【００５５】
　グリコールモノエーテル溶剤としては、特に限定されないが、例えば、下記式（２）で
表される化合物が挙げられる。
　　　式（２）　　Ｒ1Ｏ－（Ｒ2Ｏ）m－Ｈ
（式中、Ｒ1は、炭素数１～４のアルキル基であり、Ｒ2は、炭素数２～３のアルキレン基
であり、ｍは、２～４の整数である。）
【００５６】
　このようなグリコールモノエーテルとしては、特に限定されないが、例えば、エチレン
グリコールモノイソプロピルエーテル（４４℃）、エチレングリコールモノエチルエーテ
ル（４３℃）、エチレングリコールモノブチルエーテル（６０℃）、エチレングリコール
モノメチルエーテル（４１℃）、ジエチレングリコールモノエチルエーテル（８６℃）、
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ジエチレングリコールモノブチルエーテル（７８℃）、ジエチレングリコールモノメチル
エーテル（９３℃）、ジプロピレングリコールモノメチルエーテル（７９℃）、ジプロピ
レングリコールモノブチルエーテル（９６℃）、テトラエチレングリコールモノメチルエ
ーテル（１６１℃）、トリエチレングリコールモノメチルエーテル（１３８℃）、トリエ
チレングリコールモノエチルエーテル（１３５℃）、トリエチレングリコールモノブチル
エーテル（１４３℃）、プロピレングリコールモノエチルエーテル（３８．５℃）、プロ
ピレングリコールモノメチルエーテル（３６℃）が挙げられる（カッコ内は引火点）。グ
リコールモノエーテルは、１種単独で用いても２種以上を併用してもよい。
【００５７】
　グリコールモノエーテルの引火点は、好ましくは７０～２００℃であり、より好ましく
は７５～１９０℃であり、さらに好ましくは７５～１８０℃である。グリコールモノエー
テルの引火点が上記範囲内であることにより、乾燥性がより向上する傾向にある。
【００５８】
　グリコールモノエーテル溶剤の含有量は、インク組成物の総量に対して、好ましくは４
．０～２０質量％であり、より好ましくは５．０～１５質量％であり、さらに好ましくは
５．０～１０質量％である。グリコールモノエーテル溶剤の含有量が４．０質量％以上で
あることにより、得られる記録物の印刷ムラが抑制され、ドットサイズがより大きくなり
、乾燥性がより向上する傾向にある。また、グリコールモノエーテル溶剤の含有量が２０
質量％以下であることにより、得られる記録物の光沢及び摩擦堅牢性がより向上する傾向
にある。
【００５９】
〔水〕
　本実施形態のインク組成物は、水をさらに含有してもよい。水としては、例えば、イオ
ン交換水、限外濾過水、逆浸透水、及び蒸留水等の純水、並びに超純水のような、イオン
性不純物を極力除去したものが挙げられる。
【００６０】
　水の含有量は、インク組成物の総量に対して、好ましくは３．０質量％以下であり、よ
り好ましくは２．０質量％以下であり、さらに好ましくは１．０質量％以下である。また
、水の含有量の下限は、特に限定されないが、０質量％が好ましい。水の含有量が上記範
囲内であることにより、インク組成物の保存安定性がより向上する傾向にある。
【００６１】
〔樹脂〕
　インク組成物は、樹脂をさらに含んでもよい。樹脂を含むことにより、耐擦性がより向
上する傾向にある。樹脂としては、特に限定されないが、例えば、塩化ビニル系樹脂、塩
化ビニル－酢酸ビニル共重合体樹脂、セルロースアセテートブチレート等の繊維系樹脂、
（メタ）アクリル樹脂、スチレン（メタ）アクリル樹脂、ロジン変性樹脂、フェノール樹
脂、テルペン系樹脂、ポリエステル樹脂、ポリアミド樹脂、エポキシ樹脂、ビニルトルエ
ン－α－メチルスチレン共重合体樹脂等が挙げられる。このなかでも（メタ）アクリル樹
脂が好ましい。このような樹脂を用いることにより、耐擦性がより向上する傾向にある。
【００６２】
　樹脂の含有量は、インク組成物の総量に対して、好ましくは０．１０～７．５質量％で
あり、より好ましくは０．５０～５．０質量％であり、さらに好ましくは１．０～２．５
質量％である。樹脂の含有量が上記範囲内であることにより、インク組成物の粘度を低く
抑えた上で耐擦性がより向上する傾向にある。
【００６３】
〔界面活性剤〕
　インク組成物は、界面活性剤をさらに含んでもよい。界面活性剤としては、特に限定さ
れないが、例えば、ポリオキシアルキレンアルキルエーテル、アセチレングリコール系界
面活性剤、フッ素系界面活性剤、及びシリコーン系界面活性剤が挙げられる。これらの中
でも、記録物の摩擦堅牢性向上の観点から、シリコーン系界面活性剤が好ましい。
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【００６４】
　界面活性剤の含有量は、インク組成物の総量に対して、好ましくは０．１０～７．５質
量％であり、より好ましくは０．５０～５．０質量％であり、さらに好ましくは１．０～
２．５質量％である。
【００６５】
〔分散剤〕
　インク組成物は、顔料を分散させる分散剤をさらに含んでもよい。分散剤としては、特
に限定されないが、例えば、アニオン系分散剤、ノニオン系分散剤、高分子分散剤が挙げ
られる。
【００６６】
　アニオン系分散剤としては、特に限定されないが、例えば、芳香族スルホン酸のホルマ
リン縮合物、β－ナフタレンスルホン酸のホルマリン縮合物、アルキルナフタレンスルホ
ン酸のホルマリン縮合物、及び、クレオソート油スルホン酸のホルマリン縮合物が挙げら
れる。
【００６７】
　上記芳香族スルホン酸としては、特に限定されないが、例えば、クレオソート油スルホ
ン酸、クレゾールスルホン酸、フェノールスルホン酸、β－ナフトールスルホン酸、メチ
ルナフタレンスルホン酸、ブチルナフタレンスルホン酸等のアルキルナフタレンスルホン
酸、β－ナフタレンスルホン酸とβ－ナフトールスルホン酸との混合物、クレゾールスル
ホン酸と２－ナフトール－６－スルホン酸との混合物、リグニンスルホン酸等が挙げられ
る。
【００６８】
　ノニオン系分散剤としては、特に限定されないが、例えば、フィトステロールのエチレ
ンオキサイド付加物、コレスタノールのエチレンオキサイド付加物等が挙げられる。
【００６９】
　高分子分散剤としては、特に限定されないが、例えば、ポリアクリル酸部分アルキルエ
ステル、ポリアルキレンポリアミン、ポリアクリル酸塩、スチレン－アクリル酸共重合物
、ビニルナフタレン－マレイン酸共重合物等が挙げられる。
【００７０】
　分散剤の含有量は、インク組成物の総量に対して、好ましくは０．１０～７．５質量％
であり、より好ましくは０．５０～５．０質量％であり、さらに好ましくは１．０～２．
５質量％である。
【００７１】
〔その他の成分〕
　本実施形態で用いるインク組成物は、その保存安定性及びヘッドからの吐出安定性を良
好に維持するため、目詰まり改善のため、又はインク組成物の劣化を防止するため、溶解
助剤、粘度調整剤、ｐＨ調整剤、酸化防止剤、防腐剤、防黴剤、腐食防止剤、及び分散に
影響を与える金属イオンを捕獲するためのキレート化剤などの、種々の添加剤を適宜添加
することもできる。
【００７２】
〔インクジェット記録方法〕
　本実施形態のインクジェット記録方法は、被記録媒体に対して、上記溶剤系インクジェ
ットインク組成物を付着させる付着工程を有する。
【００７３】
　付着工程において、インク組成物の被記録媒体のインク組成物の付着領域に対する付着
量が、１０～７０ｍｇ／ｉｎｃｈ2であり、より好ましくは１５～６０ｍｇ／ｉｎｃｈ2で
あり、さらに好ましくは２０～５０ｍｇ／ｉｎｃｈ2である付着工程を含むことが好まし
い。付着量が、上記範囲内であっても、本実施形態のインク組成物は、乾燥性に優れ、か
つ、摩擦堅牢性及び埋まり性に優れる記録物を得ることができる。付着工程が所定の付着
量の付着工程を含むとは、少なくとも当該付着量の付着工程を含むの意味である。より好
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ましくは付着工程のなかでも付着量が最大の付着工程として付着量が上記範囲の付着量で
ある付着工程を含むことが好ましい。
【実施例】
【００７４】
　以下、本発明を実施例及び比較例を用いてより具体的に説明する。本発明は、以下の実
施例によって何ら限定されるものではない。
【００７５】
［インク組成物用の材料］
　下記の実施例及び比較例において使用したインク組成物用の主な材料は、以下の通りで
ある。
〔顔料〕
　ＪＲ－８０６（酸化チタン、テイカ社製）
　ＪＲ－３０１（酸化チタン、テイカ社製）
〔分散剤〕
　ソルスパース３０００（ポリエステルポリアミド樹脂、ルーブリゾール社製）
〔溶剤ａ〕
　ＧＢＬ（γ－ブチロラクトン）
〔溶剤ｂ〕
　ＤＥＧＭＥＥ（ジエチレングリコールメチルエチルエーテル、引火点６４℃）
　ＤＥＧＢＭＥ（ジエチレングリコールブチルメチルエーテル、引火点９４℃）
　ＤＥＧｄＥＥ（ジエチレングリコールジエチルエーテル、引火点７０．８℃）
　ＴｅｔｒａＥＧｍＢＥ（テトラエチレングリコールモノブチルエーテル、引火点１７７
℃）
〔溶剤ｃ〕
　ＤＰＧｍＭＥ（ジプロピレングリコールモノメチルエーテル、引火点７９℃）
　ＤＥＧｄＭＥ（ジエチレングリコールジメチルエーテル、引火点５７℃）
〔溶剤ｄ〕
　エクアミドＭ１００（アミド系溶剤、出光興産社製）
〔界面活性剤〕
　ＢＹＫ３４０（シリコーン系界面活性剤、ビックケミージャパン社製）
〔樹脂〕
　Ｇ－１０００Ｐ（メタクリル樹脂「パラペット」、株式会社クラレ社製）
【００７６】
［インク組成物の調製］
　各材料を下記の表１に示す組成で混合し、十分に撹拌し、各インク組成物を得た。具体
的には、まず、各材料の溶剤を混合し、混合溶剤を得た。得られた混合溶剤の一部と、ソ
ルスパース３０００（日本ルーブリゾール社）を混合し、その後酸化チタンＪＲ－８０６
（テイカ製）を加えて、ホモジナイザーを用いて予備分散した。その後、ビーズミルにて
分散をさせ、酸化チタン分散体を得た。次いで、混合溶剤の一部と、パラペットＧ－１０
００Ｐ（クラレ製）とを混合し樹脂溶液を得た。最後に、酸化チタン分散体と、樹脂溶液
と、混合溶液の残部と、ＢＹＫ３４０（ビックケミー製）と、を混合し、インク組成物を
作製した。また、実施例６においては、ＪＲ－８０６（テイカ製）に代えて、ＪＲ－３０
１（テイカ製）を用いたこと以外は上記と同様にして、インク組成物を得た。なお、下記
の表１中、数値の単位は質量％であり、合計は１００．０質量％である。
【００７７】
（ＰＶＣ溶解性試験）
　ポリ塩化ビニル（ＰＶＣストレートポリマーＴＫ－８００、信越化学工業社製）０．５
ｇと、溶剤５０ｇとを、ガラス瓶内で混合し、２５℃で５分間撹拌した。その後、静置し
、静置してから２５秒時点の、ガラス瓶底からの溶剤液面高さＸと、膨潤又は溶解したポ
リ塩化ビニル粉末が分布するガラス瓶底からの高さＹを測定した。得られたＸ及びＹによ
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り、比Ｙ／Ｘを求め、これを各溶剤のポリ塩化ビニルの溶解力の指標とした。なお、本願
実施例のγ－ブチロラクトンのＹ／Ｘは、０．８であったため、各溶剤は以下のように定
義した。
　溶剤ｂ：　　　　Ｙ／Ｘ＜０．７
　溶剤ｃ：０．７≦Ｙ／Ｘ≦０．９
　溶剤ｄ：０．９＜Ｙ／Ｘ
【００７８】
【表１】

【００７９】
〔印刷ムラ〕
　以上のようにして得られた各インク組成物をセイコーエプソン製プリンターＳＣ－Ｓ５
０６５０に充填し、塩化ビニルバナーシート（３Ｍ社製、製品名ＩＪ５１）上に、記録解
像度１４４０×１４４０ｄｐｉ、付着量２２ｍｇ／ｉｎｃｈ2でベタ印刷し、得られた記
録物を６０分間乾燥させた。その後、目視および光学顕微鏡を用いて印刷面を観察し、印
刷ムラの少ないものを６点として、１点まで６水準で評価した。
【００８０】
〔光沢〕
　以上のようにして得られた各インク組成物をセイコーエプソン製プリンターＳＣ－Ｓ５
０６５０に充填し、光沢ポリ塩化ビニルシート（ローランドＤＧ社製、製品名ＳＶ－Ｇ－
１２７０Ｇ）上に、記録解像度１４４０×１４４０ｄｐｉ、付着量２２ｍｇ／ｉｎｃｈ2

でベタ印刷し、得られた記録物を常温にて１日乾燥させた。ベタ印刷部の２０°光沢をＭ
ＵＬＴＩ　ＧＬＯＳＳ　２６８（コニカミノルタ社）にて測定し、下記評価基準で評価し
た。なお、光沢性が高いほどインク組成物が被記録媒体上に広がり、埋まり性のよい記録
物が得られていることを意味する。
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（評価基準）
　１：光沢度が２６未満
　２：光沢度が２６以上２８未満
　３：光沢度が２８以上３０未満
　４：光沢度が３０以上３２未満
　５：光沢度が３２以上３４未満
　６：光沢度が３４以上
【００８１】
〔ドットサイズ〕
　以上のようにして得られた各インク組成物をセイコーエプソン製プリンターＳＣ－Ｓ５
０６５０に充填し、塩化ビニルバナーシート（３Ｍ社製、製品名ＩＪ５１）上にノズルチ
ェックパターンを印刷させた。得られた記録物を６０分間乾燥させた。その後、光学顕微
鏡を用いてドットサイズを観察して、下記評価基準で評価した。なお、ドットサイズが大
きいほどインク組成物が被記録媒体上に広がり、埋まり性のよい記録物が得られているこ
とを意味する。
（評価基準）
　１：ドットサイズが２０μｍ以下
　２：ドットサイズが２０μｍ超過３０μｍ以下
　３：ドットサイズが３０μｍ超過４０μｍ以下
　４：ドットサイズが４０μｍ超過５０μｍ以下
　５：ドットサイズが５０μｍ超過６０μｍ以下
　６：ドットサイズが６０μｍ超過
【００８２】
〔摩擦堅牢性〕
　以上のようにして得られた各インク組成物をセイコーエプソン製プリンターＳＣ－Ｓ３
０６５０に充填し、光沢ポリ塩化ビニルシート（ローランドＤＧ社製、製品名ＳＶ－Ｇ－
１２７０Ｇ）上に、記録解像度１４４０×１４４０ｄｐｉ、付着量２２ｍｇ／ｉｎｃｈ2

でベタ印刷し、得られた記録物を常温にて１日乾燥させた。次に、ＪＩＳ　Ｌ　０８４９
に基づいて、Ｉ型試験機にて乾式試験を行った。その後、試験綿布の色移りのＯＤをスペ
クトロリーノ（グレタグマクベス社製）にて測定し、下記評価基準により評価した。
（評価基準）
　１：色移りのＯＤが０．４０以上
　２：色移りのＯＤが０．３５以上０．４０未満
　３：色移りのＯＤが０．３０以上０．３５未満
　４：色移りのＯＤが０．２５以上０．３０未満
　５：色移りのＯＤが０．２０以上０．２５未満
　６：色移りのＯＤが０．２０未満
【００８３】
〔表面乾燥性〕
　以上のようにして得られた各インク組成物をセイコーエプソン製プリンターＳＣ－Ｓ３
０６５０に充填し、光沢ポリ塩化ビニルシート（ローランドＤＧ社製、製品名ＳＶ－Ｇ－
１２７０Ｇ）上に記録解像度１４４０×１４４０ｄｐｉ、付着量２２ｍｇ／ｉｎｃｈ2で
ベタ印刷し、得られた記録物を常温にて５分間乾燥させた。次に、巻き取り装置を用いて
巻き取った後の印刷面のスリ痕を観察した。観察はレーザー顕微鏡（キーエンス社ＶＫ－
８７００　Ｇｅｎｅｒａｔｉｏｎ２）にて表面粗さを測定することで、スリ痕のある面積
の割合を算出し、下記評価基準により評価した。
（評価基準）
　１：スリ痕面積が４０％超過
　２：スリ痕面積が３０％超過４０％以下
　３：スリ痕面積が２０％超過３０％以下
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　４：スリ痕面積が１０％超過２０％以下
　５：スリ痕面積が１０％以下
　６：スリ痕なし
【００８４】
〔印刷物ミスト評価〕
　以上のようにして得られた各インク組成物をセイコーエプソン製プリンターＳＣ－Ｓ５
０６５０に充填し、透明ＰＥＴフィルム（ローランドＤＧ社製、製品名ＳＰ－ＣＬ－５１
５Ｔ）に、３０ｃｍ幅、記録解像度１４４０×１４４０ｄｐｉ、付着量２２ｍｇ／ｉｎｃ
ｈ2で１０分間連続でベタ印刷し、得られた記録物を常温にて１日乾燥させて印刷サンプ
ルを得た。次に、ベタ印刷部のキャリッジ走査方向端部付近の非印刷部を、目視および虫
眼鏡で観察し、飛散して付着したミストの汚れ具合を確認し、下記評価基準により評価し
た。
（評価基準）
　１：ミスト付着が酷く目立つ
　２：ミスト付着があり目視でも容易に認められる
　３：ミスト付着は認められるがごく僅か
　４：ミスト付着が皆無
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