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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　バインダ樹脂、色材、界面活性剤および水系溶媒を有するインクジェット記録用水性イ
ンクであって、
　前記水系溶媒が、β-アルコキシプロピオンアミドを含み、
　前記インクを加熱したときのインクの重量変化率を下記式で表すとき、
　インクの重量変化率（％）＝（（加熱前のインクの重量－加熱後のインクの重量）／加
熱前のインクの重量）×１００、
　（１）前記インクの重量変化率が０％以上１０％以下にわたって、Ｅ型粘度計により２
５℃、１ｒｐｍで測定されるインクの粘度が１０ｍＰａ・ｓ超３０ｍＰａ・ｓ以下であり
、
　（２）前記インクの重量変化率が３５％以上５５％以下のいずれかで、Ｅ型粘度計によ
り２５℃、１ｒｐｍの条件で測定されるインクの粘度が２００ｍＰａ・ｓとなる点を有し
、かつ、
　（３）前記インクの重量変化率が５％であるときの、インクの２５℃における表面張力
が、前記加熱前のインクの２５℃における表面張力よりも低い、
　インクジェット記録用水性インク。
【請求項２】
　前記界面活性剤が、フッ素系界面活性剤である、請求項１に記載のインクジェット記録
用水性インク。
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【請求項３】
　前記バインダ樹脂が、水溶性樹脂である、請求項１または２に記載のインクジェット記
録用水性インク。
【請求項４】
　前記色材が、顔料である、請求項１～３のいずれか一項に記載のインクジェット記録用
水性インク。
【請求項５】
　前記水溶性樹脂が、酸価が５０～３００ｍｇＫＯＨ／ｇのアクリル系樹脂である、請求
項３に記載のインクジェット記録用水性インク。
【請求項６】
　請求項１～５のいずれか一項に記載のインクジェット記録用水性インクを、吐出ヘッド
から吐出させて記録媒体上に付着させるインクジェット記録方法であって、
　非吐出時に、前記吐出ヘッドのインクのメニスカスを常時振動させることを特徴とする
インクジェット記録方法。
【請求項７】
　非画像領域において、前記吐出ヘッドからインクを吐出するステップをさらに含む、請
求項６に記載のインクジェット記録方法。
【請求項８】
　前記記録媒体上に付着したインク滴を加熱するステップをさらに含む、請求項６または
７に記載のインクジェット記録方法。
【請求項９】
　前記記録媒体が、水の吸収性を有しない記録媒体または低吸収性記録媒体である、請求
項６～８のいずれか一項に記載のインクジェット記録方法。
【請求項１０】
　請求項１～５のいずれか一項に記載のインクジェット記録用水性インクを収容する吐出
ヘッドを有する、インクジェット記録装置。
【請求項１１】
　前記記録媒体上に付着したインク滴を加熱する加熱手段をさらに有する、請求項１０に
記載のインクジェット記録装置。
【請求項１２】
　前記吐出ヘッドのノズル開孔部を有する面を洗浄するクリーニング手段をさらに有する
、請求項１０または１１に記載のインクジェット記録装置。
 
【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用水性インク、それを用いたインクジェット記録方法お
よびインクジェット記録装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　プリンター、印刷機、マーカー等に用いられる各種インク材料は、水および水系の溶剤
を用いた水性インクと、非水系の溶剤を用いた溶剤インクが知られている。近年、環境負
荷や消費者・印刷技術者の健康面への影響を低減するために、油性インクが主に用いられ
ていた分野においても、水性インクへの転換が求められている。例えば、長期の耐候性が
求められる屋外掲示物や、ポリ塩化ビニル製シート等の水性インクを吸収しない記録媒体
へのプリントは、通常溶剤インクを用いて行われていた。このような分野においても、非
水系の溶剤を含まない水性インクへの転換が求められている。
【０００３】
　これらのインクを用いたプリント方法も各種知られており、それらの中でも版を作製す
る必要がなく、少量多品種の生産に適しており、インクの使用量を抑えることができるこ
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とから、インクジェット記録方法が好ましく用いられている。
【０００４】
　インクジェット記録用の水性インクとしては、例えば、着色剤、潤滑剤、浸透剤、およ
び水分を含むインク組成物が知られている（例えば特許文献１）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２００６－７７２３２号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかしながら、特許文献１のような水性インクは、ポリ塩化ビニル製シートのような水
を吸収しない記録媒体には吸収されにくい。そのため、着弾したインク滴が、記録媒体上
で乾燥して固定化されるまでに、インク滴同士が寄り合って（液寄りして）しまうことが
あった。液寄りによって、本来存在すべき位置にあったインク滴が移動することによって
記録媒体の地の色がスジ状に現れる「白スジ」や、異なる色のインク滴同士が混じり合う
「カラーブリード」が発生することがあり、画質劣化の原因になっていた。
【０００７】
　液寄りに起因する白スジやカラーブリードは、インクの粘度を高めて、インク滴を移動
させにくくすることで抑制できると考えられる。しかしながら、粘度が高すぎるインクは
、濡れ広がりにくい（レベリングしにくい）ため、乾燥後のインク皮膜の表面は凸凹にな
り、光沢が得られにくいという問題があった。即ち、液寄りに起因する白スジやカラーブ
リードのない画像を得ることと、光沢を有する画像を得ることを両立させることは難しか
った。
【０００８】
　本発明は、上記事情に鑑みてなされたものであり、液寄りに起因する白スジやカラーブ
リードがなく、かつ光沢を有する画像を形成しうるインクジェット記録用水性インクを提
供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　本発明者らは、インクを加熱したときの増粘挙動（乾燥特性）を制御することで、液寄
りに起因する白スジやカラーブリードがなく、かつ光沢を有する画像を形成できることを
見出した。
【００１０】
　すなわち、本発明の第一は、インクジェット記録用水性インクに関する。
　［１］　バインダ樹脂と、色材、界面活性剤および水系溶媒を有するインクジェット記
録用水性インクであって、
　前記インクを加熱したときのインクの重量変化率を下記式で表すとき、
　インクの重量変化率（％）＝（（加熱前のインクの重量－加熱後のインクの重量）／加
熱前のインクの重量）×１００
　（１）前記インクの重量変化率が０％以上１０％以下にわたって、Ｅ型粘度計により２
５℃、１ｒｐｍで測定されるインクの粘度が１０ｍＰａ・ｓ超３０ｍＰａ・ｓ以下であり
、
　（２）前記インクの重量変化率が３５％以上５５％以下のいずれかで、Ｅ型粘度計によ
り２５℃、１ｒｐｍの条件で測定されるインクの粘度が２００ｍＰａ・ｓである点を有し
、かつ
　（３）前記インクの重量変化率が５％であるときの、インクの２５℃における表面張力
が、前記加熱前のインクの２５℃における表面張力よりも低い、インクジェット記録用水
性インク。
　［２］　前記界面活性剤が、フッ素系界面活性剤である、［１］に記載のインクジェッ
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ト記録用水性インク。
　［３］　前記水系溶媒が、β-アルコキシプロピオンアミドを含む、［１］または［２
］に記載のインクジェット記録用水性インク。
　［４］　前記バインダ樹脂が、水溶性樹脂である、［１］～［３］のいずれかに記載の
インクジェット記録用水性インク。
　［５］　前記色材が、顔料である、［１］～［４］のいずれかに記載のインクジェット
記録用水性インク。
　［６］　前記水溶性樹脂は、酸価が５０～３００ｍｇＫＯＨ／ｇのアクリル系樹脂であ
る、［４］に記載のインクジェット記録用水性インク。
【００１１】
　本発明の第二は、以下のインクジェット記録方法およびインクジェット記録装置に関す
る。
　［７］　［１］～［６］のいずれかに記載のインクジェット記録用水性インクを、吐出
ヘッドから吐出させて記録媒体上に付着させるインクジェット記録方法であって、非吐出
時に、前記吐出ヘッドのインクのメニスカスを常時振動させるステップを含む、インクジ
ェット記録方法。
　［８］　非画像領域において、前記吐出ヘッドからインクを吐出するステップをさらに
含む、［７］に記載のインクジェット記録方法。
　［９］　前記記録媒体上に付着したインクを加熱するステップをさらに含む、［７］ま
たは［８］に記載のインクジェット記録方法。
　［１０］　前記記録媒体が、水の吸収性を有しない記録媒体または低吸収性記録媒体で
ある、［７］～［９］のいずれかに記載のインクジェット記録方法。
　［１１］　［１］～［６］のいずれかに記載のインクジェット記録用水性インクを収容
する吐出ヘッドを有する、インクジェット記録装置。
　［１２］　前記記録媒体上に付着したインク滴を加熱する加熱手段をさらに有する、［
１１］に記載のインクジェット記録装置。
　［１３］　前記吐出ヘッドのノズル開孔部を有する面を洗浄するクリーニング手段をさ
らに有する、［１１］または［１２］に記載のインクジェット記録装置。
【発明の効果】
【００１２】
　本発明によれば、液寄りに起因する白スジや滲みがなく、かつ光沢を有する画像を形成
しうるインクジェット記録用水性インクを提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１３】
【図１】インクの重量変化率とインクの粘度との関係を示すグラフである。
【発明を実施するための形態】
【００１４】
　以下に、本発明を実施する上での詳細な説明及び実施例を記す。これらの説明及び実施
例は、それぞれ本発明をより具体的に例示するために記載されたものであって、本発明の
趣旨を逸脱しない範囲において種々変更が可能である。本発明は、以下の記載に限定され
るものではない。
【００１５】
　１．インクジェット記録用水性インク
　本発明のインクジェット記録用水性インク（以下インクともいう）は、少なくともバイ
ンダ樹脂と、色材と、界面活性剤と、水系溶媒とを含む。
【００１６】
　バインダ樹脂について
　本発明のインクに用いられるバインダ樹脂は、着弾したインク滴を記録媒体に定着（接
着）させる機能を有する。また、バインダ樹脂は、インク皮膜の耐擦性や耐水性を高める
だけでなく、光沢や光学濃度を高める機能を有することも求められている。そのため、バ
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インダ樹脂は、水系溶媒に分散させやすいこと、透明性をある程度有すること、他のイン
ク成分との相溶性を有していることがより好ましい。
【００１７】
　本発明のインクに用いられるバインダ樹脂は、水系溶媒に対して溶解または分散するこ
とができるものであれば特に制限はなく、水溶性樹脂や水系分散型ポリマー微粒子などで
あることが好ましい。水系溶媒に対する溶解性や安定性が高いことから、水溶性樹脂を用
いることがより好ましい。本発明に用いることのできる水溶性樹脂としては、アクリル系
樹脂、スチレン－アクリル系樹脂、アクリロニトリル－アクリル系樹脂、酢酸ビニル－ア
クリル系樹脂、ポリビニルアルコール系樹脂、ポリウレタン樹脂、ポリアミド系樹脂、ポ
リエステル樹脂、ポリオレフィン樹脂等が挙げられる。なかでも、アクリル系樹脂、ポリ
アミド系樹脂、ポリビニルアルコール系樹脂およびポリウレタン系樹脂が好ましく、アク
リル系樹脂がより好ましい。
【００１８】
　アクリル系樹脂は、（メタ）アクリル酸エステルの単独重合体であっても、（メタ）ア
クリル酸エステルと他の共重合モノマーとの共重合体であってもよい。樹脂構造の設計自
由度が高く、重合反応で合成しやすく、低コストであること等から、（メタ）アクリル酸
エステルと他の共重合モノマーとの共重合体が特に好ましい。前記共重合体における、（
メタ）アクリル酸エステル由来の構成単位の含有割合は、共重合体を構成する全モノマー
に対して６０～１００質量％であることが好ましく、８０～１００質量％であることがよ
り好ましい。
【００１９】
　（メタ）アクリル酸エステルの例には、（メタ）アクリル酸アルキルエステルが含まれ
る。なかでも、（メタ）アクリル酸のＣ１－Ｃ１２アルキルエステルが好ましい。（メタ
）アクリル酸エステルは、一種類であっても、二種類以上であってもよい。二種類以上の
（メタ）アクリル酸エステルの好ましい組み合わせの例には、メタアクリル酸メチル、ア
クリル酸Ｃ１－Ｃ１２アルキルエステル、およびメタアクリル酸Ｃ２－Ｃ１２アルキルエ
ステルの組み合わせが含まれる。
【００２０】
　（メタ）アクリル酸エステルと他の共重合モノマーとの共重合体における他の共重合モ
ノマーの例には、酸性基を有するモノマーが含まれる。酸性基を有するモノマーの例には
、アクリル酸、メタアクリル酸、イタコン酸などが含まれる。なかでも、（メタ）アクリ
ル酸エステルと他の共重合モノマーとの共重合体は、主モノマーとしてのメタアクリル酸
メチル、アクリル酸Ｃ１－Ｃ１２アルキルエステルおよびメタアクリル酸Ｃ２－Ｃ１２ア
ルキルエステルと、他の共重合体モノマーとしての酸性基を有するモノマーと、を重合反
応させて得られる共重合体であることが好ましい。前記共重合体に含まれる主モノマー（
メタアクリル酸メチル、アクリル酸Ｃ１－Ｃ１２アルキルエステルおよびメタアクリル酸
Ｃ２－Ｃ１２アルキルエステル）由来の構成単位の合計含有割合は、共重合体を構成する
全モノマーに対して８０～９５質量％であることが好ましい。
【００２１】
　アクリル系樹脂に含まれる酸性基の少なくとも一部は、水系溶媒に対する溶解性を高め
る観点などから、塩基で中和されていることが好ましい。中和する塩基の例には、アルカ
リ金属またはアルカリ土類金属の水酸化物（例えば、ＮａＯＨ、ＫＯＨ等）；アミン類（
例えば、アルカノールアミン、アルキルアミン等）；アンモニアなどが含まれる。なかで
も、アミン類で中和された樹脂は、記録媒体に定着後のインクから、アミンが水系溶媒と
共に蒸発するため、アミンが除去された樹脂の溶解性が低下する。そのような樹脂を含む
硬化後のインク皮膜は、耐水性を有するため、好ましい。具体的なアミンの例としては、
アンモニア、トリエチルアミン、２－ジメチルアミノエタノール、２－ジ－ｎ－ブチルア
ミノエタノール、メチルジエタノールアミン、２－アミノー２－メチル－１－プロパノー
ル、ジエタノールアミン、トリエタノールアミン、２－メチルアミノエタノールなどが挙
げられる。
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【００２２】
　本発明に用いられる水溶性樹脂の酸価は、５０～３００ｍｇＫＯＨ／ｇであることが好
ましく、５０～１３０ｍｇＫＯＨ／ｇであることがより好ましい。水溶性樹脂の酸価が５
０ｍｇＫＯＨ／ｇ未満であると、樹脂の水に対する溶解性が十分ではないため、水系溶媒
に対して十分には溶解できないことがある。一方、水溶性樹脂の酸価が３００ｍｇＫＯＨ
／ｇ超であると、インク皮膜が柔らかくなり、耐擦性が低下する。
【００２３】
　本発明における水溶性樹脂の酸価とは、水溶性樹脂１ｇ中に含まれる酸を中和するのに
要する水酸化カリウムのミリグラム数を指し、ＪＩＳ Ｋ ００７０の酸価測定、加水分解
酸価測定（全酸価測定）によって測定することができる。
【００２４】
　中和塩基の含有量は、水溶性樹脂の酸価および含有量にもよるが、水溶性樹脂に含まれ
る酸性基の化学当量数に対して０．５～５倍の化学当量数となるようにすることが好まし
い。中和塩基の含有量が、水溶性樹脂に含まれる酸性基の化学当量数に対して０．５倍未
満の化学当量数であると、アクリル系樹脂の分散性を高める効果が十分には得られないこ
とがある。一方、中和塩基の含有量が水溶性樹脂に含まれる酸性基の化学当量数に対して
５倍超の化学当量数であると、インク皮膜の耐水性が低下したり、変色、臭気などを生じ
たりすることがある。
【００２５】
　水溶性樹脂の重量平均分子量（Ｍｗ）は、２．０×１０４～８．０×１０４であること
が好ましく、２．５×１０４～７．０×１０４であることがより好ましい。重量平均分子
量が２．０×１０４未満であると、インクの定着能力が小さいため、得られる画像の耐擦
性が十分でないことがある。一方、重量平均分子量（Ｍｗ）が８．０×１０４超であると
、インクの粘度が高すぎて、ノズルからの射出安定性が低下することがある。
【００２６】
　バインダ樹脂のガラス転移温度（Ｔｇ）は、３０～１００℃であることが好ましい。Ｔ
ｇが３０℃未満であると、得られる画像の耐擦性が十分でなかったり、ブロッキングが発
生したりすることがある。一方、Ｔｇが１００℃超であると、乾燥後のインク皮膜が硬す
ぎて脆くなり、耐擦性が低下することがあると考えられる。
【００２７】
　バインダ樹脂の含有量は、インク全体に対して１～１５質量％であることが好ましく、
３～１０質量％であることがより好ましい。バインダ樹脂の含有量が１質量％未満である
と、顔料などの色材を記録媒体上に定着させる機能を十分には得られないことがある。一
方、バインダ樹脂の含有量が１５質量％超であると、インクの粘度が高くなり、射出安定
性が低下することがある。
【００２８】
　本発明の水性インクは、インク膜の耐擦性をさらに高めるために、水系分散型ポリマー
微粒子をさらに含んでもよい。
【００２９】
　水系分散型ポリマー微粒子は、前述と同様の水溶性樹脂で構成されうる。水系分散型ポ
リマー微粒子の平均粒子径は、ヘッドのノズル詰まりがなく、良好な光沢を有する画像が
得られる観点などから、３００ｎｍ以下であることが好ましく、１３０ｎｍ以下であるこ
とがより好ましい。また、ポリマー微粒子の平均粒子径は、製造安定性の観点から、３０
ｎｍ以上であることが好ましい。
【００３０】
　水系分散型ポリマー微粒子の含有量は、記録媒体への定着性とインクの長期保存安定性
が得られやすい観点などから、インク全体に対して０．７質量～６質量％が好ましく、１
～３質量％であることがより好ましい。
【００３１】
　色材について
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　本発明に用いることのできる色材は、染料、顔料またはこれらの混合物であってもよい
。染料の例には、酸性染料、直接染料、塩基性染料等の水溶性染料；着色ポリマーまたは
着色ワックスを含む分散染料；油溶性染料などが含まれる。なかでも、得られる画像の耐
久性や耐擦性の観点などから、顔料が好ましい。
【００３２】
　顔料は、公知の有機顔料または無機顔料であってよい。有機顔料の例には、アゾレーキ
、不溶性アゾ顔料、縮合アゾ顔料、キレートアゾ顔料等のアゾ顔料；フタロシアニン顔料
、ペリレンおよびペリレン顔料、アントラキノン顔料、キナクリドン顔料、ジオキサンジ
ン顔料、チオインジゴ顔料、イソインドリノン顔料、およびキノフタロニ顔料等の多環式
顔料；塩基性染料型レーキ、および酸性染料型レーキ等の染料レーキ；ニトロ顔料；ニト
ロソ顔料；アニリンブラック；および昼光蛍光顔料等が含まれる。
【００３３】
　以下に顔料の具体例を示すが、本発明はこれら例示する化合物に限定されるものではな
い。
　マゼンタまたはレッドおよびバイオレット用の有機顔料の好ましい例には、Ｃ．Ｉ．ピ
グメントレッド２、Ｃ．Ｉ．ピグメントレッド３、Ｃ．Ｉ．ピグメントレッド５、Ｃ．Ｉ
．ピグメントレッド６、Ｃ．Ｉ．ピグメントレッド７、Ｃ．Ｉ．ピグメントレッド８、Ｃ
．Ｉ．ピグメントレッド１２、Ｃ．Ｉ．ピグメントレッド１５、Ｃ．Ｉ．ピグメントレッ
ド１６、Ｃ．Ｉ．ピグメントレッド１７、Ｃ．Ｉ．ピグメントレッド２２、Ｃ．Ｉ．ピグ
メントレッド２３、Ｃ．Ｉ．ピグメントレッド４１、Ｃ．Ｉ．ピグメントレッド４８：１
、Ｃ．Ｉ．ピグメントレッド５３：１、Ｃ．Ｉ．ピグメントレッド５７：１、Ｃ．Ｉ．ピ
グメントレッド１１２、Ｃ．Ｉ．ピグメントレッド１１４、Ｃ．Ｉ．ピグメントレッド１
２２、Ｃ．Ｉ．ピグメントレッド１２３、Ｃ．Ｉ．ピグメントレッド１３９、Ｃ．Ｉ．ピ
グメントレッド１４４、Ｃ．Ｉ．ピグメントレッド１４６、Ｃ．Ｉ．ピグメントレッド１
４８、Ｃ．Ｉ．ピグメントレッド１４９、Ｃ．Ｉ．ピグメントレッド１５０、Ｃ．Ｉ．ピ
グメントレッド１６６、Ｃ．Ｉ．ピグメントレッド１７０、Ｃ．Ｉ．ピグメントレッド１
７７、Ｃ．Ｉ．ピグメントレッド１７８、Ｃ．Ｉ．ピグメントレッド２２０、Ｃ．Ｉ．ピ
グメントレッド２０２、Ｃ．Ｉ．ピグメントレッド２２２、Ｃ．Ｉ．ピグメントレッド２
３８、Ｃ．Ｉ．ピグメントレッド２４５、Ｃ．Ｉ．ピグメントレッド２５８、Ｃ．Ｉ．ピ
グメントレッド２８２、Ｃ．Ｉ．ピグメントバイオレット１９、Ｃ．Ｉ．ピグメントバイ
オレット２３等が含まれる。
【００３４】
　オレンジまたはイエローおよびブラウン用の有機顔料の好ましい例には、Ｃ．Ｉ．ピグ
メントオレンジ１３、Ｃ．Ｉ．ピグメントオレンジ１６、Ｃ．Ｉ．ピグメントオレンジ３
１、Ｃ．Ｉ．ピグメントオレンジ３４、Ｃ．Ｉ．ピグメントオレンジ４３、Ｃ．Ｉ．ピグ
メントイエロー１、Ｃ．Ｉ．ピグメントイエロー３、Ｃ．Ｉ．ピグメントイエロー１２、
Ｃ．Ｉ．ピグメントイエロー１３、Ｃ．Ｉ．ピグメントイエロー１４、Ｃ．Ｉ．ピグメン
トイエロー１５、Ｃ．Ｉ．ピグメントイエロー１６、Ｃ．Ｉ．ピグメントイエロー１７、
Ｃ．Ｉ．ピグメントイエロー４３、Ｃ．Ｉ．ピグメントイエロー５５、Ｃ．Ｉ．ピグメン
トイエロー７４、Ｃ．Ｉ．ピグメントイエロー８１、Ｃ．Ｉ．ピグメントイエロー８３、
Ｃ．Ｉ．ピグメントイエロー９３、Ｃ．Ｉ．ピグメントイエロー９４、Ｃ．Ｉ．ピグメン
トイエロー１０９、Ｃ．Ｉ．ピグメントイエロー１１０、Ｃ．Ｉ．ピグメントイエロー１
２０、Ｃ．Ｉ．ピグメントイエロー１２８、Ｃ．Ｉ．ピグメントイエロー１２９、Ｃ．Ｉ
．ピグメントイエロー１３８、Ｃ．Ｉ．ピグメントイエロー１３９、Ｃ．Ｉ．ピグメント
イエロー１４７、Ｃ．Ｉ．ピグメントイエロー１５０、Ｃ．Ｉ．ピグメントイエロー１５
１、Ｃ．Ｉ．ピグメントイエロー１５３、Ｃ．Ｉ．ピグメントイエロー１５４、Ｃ．Ｉ．
ピグメントイエロー１５５、Ｃ．Ｉ．ピグメントイエロー１７５、Ｃ．Ｉ．ピグメントイ
エロー１８０、Ｃ．Ｉ．ピグメントイエロー１８１、Ｃ．Ｉ．ピグメントイエロー１８５
、Ｃ．Ｉ．ピグメントイエロー１９４、Ｃ．Ｉ．ピグメントイエロー１９９、Ｃ．Ｉ．ピ
グメントイエロー２１３、Ｃ．Ｉ．ピグメントブラウン２２等が含まれる。
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【００３５】
　グリーンまたはシアン用の有機顔料の好ましい例には、Ｃ．Ｉ．ピグメントブルー１５
、Ｃ．Ｉ．ピグメントブルー１５：１、Ｃ．Ｉ．ピグメントブルー１５：２、Ｃ．Ｉ．ピ
グメントブルー１５：３、Ｃ．Ｉ．ピグメントブルー１５：４、Ｃ．Ｉ．ピグメントブル
ー１５：５、Ｃ．Ｉ．ピグメントブルー１６、Ｃ．Ｉ．ピグメントブルー２９、Ｃ．Ｉ．
ピグメントブルー６０、Ｃ．Ｉ．ピグメントグリーン７等が含まれる。
【００３６】
　ブラック用の有機顔料の例には、Ｃ．Ｉ．ピグメントブラック５、Ｃ．Ｉ．ピグメント
ブラック７等が含まれる。ホワイト用の有機顔料の例には、Ｃ．Ｉ．ピグメントホワイト
６等が含まれる。
【００３７】
　無機顔料の例には、カーボンブラック、および酸化チタン等が含まれる。
【００３８】
　本発明のインクは、顔料の分散性を高めるために、顔料分散剤をさらに含んでもよい。
顔料分散剤の例には、水酸基含有カルボン酸エステル、長鎖ポリアミノアマイドと高分子
量酸エステルの塩、高分子量ポリカルボン酸の塩等が含まれる。
【００３９】
　顔料は、安定に分散させるために、顔料分散体としてインクに添加されることが好まし
い。顔料分散体は、水系溶媒中に安定に分散しうるものであればよく、顔料を分散樹脂で
分散させた顔料分散体；顔料が水不溶性樹脂で被覆されたカプセル顔料；表面修飾され、
分散樹脂を含まなくても分散可能な自己分散顔料などが挙げられる。
【００４０】
　顔料を分散樹脂で分散させた顔料分散体に用いられる分散樹脂は、水溶性樹脂であるこ
とが好ましい。そのような水溶性樹脂の好ましい例には、スチレン－アクリル酸－アクリ
ル酸アルキルエステル共重合体、スチレン－アクリル酸共重合体、スチレン－マレイン酸
共重合体、スチレン－マレイン酸－アクリル酸アルキルエステル共重合体、スチレン－メ
タクリル酸共重合体、スチレン－メタクリル酸－アクリル酸アルキルエステル共重合体、
スチレン－マレイン酸ハーフエステル共重合体、ビニルナフタレン－アクリル酸共重合体
、ビニルナフタレン－マレイン酸共重合体等が含まれる。また顔料の分散樹脂として、前
記バインダ樹脂として用いられうる水溶性樹脂を用いて分散しても良い。
【００４１】
　顔料を水不溶性樹脂で被覆したカプセル顔料における、水不溶性樹脂は、弱酸性ないし
弱塩基性の範囲の水に対して不溶な樹脂である。具体的には、ｐＨ４～１０の水溶液に対
する溶解度が２％以下である樹脂が好ましい。水不溶性樹脂の例には、アクリル系樹脂、
スチレン－アクリル系樹脂、アクリロニトリル－アクリル系樹脂、酢酸ビニル系樹脂、酢
酸ビニル－アクリル系樹脂、酢酸ビニル－塩化ビニル系樹脂、ポリウレタン系樹脂、シリ
コン－アクリル系樹脂、アクリルシリコン系樹脂、ポリエステル系樹脂、エポキシ系樹脂
などが含まれる。カプセル顔料の平均粒子径は、インクの保存安定性、発色性などの観点
から、８０～２００ｎｍ程度であることが好ましい。
【００４２】
　カプセル顔料（水不溶性樹脂で被覆された顔料微粒子）は、公知の方法で製造すること
ができる。例えば、水不溶性樹脂を有機溶剤（例えばメチルエチルケトンなど）に溶解し
、さらに塩基成分を加えて、水不溶性樹脂に含まれる酸性基を部分的もしくは完全に中和
する。得られた溶液に、顔料と、イオン交換水とを添加して、混合および分散させる。そ
の後、得られた溶液から有機溶剤を除去して、必要に応じてイオン交換水をさらに加えて
、カプセル顔料を調製する。または、顔料と、重合性界面活性剤とを分散させた溶液に、
モノマーを添加し、重合反応させて顔料を樹脂で被覆する方法などもある。
【００４３】
　前述の分散樹脂および水不溶性樹脂の重量平均分子量（Ｍｗ）は、好ましくは３．０×
１０３～５．０×１０５であり、より好ましくは７．０×１０３～２．０×１０５である
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。分散樹脂および水不溶性樹脂のガラス転移温度（Ｔｇ）は、好ましくは－３０～１００
℃程度であり、より好ましくは－１０～８０℃程度である。
【００４４】
　顔料と分散樹脂の質量比は、顔料／分散樹脂が１００／１５０～１００／３０であるこ
とが好ましい。画像の耐久性と、インクの射出安定性、保存安定性を高める観点などから
、１００／１００～１００／４０であることがより好ましい。
【００４５】
　顔料の分散は、例えば、ボールミル、サンドミル、アトライター、ロールミル、アジテ
ータ、ヘンシェルミキサ、コロイドミル、超音波ホモジナイザー、パールミル、湿式ジェ
ットミル、ペイントシェーカー等により行うことができる。
【００４６】
　顔料分散体の粗粒分を除去し、顔料微粒子の粒径分布を揃える観点などから、顔料分散
体は、インクに添加される前に、遠心分離処理またはフィルターによるろ過処理などが施
されていてもよい。
【００４７】
　自己分散顔料は、市販品であってもよい。自己分散顔料の市販品の例には、ＣＡＢＯ－
ＪＥＴ２００、ＣＡＢＯ－ＪＥＴ３００（キャボット社製）、ボンジェットＣＷ１（オリ
エント化学工業（株）社製）等が含まれる。
【００４８】
　界面活性剤について
　界面活性剤は、記録媒体上で水性インクを濡れ広がりやすくする機能を有する。本発明
で用いることのできる界面活性剤に特に制限はなく、ジアルキルスルホコハク酸塩類、ア
ルキルナフタレンスルホン酸塩類、および脂肪酸塩類等のアニオン性界面活性剤；ポリオ
キシエチレンアルキルエーテル類、ポリオキシエチレンアルキルアリルエーテル類、アセ
チレングリコール類、およびポリオキシエチレン・ポリオキシプロピレンブロックコポリ
マー類等のノニオン性界面活性剤；アルキルアミン塩類、および第四級アンモニウム塩類
等のカチオン性界面活性剤；シリコーン系界面活性剤；フッ素系界面活性剤などを用いる
ことができる。
【００４９】
　上述した界面活性剤のなかでも、非吸水性の記録媒体（例えば塩化ビニルシートなど）
や、低吸水性の記録媒体（例えば印刷本紙など）上でも、インクを濡れ広がりやすくでき
ることから、シリコーン系界面活性剤またはフッ素系界面活性剤が好ましい。本発明のイ
ンクにシリコーン系界面活性剤またはフッ素系界面活性剤を含有させることで、着弾した
インク滴のドット径を大きく広げることができ、高濃度でムラの無い高品位な画像を形成
することができる。
【００５０】
　なかでも、フッ素系界面活性剤は界面活性化の能力が高いため、インクの乾燥初期にお
いては、乾燥によるインクの表面張力の上昇よりも、記録媒体から受ける熱によるインク
の表面張力の低下が大きいと考えられる。そのため、フッ素系界面活性剤は、インクの乾
燥初期における表面張力を維持または低下させることができるので特に好ましく用いられ
る。インクの乾燥初期（重量変化率が５％程度）での表面張力が、加熱前のインクの表面
張力よりも低いと、既に記録媒体に着弾したインク滴に重なるようにインクが着弾しても
ハジキが起こらず、平滑なインク皮膜を形成できるため、光沢が良くなる。
【００５１】
　インクの乾燥初期におけるインクの表面張力を低下させる別の手法は、加熱前のインク
における界面活性剤の含有量を、臨界ミセル濃度（ＣＭＣ）以下とすることである。臨界
ミセル濃度とは、インク中の界面活性剤の含有量（濃度）を順次増加させながら、各含有
量におけるインクの表面張力の変化を、表面張力計を用いて測定することによって求めら
れる。即ち、界面活性剤の濃度を横軸とし、各界面活性剤の濃度におけるインクの表面張
力を縦軸としてプロットすると、ある界面活性剤の濃度以上で、ほぼインクの表面張力が
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誤差範囲内で一定値になる。このときの界面活性剤の濃度が、臨界ミセル濃度として定義
される。界面活性剤の濃度が臨界ミセル濃度に達するまでは、インクの表面張力は低下す
る傾向にある。そのため、インク中の界面活性剤の濃度が臨界ミセル濃度であると、イン
クの乾燥初期における表面張力を維持または低下させることができる。
【００５２】
　インク中における臨界ミセル濃度は、インク中に含まれる界面活性剤の種類や有機溶剤
などの種類やそれらの含有量によっても異なるが、少なくとも同一のインク組成であれば
一定の値となる。本発明のインク中における臨界ミセル濃度は、インク全体に対して約０
．１～０．５質量％の範囲でありうる。
【００５３】
　これらの界面活性剤は、一種類で用いてもよいし、二種類以上を組み合わせて用いても
よい。また、これらの界面活性剤は、表面張力の低い水溶性有機溶剤と組み合わせて用い
られることが好ましい。
【００５４】
　シリコーン系界面活性剤の好ましい例には、ポリエーテル変性ポリシロキサン化合物が
含まれ、その市販品の例には、信越化学工業社製のＫＦ－３５１Ａ、ＫＦ－６４２、ビッ
グケミー社製のＢＹＫ３４５、ＢＹＫ３４７、ＢＹＫ３４８などが含まれる。
【００５５】
　フッ素系界面活性剤は、通常の界面活性剤において、疎水性基を構成する炭素原子に結
合する水素原子の少なくとも一部が、フッ素原子で置換された化合物でありうる。なかで
も、パーフルオロアルキル基を有するフッ素系界面活性剤が好ましい。
【００５６】
　フッ素系界面活性剤の市販品の例には、ＤＩＣ社製　商品名：メガファック（Ｍｅｇａ
ｆａｃ）Ｆ、旭硝子社製　商品名：サーフロン（Ｓｕｒｆｌｏｎ）、ミネソタ・マイニン
グ・アンド・マニファクチュアリング・カンパニー社製　商品名：フルオラッド（Ｆｌｕ
ｏｒａｄ）ＦＣ、インペリアル・ケミカル・インダストリー社製　商品名：モンフロール
（Ｍｏｎｆｌｏｒ）、イー・アイ・デュポン・ネメラス・アンド・カンパニー社製　商品
名：ゾニルス（Ｚｏｎｙｌｓ）、ファルベベルケ・ヘキスト社　商品名：リコベット（Ｌ
ｉｃｏｗｅｔ）ＶＰＦ、ネオス社　商品名：フタージェント、ビックケミー社　商品名：
ＢＹＫ３４０（表面調整剤、フッ素変性ポリマー）等が含まれる。
【００５７】
　界面活性剤の含有量は、表面エネルギーが通常の紙よりも低いコート紙や樹脂製の記録
媒体上でも、インクが良好に濡れ広がるようにするために、インクの表面張力が、後述す
る範囲（１５ｍＮ／ｍ以上３５ｍＮ／ｍ未満）となるように調整されることが好ましい。
具体的には、インク全体に対して０．０１質量％以上２．０質量％未満であることが好ま
しい。
【００５８】
　水系溶媒について
　本発明における水系溶媒は、水と水溶性有機溶剤の混合物を示す。
【００５９】
　本発明における水溶性有機溶剤は、インクの乾燥後期のように、インク皮膜に含まれる
水溶性有機溶剤の割合が水に対して相対的に多くなる場合においても、水溶性樹脂や他の
インク成分を均一に分散または溶解できるものを用いることが好ましい。本発明で用いる
ことのできる水溶性有機溶剤の例には、（Ａ）表面張力が低い水溶性有機溶剤や；（Ｂ）
疎水性樹脂からなる記録媒体（塩化ビニルシートなど）を溶解、軟化または膨潤させる水
溶性有機溶剤などが含まれる。
【００６０】
　（Ａ）表面張力が低い水溶性有機溶剤は、非吸水性の記録媒体（例えば塩化ビニルシー
トなど）や低吸水性の記録媒体（例えば印刷本紙など）上でも、インクを濡れ広がりやす
くしうる。表面張力が低い水溶性有機溶剤は、具体的には２５℃における表面張力が４５
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ｍＮ／ｍ以下である水溶性有機溶剤であることが好ましい。
【００６１】
　そのような水溶性有機溶剤は、グリコールエーテル類または１，２－アルカンジオール
類であることが好ましい。グリコールエーテル類の例には、エチレングリコールモノエチ
ルエーテル、エチレングリコールモノブチルエーテル、ジエチレングリコールモノエチル
エーテル、ジエチレングリコールモノブチルエーテル、トリエチレングリコールモノブチ
ルエーテル、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
メチルエーテル、およびトリプロピレングリコールモノメチルエーテル等が含まれる。１
，２－アルカンジオール類の例には、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、および１，２－ヘプタンジオール等が含まれる。
【００６２】
　表面張力が低い水溶性有機溶剤の含有量は、インク全体に対して１～３０質量％である
ことが好ましい。１質量％未満であると、記録媒体上での濡れ広がりが十分ではなく、３
０質量％超であると、乾燥性が悪く画像が滲むからである。
【００６３】
　（Ｂ）疎水性樹脂からなる記録媒体（塩化ビニルシートなど）を溶解、軟化または膨潤
させる水溶性有機溶剤は、インクの浸透性を付与して、インク皮膜の記録媒体との接着性
や耐擦性をより高めうる。
【００６４】
　そのような水溶性有機溶剤の例には、窒素原子または硫黄原子を含む環状溶剤、環状エ
ステル溶剤、乳酸エステル、β－アルコキシプロピオンアミド、アルキレングリコールジ
エーテル、アルキレングリコールモノエーテルモノエステルおよびジメチルスルフォキシ
ド等が含まれる。
【００６５】
　窒素原子を含む環状溶剤の例には、２－ピロリジノン、Ｎ－メチル－２－ピロリジノン
、Ｎ－エチル－２－ピロリジノン、１，３－ジメチル－２－イミダゾリジノン、ε－カプ
ロラクタム、メチルカプロラクタム、２－アザシクロオクタノン等の環状アミド化合物が
含まれる。硫黄原子を含む環状溶剤の例には、５～７員環の化合物が含まれ、好ましくは
スルフォラン等である。
【００６６】
　環状エステル溶剤の例には、γ－ブチロラクトン、ε－カプロラクトン等が含まれる。
乳酸エステルの例には、乳酸ブチル、乳酸エチル等が含まれる。
【００６７】
　β－アルコキシプロピオンアミドの例には、下記式（１）で表される化合物が含まれる
。
【化１】

【００６８】
　式（１）のＲ１は、炭素原子数が１～６の直鎖もしくは分岐のアルキル基を表す。炭素
原子数が１～６の直鎖もしくは分岐のアルキル基は、好ましくはメチル基、エチル基また
はｎ－ブチル基である。
【００６９】
　式（１）のＲ２およびＲ３は、それぞれ独立して、水素原子または炭素原子数１～４の
直鎖もしくは分岐のアルキル基を表す。Ｒ２とＲ３は、互いに同一であっても異なっても



(12) JP 5582096 B2 2014.9.3

10

20

30

40

50

よい。炭素原子数１～４の直鎖もしくは分岐のアルキル基は、好ましくはメチル基または
エチル基である。
【００７０】
　式（１）で表されるβ－アルコキシプロピオンアミドは、記録媒体への浸透性を有し、
バインダ樹脂を溶解させやすく、かつ水溶媒との相溶性も高い。β－アルコキシプロピオ
ンアミドの好ましい例には、特に制限されないが、３－ブトキシ－Ｎ，Ｎ－ジメチルプロ
ピオンアミド（ＢＤＭＰＡ）、３－メトキシ－Ｎ，Ｎ－ジメチルプロピオンアミド（ＭＤ
ＭＰＡ）、３－エトキシ－Ｎ，Ｎ－ジエチルプロピオンアミド（ＥＤＥＰＡ）等が含まれ
る。
【００７１】
　式（１）で表されるβ－アルコキシプロピオンアミドは、例えば、特開２００９－１８
４０７９号公報やＷＯ２００８－１０２６１５号明細書に記載の方法で製造することがで
きる。また、式（１）で表されるβ－アルコキシプロピオンアミドの市販品としては、出
光興産社製　商品名：エクアミド等がある。
【００７２】
　アルキレングリコールジエーテルの例には、ジエチレングリコールジエチルエーテル等
が含まれる。アルキレングリコールモノエーテルモノエステルの例には、ジエチレングリ
コールモノエチルモノアセテート等が含まれる。
【００７３】
　なかでも、非吸水性の記録媒体上でも濡れやすく、かつ浸透しやすいなどの観点から、
β－アルコキシプロピオンアミドが好ましく、式（１）で表されるβ－アルコキシプロピ
オンアミドがより好ましい。β－アルコキシプロピオンアミドは、さらに水溶性樹脂をイ
ンク中に安定に溶解させうるので、記録媒体との良好な接着性が得られ、光沢性、耐擦性
およびハジキ耐性を有する高品位の画像が得られやすい。また、組み合わせられる水溶性
有機溶剤の種類や使用量の自由度も大きい。さらに、記録媒体への浸透性を有することか
ら、インクも乾燥しやすくなる。それにより、インク滴を、記録媒体上の着弾位置に留ま
らせることができ、液寄りやカラーブリードを抑制できる。
【００７４】
　疎水性樹脂からなる記録媒体を溶解、軟化または膨潤させる水溶性有機溶剤の含有量は
、インク全体に対して０．１質量％以上４０質量％未満であることが好ましく、１～２０
質量％であることがより好ましい。０．１質量％未満であると、記録媒体を軟化または膨
潤させる効果が十分には得られないことがあり、４０質量％以上であると、プリンター部
材を膨潤、劣化させることがある。
【００７５】
　本発明に用いることができる水系溶媒は、必要に応じて、他の水溶性有機溶剤をさらに
含んでもよい。他の水溶性有機溶剤の例には、アルコール類（例えば、メタノール、エタ
ノール、プロパノール、イソプロパノール、ブタノール、イソブタノール、セカンダリー
ブタノール、ターシャリーブタノール）、多価アルコール類（例えば、エチレングリコー
ル、ジエチレングリコール、トリエチレングリコール、ポリエチレングリコール、プロピ
レングリコール、ジプロピレングリコール、ポリプロピレングリコール、ブチレングリコ
ール、ヘキサンジオール、ペンタンジオール、グリセリン、ヘキサントリオール、チオジ
グリコール）、アミン類（例えば、エタノールアミン、ジエタノールアミン、トリエタノ
ールアミン、Ｎ－メチルジエタノールアミン、Ｎ－エチルジエタノールアミン、モルホリ
ン、Ｎ－エチルモルホリン、エチレンジアミン、ジエチレンジアミン、トリエチレンテト
ラミン、テトラエチレンペンタミン、ポリエチレンイミン、ペンタメチルジエチレントリ
アミン、テトラメチルプロピレンジアミン）、アミド類（例えば、ホルムアミド、Ｎ，Ｎ
－ジメチルホルムアミド、Ｎ，Ｎ－ジメチルアセトアミド等）等が含まれる。
【００７６】
　水系溶媒の合計量は、インクの表面張力や粘度が後述する範囲となるように調整されれ
ばよく、例えばインク全体に対して１～８５質量％程度であることが好ましい。
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【００７７】
　本発明のインクにおける水性有機溶剤の含有量は、水が全て蒸発した後のインク皮膜に
おいても、バインダ樹脂を溶解または分散できる程度に水性有機溶剤が含有されている程
度であることが好ましい。
【００７８】
　その他の成分について
　本発明のインクは、必要に応じてその他の成分をさらに含んでもよい。その他の成分の
例には、防カビ剤、防錆剤、防腐剤、防黴剤、消泡剤、粘度調整剤、浸透剤、ｐＨ調整剤
、乾燥防止剤（例えば尿素、チオ尿素、エチレン尿素など）等が含まれる。
【００７９】
　防腐剤および防黴剤は、長期にわたってインクの保存安定性を保つ機能を有する。防腐
剤および防黴剤は、特に制限されないが、例えば芳香族ハロゲン化合物（例えば、Ｐｒｅ
ｖｅｎｔｏｌ　ＣＭＫ）、メチレンジチオシアナート、含ハロゲン窒素硫黄化合物、１，
２－ベンズイソチアゾリン－３－オン（例えば、ＰＲＯＸＥＬ  ＧＸＬ）などであってよ
い。
【００８０】
　インクの物性について
　本発明のインクは、インクジェット記録用水性インクとして好ましく用いられる。最初
のインク滴が記録媒体上に着弾すると、その位置で濡れ広がると考えられる。吸水性を有
する記録媒体上では、インク滴は記録媒体に浸透するため、濡れ広がると考えられる。し
かしながら、吸水性が低い記録媒体上では、インク滴が記録媒体に浸透しないため、濡れ
広がりにくいと考えられる。そのため、着弾直後の乾燥初期では、インク滴を濡れ広がり
やすくする必要があると考えられる。
【００８１】
　乾燥初期において、インクを濡れ広がりやすくするためには、乾燥初期におけるインク
の粘度を低くし、表面張力を低く維持することが好ましい。
【００８２】
　本発明のインクは、（１）インクの重量変化率が０％以上１０％以下にわたって、２５
℃でのインクの粘度が１０ｍＰａ・ｓ超３０ｍＰａ・ｓ以下であることが好ましく、１０
～２０ｍＰａ・ｓであることがより好ましい。インクの重量変化率が１０％以下であると
きのインク粘度が１０ｍＰａ・ｓ以下であると、インクの粘度が低すぎて、濡れ広がりす
ぎることによるカラーブリードが生じやすく、インクの粘度が３０ｍＰａ・ｓ超であると
、インクの粘度が高すぎてインク滴を十分に濡れ広がらせることができないことがある。
【００８３】
　また、（３）インクの重量変化率が５％であるときのインクの２５℃における表面張力
を、加熱前（初期）のインクの２５℃における表面張力よりも低くすること；具体的には
０．３ｍＮ／ｍ以上低くすることが好ましく、０．５ｍＮ／ｍ以上低くすることがより好
ましい。インクの重量変化率が５％であるときのインクの表面張力が、加熱前（初期）の
インクの表面張力よりも高いと、表面張力を低く維持できないため、濡れ広がりにくい。
さらに、重なり合ったインク滴同士を十分にレベリングさせることができず、インク皮膜
の表面が凹凸になり、光沢を有する画像が得られないことがある。インクの表面張力は、
プレート法により、２５℃で測定することができる。
【００８４】
　本発明のインクは、記録媒体上に先に着弾したインク滴よりも、後に着弾したインク滴
のほうが、表面張力が高くなると考えられる。そのため、表面が平滑であり、光沢を有す
る画像が得られやすいと考えられる。このことは、技術文献（コーティング用添加剤　Ｗ
ＥＢ連載講座（３）　ビックケミー・ジャパン）に示されるように、流動性を有する塗膜
に、それよりも表面張力の低い液滴が付着すると、塗膜が弾かれて塗膜の表面が平滑でな
くなることからも推察される。
【００８５】
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　インクの重量変化率が５％であるときのインクの表面張力を、初期のインクの表面張力
よりも低くすることは、インクにフッ素系界面活性剤を添加することや、インク中の界面
活性剤の含有量を臨界ミセル濃度（ＣＭＣ）以下にすることなどによって達成できる。
【００８６】
　既に着弾し、乾燥し始めているインク滴に、更に別のインク滴が着弾するとインク滴同
士が寄り集まることがある。この液寄りは、低吸水性の記録媒体または非吸水性の記録媒
体上では、インク滴が着弾した位置で固定されるまでに時間がかかるため、吸水性の記録
媒体に比べて発生しやすい。液寄りによって、本来存在すべき位置にあったインク滴が移
動することによって記録媒体の地の色がスジ状に現れる「白スジ」や；異なる色のインク
滴同士が混じり合う「カラーブリード」が発生することがあり、画質劣化の原因になる。
そのため、乾燥後期では、インク滴を記録媒体上の着弾位置に固定させて、インク滴の移
動を抑制する必要があると考えられる。
【００８７】
　乾燥後期において、インク滴を記録媒体上で移動させにくくするためには、インクの粘
度を急激に高くすることが好ましい。一方で、インクの粘度上昇が急激でありすぎると、
インク皮膜の表面をレベリングできずに凸凹となり、光沢を有する画像が得られにくい。
そこで、本発明のインクは、（２）インクの重量変化率が３５％以上５５％以下のいずれ
かで、２５℃でのインクの粘度が２００ｍＰａ・ｓであることが好ましい。つまり、イン
クの重量変化率が５５％超であるときにインク粘度が２００ｍＰａ・ｓ未満であると、イ
ンクの粘度が低すぎて液寄りを生じやすい。一方、インクの重量変化率が３５％以下であ
るときにインクの粘度が２００ｍＰａ・ｓを超えてしまうと、レベリングする前にインク
皮膜が固まってしまう。インクの粘度は、Ｅ型粘度計により２５℃、１ｒｐｍで測定され
る。
【００８８】
　インクの重量変化率は、インクを攪拌しながら、７０℃で加熱したときのインクの重量
を測定し、得られた値を下記式に当てはめて求めることができる。
　インクの重量変化率（％）＝（（加熱前のインクの重量－加熱後のインクの重量）／加
熱前のインクの重量）×１００
【００８９】
　加熱時のインクの粘度特性を上記（１）と（２）を満たすようにする手段の例には、バ
インダ樹脂と水系溶媒の含有比率、バインダ樹脂の種類、および水系溶媒の組成（水系溶
媒における（Ａ）表面張力が低い水溶性有機溶剤と（Ｂ）記録媒体を膨潤等させる水溶性
有機溶剤との含有比率やそれらの量など）を調整することが含まれる。
【００９０】
　例えばインクが、バインダ樹脂を飽和させるために必要な量の５～１５倍の水溶性有機
溶剤を含有しうる。そして、水溶性有機溶剤／バインダ樹脂の比率を調整することで、水
分が蒸発したインクの乾燥後期においても、バインダ樹脂や他のインク成分を安定に溶解
または分散させた状態でインクの粘度を上昇させ、記録媒体上での移動を抑制することが
できる。特に、水溶性有機溶剤全体における（Ｂ）記録媒体を膨潤等させる水溶性有機溶
剤の含有比率を２０～４０％にすることで、記録媒体上でのインクの移動をより抑制でき
ると考えられる。
【００９１】
　２５℃におけるインクの表面張力は、低吸水性の記録媒体や非吸水性の記録媒体上でも
、インクを濡れ広がりやすくするために、１５ｍＮ／ｍ以上３５ｍＮ／ｍ未満であること
が好ましく、２０～３０ｍＮ／ｍであることがより好ましい。
【００９２】
　本発明のインクの２５℃における粘度は、インクの射出安定性を得る観点から、６～２
０ｍＰａ・ｓであることが好ましい。インクの粘度は、Ｅ型粘度計により、２５℃、１ｒ
ｐｍで測定することができる。
【００９３】
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　２．インクジェット記録用水性インクの製造方法
　本発明のインクジェット記録用水性インクは、前述のバインダ樹脂と、色材と、水系溶
媒と、界面活性剤と、必要に応じて他の成分とを混合するステップを経て製造される。混
合手段は、特に制限されず、スリーワンモーター、マグネチックスターラー、ディスパー
、ホモジナイザー、ラインミキサー等であってよい。
【００９４】
　３．インクジェット記録装置とそれを用いた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に用いられるインクジェット記録装置は、インクを吐
出する吐出ヘッドを有する。
【００９５】
　インクを吐出する吐出ヘッドは、オンデマンド方式のものでも、コンティニュアス方式
のものでも構わない。また、吐出ヘッドの吐出方式は、電気－機械変換方式（例えば、シ
ングルキャビティー型、ダブルキャビティー型、ベンダー型、ピストン型、シェアーモー
ド型、シェアードウォール型等）、電気－熱変換方式（例えば、サーマルインクジェット
型、バブルジェット（登録商標）型等）等など何れの吐出方式であっても構わない。
【００９６】
　インクジェット記録装置は、記録媒体上に着弾したインク滴の乾燥速度を制御しやすく
する観点などから、記録媒体を加熱するための加熱手段をさらに有することが好ましい。
加熱手段は、記録媒体を接触式で加熱する各種ヒーター、加熱ローラーなどであってよい
し、記録媒体の表面または裏面を非接触式で加熱するランプ等であってもよい。記録媒体
を接触式で加熱する加熱手段は、通常、記録媒体の裏面に配置される。
【００９７】
　インクジェット記録装置は、吐出ヘッドのノズル開孔部を有する面を洗浄するクリーニ
ング手段や、記録媒体上のインク皮膜を乾燥させる乾燥手段などをさらに有することが好
ましい。
【００９８】
　クリーニング手段は、吐出ヘッドのノズル開孔部を有する面に付着したインク皮膜の溶
媒成分などを除去するものである。クリーニング手段は、吐出ヘッドのノズル開孔部を有
する面に付着したインク皮膜の溶媒成分を除去できるものであれば、特に制限されず、ブ
レードワイプや、インクを吸収するインク吸収部材と、該インク吸収部材に有機溶剤を含
有するクリーニング液を供給する機能とを有するワイプユニットなどであってよい。例え
ば、ワイプユニットによるヘッドノズル面のワイピング操作は、具体的にはワイプユニッ
トのポリエステル布にクリーニング液を染み込ませた後、当該ポリエステル布でヘッドの
ノズル面を摺擦する。
【００９９】
　乾燥手段は、例えばプラテン加熱や赤外線、加熱ローラー等であってよい。
【０１００】
　記録媒体は、特に制限されず、吸水性の記録媒体（インクの吸収性を有する記録媒体）
、低吸水性の記録媒体（インクの吸収性が低い記録媒体）や非吸水性の記録媒体（インク
の吸収性を有しない記録媒体）などでありうる。
【０１０１】
　吸水性の記録媒体の例には、普通紙、布帛、インクジェット専用紙、インクジェット光
沢紙、ダンボール、木材などが含まれる。
【０１０２】
　低吸水性の記録媒体の例には、印刷本紙などのコート紙などが含まれる。低吸水性の記
録媒体の市販品としては、例えばリコービジネスコーグロス１００（株式会社リコー製）
、ＯＫトップコート＋、ＯＫ金藤＋、ＳＡ金藤＋（王子製紙株式会社製）、スーパーＭＩ
ダル、オーロラコート、ユーライト、スペースＤＸ（日本製紙株式会社製）、αマット、
ミューコート（北越製紙株式会社製）、雷鳥アート、雷鳥スーパーアート（中越パルプ工
業株式会社製）、特菱アート、パールコートＮ（三菱製紙株式会社製）などが挙げられる
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。
【０１０３】
　非吸水性の記録媒体の例には、樹脂基材、金属基材、ガラス基材などが含まれる。樹脂
基材は、好ましくは疎水性樹脂からなる樹脂基材（プレート、シートおよびフィルムを含
む）、該樹脂基材とその他の基材（紙など）との複合基材などであってよい。疎水性樹脂
の例には、ポリスチレン、アクリロニトリル－ブタジエン－スチレン共重合体（ＡＢＳ樹
脂）、塩化ビニル、ポリエチレンテレフタレート（ＰＥＴ）などが含まれ、好ましくは塩
化ビニルである。
【０１０４】
　ポリ塩化ビニルからなる記録媒体の具体例としては、ＳＯＬ－３７１Ｇ、ＳＯＬ－３７
３Ｍ、ＳＯＬ－４７０１（以上、ビッグテクノス株式会社製）、光沢塩ビ（株式会社シス
テムグラフィ製）、ＫＳＭ－ＶＳ、ＫＳＭ－ＶＳＴ、ＫＳＭ－ＶＴ（以上、株式会社きも
と製）、Ｊ－ＣＡＬ－ＨＧＸ、Ｊ－ＣＡＬ－ＹＨＧ、Ｊ－ＣＡＬ－ＷＷＷＧ（以上、株式
会社共ショウ大阪製）、ＢＵＳ ＭＡＲＫ Ｖ４００ Ｆ ｖｉｎｙｌ、ＬＩＴＥｃａｌ Ｖ
－６００Ｆ ｖｉｎｙｌ（以上、Ｆｌｅｘｃｏｎ製）、ＦＲ２（Ｈａｎｗｈａ製）ＬＬＢ
ＡＵ１３７１３、ＬＬＳＰ２０１３３（以上、桜井株式会社製）、Ｐ－３７０Ｂ、Ｐ－４
００Ｍ（以上、カンボウプラス株式会社製）、Ｓ０２Ｐ、Ｓ１２Ｐ、Ｓ１３Ｐ、Ｓ１４Ｐ
、Ｓ２２Ｐ、Ｓ２４Ｐ、Ｓ３４Ｐ、Ｓ２７Ｐ（以上、Ｇｒａｆｉｔｙｐ製）、Ｐ－２２３
ＲＷ、Ｐ－２２４ＲＷ、Ｐ－２４９ＺＷ、Ｐ－２８４ＺＣ（以上、リンテック株式会社製
）、ＬＫＧ－１９、ＬＰＡ－７０、ＬＰＥ－２４８、ＬＰＭ－４５、ＬＴＧ－１１、ＬＴ
Ｇ－２１（以上、株式会社新星製）、ＭＰＩ３０２３（株式会社トーヨーコーポレーショ
ン製）、ナポレオングロス光沢塩ビ（株式会社二樹エレクトロニクス製）、ＪＶ－６１０
、Ｙ－１１４（以上、アイケーシー株式会社製）、ＮＩＪ－ＣＡＰＶＣ、ＮＩＪ－ＳＰＶ
ＣＧＴ（以上、ニチエ株式会社製）、３１０１／Ｈ１２／Ｐ４、３１０４／Ｈ１２／Ｐ４
、３１０４／Ｈ１２／Ｐ４Ｓ、９８００／Ｈ１２／Ｐ４、３１００／Ｈ１２／Ｒ２、３１
０１／Ｈ１２／Ｒ２、３１０４／Ｈ１２／Ｒ２、１４４５／Ｈ１４／Ｐ３、１４３８／Ｏ
ｎｅ Ｗａｙ Ｖｉｓｉｏｎ（以上、Ｉｎｅｔｒｃｏａｔ製）、ＪＴ５１２９ＰＭ、ＪＴ５
７２８Ｐ、ＪＴ５８２２Ｐ、ＪＴ５８２９Ｐ、ＪＴ５８２９Ｒ、ＪＴ５８２９ＰＭ、ＪＴ
５８２９ＲＭ、ＪＴ５９２９ＰＭ（以上、Ｍａｃｔａｃ製）、ＭＰＩ１００５、ＭＰＩ１
９００、ＭＰＩ２０００、ＭＰＩ２００１、ＭＰＩ２００２、ＭＰＩ３０００、ＭＰＩ３
０２１、ＭＰＩ３５００、ＭＰＩ３５０１（以上、Ａｖｅｒｙ製）、ＡＭ－１０１Ｇ、Ａ
Ｍ－５０１Ｇ（以上、銀一株式会社製）、ＦＲ２（ハンファ・ジャパン株式会社製）、Ａ
Ｙ－１５Ｐ、ＡＹ－６０Ｐ、ＡＹ－８０Ｐ、ＤＢＳＰ１３７ＧＧＨ、ＤＢＳＰ１３７ＧＧ
Ｌ（以上、株式会社インサイト製）、ＳＪＴ－Ｖ２００Ｆ、ＳＪＴ－Ｖ４００Ｆ－１（以
上、平岡織染株式会社製）、ＳＰＳ－９８、ＳＰＳＭ－９８、ＳＰＳＨ－９８、ＳＶＧＬ
－１３７、ＳＶＧＳ－１３７、ＭＤ３－２００、ＭＤ３－３０１Ｍ、ＭＤ５－１００、Ｍ
Ｄ５－１０１Ｍ、ＭＤ５－１０５（以上、Ｍｅｔａｍａｒｋ製）、６４０Ｍ、６４１Ｇ、
６４１Ｍ、３１０５Ｍ、３１０５ＳＧ、３１６２Ｇ、３１６４Ｇ、３１６４Ｍ、３１６４
ＸＧ、３１６４ＸＭ、３１６５Ｇ、３１６５ＳＧ、３１６５Ｍ、３１６９Ｍ、３４５１Ｓ
Ｇ、３５５１Ｇ、３５５１Ｍ、３６３１、３６４１Ｍ、３６５１Ｇ、３６５１Ｍ、３６５
１ＳＧ、３９５１Ｇ、３６４１Ｍ（以上、Ｏｒａｆｏｌ製）、ＳＶＴＬ－ＨＱ１３０（株
式会社ラミーコーポレーション製）、ＳＰ３００ ＧＷＦ、ＳＰＣＬＥＡＲＡＤ ｖｉｎｙ
ｌ（以上、Ｃａｔａｌｉｎａ製）、ＲＭ－ＳＪＲ（菱洋商事株式会社製）、Ｈｉ Ｌｕｃ
ｋｙ、Ｎｅｗ Ｌｕｃｋｙ ＰＶＣ（以上、ＬＧ製）、ＳＩＹ－１１０、ＳＩＹ－３１０、
ＳＩＹ－３２０（以上、積水化学工業株式会社製）、ＰＲＩＮＴ ＭＩ Ｆｒｏｎｔｌｉｔ
、ＰＲＩＮＴ ＸＬ Ｌｉｇｈｔ ｗｅｉｇｈｔ ｂａｎｎｅｒ（以上、Ｅｎｄｕｔｅｘ製）
、ＲＩＪＥＴ １００、ＲＩＪＥＴ １４５、ＲＩＪＥＴ１６５（以上、Ｒｉｔｒａｍａ製
）、ＮＭ－ＳＧ、ＮＭ－ＳＭ（日栄化工株式会社製）、ＬＴＯ３ＧＳ（株式会社ルキオ製
）、イージープリント８０、パフォーマンスプリント８０（以上、ジェットグラフ株式会
社製）、ＤＳＥ ５５０、ＤＳＢ ５５０、ＤＳＥ ８００Ｇ、ＤＳＥ ８０２／１３７、Ｖ
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２５０ＷＧ、Ｖ３００ＷＧ、Ｖ３５０ＷＧ（以上、Ｈｅｘｉｓ製）、Ｄｉｇｉｔａｌ Ｗ
ｈｉｔｅ ６００５ＰＥ、６０１０ＰＥ（以上、Ｍｕｌｔｉｆｉｘ製）等が挙げられる。
【０１０５】
　なかでも、高い光沢を有する画像が得られやすいこと等から、低吸水性の記録媒体や非
吸水性の記録媒体が好ましい。吸水性の記録媒体は、インク滴がレベリングにより平滑に
なる前に吸収され、記録媒体の表面の凹凸がインク皮膜表面に反映されやすのに対して、
低吸水性の記録媒体および非吸水性の記録媒体では、インク滴が吸収されず、インク滴が
レベリングにより平滑になるためと考えられる。
【０１０６】
　本発明のインクは、前述の粘度特性からも示唆されるように、加熱によって粘度が上昇
しやすい（乾燥しやすい）という特徴を有する。そのため、吐出ヘッドからインクを長期
間安定して吐出させるために、非射出時に吐出ヘッドを常時揺らすことが好ましい。
【０１０７】
　「常時」とは、非画像領域にある場合だけではなく、それ以外の領域；例えばインクの
吐出を行わない場合や、メンテナンスを行う場合も含む。「揺らす」とは、吐出ヘッドの
インクのメニスカスを、液滴が吐出しない程度に揺らすことである。揺らしの付与手段は
、インク吐出手段であるピエゾ素子と兼用してもよい。揺らしの態様は、一般的な、揺ら
しの駆動波形を用いたものであってもよい。揺らしの振幅は、ノズル開孔部の径の半分以
下であることが好ましい。
【０１０８】
　また、ノズル目詰まりを高度に抑制するために、非画像領域において、吐き捨てをさら
に行うことが好ましい。吐き捨ては、一定間隔で行うことが好ましく、例えばスキャンご
とに２００～３００発吐き捨てを行うことがより好ましい。吐出ヘッドの常時揺らしと吐
き捨てとを併用することがより好ましい。
【０１０９】
　記録媒体の加熱温度は、その表面温度が３５℃以上１００℃未満となるように設定する
ことが好ましい。記録媒体の表面温度が３５℃未満であると、インク皮膜を十分に乾燥（
固化）させることができないことがある。一方、記録媒体の表面温度が１００℃超である
と、記録媒体が変形して波打ちすることがある。
【０１１０】
　インクの乾燥を促進し、画像の耐久性を高めるためなどから、加熱された記録媒体上に
画像を形成した後、５５℃以上１００℃未満でさらに加熱乾燥することが好ましい。
【実施例】
【０１１１】
　以下において、実施例を参照して本発明をより詳細に説明する。これらの実施例によっ
て、本発明の範囲は限定して解釈されない。
【０１１２】
　１．材料の準備
　１）バインダ樹脂
　　ジョンクリル ５３８Ｊ：（ＢＡＳＦ社製、アクリル樹脂エマルジョン、固形分４５
．０質量％、酸価：６１ｍｇＫＯＨ／ｇ、Ｔｇ：６６℃、重量平均分子量２×１０５以上
）
　　ジョンクリル ＪＤＸ－６５００：（ＢＡＳＦ社製、水溶性アクリル樹脂、固形分２
９．５質量％、酸価：７４ｍｇＫＯＨ／ｇ、Ｔｇ：６５℃、重量平均分子量１．０×１０
４）
　　Ｐ－２：下記合成例で合成したアミン中和水溶性樹脂（固形分２０質量％、酸価：７
２ｍｇＫＯＨ／ｇ、Ｔｇ：８２℃、重量平均分子量３．０×１０４）
【０１１３】
　Ｐ－２の合成例
　滴下ロート、還流管、窒素導入管、温度計および攪拌装置を備えたフラスコに、２－プ
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ロパノールを１８６質量部入れて、窒素バブリングしながら加熱還流した。得られた２－
プロパノールに、メタクリル酸メチルを７６質量部、アクリル酸２－エチルヘキシルを１
３質量部、およびメタクリル酸を１１質量部を添加して混合溶液を調製した。得られた混
合溶液に、開始剤（ＡＩＢＮ）０．５質量部を溶解させたモノマー溶液を、滴下ロートで
２時間かけて滴下した。滴下後、さらに５時間加熱還流を続けた後、放冷し、減圧下で２
－プロパノールを留去した。それにより、（メタ）アクリル酸エステルと他の共重合モノ
マーとの共重合体（アクリル系共重合樹脂）を得た。
　得られたアクリル系共重合樹脂２０質量部に、イオン交換水６７．８質量部と、中和塩
基としてＮ，Ｎ－ジメチルアミノエタノール１２．２質量部とを加えて、７０℃で加熱攪
拌して樹脂を溶解させた。それにより、樹脂固形分２０質量％の水溶性樹脂Ｐ－２の水溶
液を得た。なお、Ｎ，Ｎ－ジメチルアミノエタノールの添加量は、アクリル系共重合樹脂
の酸性基の化学当量数に対して１．０５倍の化学当量数となるようにした。
【０１１４】
　２）界面活性剤
　　ＢＹＫ－３４０：フッ素系界面活性剤（ビックケミー社製）
　　ＫＦ－３５１：シリコーン系界面活性剤（信越化学社製）
【０１１５】
　３）水系溶媒
　（Ａ）水溶性有機溶剤
　　ＨＤＯ：１,２－ヘキサンジオール
　　ＤＰＧＭＥ：ジプロピレングリコールモノメチルエーテル
　（Ｂ）水溶性有機溶剤
　　ＢＤＭＰＡ：３－ブトキシ－Ｎ，Ｎ－ジメチルプロピオンアミド
　　２－ＰＤＮ：２－ピロリジノン
　　その他：イオン交換水
【０１１６】
　１．単色画像の評価
　（実施例１）
　シアン顔料分散体の調製
　顔料分散剤としてフローレンＴＧ－７５０Ｗ（固形分４０質量％、エボニックデグサ社
製）２０質量部を、イオン交換水６５質量部に加えた。この溶液に、Ｃ．Ｉ．ピグメント
ブルー１５：３を１５質量部添加して、プレミックスした後、０．５ｍｍジルコニアビー
ズを体積率で５０％充填したサンドグラインダーにより分散させた。それにより、顔料固
形分が１５質量％であるシアン顔料分散体を得た。
【０１１７】
　インクＣ－１の調製
　水溶性有機溶剤として、１，２－ヘキサンジオール（ＨＤＯ）９質量部と、ジプロピレ
ングリコールモノメチルエーテル（ＤＰＧＭＥ）５質量部と、３－ブトキシ－Ｎ，Ｎ－ジ
メチルプロピオンアミド（ＢＤＭＰＡ）４質量部と、をイオン交換水２０質量部に添加し
て、水系溶媒を得た。得られた水系溶媒に、バインダ樹脂としてジョンクリル ＪＤＸ－
６５００を２０．３質量部、界面活性剤としてＢＹＫ－３４０を０．１質量部加えて攪拌
し、イオン交換水で全量が８０質量部となるように調製した。得られた溶液に、上記調製
したシアン顔料分散体２０質量部を加えて攪拌した。得られた溶液を０．８μｍのフィル
ターでろ過して、シアンインクＣ－１を得た。
【０１１８】
　（実施例２～４）
　インクの組成を、表１に示されるように変更した以外は実施例１と同様にしてインクＣ
－２～Ｃ－３を調製した。
【０１１９】
　（比較例１～５）
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　インクの組成を、表１に示されるように変更した以外は実施例１と同様にしてインクＣ
－４～Ｃ－８を調製した。
【０１２０】
　得られたインクの粘度特性、および表面張力を、以下の方法で測定した。
【０１２１】
　粘度特性の測定
　粘度の測定には、恒温槽付き回転粘度計（東機産業社製：ＶＩＳＣＯＭＥＴＥＲ　ＴＶ
－３３、ＶＩＳＣＯＭＡＴＥ　ＶＭ－１５０III）を用いた。恒温槽を２５℃に設定した
。加熱前（初期）のインクの、２５℃における測定開始１分後の粘度を測定した。
【０１２２】
　次いで、インクを攪拌しながら、ヒーターにより７０℃で加熱しながら、一定時間おき
にＥ型粘度計により２５℃、１ｒｐｍの条件でインクの粘度を測定した。そして、２５℃
での粘度が１０ｍＰａ・ｓ、３０ｍＰａ・ｓ、および２００ｍＰａ・ｓとなるときの、（
加熱後の）インクの重量をそれぞれ測定した。得られた測定値を、下記式に当てはめて、
インクの重量変化率を算出した。
　インクの重量変化率（％）＝（（加熱前のインクの重量－加熱後のインクの重量）／加
熱前のインクの重量）×１００
【０１２３】
　表面張力の測定
　インクの表面張力は、協和界面科学社製の自動表面張力計ＣＶＢＰ－Ｚ型を用いて、Wi
lhelmy法（プレート法）により２５℃で測定した。
【０１２４】
　また、得られたインクを用いて、インクジェット記録装置で以下のようにして画像形成
した。
【０１２５】
　画像形成方法
　吐出ヘッドとして、ＫＭ５１２ＭＮ（コニカミノルタＩＪ社製）駆動周波数１３ｋＨｚ
、最小液滴量１４ｐｌのものを用いた。そして、吐出ヘッドを４列搭載したオンデマンド
型のインクジェットプリンターのインクジェットヘッドの１つに、得られたインク（シア
ンインク）を装填した。
【０１２６】
　そして、インクジェットプリンターに設けられた接触式ヒーター（加熱手段）により、
記録媒体を裏面（インクジェットヘッドと対向する面とは反対側の面）から加温した。イ
ンクジェットプリンターのヘッド格納ポジションに設けられた、インク空打ちポジション
とブレードワイプ式のメンテナンスユニットとにより、２５０発インクの吐き捨てを行い
、ヘッドクリーニングを行った。
【０１２７】
　そして、記録媒体としての溶剤インクジェットプリンター用の軟質塩化ビニルシート　
ＭＤ５（メタマーク社製）上に、解像度７２０ｄｐｉ×７２０ｄｐｉ、１０ｃｍ×１０ｃ
ｍの印字率１００％および５０％のベタ画像を形成し、記録画像とした。なお、実施例４
以外は、インクの非射出時に吐出ヘッドのインクのメニスカスが微小震動するように微振
動パルスを印加し、常時揺らしを行った。
【０１２８】
　得られた画像の「白スジ（液寄り）」の評価を行った。さらに、インクの吐出安定性を
以下の方法で評価した。
【０１２９】
　液寄り耐性（白スジ）
　記録画像の印字率５０％画像部分をマイクロスコープで観察し、隣接するドットの形状
を観察した。液寄り耐性の評価は、以下の基準に基づいて行った。
　○：ドットが接する部分が僅かに膨らんでいるが、それぞれが円形を保っている
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　△：ドットが接する部分が膨らみ、一部が合一して円形を保てない
　×：ドットが合一して楕円のようになっている
　上記評価基準において、○と△が実用上好ましいと判断した。
【０１３０】
　吐出安定性
　Ａ４サイズの前記記録媒体上に、連続して１０枚のベタ画像を作成した後、インクジェ
ットヘッドを２５℃、５５％ＲＨの環境下で１分間放置した。その後、再度画像を形成し
て、得られた１１枚目のベタ画像の画質を目視観察した。インクの吐出安定性を、以下の
基準に基づいて評価した。
　◎：画像欠陥（スジ故障）は全く認められず、均一な画像である
　○：画像の書き出し部（書き出し部から２ｍｍ以下の範囲）に、ごくわずかにかすれの
発生が認められる
　△：インクの射出不良に起因する画像欠陥（スジ故障）の発生がわずかに認められる
　×：インクの射出不良に起因する画像欠陥（スジ故障）の発生が認められる
　上記評価基準において、◎～△が実用上好ましいと判断した。
【０１３１】
　さらに、得られたインクの塗膜の光沢性を、以下の方法で評価した。
【０１３２】
　光沢性の評価
　記録媒体として軟質塩化ビニルシート　ＭＤ５（メタマーク社製）を準備した。軟質塩
化ビニルシート上に、インク付着量が約１６ｇ／ｍ２となるように、ワイヤーバーで塗布
した後、乾燥させた。得られた塗膜の、６０°光沢度を測定した。光沢度の測定は、日本
電色工業株式会社製の変角光沢度計（ＶＧＳ－１００１ＤＰ）により、６０°での光沢度
を測定した。光沢性の評価は、以下の基準に基づいて行った。
　○：６０°光沢度が、８５％以上１００％未満である
　△：６０°光沢度が、７０％以上８５％未満である
　×：６０°光沢度が、７０％未満である
　上記評価基準において、○と△が実用上好ましいと判断した。
【０１３３】
　これらの測定結果を表１に示す。また、各インクの粘度特性を図１のグラフに示す。こ
のうち図１（Ｂ）は、図１（Ａ）の粘度のレンジを拡大したグラフである。図１では、便
宜上、測定点間を直接で結んだ例を示したが、測定点間の実際の粘度挙動は、これに限定
されるものではない。
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【表１】

【０１３４】
　表１に示されるように、実施例１～３のインクは、いずれも白スジや滲みがなく、かつ
光沢を有する画像が得られることがわかる。一方、比較例１～３および５のインクは、少
なくとも白スジが発生したり、光沢が得られなかったりすることがわかる。
【０１３５】
　具体的には、実施例１～３のインクは、乾燥後期にはレベリングできる程度に高粘度で
あり、インク滴を留まらせて白スジを抑制できることが示唆される。さらに、乾燥初期か
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ら後期にわたって、インク滴を適度に濡れ広がらせることができるので、インク皮膜の表
面を平滑化でき、光沢が得られることが示唆される。実施例４では、吐出ヘッドのインク
のメニスカスの常時揺らしを行わなかったため、インクの射出安定性が若干低下したこと
がわかる。
【０１３６】
　一方、比較例１のインクは、乾燥後期の粘度が低すぎるため、液寄りが生じ、白スジが
発生したことが示唆される。一方、比較例２のインクは、乾燥後期の粘度が高すぎるため
、インク皮膜が十分にレベリングせず、得られる画像表面は光沢性を有しないことが示唆
される。
【０１３７】
　比較例３のインクは、乾燥初期の粘度が高いことから、インク皮膜が十分にレベリング
せず、光沢のある画像が得られないことが示唆される。
【０１３８】
　２．カラー画像の評価
　（実施例５）
　イエロー顔料分散体（Ｙ）の調製
　シアン顔料分散体の調製において、Ｃ．Ｉ．ピグメントブルー１５：３に代えて、Ｃ．
Ｉ．ピグメントイエロー７４を用いた以外は実施例１と同様にしてイエロー顔料分散体を
調製した。
【０１３９】
　マゼンタ顔料分散体（Ｍ）の調製
　シアン顔料分散体の調製において、Ｃ．Ｉ．ピグメントブルー１５：３に代えて、Ｃ．
Ｉ．ピグメントレッド１２２を用いた以外は実施例１と同様にしてマゼンタ顔料分散体を
調製した。
【０１４０】
　ブラック顔料分散体（Ｋ）の調製
　シアン顔料分散体の調製において、Ｃ．Ｉ．ピグメントブルー１５：３に代えて、カー
ボンブラックを用いた以外は実施例１と同様にしてブラック顔料分散体を調製した。
【０１４１】
　得られたイエロー顔料分散体（Ｙ）、マゼンタ顔料分散体（Ｍ）、ブラック顔料分散体
（Ｋ）、および実施例１で調製したシアン顔料分散体（Ｃ）を用いて、実施例１と同様に
して各色インク（Ｙ－１、Ｍ－１、Ｋ－１、Ｃ－１）を調製した。
【０１４２】
　（比較例６）
　得られたイエロー顔料分散体（Ｙ）、マゼンタ顔料分散体（Ｍ）、ブラック顔料分散体
（Ｋ）、および実施例１で調製したシアン顔料分散体（Ｃ）を用いて、比較例１と同様に
して各色インク（Ｙ－４、Ｍ－４、Ｋ－４、Ｃ－４）を調製した。
【０１４３】
　（比較例７）
　得られたイエロー顔料分散体（Ｙ）、マゼンタ顔料分散体（Ｍ）、ブラック顔料分散体
（Ｋ）および実施例１で調製したシアン顔料分散体（Ｃ）を用いて、比較例４と同様にし
て各色インク（Ｙ－７、Ｍ－７、Ｋ－７、Ｃ－７）を調製した。
【０１４４】
　得られたインクの粘度特性、表面張力、およびインクの塗膜の光沢性を、前述と同様に
して評価した。
【０１４５】
　また、得られた４色のインクを、前述のインクジェット記録装置の各色のインクジェッ
トヘッドにそれぞれ充填した。そして、前述と同様にして、カラー画像を形成し、得られ
た画像の液寄り耐性、およびインクの吐出安定性を評価した。
【０１４６】
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　さらに、以下の方法で形成した画像のカラーブリードを評価した。カラーブリードとは
、記録媒体上で、異なる色のインクが隣接して打滴された箇所で、インクが滲んで混じり
あい、色の境界が不鮮明になる現象である。
【０１４７】
　カラーブリードの評価
　印字した４色の細線を格子状に重ねた各画像を目視観察およびマイクロスコープで観察
した。カラーブリード耐性を、以下の基準に基づいて評価した。
　◎：カラーブリードが、全ての色間で見られない
　○：マイクロスコープで見ると、２色間でわずかにカラーブリードの発生が認められる
が、目視観察では確認できず、画質への影響は全くない
　△：目視観察でも、カラーブリードの発生が認められる
　×：カラーブリードが激しく発生しており、画質が著しく劣化している
　上記評価基準において、◎と○が実用上好ましいと判断した。
【０１４８】
　実施例５および比較例６～７の評価結果を表２に示す。
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【表２】

【０１４９】
　表２に示されるように、実施例５の各色インクで形成したカラー画像は、液寄りに起因
する白スジや滲みがなく、かつ良好な光沢を有する画像が得られることがわかる。また、
インクの吐出安定性も良好であることがわかる。
【０１５０】
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　一方、比較例６で得られるカラー画像は、乾燥初期の粘度が低すぎることから、濡れ広
がりすぎることによるカラーブリードが生じること；および乾燥後期の粘度も低すぎるこ
とから、白スジも生じることがわかる。比較例７の各色インクで形成したカラー画像は、
乾燥初期の粘度が低すぎることから、光沢を有するものの、濡れ広がりすぎることによる
カラーブリードが生じることがわかる。
【産業上の利用可能性】
【０１５１】
　本発明によれば、高液寄りに起因する白スジや滲みがなく、かつ光沢を有する画像を形
成しうるインクジェット記録用水性インクを提供することができる。
 

【図１】
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