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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　少なくとも、水と、顔料分散体と、浸透剤と、非イオン系水溶性アクリル樹脂と、下記
一般式（Ｉ）、（ＩＩ）又は（ＩＩＩ）で表される化合物からなる界面活性剤とを含有し
、
　前記浸透剤が、炭素原子数８、又は９のアルカンジオールを含み、
　前記アルカンジオールの含有量が、インクの全質量に対して０．３～１．０質量％であ
り、
　前記界面活性剤の含有量が、インクの全質量に対して０．０５～０．５質量％であり、
　前記非イオン系水溶性アクリル樹脂の含有量が、インクの全質量に対して０．０５～０
．５質量％であり、
　前記非イオン系水溶性アクリル樹脂が、３０００～８０００の平均分子量及び疎水性セ
グメントを有し、かつ、水１００質量％に対して０．１質量％添加した場合に水の表面張
力が２９～３３ｍＮ／ｍとなる非イオン系水溶性アクリル樹脂である、インクジェット記
録装置用インク。
【化１】

（一般式（Ｉ）中、
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Ｒ１は、ＣＮＨ２Ｎ＋１であり、直鎖であっても分岐していてもよく、
Ｎは整数で、７≦Ｎ≦１３であり、
－Ｅ－Ｏ－は、－ＣＨ２ＣＨ２－Ｏ－であり、
－Ｐ－Ｏ－は、－ＣＨ２ＣＨ（ＣＨ３）－Ｏ－であり、
ｎ及びｍは、正の数で、５≦ｎ＋ｍ≦１２であり、
ｎ＞ｍであり、
（－Ｅ－Ｏ－）、及び（－Ｐ－Ｏ－）からなる繰返し配列は、ランダムであってもブロッ
クであってもよい。）
【化２】

（一般式（ＩＩ）中、
Ｒ１は、ＣＮＨ２Ｎ＋１であり、直鎖であっても分岐していてもよく、
Ｎは整数で、７≦Ｎ≦１３であり、
－Ｅ－Ｏ－は、－ＣＨ２ＣＨ２－Ｏ－であり、
－Ｐ－Ｏ－は、－ＣＨ２ＣＨ（ＣＨ３）－Ｏ－であり、
Ｘ及びＹは、正の数で、５≦Ｘ＋Ｙ≦１２であり、
Ｘ＞Ｙであり、
（ただし、Ｘ＝Ｘ１＋Ｘ２＋…Ｘｎとし、Ｙ＝Ｙ１＋Ｙ２＋…Ｙｍとする）
（－Ｅ－Ｏ－）、及び（－Ｐ－Ｏ－）からなる繰返し配列は、ランダムであってもブロッ
クであってもよく、
ｎおよびｍは、（－Ｅ－Ｏ－）：（－Ｐ－Ｏ－）が１０：３～５：１となるような正の数
で、１１＞ｎ＞２、６＞ｍ≧１である。）

【化３】

（一般式（ＩＩＩ）中、
Ｒ１は、ＣＮ１Ｈ２Ｎ１＋１であり、直鎖であっても分岐していてもよく、
Ｒ２は、ＣＮ２Ｈ２Ｎ２＋１であり、直鎖であっても分岐していてもよく、
Ｎ１およびＮ２は整数で、７≦Ｎ１＋Ｎ２≦１０であり、
－Ｅ－Ｏ－は、－ＣＨ２ＣＨ２－Ｏ－であり、
ｎは、正の数で、４≦ｎ≦１２である。）
【請求項２】
　前記アルカンジオールが、１，２－オクタンジオール、２－エチル－１，３－ヘキサン
ジオール、２－ブチル－２－エチル－１，１、３－プロパンジオール、２，２，４－トリ
メチル－１，３－ペンタンジオール、及び２，４－ジエチル－１，５－ペンタンジオール
からなる群より選択される１以上の化合物である、請求項１に記載のインクジェット記録
装置用インク。
【請求項３】
　請求項１または２に記載のインクジェット記録装置用インクを用いて、インクジェット
記録装置により画像を形成する、画像形成方法。
【請求項４】
　画像を形成する際に、被記録媒体を加熱しない、請求項３に記載の画像形成方法。
【請求項５】
　前記インクジェット記録装置の記録方式がラインヘッド型の記録方式である、請求項３
又は４に記載の画像形成方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
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【０００１】
　本発明は、インクジェット記録装置用インク及びそれを用いた画像形成方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、記録技術の急速な進歩により銀塩写真に匹敵する高精細な画質を得ることが可能
となっていることから、インクジェット記録方式により画像を形成するインクジェット記
録装置が画像形成装置として広く使用されている。
【０００３】
　このようなインクジェット記録装置について、画像の品質を維持しつつ、画像形成速度
を向上させることが強く望まれている。しかし、インクジェット記録装置を用いて高速で
画像形成を行った場合、インクが紙のような被記録媒体に浸透する前に被記録媒体が排出
ローラー対の間を通って排出されてしまい、インクが排出ローラーに付着（オフセット）
することがある。この場合、排出ローラーに付着したインクの被記録媒体への付着により
、形成画像に画像不良が発生しやすくなる。
【０００４】
　オフセットの発生を抑制するためには、１画素当りのインクの吐出量を低減することが
考えられる。しかし、この場合、所望する濃度の画像を形成しにくい。そこで、所望する
濃度の画像を形成しつつオフセットの発生を抑制するために、インクに含有させることに
よりインクの被記録媒体への浸透性を改良できる化合物について、多数検討されている。
【０００５】
　このような事情から、被記録媒体への浸透性（乾燥性）に優れ、高品質な画像を形成で
きるインクとして、直鎖アルカノールに特定量のエチレンオキサイド及び／又はプロピレ
ンオキサイドが付加した化合物を含有するインクが提案されている（特許文献１を参照）
。
【０００６】
　また、ノニオン性ポリマーを顔料に対して所定の含有量で含むインクもこれまでに報告
されている（特許文献２および３を参照）。さらに、アセチレングリコール（界面活性剤
）を添加したインクも提案されている（特許文献４）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００７】
【特許文献１】特開２００５－３３６４９６号公報
【特許文献２】特開２００５－８７２５号公報
【特許文献３】特開平８－１９３１７５号公報
【特許文献４】特開２００５－１５４５４９号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　ところで、高品質な画像を形成するためには、一般的に、インク液滴が被記録媒体に着
弾して形成されるドットについて、ドット径が十分に大きく、ドット形状が真円に近いこ
とが望まれる。しかし、特許文献１に記載のインクでは、真円に近い形状のドットを形成
しにくいため、高品質な画像を形成しにくい。
【０００９】
　一方、特許文献２や３に記載のインクは、水溶性ポリマー（樹脂）としてアクリル系で
はなくポリビニルアルコールやポリビニルピロリドンを使用しており、これらの物質は表
面張力が高い方向にシフトするため、これらを用いたインクでは連続吐出性に劣るという
問題があった。
【００１０】
　さらに、高画質とは別に、昨今の印刷分野等ではさらなる高速化が望まれている。高速
化を達成するためには、記録ヘッドから吐出される記録液の駆動タイミング周期を短くす
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ることや、小さな記録ヘッドを帯状に並べライン化することや、長尺のラインヘッドを使
用することが考えられる。しかしラインヘッドで印字を行う場合、連続印字性、印字画質
、サテライトといった問題がある。
【００１１】
　まず、連続印字性について、連続印字条件においては常にヘッドがインクを吐出し続け
る為、インクミストやノズル開口部の淵などのインクの堆積物などにより吐出よれや不吐
出が発生した場合に問題となる。
【００１２】
　印字画質（印字濃度）については、普通紙の印字品質にて、印字濃度と裏抜けと濃淡む
らが問題として挙げられる。インクの表面張力が低かったり、極端に紙に濡れすぎたりす
ると裏抜け濃度が高くなる。また、逆に表面張力が高い場合や紙への濡れ性が不足する場
合に濃淡むらができるため印字濃度が低下するおそれもある。
【００１３】
　サテライトとは、吐出された液滴が分滴し、１ドットが着弾位置づれを起こす問題であ
る。これは、動的・静的表面張力が低い時に特に起こる問題である。
【００１４】
　このような問題に対して、例えば、特許文献１記載の直鎖アルカノールに特定量のエチ
レンオキサイド及び／又はプロピレンオキサイドが付加した化合物を使用した場合は、印
字濃度と連続印字性のバランスが取れない。また、特許文献４に記載のインクのような界
面活性剤（アセチレングリコール）を使用すると、動的表面張力の低下が大きく、サテラ
イトが生じたり、印字連続性が低下したりするおそれがある。このように、従来のインク
では上述した問題に対し十分に対応できていなかったのが現状である。
【００１５】
　本発明はかかる事情に鑑みてなされたものであって、連続印字性および印字画質に優れ
、サテライトの発生を抑制することのできる、高速印刷に適した高品質のインクジェット
記録装置用インクを提供することを目的とする。また、本発明は、前述のインクジェット
記録装置用インクを用いる、インクジェット記録装置による画像形成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】
【００１６】
　本発明者が検討した結果、下記構成のインクによって、上記課題を解決できることを見
出した。そして、かかる知見に基づいて更に検討を重ねることによって本発明を完成した
。
　すなわち、本発明の一局面に係るインクジェット記録装置用インクは、少なくとも、水
と、顔料分散体と、浸透剤と、非イオン系水溶性アクリル樹脂と、下記一般式（Ｉ）、（
ＩＩ）又は（ＩＩＩ）で表される化合物からなる界面活性剤とを含有し、
　前記浸透剤が、炭素原子数８、又は９のアルカンジオールを含み、
　前記アルカンジオールの含有量が、インクの全質量に対して０．３～１．０質量％であ
り、
　前記界面活性剤の含有量が、インクの全質量に対して０．０５～０．５質量％であり、
　前記非イオン系水溶性アクリル樹脂の含有量が、インクの全質量に対して０．０５～０
．５質量％であり、
　前記非イオン系水溶性アクリル樹脂が、３０００～８０００の平均分子量及び疎水性セ
グメントを有し、かつ、水１００質量％に対して０．１質量％添加した場合に水の表面張
力が２９～３３ｍＮ／ｍとなる非イオン系水溶性アクリル樹脂であることを特徴とする。
【化１】
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（一般式（Ｉ）中、
Ｒ１は、ＣＮＨ２Ｎ＋１であり、直鎖であっても分岐していてもよく、
Ｎは整数で、７≦Ｎ≦１３であり、
－Ｅ－Ｏ－は、－ＣＨ２ＣＨ２－Ｏ－であり、
－Ｐ－Ｏ－は、－ＣＨ２ＣＨ（ＣＨ３）－Ｏ－であり、
ｎ及びｍは、正の数で、５≦ｎ＋ｍ≦１２であり、
ｎ＞ｍであり、
（－Ｅ－Ｏ－）、及び（－Ｐ－Ｏ－）からなる繰返し配列は、ランダムであってもブロッ
クであってもよい。）
【化２】

（一般式（ＩＩ）中、
Ｒ１は、ＣＮＨ２Ｎ＋１であり、直鎖であっても分岐していてもよく、
Ｎは整数で、７≦Ｎ≦１３であり、
－Ｅ－Ｏ－は、－ＣＨ２ＣＨ２－Ｏ－であり、
－Ｐ－Ｏ－は、－ＣＨ２ＣＨ（ＣＨ３）－Ｏ－であり、
Ｘ及びＹは、正の数で、５≦Ｘ＋Ｙ≦１２であり、
Ｘ＞Ｙであり、
（ただし、Ｘ＝Ｘ１＋Ｘ２＋…Ｘｎとし、Ｙ＝Ｙ１＋Ｙ２＋…Ｙｍとする）
（－Ｅ－Ｏ－）、及び（－Ｐ－Ｏ－）からなる繰返し配列は、ランダムであってもブロッ
クであってもよく、
ｎおよびｍは、（－Ｅ－Ｏ－）：（－Ｐ－Ｏ－）が１０：３～５：１となるような正の数
で、１１＞ｎ＞２、６＞ｍ＞１である。）
【化３】

（一般式（ＩＩＩ）中、
Ｒ１は、ＣＮ１Ｈ２Ｎ１＋１であり、直鎖であっても分岐していてもよく、
Ｒ２は、ＣＮ２Ｈ２Ｎ２＋１であり、直鎖であっても分岐していてもよく、
Ｎ１およびＮ２は整数で、７≦Ｎ１＋Ｎ２≦１０であり、
－Ｅ－Ｏ－は、－ＣＨ２ＣＨ２－Ｏ－であり、
ｎは、正の数で、４≦ｎ≦１２である。）
【００１７】
　このような構成を有することにより、連続印字性および印字画質に優れ、かつサテライ
トなどの不具合の発生も抑制することができるインクジェット記録装置用インクを提供す
ることができる。このようなインクを用いることによって、高速印刷においても非常に優
れた画質を提供することが可能である。特に、高温下等の過酷な条件下においても、マイ
クロバブルなどの発生を起こさず、優れた連続印字性を保つことができる。
【００１８】
　また、前記インクジェット記録装置用インクにおいて、前記アルカンジオールが、１，
２－オクタンジオール、２－エチル－１，３－ヘキサンジオール、２－ブチル－２－エチ
ル－１，３－プロパンジオール、２，２，４－トリメチル－１，３－ペンタンジオール、
及び２，４－ジエチル－１，５－ペンタンジオールからなる群より選択される１以上の化
合物であることが好ましい。それにより、前記インクがより確実に記録媒体へと浸透する
。
【００１９】
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　また、本発明の他の局面である画像形成方法は、前記インクジェット記録装置用インク
を用いて、インクジェット記録装置により画像を形成することを特徴とする。
【００２０】
　さらに、前記画像形成方法において、画像を形成する際に、被記録媒体を加熱しないこ
とが好ましい。前記画像形成方法によれば、被記録媒体への浸透性に優れるインクを用い
るため、被記録媒体の加熱を行わずとも、被記録媒体上でインクが速やかに乾燥し、良好
な画像を形成できるからである。
【００２１】
　また、前記画像形成方法において、前記インクジェット記録装置の記録方式がラインヘ
ッド型の記録方式であることが好ましい。ラインヘッド型の記録方式において、本発明の
効果がより発揮され得るからである。
【発明の効果】
【００２２】
　本発明によれば、連続印字性および印字画質（印字濃度）に非常に優れ、かつサテライ
トなどの不具合の発生も抑制することができるインクジェット記録装置用インクと画像形
成方法とを提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【００２３】
【図１】図１は、ラインヘッド型の記録方式のインクジェット記録装置の構成を示す図で
ある。
【図２】図２は、図１に示されるインクジェット記録装置の搬送ベルトを上方から見た図
である。
【図３】図３は、ラインヘッド型の記録方式のインクジェット記録装置の構成を示すブロ
ック図である。
【図４】図４は、ラインヘッド型の記録方式のインクジェット記録装置に用いられるライ
ンヘッドと記録用紙上に形成されたドット列の一部を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００２４】
　以下、本発明の第一実施形態について詳細に説明するが、本発明は、以下の実施形態に
なんら限定されるものではなく、本発明の目的の範囲内で、適宜変更を加えて実施できる
。なお、説明が重複する箇所については、適宜説明を省略する場合があるが、発明の要旨
を限定するものではない。
【００２５】
［インクジェット記録装置用インク］
　第一実施形態に係るインクジェット記録装置用インク（以下、単にインクともいう）は
、少なくとも、水と、顔料分散体と、特定の浸透剤と、特定の非イオン系水溶性アクリル
樹脂と、式（Ｉ）、（ＩＩ）又は（ＩＩＩ）で表される化合物からなる界面活性剤とを含
有し、インクの全質量に対して、浸透剤、及び界面活性剤を所定量含む。第一実施形態の
インクは、連続印字性および印字画質に非常に優れ、かつサテライトなどの不具合の発生
も抑制することができるインクジェット記録装置用インクである。これは、オリゴマーレ
ベルの非イオン系水溶性アクリル樹脂が式（Ｉ）、（ＩＩ）又は（ＩＩＩ）で表される非
イオン系界面活性剤によって、気液界面で固定化することによって、抑泡性とサテライト
発生の抑制の両立を図ることができるためであると考えられる。第一実施形態のインクに
よれば、特に、高温時における連続吐出性を確保することができるため、非常に有利であ
る。
【００２６】
　第一実施形態に係るインクジェット記録装置用インクは、水、顔料分散体、浸透剤、非
イオン系水溶性アクリル樹脂、式（Ｉ）、（ＩＩ）又は（ＩＩＩ）で表される化合物から
なる界面活性剤の他に、必要に応じて、インクに含まれる成分の溶解状態を安定化させる
溶解安定剤、及びインクからの液体成分の揮発を抑制してインクの粘性を安定化させる保
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湿剤を含んでいてもよい。なお、本発明のインクにおいて、顔料と樹脂とは、顔料分散体
として含有される。以下、インクジェット記録装置用インクが含む、必須、又は任意の成
分である、水、顔料分散体、浸透剤、非イオン系水溶性アクリル樹脂と、式（Ｉ）、（Ｉ
Ｉ）又は（ＩＩＩ）で表される化合物からなる界面活性剤、溶解安定剤、並びに保湿剤と
、インクジェット記録装置用インクの製造方法とについて順に説明する。
【００２７】
〔水〕
　第一実施形態のインクジェット記録装置用インクは、水性インクであり、水を必須に含
む。インクに含まれる水は、従来から、水性インクの製造に使用されている水から、所望
の純度の水を適宜選択して使用できる。第一実施形態のインクジェット記録装置用インク
における水の含有量は、特に限定されない。水の含有量は、後述する、他の成分の使用量
に応じて適宜変更される。インクにおける典型的な水の含有量としては、インクの全質量
に対して２０～７０質量％が好ましく、２５～６０質量％がより好ましい。
【００２８】
〔顔料分散体〕
　第一実施形態のインクジェット記録装置用インクは、着色剤である顔料と樹脂とを含む
顔料分散体を含む。
【００２９】
（顔料）
　顔料分散体中に含有させることができる顔料は、従来からインクジェット記録装置用イ
ンクにおいて着色剤として使用されている顔料から適宜選択して使用できる。好適な顔料
の具体例は、Ｃ．Ｉ．ピグメントイエロー７４、９３、９５、１０９、１１０、１２０、
１２８、１３８、１３９、１５１、１５４、１５５、１７３、１８０、１８５、１９３の
ような黄色顔料、Ｃ．Ｉ．ピグメントオレンジ３４、３６、４３、６１、６３、７１のよ
うな橙色顔料、Ｃ．Ｉ．ピグメントレッド１２２、２０２のような赤色顔料、Ｃ．Ｉ．ピ
グメントブルー１５のような青色顔料、Ｃ．Ｉ．ピグメントバイオレット１９、２３、３
３のような紫色顔料、Ｃ．Ｉ．ピグメントブラック７のような黒色顔料を挙げることがで
きる。
【００３０】
　顔料の使用量は、インクの全質量に対して４～８質量％が好ましい。顔料の使用量が過
少であると所望する画像濃度を有する画像を得にくく、顔料の使用量が過多であると、イ
ンクの流動性が損なわれることで所望する画像濃度を有する画像を得にくくなったり、イ
ンクの被記録媒体に対する浸透性の低下により、形成画像にオフセットに起因した画像不
良が発生しやすくなったりする場合がある。
【００３１】
　顔料分散体に含まれる顔料の体積平均粒径は、インクの色濃度、色相、インクの安定性
等の観点から、３０～２００ｎｍが好ましく、７０～１３０ｎｍがより好ましい。顔料の
体積平均粒径は、顔料と樹脂とを混練する際に使用するビーズの粒径や処理時間を調整す
ることにより調整できる。顔料の体積平均粒径は、例えば、顔料分散体をイオン交換水に
より３００倍に希釈した試料を用い、動的光散乱粒度分布測定装置（シスメックス株式会
社製）により測定できる。
【００３２】
（樹脂）
　顔料分散体に含まれる樹脂は、従来から顔料分散体の製造に用いられている種々の樹脂
から適宜選択して使用できる。好適な樹脂の具体例としては、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－メタクリル酸－メタクリル酸アルキルエ
ステル－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
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体、ビニルナフタレン－マレイン酸共重合体が挙げられる。これらの樹脂の中では、調製
が容易で、顔料の分散効果に優れることから、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－メタクリル酸－メタクリル酸アルキルエステル－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
－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－
メタクリル酸アルキルエステル共重合体のようなスチレンに由来する単位と、アクリル酸
、メタクリル酸、アクリル酸エステル、又はメタクリル酸エステルに由来する単位とを含
むスチレン－アクリル系樹脂が好ましい。
【００３３】
　顔料分散体の調製に用いる樹脂の質量平均分子量（Ｍｗ）は、１０，０００～１６０，
０００が好ましい。顔料分散体に含まれる樹脂の質量平均分子量（Ｍｗ）はゲルろ過クロ
マトグラフィーにより測定できる。樹脂の分子量は、樹脂を重合反応によって得る際の、
重合開始剤の使用量、重合温度、又は重合時間のような条件を調整する公知の方法に従っ
て調整できる。ラジカル重合開始剤の量は、モノマー混合物１モルあたり、０．００１～
５モル加えるのが好ましく、０．０１～２モル加えるのが好ましい。但し、開始剤の量を
減少させる場合には、反応物の重合反応が停止し、残留モノマーが増える場合がある。ま
た分子量調整は、開始剤の量及び重合温度・重合時間などにより調節できる。重合温度は
６０℃±１０℃であり、重合時間は１０～２４時間の間である事が望ましい。また、連鎖
移動剤として２－メルカプトエタノールを微量（モノマー混合物１モルあたり０．００１
モル以下）加えてもよい。
【００３４】
　また、顔料分散体の調製に用いる樹脂の酸価は、１５０～３００ｍｇＫＯＨ／ｇが好ま
しい。樹脂の酸価は、樹脂を合成する際に、アクリル酸、メタクリル酸のような酸性の官
能基（例えばカルボキシ基）を有する単量体の使用量を適宜調整することにより調整でき
る。具体的には、酸性の官能基を有する単量体の使用量を増やすことにより樹脂の酸価を
高めることができる。
【００３５】
　顔料分散体を調製する際の樹脂の使用量は、顔料の１００質量部に対して、１５～１０
０質量部の範囲が好ましい。
【００３６】
（顔料分散体の製造方法）
　顔料と樹脂とを含む顔料分散体を製造する方法は、従来から知られる方法から適宜選択
できる。好適な方法としては、ナノグレンミル（浅田鉄工株式会社製）、ＭＳＣミル（三
井鉱山株式会社製）、ダイノミル（株式会社シンマルエンタープライゼス製）のようなメ
ディア型湿式分散機を用いて、水等の適切な液体の媒体中で、顔料と樹脂とを混練して顔
料分散体を得る方法が挙げられる。メディア型湿式分散機による処理では、小粒径のビー
ズを用いる。ビーズの粒径は特に限定されず、典型的には粒径０．５～１．０ｍｍである
。また、ビーズの材質は特に限定されず、ジルコニアのような硬質の材料が使用される。
【００３７】
　顔料分散体を製造する際の、液体の媒体の使用量は、顔料と樹脂とを良好に混練できる
限り特に限定されない。典型的には、液体の媒体の使用量は、顔料と樹脂との質量の合計
に対して、１～１０倍の質量を用いるのが好ましく、２～８倍の質量を用いるのがより好
ましい。
【００３８】
〔浸透剤〕
　第一実施形態のインクジェット記録装置用インクは、インクの被記録媒体への浸透性を
高める目的で、浸透剤を含む。浸透剤は、炭素原子数８、又は９のアルカンジオールであ
る。インクが浸透剤として、炭素原子数８、又は９のアルカンジオールを含有することに
より、所望する径及び形状のドットを形成でき、且つ、所望する画像濃度の画像を形成で
きる。
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【００３９】
　これに対し、浸透剤として炭素原子数７以下のアルカンジオールを用いる場合、被記録
媒体に対する浸透性に優れるインクを得にくいため、所望する径及び形状のドットを形成
しにくく、所望する画像濃度の画像を形成しにくい。また、アルカンジオールの炭素原子
数が１０以上である場合、アルカンジオールの水溶性が著しく低くなるため、均一に混合
されたインクの調製が困難である。
【００４０】
　インク中の炭素原子数８、又は９のアルカンジオールの含有量は０．３～０．５質量％
である。インク中の炭素原子数８、又は９のアルカンジオールの含有量が過少である場合
、インクの被記録媒体への浸透性が低くなりやすい。この場合、真円に近い形状のドット
を形成しにくい。インクが、被記録媒体へ浸透しにくいと、被記録媒体上に着弾したイン
クが被記録媒体上で不規則に流動しながら被記録媒体に浸透し、これにより不規則な形状
のドットが形成されるためである。また、インクの被記録媒体への浸透性が低いと、所望
する画像濃度の画像を形成しにくい。この場合、オフセットが発生しやすく、被記録媒体
上のインクが、一部、排出ローラーに移行してしまうため、形成される画像の濃度が低下
しやすい。
【００４１】
　一方、インク中の炭素原子数８、又は９のアルカンジオールの含有量が過多である場合
、インクの被記録媒体に対する浸透性が高すぎるために、被記録媒体上に着弾したインク
が被記録媒体に急速に浸透してしまうため、形成されるドットの径が小さくなりやすい。
また、インクの被記録媒体に対する浸透性が高すぎる場合、インクに含まれる顔料も被記
録媒体内部に浸透してしまうため、所望する画像濃度の画像を形成しにくい。
【００４２】
　アルカンジオールは、その炭素原子数が８、又は９であれば特に限定されず、直鎖状で
も、分岐鎖状であってもよい。アルカンジオールの具体例としては、１，２－オクタンジ
オール、１，２－ノナンジオール、２－エチル－１，３－ヘキサンジオール、２－ブチル
－２－エチル－１，３－プロパンジオール、２，２，４－トリメチル－１，３－ペンタン
ジオール、及び２，４－ジエチル－１，５－ペンタンジオール等が挙げられる。これらの
アルカンジオールの中では、１，２－オクタンジオール、２－エチル－１，３－ヘキサン
ジオール、２－ブチル－２－エチル－１，３－プロパンジオール、２，２，４－トリメチ
ル－１，３－ペンタンジオール、及び２，４－ジエチル－１，５－ペンタンジオールから
なる群より選択される１以上の化合物が好ましい。これらのアルカンジオールは２種以上
を組み合わせて用いることができる。
【００４３】
　また、第一実施形態において用いる浸透剤は、炭素原子数８、又は９のアルカンジオー
ルと、従来、インクジェット記録装置用のインクにおいて浸透性の改良の目的で使用され
ている種々の有機溶剤とを組み合わせて使用できる。炭素原子数８、又は９のアルカンジ
オールとともに使用できる有機溶剤の具体例としては、１，２－ヘキシレングリコールの
ような炭素原子数７以下のアルカンジオール、アルキレングリコールモノアルキルエーテ
ル、ジアルキレングリコールモノアルキルエーテル、トリアルキレングリコールモノアル
キルエーテル、環状ケトン化合物が挙げられる。炭素原子数８、又は９のアルカンジオー
ルを、他の浸透剤とともに使用する場合、浸透剤の使用量の総量は、インクの全質量に対
して０．３質量％超であり、１～２０質量％が好ましく、５～１５質量％がより好ましい
。
【００４４】
〔非イオン系水溶性アクリル樹脂〕
　第一実施形態において用いられる非イオン系水溶性アクリル樹脂は、３０００～８００
０の平均分子量及び疎水性セグメントを有し、かつ、水１００質量％に対して０．１質量
％添加した場合に水の表面張力が２９～３３ｍＮ／ｍとなることを特徴とする。
　このような非イオン系水溶性アクリル樹脂と、後述の界面活性剤を併用することによっ
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て、優れた連続印字性および印字画質（印字濃度）を達成し、かつサテライトなどの不具
合の発生を抑制することができる。
　前記樹脂の平均分子量が３０００未満となると、印字濃度が所望する値を下回るおそれ
があり、８０００を超えるとサテライトが発生するおそれがある。
　また、前記表面張力が２９ｍＮ／ｍ未満となると、印字濃度の低下を招きであり、３３
ｍＮ／ｍを超えると、連続印字性を付与することができなくなるおそれがある。
　非イオン系水溶性アクリル樹脂としては、上記特性を有する非イオン系の水溶性アクリ
ル樹脂であれば、特に限定なく用いることができる。具体的には、例えば、親水性セグメ
ントである、ポリエチレングリコール・アクリレート（ＰＥＧＡ）、メタクリル酸メチル
（ＭＭＡ）、アクリル酸メチル（ＭＡ）、アクリル酸エチル（ＥＡ）、メタクリル酸エチ
ル（ＥＭＡ）等と、疎水性セグメントである、ステアリルアクリレート（ＳＡ）、ベンジ
ルアクリレート、ベンジルメタクリレートを、適宜重合させて得られたアクリル系樹脂が
挙げられる。使用する親水性セグメントおよび／または疎水性セグメントの配合比や種類
の選択、並びに平均分子量の調整によって、上記表面張力を調整することができる。
【００４５】
　前記非イオン系水溶性アクリル樹脂の含有量は、インクの全質量に対して０．０５～０
．５質量％である。インク中の非イオン系水溶性アクリル樹脂の含有量が過少である場合
、紙への濡れ性が低下するために吸液性が低下する為、印字濃度が低下するおそれがある
。一方、インク中の非イオン系水溶性アクリル樹脂の含有量が過多である場合、裏抜けが
過多になり印字濃度が低下し、サテライトが発生してしまうおそれがある。
【００４６】
〔界面活性剤〕
　第一実施形態に係るインクジェット記録装置用インクは、下記一般式（Ｉ）、（ＩＩ）
又は（ＩＩＩ）で表される化合物からなる界面活性剤を含む。界面活性剤として、下記一
般式（Ｉ）～（ＩＩＩ）で表される化合物を、複数組み合わせて用いることもできる。
【化４】

（一般式（Ｉ）中、
Ｒ１は、ＣＮＨ２Ｎ＋１であり、直鎖であっても分岐していてもよく、
Ｎは整数で、７≦Ｎ≦１３であり、
－Ｅ－Ｏ－は、－ＣＨ２ＣＨ２－Ｏ－であり、
－Ｐ－Ｏ－は、－ＣＨ２ＣＨ（ＣＨ３）－Ｏ－であり、
ｎ及びｍは、正の数で、５≦ｎ＋ｍ≦１２であり、
ｎ＞ｍであり、
（－Ｅ－Ｏ－）、及び（－Ｐ－Ｏ－）からなる繰返し配列は、ランダムであってもブロッ
クであってもよい。）
【化５】

（一般式（ＩＩ）中、
Ｒ１は、ＣＮＨ２Ｎ＋１であり、直鎖であっても分岐していてもよく、
Ｎは整数で、７≦Ｎ≦１３であり、
－Ｅ－Ｏ－は、－ＣＨ２ＣＨ２－Ｏ－であり、
－Ｐ－Ｏ－は、－ＣＨ２ＣＨ（ＣＨ３）－Ｏ－であり、
Ｘ及びＹは、正の数で、５≦Ｘ＋Ｙ≦１２であり、
Ｘ＞Ｙであり、
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（ただし、Ｘ＝Ｘ１＋Ｘ２＋…Ｘｎとし、Ｙ＝Ｙ１＋Ｙ２＋…Ｙｍとする）
（－Ｅ－Ｏ－）、及び（－Ｐ－Ｏ－）からなる繰返し配列は、ランダムであってもブロッ
クであってもよく、
ｎおよびｍは、（－Ｅ－Ｏ－）：（－Ｐ－Ｏ－）が１０：３～５：１となるような正の数
で、１１＞ｎ＞２、６＞ｍ＞１である。）
【化６】

（一般式（ＩＩＩ）中、
Ｒ１は、ＣＮ１Ｈ２Ｎ１＋１であり、直鎖であっても分岐していてもよく、
Ｒ２は、ＣＮ２Ｈ２Ｎ２＋１であり、直鎖であっても分岐していてもよく、
Ｎ１およびＮ２は整数で、７≦Ｎ１＋Ｎ２≦１０であり、
－Ｅ－Ｏ－は、－ＣＨ２ＣＨ２－Ｏ－であり、
ｎは、正の数で、４≦ｎ≦１２である。）
【００４７】
　インクに、一般式（Ｉ）、（ＩＩ）又は（ＩＩＩ）で現される化合物からなる界面活性
剤を含有させることで、被記録媒体に対するインクの濡れ性が改良され、被記録媒体へイ
ンクが良好に浸透しやすい。インクが、被記録媒体に良好に浸透しやすいため、第一実施
形態のインクによって、優れた画質と印字濃度を有する画像を形成できる。
【００４８】
　一般式（Ｉ）および（ＩＩ）において、Ｎは７～１３の整数である。Ｎが７～１３の整
数である場合、式（Ｉ）および（ＩＩ）で表す化合物が適度な水溶性を有するため、均一
に混合されたインクを調製しやすい。さらに、インクが充填された記録ヘッドをキャップ
せずに長期間放置した後に画像を形成する際に、記録ヘッドからインク液滴を良好に吐出
できる。
【００４９】
　一般式（Ｉ）において、ｎ＋ｍは５以上１２以下の整数であり、５～１１であるのが好
ましい。ｎ＋ｍが５未満である場合、印字濃度が低下し、ｎ＋ｍが１２を超えると印字濃
度が所望する値を下回るおそれがある。
【００５０】
　また、ｎ及びｍはそれぞれ正の数であって、ｎ＋ｍが５～１２であり、ｍ＜ｎである限
り特に限定されないが、ｎは２～１２であることが好ましく、３～１０がより好ましい。
また、ｍは１～６であることが好ましく、２～５がより好ましい。なお、ｎ≦ｍの場合は
、インクの表面張力が極端に低下するため好ましくない。
【００５１】
　一般式（ＩＩ）において、Ｘは、Ｘ１＋Ｘ２＋…Ｘｎの総量を示し、ＹはＹ１＋Ｙ２＋
…Ｙｍの総量を示す。このＸ＋Ｙは５以上１２以下の整数であり、５～１２であるのが好
ましく、４～１１であるのがより好ましい。Ｘ＋Ｙが５未満である場合、連続印字性が低
下し、Ｘ＋Ｙが１２を超えると印字濃度が所望する値を下回おそれがある。
【００５２】
　また、Ｘ及びＹはそれぞれ正の数であって、Ｘ＋Ｙが５～１２であり、Ｙ＜Ｘである限
り特に限定されないが、Ｘは２～１２であることが好ましく、３～１０がより好ましい。
また、Ｙは１～６であることが好ましく、２～５がより好ましい。なお、Ｙ≦Ｘの場合は
、水に混和しないため好ましくない。
【００５３】
　一般式（ＩＩ）において、ｎおよびｍは、（－Ｅ－Ｏ－）：（－Ｐ－Ｏ－）がが１０：
３～５：１となるような正の数で、１１＞ｎ＞２、かつ６＞ｍ＞１である。このような範
囲であれば、連続吐出性、印字濃度に優れ、サテライトの発生を抑制することができる。
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【００５４】
　なお、式（Ｉ）および（ＩＩ）において、エチレンオキサイド（ＥＯ）及びプロピレン
オキサイド（ＰＯ）は繰り返しユニットであり、式（Ｉ）ではブロック重合、式（ＩＩ）
はランダム重合であることが好ましい。
【００５５】
　一般式（ＩＩＩ）において、Ｎ１＋Ｎ２は７～１０の整数である。Ｎ１＋Ｎ２が７～１
０の整数である場合、式（ＩＩＩ）で表す化合物が適度な水溶性を有するため、均一に混
合されたインクを調製しやすい。また、インクが充填された記録ヘッドをキャップせずに
長期間放置した後に画像を形成する際に、記録ヘッドからインク液滴を良好に吐出できる
。
【００５６】
　また、Ｎ１及びＮ２はそれぞれ正の数であって、Ｎ１＋Ｎ２が７～１０である限り特に
限定されないが、Ｎ１は３～６であることが好ましく、Ｎ２は３～６であることが好まし
い。
【００５７】
　一般式（ＩＩＩ）において、ｎは４以上１２以下の整数である。ｎが４未満である場合
、印字濃度が所望する値を下回りサテライトが発生するおそれがあり、ｎが１２を超える
と連続印字性が得られないおそれがある。
【００５８】
　第一実施形態において、インクにおける上記界面活性剤の含有量は、インクの全質量に
対して０．０５～０．５質量％である。インク中の界面活性剤の含有量が過少である場合
、抑泡性が低下するため、連続吐出性を達成できないおそれがある。一方、インク中の界
面活性剤の含有量が過多である場合、表面張力が低下しすぎるため、サテライトが発生し
てしまうおそれがある。
【００５９】
　一般式（Ｉ）、（ＩＩ）及び（ＩＩＩ）で表される化合物の製造方法は特に限定されな
いが、例えば、一般式（Ｉ）で表される化合物の場合、下記一般式（ＩＶ）で表されるア
ルコールの水酸基に、常法に従って、エチレンオキシド及びプロピレンオキシドを付加さ
せて製造することができる。
【化７】

【００６０】
　また、一般式（ＩＩ）で表される化合物の場合、上述した式(１)で表される化合物の製
造方法において、さらにエチレンオキシド及びプロピレンオキシドをランダム付加重合す
ることにより製造する事ができる。
【００６１】
　また、一般式（ＩＩＩ）で表される化合物の場合、上記式（ＩＶ）のアルコールに対し
、任意のプロピレンオキシドを付加重合したのち、末端に式（ＩＶ）のアルコールを付加
反応する事によって製造できる。
【００６２】
〔溶解安定剤〕
　溶解安定剤は、インクに含まれる成分を相溶化してインクの溶解状態を安定化させる成
分である。溶解安定剤の具体例としては、２－ピロリドン、Ｎ－メチル－２－ピロリドン
、及びγ－ブチロラクトン等が挙げられる。これらの溶解安定剤は２種以上を組み合わせ
て用いることができる。インクが溶解安定剤を含有する場合、溶解安定剤の含有量は、イ
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ンクの全質量に対して１～２０質量％が好ましく、３～１５質量％がより好ましい。
【００６３】
〔保湿剤〕
　保湿剤は、インクからの液体成分の揮発を抑制してインクの粘性を安定化させる成分で
ある。保湿剤の具体例は、ポリエチレングリコール、ポリプロピレングリコールのような
ポリアルキレングリコール類；エチレングリコール、プロピレングリコール、ブチレング
リコール、ジエチレングリコール、ジプロピレングリコール、トリエチレングリコール、
トリプロピレングリコール、１，２，６－ヘキサントリオール、チオジグリコール、１，
３－ブタンジオール、１，５－ペンタンジオールのようなアルキレングリコール類；グリ
セリンである。これらの、保湿剤の中では、水等の液体成分の揮発の抑制効果に優れるこ
とからグリセリンがより好ましい。保湿剤は２種以上を組み合わせて用いることができる
。インクが保湿剤を含有する場合、保湿剤の含有量は、インクの全質量に対して２～３０
質量％が好ましく、１０～２５質量％がより好ましい。
【００６４】
〔インクジェット記録装置用インクの製造方法〕
　インクの製造方法は、水、顔料分散体、浸透剤、非イオン系水溶性アクリル樹脂、及び
式（Ｉ）、（ＩＩ）または（ＩＩＩ）で表される化合物からなる界面活性剤に対して、必
要に応じて溶解安定剤、及び保湿剤を加えた後に、これらのインク成分を均一に混合する
ことができれば特に限定されない。インクジェット記録装置用インクの製造方法の具体例
としては、インクの各成分を混合機により均一に混合した後、孔径１０μｍ以下のフィル
ターにより異物や粗大粒子を除去する方法が挙げられる。なお、インクジェット記録装置
用インクを製造する際には、水、顔料分散体、保湿剤、浸透剤、非イオン系水溶性アクリ
ル樹脂、及び式（Ｉ）、（ＩＩ）または（ＩＩＩ）で表される化合物からなる界面活性剤
に対して、必要に応じて溶解安定剤等の有機溶媒の他の液体成分や、酸化防止剤、粘度調
整剤、ｐＨ調整剤、防腐防カビ剤等の、従来、インクジェット記録装置用インクに加えら
れている種々の添加剤を加えることができる。また、第一実施形態のインクには、式（Ｉ
）～（ＩＩＩ）以外で表される化合物の他の界面活性を加えてもよい。
【００６５】
　以上説明した第一実施形態に係るインクジェット記録装置用インクは、種々のインクジ
ェット記録装置で好適に使用される。
【００６６】
［画像形成方法］
　次に、第一実施形態に係るインクジェット記録装置用インクを用いて、インクジェット
記録装置により画像を形成する、画像形成方法について説明する。第二実施形態に係る画
像形成方法で用いるインクジェット記録装置の記録方式は、特に限定されず、記録ヘッド
が被記録媒体上を走査しながら記録を行うシリアル型であっても、装置本体に固定された
記録ヘッドにより記録を行うラインヘッド型であってもよい。第二実施形態に係る画像形
成方法で用いるインクジェット記録装置としては、画像形成の高速性の点からラインヘッ
ド型の記録ヘッドを備える記録装置が好ましく、被記録媒体を搬送する方向に対して垂直
方向に設置された長尺のラインヘッドを備える記録装置がより好ましい。
【００６７】
　以下、図面を参照して、第二実施形態の画像形成方法について、ラインヘッド型の記録
方式のインクジェット記録装置を用い、被記録媒体として記録用紙Ｐを用いる場合に関し
て説明する。図１は、ラインヘッド型の記録方式のインクジェット記録装置の構成を示す
図であり、図２は、図１に示すインクジェット記録装置の搬送ベルトを上方からみた図で
ある。
【００６８】
　図１に示すように、インクジェット記録装置１００の左側部には記録用紙Ｐを収容する
給紙トレイ２（給紙部）が設けられており、この給紙トレイ２の一端部には収容された記
録用紙Ｐを、最上位の記録用紙Ｐから順に一枚ずつ後述する搬送ベルト５へと給紙搬送す
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るための給紙ローラー３及び給紙ローラー３に圧接され従動回転する従動ローラー４が設
けられている。
【００６９】
　給紙ローラー３及び従動ローラー４に関して用紙搬送方向Ｘの下流側（図１での右側）
には、搬送ベルト５が回転自在に配設されている。搬送ベルト５は、用紙搬送方向Ｘの下
流側に配置されたベルト駆動ローラー６と、上流側に配置され搬送ベルト５を介してベル
ト駆動ローラー６に従動回転するベルトローラー７とに掛け渡されており、ベルト駆動ロ
ーラー６が時計方向に回転駆動されることにより、記録用紙Ｐが矢印Ｘ方向に搬送される
。
【００７０】
　インクジェット記録装置１００は、インクの乾燥を促進する目的で、被記録媒体を加熱
する加熱部（不図示）を備えていてもよい。しかし、第二実施形態では、被記録媒体への
浸透性に優れる第一実施形態のインクを用いるため、被記録媒体の加熱を行わずとも、被
記録媒体上でインクが速やかに乾燥し、良好な画像を形成できる。このため、インクジェ
ット記録装置１００は、加熱部を備えないものであってもよい。
【００７１】
　また、搬送ベルト５の用紙搬送方向Ｘの下流側には、図中時計回りに駆動され画像が記
録された記録用紙Ｐを装置本体外へと排出する排出ローラー８ａ、及び排出ローラー８ａ
の上部に圧接され従動回転する従動ローラー８ｂからなる排出ローラー対８（排出部）が
設けられている。排出ローラー対８の用紙搬送方向Ｘの下流側には、装置本体外へと排出
された記録用紙Ｐが積載される排紙トレイ１０が設けられている。
【００７２】
　従動ローラー８ｂは記録用紙Ｐの画像形成面に直接触れるため、従動ローラー８ｂの表
面を形成する素材は撥水性材料であるのが好ましい。従動ローラー８ｂの表面を撥水性材
料により形成することにより、記録用紙Ｐに浸透していないインクのローラーへの付着を
抑制でき、オフセットの発生を抑制しやすい。好適な撥水性材料としては、ポリテトラフ
ルオロエチレン（ＰＴＦＥ）、テトラフルオロエチレン－パーフルオロアルキルビニルエ
ーテル共重合体、テトラフルオロエチレン－ヘキサフルオロプロピレン共重合体、テトラ
フルオロエチレン－エチレン共重合体、テトラフルオロエチレン－フッ化ビニリデン共重
合体、テトラフルオロエチレン－ヘキサフルオロプロピレン－パーフルオロアルキルビニ
ルエーテル共重合体、ポリクロロトリフルオロエチレン、クロロトリフルオロエチレン－
エチレン共重合体、クロロトリフルオロエチレン－フッ化ビニリデン共重合体、ポリフッ
化ビニリデン、ポリフッ化ビニルのようなフッ素樹脂が挙げられる。従動ローラー８ｂと
同様に、記録用紙Ｐの画像形成面に接触する部材の表面は撥水性材料により形成するのが
好ましい。
【００７３】
　そして、搬送ベルト５の上方には、搬送ベルト５の上面に対して所定の間隔が形成され
るような高さに支持され、搬送ベルト５上を搬送される記録用紙Ｐへと画像の記録を行う
ラインヘッド１１Ｃ、１１Ｍ、１１Ｙ及び１１Ｋが配設されている。これらのラインヘッ
ド１１Ｃ～１１Ｋには、それぞれ異なる４色（シアン、マゼンタ、イエロー及びブラック
）の着色インクが充填されており、各ラインヘッド１１Ｃ～１１Ｋからそれぞれの着色イ
ンクを吐出することにより、記録用紙Ｐ上にカラー画像が形成される。
【００７４】
　記録用紙Ｐに各ラインヘッド１１Ｃ～１１Ｋから吐出されたインクの液滴が着弾してか
ら、記録用紙Ｐ上のインクの着弾箇所が、排出部８に到達するまでの時間は装置を小型化
するためには１秒以内であるのが好ましい。かかる時間を１秒以内とした場合であっても
、第一実施形態に係るインクを用いることによって、高速での画像形成時のオフセットの
発生の抑制の効果が充分に得られる。
【００７５】
　また、記録用紙Ｐに各ラインヘッド１１Ｃ～１１Ｋから吐出され、記録用紙Ｐに打ち込
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まれる一色又は複数の色のインクの量は、特に限定されず、所望する画像濃度を有する画
像を形成でき、オフセットが発生しにくい量に調整して画像が形成される。
【００７６】
　これらのラインヘッド１１Ｃ～１１Ｋは、図２に示すように、記録用紙Ｐの搬送方向と
直交する方向（図２の上下方向）に複数のノズルが配列されたノズル列を備え、搬送され
る記録用紙Ｐの幅以上の記録領域を有しており、搬送ベルト５上を搬送される記録用紙Ｐ
に対して、一括して１行分の画像を形成することができるようになっている。
【００７７】
　なお、ラインヘッド型の記録方式のインクジェット記録装置では、搬送ベルト５の幅寸
法以上に形成された長尺のヘッド本体の長手方向に複数のノズルを配列させることで、記
録用紙Ｐの幅以上の記録領域を有するように構成されたラインヘッドを用いているが、例
えば各々複数個のノズルを備えた短尺のヘッドユニットを搬送ベルト５の幅方向に複数配
列することにより、搬送される記録用紙Ｐの幅方向全幅にわたって画像を記録できるよう
にしたラインヘッドを用いても構わない。
【００７８】
　また、ラインヘッド１１Ｃ～１１Ｋのインクの吐出方式としては、例えば、図示しない
圧電素子（ピエゾ素子）を用いてラインヘッド１１Ｃ～１１Ｋの液室内に生じる圧力を利
用してインクの液滴を吐出する圧電素子方式や、発熱体によってインク中に気泡を発生さ
せ、圧力をかけてインクを吐出するサーマルインクジェット方式等、各種方式を適用する
ことができる。インクの吐出方式は、吐出量の制御が容易であることから圧電素子方式が
好ましい。
【００７９】
　図３は、ラインヘッド型の記録方式のインクジェット記録装置の構成を示すブロック図
である。図１及び図２と共通する部分には同一の符号を付して説明を省略する。インクジ
ェット記録装置１００には制御部２０が備えられており、制御部２０には、インターフェ
イス２１、ＲＯＭ２２、ＲＡＭ２３、エンコーダー２４、モーター制御回路２５、ライン
ヘッド制御回路２６、及び電圧制御回路２７等が接続されている。
【００８０】
　インターフェイス２１は、例えば、図示しないパソコンのようなホスト装置とデータの
送受信を行う。制御部２０は、インターフェイス２１を介して受信された画像信号に対し
て、必要に応じて変倍処理或いは階調処理を施して画像データに変換する。そして、後述
する各種制御回路に制御信号を出力する。
【００８１】
　ＲＯＭ２２は、ラインヘッド１１Ｃ～１１Ｋを駆動させて画像記録を行う際の制御プロ
グラム等を記憶している。ＲＡＭ２３は、制御部２０により変倍処理或いは階調処理され
た画像データを所定の領域に格納する。
【００８２】
　エンコーダー２４は、搬送ベルト５を駆動する排紙側のベルト駆動ローラー６に接続さ
れており、ベルト駆動ローラー６の回転軸の回転変位量に応じてパルス列を出力する。制
御部２０は、エンコーダー２４から送信されるパルス数をカウントすることで回転量を算
出し、記録用紙Ｐの送り量（用紙位置）を把握する。そして制御部２０は、エンコーダー
２４からの信号に基づいて、モーター制御回路２５及びラインヘッド制御回路２６に制御
信号を出力する。
【００８３】
　モーター制御回路２５は、制御部２０からの出力信号により記録媒体搬送用モーター２
８を駆動する。記録媒体搬送用モーター２８がベルト駆動ローラー６を回転駆動させるこ
とで、搬送ベルト５を図１の時計回りに回動させて記録用紙Ｐを矢印Ｘ方向へと搬送する
。
【００８４】
　ラインヘッド制御回路２６は、制御部２０からの出力信号に基づいて、ＲＡＭ２３に格
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納された画像データをラインヘッド１１Ｃ～１１Ｋへ転送し、転送された画像データに基
づいてラインヘッド１１Ｃ～１１Ｋからのインクの吐出を制御する。かかる制御と、記録
媒体搬送用モーター２８によって駆動する搬送ベルト５による記録用紙Ｐの搬送の制御と
により、記録用紙Ｐへの画像の形成が行われる。
【００８５】
　電圧制御回路２７は、制御部２０からの出力信号に基づいて給紙側のベルトローラー７
に電圧を印加することにより交番電界を発生させ、搬送ベルト５に記録用紙Ｐを静電吸着
させる。静電吸着の解除は、制御部２０からの出力信号に基づいてベルトローラー７又は
ベルト駆動ローラー６を接地させることにより行われる。
【００８６】
　ラインヘッド型の記録方式のインクジェット記録装置を用いてドットを形成する方法を
、図４を用いて具体的に説明する。なお、図４では図１及び図２に示したラインヘッド１
１Ｃ～１１Ｋのうち、ラインヘッド１１Ｃを例に挙げて説明するが、他のラインヘッド１
１Ｍ～１１Ｋについても全く同様に説明される。
【００８７】
　図４に示すように、ラインヘッド１１Ｃには複数個のノズルからなるノズル列Ｎ１、Ｎ
２が記録用紙Ｐの搬送方向（矢印Ｘ方向）に並設されている。つまり、記録用紙Ｐの搬送
方向の各ドット列を形成するノズルとして、ノズル列Ｎ１、Ｎ２に各１個ずつ（例えばド
ット列Ｌ１ではノズル１２ａ及び１２ａ’）、合計２個のノズルを備えている。なお、こ
こでは説明の便宜のため、ノズル列Ｎ１、Ｎ２を構成するノズルのうち、ドット列Ｌ１～
Ｌ１６に対応する１２ａ～１２ｐ及び１２ａ’～１２ｐ’までの各１６個のノズルのみを
記載しているが、実際にはさらに多数のノズルが記録用紙Ｐの搬送方向と直交する方向に
配列されているものとする。
【００８８】
　そして、このノズル列Ｎ１、Ｎ２を順次用いて被記録媒体としての記録用紙Ｐ上に画像
を形成する。例えば、記録用紙Ｐを記録用紙Ｐの搬送方向に移動させながら、記録用紙Ｐ
の幅方向（図の左右方向）１行分のドット列Ｄ１をノズル列Ｎ１からのインク吐出（図の
実線矢印）により形成した後、次の１行分のドット列Ｄ２をノズル列Ｎ２からのインク吐
出（図の破線矢印）により形成し、さらに次の１行分のドット列Ｄ３を再びノズル列Ｎ１
からのインク吐出により形成する。以下、ドット列Ｄ４以降もノズル列Ｎ１、Ｎ２を交互
に用いて同様に形成する。
【００８９】
　以上説明した第二実施形態に係る画像形成方法によれば、所望の径、及び形状のドット
を形成でき、且つ、所望する濃度の画像を形成できる。このため、第二実施形態に係る画
像形成方法は、種々のインクジェット記録装置に好適に利用することができる。
【実施例】
【００９０】
　以下、実施例により本発明をさらに具体的に説明する。なお、本発明は実施例によりな
んら限定されるものではない。
【００９１】
〔製造例１〕
（スチレン－アクリル樹脂の製造）
　顔料分散体の調製に用いるスチレン－アクリル樹脂を以下の手順により製造した。
　１０００ｍｌ四つ口フラスコに、スターラー、窒素導入管、コンデンサー、滴下ロート
をセットし、イソプロピルアルコール１００ｇ、メチルエチルケトン３００ｇをフラスコ
に加え、窒素ガスをバブリングしながら加熱還流した。滴下ロートに、メタクリル酸メチ
ル４０ｇ、スチレン４０ｇ、アクリル酸ブチル１０ｇ、メタクリル酸１０ｇ及び開始剤と
して、アゾビスイソブチロニトリル（ＡＩＢＮ）０．４ｇを混合溶解したものを入れ、約
２時間かけ７０℃加熱還流させた状態で、滴下した。滴下後、さらに６時間加熱還流し、
更に、ＡＩＢＮを０．２ｇ含むメチルエチルケトン溶液を、１５分かけ滴下した。この後
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さらに５時間加熱還流し、分子量２００００のスチレン－アクリル樹脂を得た。得られた
スチレン－アクリル樹脂の重量平均分子量（Ｍｗ）を、ゲルろ過クロマトグラフィー（Ｈ
ＬＣ－８０２０ＧＰＣ（東ソー株式会社製））を用いて下記条件により確認した。また、
得られた樹脂の酸価を滴定により確認したところ、１００ｍｇＫＯＨ／ｇであった。
【００９２】
＜質量平均分子量測定条件＞
カラム：ＴＳＫｇｅｌ、Ｓｕｐｅｒ　Ｍｕｌｔｉｐｏｒｅ　ＨＺ－Ｈ（東ソー株式会社製
、４．６ｍｍＩＤ×１５ｃｍ）
カラム本数：３本
溶離液：テトラヒドロフラン
流速：０．３５ｍｌ／分
サンプル注入量：１０μｌ
測定温度：４０℃
検出器：ＩＲ検出器
検量線は、標準試料（ＴＳＫ　ｓｔａｎｄａｒｄ，ｐｏｌｙｓｔｙｒｅｎｅ、東ソー株式
会社製）から、Ｆ－４０、Ｆ－２０、Ｆ－４、Ｆ－１、Ａ－５０００、Ａ－２５００、Ａ
－１０００、及びｎ－プロピルベンゼンの８種を選択して作成した。
【００９３】
〔製造例２〕
（顔料分散体の製造）
　シアン色顔料としてフタロシアニンブルー１５：３（ＦＧ－７３３０、東洋インキ（株
）製）を用いた。顔料分散体の調製に用いる材料の質量の合計に対して、顔料１５質量％
、製造例１で得たスチレン－アクリル樹脂６．０質量％、及び１，２－オクタンジオール
０．２質量％と、残余の水（イオン交換水）とを、ダイノミル（マルチラボ，ベッセル容
量０．６Ｌ（株式会社シンマルエンタープライゼス製））に仕込んだ。次いで、スチレン
－アクリル樹脂の中和に必要な量の水酸化カリウムをダイノミルに加えた。その後、ベッ
セル容量に対して７０％となるように、ビーズ径０．５ｍｍのジルコニアビーズをメディ
アとしてダイノミルに充填して、水冷しながら、１０℃、周速８ｍ／ｓの条件で顔料とス
チレン－アクリル樹脂とを混練した。なお、樹脂Ａは中和等量の１０５％のＮａＯＨ水溶
液で中和した。また、Ｎａの質量は樹脂の質量として計算し、ＮａＯＨ水溶液に含まれる
水や中和反応で生じた水の質量はイオン交換水の質量として計算した。得られた顔料分散
体を、イオン交換水を用いて３００倍に希釈して、動的光散乱式粒径分布測定装置（ゼー
タサイザー　ナノ（シスメックス株式会社製））により顔料の体積平均粒径Ｄ５０を測定
し、顔料の体積平均粒径が７０～１３０ｎｍの範囲となっていることを確認した。
【００９４】
〔製造例３〕
（非イオン系水溶性アクリル樹脂Ｃ）
　ポリエチレングリコール・アクリレート（ＰＥＧＡ）６０質量部、ブチルアクリレート
（ＢＡ）１５質量部、ラウリルアクリレート（ＬＡ）１５質量部、メタクリル酸メチル（
ＭＭＡ）１０質量部を、１０００ｍｌ四つ口フラスコに、スターラー、窒素導入管、コン
デンサー、滴下ロートをセットし、イソプロピルアルコール１００質量部、メチルエチル
ケトン３００質量部をフラスコに加え、窒素ガスをバブリングしながら加熱還流した。滴
下ロートに、　ポリエチレングリコール・アクリレート（ＰＥＧＡ）６０質量部、ブチル
アクリレート（ＢＡ）１５質量部、ラウリルアクリレート（ＬＡ）１５質量部、メタクリ
ル酸メチル（ＭＭＡ）１０質量部及び開始剤として、アゾビスイソブチロニトリル（ＡＩ
ＢＮ）０．４ｇを混合溶解したものを入れ、約２時間かけ７０℃加熱還流させた状態で、
滴下した。滴下後、さらに６時間加熱還流し、更に、ＡＩＢＮを０．２ｇ含むメチルエチ
ルケトン溶液を、１５分かけ滴下した。この後さらに５時間加熱還流して、非イオン系水
溶性アクリル樹脂Ｃを得た。
　水１００質量％に、得られた樹脂が０．１質量％となるように添加し、表面張力を測定
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た。
【００９５】
〔実施例１～４及び比較例１～２〕
　実施例１～４及び比較例１～２では、下記組成１における界面活性剤の種類（表１参照
）のみ変更してインクを調製した。具体的には、下記組成１の材料を撹拌機（スリーワン
モーター　ＢＬ－６００（アズワン株式会社製））により回転数４００ｒｐｍで撹拌して
均一に混合した後、孔径５μｍのフィルターによりろ過して、実施例１～４及び比較例１
～２のインクを得た。
【００９６】
　（組成１）
製造例２で得た顔料分散体：４０質量％
トリエチレングリコールモノブチルエーテル：４．５質量％
２－ピロリドン（溶解安定剤）：５．０質量％
界面活性剤１～６：０．４質量％
製造例３で得た非イオン系水溶性アクリル樹脂Ｃ：０．４質量％
１，２－オクタンジオール：０．６質量％
グリセリン：１５質量％
１，３－プロパンジオール：１５質量％
イオン交換水：残余の量
【００９７】
　そして、下記方法に従い、実施例１～４及び比較例１～２のインクについて、連続吐出
性（室温、４０℃）、印字濃度およびサテライトの有無について評価した。その結果を下
記表１に示す。
【００９８】
＜連続吐出性＞
　印字濃度の評価は、評価機として画像形成装置（京セラドキュメントソリューションズ
製試験機）を用いて、従来の室温の実験に加えて、ヘッド温度を４０℃に加温した後、そ
の温度下でインクを吐出させた。印字率５％となるような用紙搬送方向に垂直方向の用紙
幅のベタ画像（全ノズルを使用した帯画像）を用紙に印刷し、１時間後にノズルチェック
パターン（１ノズル：８ｐｌ、印字速度、駆動周波数　２０ｋＨｚ）にて全ノズルが吐出
できたのかを確認した。評価としては、不吐出やよれ（着弾位置づれ）がない場合○、
１ノズルでも不吐出やよれが認められた場合は×とした。
【００９９】
＜印字濃度＞
　印字濃度の評価は、評価機として画像形成装置（京セラドキュメントソリューションズ
製試験機）を用いて、２５℃、６０％ＲＨ環境下で形成されたベタ画像の濃度について行
った。被記録媒体として普通紙（Ａ４、ＰＰＣ用紙、Ｃ２（富士ゼロックス株式会社製）
）を用い、記録ヘッドから、被記録媒体へ吐出するインクの量が１１ｐＬ（１画素当たり
）となるように１０ｃｍ×１０ｃｍのベタ画像を形成した。形成画像の画像濃度をポータ
ブル反射濃度計ＲＤ－１９（グレタグマクベス社製）を用いて測定し、ベタ画像内の１０
箇所の画像濃度の平均値を画像濃度とした。画像濃度を、以下の基準により判定した。
○（合格）：画像濃度１．１０以上
×（不合格）：画像濃度１．１０未満
【０１００】
＜サテライトの評価方法＞
　１ノズル８ｐｌになるように吐出量を設定し、横１ドットラインを光沢紙に印字させ、
１ドットが分滴していなければ○、分滴している場合は×とした。
【０１０１】
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【表１】

　表１において：
・界面活性剤１：ソフタノールＥＰ　７０２５（日本触媒（株）製）
（式（Ｉ）で示される化合物で、分岐アルキルタイプのＣ１２Ｈ２５、ｎ＝７、ｍ＝２）
・界面活性剤２：式（Ｉ）で示される化合物（Ｎ＝７（直鎖）、ｎ＝５、ｍ＝１）
・界面活性剤３：式（ＩＩ）で示される化合物（Ｎ＝７（直鎖）、Ｘ＝５（Ｘ１＝１、Ｘ

２＝３）、Ｙ＝２（Ｙ１＝Ｙ２＝１））
・界面活性剤４：式（ＩＩＩ）で示される化合物（Ｎ１＝５、ｎ＝８、Ｎ２＝３）
・界面活性剤５：アセチレングリコール　サーフィノール４４０（日信化学製）
・界面活性剤６：ソフタノール９０　（日本触媒製）
【０１０２】
　表１から明らかなように、本発明に係る実施例１～４のインクを用いた場合は、連続吐
出性（室温、４０℃）、印字濃度およびサテライトのいずれの結果においても優れていた
。また、実施例３の結果より、特に、式（ＩＩ）で示される化合物を含むインクを用いた
場合、印字濃度に非常に優れることが示された。
　一方、本発明には属さない界面活性剤を用いた比較例１および２では、非イオン系水溶
性アクリル樹脂を含んでいるため、印字濃度については所望する値を上回ったものの、連
続吐出性（特に、４０℃におけるもの）に劣り、サテライトの発生も見られた。
【０１０３】
〔実施例５～６及び比較例３～６〕
　実施例５～６及び比較例３～６では、界面活性剤をそれぞれ界面活性剤７～１２に変更
し、それ以外は実施例１と同様にして、実施例５～６及び比較例３～６のインクを得た。
【０１０４】
　界面活性剤７～１２は、式（Ｉ）で表される化合物であり、それぞれの、Ｎ（Ｒ１）、
ｎ、ｍ、ｎ＋ｍの値は下記表２の通りである。
【０１０５】
【表２】

【０１０６】
　そして、実施例５～６及び比較例３～６のインクについて、連続吐出性（４０℃）、印
字濃度およびサテライトの有無を実施例１と同様に評価した。これらの評価結果を表３に
記す。
【０１０７】
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【０１０８】
　表３によれば、本発明に係る式（Ｉ）で示される化合物を用いる場合、Ｒ１が分岐アル
キルでも長鎖であっても、連続吐出性（室温、４０℃）、印字濃度およびサテライトのい
ずれの結果において優れていることがわかった。
　他方、（ＥＯ）リッチになりすぎると、浸透性が低下するために印字濃度が所望する値
を下回った（比較例３）。また、Ｒ１が短すぎる場合には、連続吐出性が低下し（比較例
４）、逆に長すぎるとサテライトが発生することがわかった（比較例５）。そして、ＥＯ
がＰＯより短いと、顕著に表面張力が下がるため、連続吐出性やサテライトにおいて劣る
こともわかった（比較例６）。
【０１０９】
〔実施例７～８及び比較例７～１１〕
　実施例７～８及び比較例７～１１では、界面活性剤をそれぞれ界面活性剤１３～１９に
変更し、それ以外は実施例１と同様にして、実施例７～８及び比較例７～１１のインクを
得た。
【０１１０】
　界面活性剤１３～１９は、式（ＩＩ）で表される化合物であり、それぞれの、Ｎ（Ｒ１

）、Ｘ、Ｙ、Ｘ＋Ｙの値は下記表４の通りである。
【０１１１】
【表４】

【０１１２】
　そして、実施例７～８及び比較例７～１１のインクについて、連続吐出性（４０℃）、
印字濃度およびサテライトの有無を実施例１と同様に評価した。これらの評価結果を表５
に記す。
【０１１３】
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【表５】

【０１１４】
　表５より、本発明に係る式（ＩＩ）で示される化合物を用いる場合、Ｒ１が分岐アルキ
ルでも長鎖であっても、連続吐出性（室温、４０℃）、印字濃度およびサテライトのいず
れの結果において優れていることがわかった。
　それに対し、Ｒ１が短すぎる場合には、連続吐出性が低下し（比較例７）、逆に長すぎ
るとサテライトが発生することがわかった（比較例８）。また、（ＥＯ）（ＰＯ）のユニ
ットが短すぎても連続吐出性に劣ることもわかった（比較例９）。そして、ＥＯがＰＯよ
り短いと、顕著に表面張力が下がるため、連続吐出性やサテライトにおいて劣ることもわ
かった（比較例１０）。また、（ＥＯ）リッチになりすぎると、浸透性が低下するために
印字濃度が所望する値を下回った（比較例１１）。
【０１１５】
〔実施例９及び比較例１２～１５〕
　実施例９及び比較例１２～１５では、界面活性剤をそれぞれ界面活性剤２０～２４に変
更し、それ以外は実施例１と同様にして、実施例９及び比較例１２～１５のインクを得た
。
【０１１６】
　界面活性剤２０～２４は、式（ＩＩＩ）で表される化合物であり、それぞれの、Ｎ１（
Ｒ１）、ｎ、Ｎ２（Ｒ２）、Ｎ１＋Ｎ２の値は下記表６の通りである。
【０１１７】

【表６】

【０１１８】
　そして、実施例９及び比較例１２～１５のインクについて、連続吐出性（４０℃）、印
字濃度およびサテライトの有無を実施例１と同様に評価した。これらの評価結果を表７に
記す。
【０１１９】
【表７】
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　表７より、本発明に係る式（ＩＩＩ）で示される化合物を用いる場合、連続吐出性（室
温、４０℃）、印字濃度およびサテライトのいずれの結果において優れていることがわか
った。
　それに対し、Ｒ１が短すぎる場合には、連続吐出性が低下し（比較例１２）、逆に長す
ぎるとサテライトが発生することがわかった（比較例１３）。また、（ＥＯ）鎖が短いと
表面張力が下がるため、印字濃度に劣り、サテライトが発生することがわかった（比較例
１４）。一方（ＥＯ）が長過ぎても連続吐出性が低下することもわかった（比較例１５）
。
【０１２１】
〔実施例１０～１２及び比較例１６～１７〕
　実施例１０～１２及び比較例１６～１７では、インク全質量に対する界面活性剤１３（
式（ＩＩ）で示される化合物）の添加量（含有量）を下記表８にように変更し、それ以外
は実施例７と同様にして、実施例１０～１２及び比較例１６～１７のインクを得た。
【０１２２】
　そして、実施例１０～１２及び比較例１６～１７のインクについて、連続吐出性（４０
℃）、印字濃度およびサテライトの有無を実施例１と同様に評価した。これらの評価結果
を表８に記す。
【０１２３】
【表８】

【０１２４】
　表８に示されるように、界面活性剤１３の添加量がインク全質量に対し、０．０５～０
．５質量％の範囲であれば、連続吐出性（室温、４０℃）、印字濃度およびサテライトの
いずれの結果において優れていることがわかった。
　それに対し、０．０５質量％未満となる場合は連続吐出性に劣り（比較例１６）、０．
５質量％を超える場合はサテライトが発生することがわかった（比較例１７）。
【０１２５】
〔実施例１３～１６及び比較例１８～１９〕
　実施例１３～１６及び比較例１８～１９では、インク全質量に対する界面活性剤２０（
式（ＩＩＩ）で示される化合物）の添加量（含有量）を下記表９にように変更し、それ以
外は実施例９と同様にして、実施例１３～１６及び比較例１８～１９のインクを得た。
【０１２６】
　そして、実施例１３～１６及び比較例１８～１９のインクについて、連続吐出性（４０
℃）、印字濃度およびサテライトの有無を実施例１と同様に評価した。これらの評価結果
を表９に記す。
【０１２７】
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【表９】

【０１２８】
　表９に示されるように、界面活性剤２０の添加量がインク全質量に対し、０．０５～０
．５質量％の範囲であれば、連続吐出性（室温、４０℃）、印字濃度およびサテライトの
いずれの結果において優れていることがわかった。
　それに対し、０．０５質量％未満となる場合は連続吐出性に劣り（比較例１８）、０．
５質量％を超える場合はサテライトが発生することがわかった（比較例１９）。
【０１２９】
〔製造例４〕
（非イオン系水溶性アクリル樹脂Ａ、Ｂ、ＤおよびＥ）
　各成分の配合を下記表１０に示すように変更した以外は、製造例３と同様にして非イオ
ン系水溶性アクリル樹脂を製造した。
　それぞれの表面張力およびそれぞれが有する疎水性セグメントの分子量も合わせて表１
０に示す。なお、表中のジョンクリル６８０は市販（ＢＡＳＦ社製）の樹脂である。
【０１３０】

【表１０】

　なお、表中、ＰＰＧＡはポリプロピレングリコールアクリレートを示す。
【０１３１】
〔実施例１７～１８及び比較例２０～２４〕
　実施例１７～１８及び比較例２０～２４では、下記組成２におけるアクリル樹脂の種類
（表１０参照）のみ変更して、実施例１と同様の方法でインクを調製した。
【０１３２】
（組成２）
製造例２で得た顔料分散体：４０質量％
トリエチレングリコールモノブチルエーテル：４．５質量％
２－ピロリドン（溶解安定剤）：５．０質量％
界面活性剤１：０．４質量％
表１０記載の非イオン系水溶性アクリル樹脂：０．４質量％
１，２－オクタンジオール：０．６質量％
グリセリン：１５質量％
１，３－プロパンジオール：１５質量％
イオン交換水：残余の量
【０１３３】
　そして、得られた実施例１７～１８及び比較例２０～２４のインクについて、連続吐出
性（４０℃）、印字濃度およびサテライトの有無を実施例１と同様に評価した。これらの
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評価結果を表１１に記す。
【０１３４】
【表１１】

【０１３５】
　表９に示されるように、本発明に係る非イオン系水溶性アクリル樹脂を含む場合、連続
吐出性（室温、４０℃）、印字濃度およびサテライトのいずれの結果において優れている
ことがわかった。
　それに対し、非イオン系水溶性アクリル樹脂を含まない場合、連続吐出性に劣り、印字
濃度も所望する値を下回った（比較例２０）。また、表面張力が３３ｍＮ／ｍを超える樹
脂を用いた場合は、連続印字性に劣っていた（比較例２１、２２、２４）。また水に不溶
の樹脂を用いると、印字濃度が所望する値を下回り、サテライトの発生が見られた（比較
例２３）。
【０１３６】
〔実施例１９～２１及び比較例２５～２６〕
　実施例１９～２１及び比較例２５～２６では、非イオン系水溶性アクリル樹脂をそれぞ
れ非イオン系水溶性アクリル樹脂Ｄ－１～Ｄ－５に変更し、それ以外は実施例１７と同様
にして、実施例１９～２１及び比較例２５～２６のインクを得た。なお、非イオン系水溶
性アクリル樹脂Ｄ－１～Ｄ－５は組成は非イオン系水溶性アクリル樹脂Ｄと同じで、表面
張力および平均分子量を下記表１２に示すように変更した樹脂である。
【０１３７】
　そして、実施例１９～２１及び比較例２５～２６のインクについて、連続吐出性（４０
℃）、印字濃度およびサテライトの有無を実施例１と同様に評価した。これらの評価結果
を表１２に記す。
【０１３８】

【表１２】

【０１３９】
　表１２より、本発明に係る非イオン系水溶性アクリル樹脂を含む場合、連続吐出性（室
温、４０℃）、印字濃度およびサテライトのいずれの結果において優れていることがわか
った。
【０１４０】
　それに対し、非イオン系水溶性アクリル樹脂が有する疎水性セグメントの分子量が低い
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場合は、表面張力の数値を満たしていても、印字濃度が所望する値を下回った（比較例２
５）。一方、前記分子量が高すぎる場合には、表面張力も低下しサテライトが発生するこ
とがわかった（比較例２６）。
【０１４１】
〔実施例２２～２４及び比較例２７～２８〕
　実施例２２～２４及び比較例２７～２８では、非イオン系水溶性アクリル樹脂Ｃの添加
量（含有量）を下記表１３にように変更し、それ以外は実施例９と同様にして、実施例２
２～２４及び比較例２７～２８のインクを得た。
【０１４２】
　そして、実施例２２～２４及び比較例２７～２８のインクについて、連続吐出性（４０
℃）、印字濃度およびサテライトの有無を実施例１と同様に評価した。これらの評価結果
を表１３に記す。
【０１４３】
【表１３】

【０１４４】
　表１３に示されるように、非イオン系水溶性アクリル樹脂Ｃの添加量がインク全質量に
対し、０．０５～０．５質量％の範囲であれば、連続吐出性（室温、４０℃）、印字濃度
およびサテライトのいずれの結果において優れていることがわかった。
　それに対し、０．０５質量％未満となる場合は連続吐出性に劣りさらに印字濃度が所望
する値を下回った（比較例２７）、０．５質量％を超える場合は印字濃度が所望する値を
下回り、サテライトが発生することがわかった（比較例２８）。
【０１４５】
〔参考例１～７〕
　参考例１～６では、非イオン系水溶性アクリル樹脂を含有させず、界面活性剤１～６を
用いた以外は実施例１と同様にして参考例１～６のインクを得た。また、参考例７では、
非イオン系水溶性アクリル樹脂も界面活性剤も含まないこと以外は実施例１と同様にして
参考例７のインクを得た。
【０１４６】
　そして、参考例１～７のインクについて、連続吐出性（４０℃）、印字濃度およびサテ
ライトの有無を実施例１と同様に評価した。これらの評価結果を表１４に記す。
【０１４７】
【表１４】

【０１４８】
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吐出性が達成できないことがわかる（参考例３～６）。市販の界面活性剤サーフィノール
（界面活性剤５）では、連続吐出性が得られなかった（参考例１）。サーフィノールの骨
格では抑泡性が低いためであると考えられる。また、同じく市販のソフタノール９０（界
面活性剤６、Ｒ－（ＥＯ）タイプ）では、印字濃度が所望する値を下回った（参考例２）
。また、非イオン系水溶性アクリル樹脂も界面活性剤も含まない参考例７では、連続吐出
性も印字濃度も劣っていた。
【符号の説明】
【０１４９】
　　２　給紙トレイ
　　３　給紙ローラー
　　４　従動ローラー
　　５　搬送ベルト
　　６　ベルト駆動ローラー
　　７　ベルトローラー
　　８　排出部
　　８ａ　排出ローラー
　　８ｂ　従動ローラー
　　１０　排紙トレイ
　　１１Ｃ、１１Ｍ、１１Ｙ、１１Ｋ　ラインヘッド
　　１２ａ～１２ｐ、１２ａ’～１２ｐ’　ノズル
　　２０　制御部
　　３０　検出手段
　　１００　インクジェット記録装置
　　Ｄ１～Ｄ４　ドット列（行方向）
　　Ｌ１～Ｌ１６　ドット列（搬送方向）
　　Ｎ１、Ｎ２　ノズル列
　　Ｐ　記録用紙
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