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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　記録液の液滴を吐出するノズルと、このノズルが連通する液室と、この液室内の記録液
を加圧する駆動素子とを備えた液体吐出ヘッドにおいて、
　ノズルを形成したノズル形成部材の表面には前記記録液を弾く撥水処理が施され、かつ
、前記ノズル形成部材の外周部側と前記ノズルが形成されたノズル形成部とで前記撥水処
理が異なる処理であり、
　前記ノズル形成部材の外周部側の撥水性が前記ノズル形成部側の撥水性よりも相対的に
高く、
　前記ノズル形成部材の外周部側は前記ノズル形成部の表面より相対的に高くなっている
ことを特徴とする液体吐出ヘッド。
【請求項２】
　請求項１に記載の液体吐出ヘッドにおいて、前記ノズル形成部材の外周部のエッジ部分
は撥水性を有する樹脂部材で形成された保護部材で覆われていることを特徴とする液体吐
出ヘッド。
【請求項３】
　請求項１に記載の液体吐出ヘッドにおいて、前記ノズル形成部材の外周部はノズルカバ
ーで覆われ、このノズルカバーに前記撥水処理が施されていることを特徴とする液体吐出
ヘッド。
【請求項４】
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　請求項３に記載の液体吐出ヘッドにおいて、前記ノズルカバーは外面側及び内面側のい
ずれにも撥水処理が施されていることを特徴とする液体吐出ヘッド。
【請求項５】
　請求項１ないし４のいずれかに記載の液体吐出ヘッドにおいて、前記ノズル形成部材の
ノズル形成部にはシリコーン樹脂を含む撥水処理が施されていることを特徴とする液体吐
出ヘッド。
【請求項６】
　請求項１ないし５のいずれかに記載の液体吐出ヘッドにおいて、前記ノズル形成部材の
外周部側にはフッ素非晶質化合物を含む撥水処理が施されていることを特徴とする液体吐
出ヘッド。
【請求項７】
　請求項１ないし６のいずれかに記載の液体吐出ヘッドにおいて、前記液滴の吐出方向と
記録液流路の向きとが異なるサイドシュータ方式のヘッドであることを特徴とする液体吐
出ヘッド。
【請求項８】
　記録液の液滴を吐出する記録ヘッドを備えた画像形成装置において、前記記録ヘッドが
請求項１ないし７のいずれかに記載の液体吐出ヘッドであることを特徴とする画像形成装
置。
【請求項９】
　請求項８に記載の画像形成装置において、前記記録液が顔料を含むインクであることを
特徴とする画像形成装置。
【請求項１０】
　液体吐出ヘッドから液滴を吐出する装置において、請求項１ないし７のいずれかに記載
の液体吐出ヘッドを備えていることを特徴とする液滴を吐出する装置。
【請求項１１】
　請求項１ないし７のいずれかに記載の液体吐出ヘッドから記録液の液滴を吐出して記録
媒体に記録を行うことを特徴とする記録方法。
【請求項１２】
　請求項１１に記載の記録方法において、前記記録媒体が、支持体とこの支持体の少なく
とも一方の面に塗工層を有する記録用メディアであることを特徴とする記録方法。
【請求項１３】
　請求項１１又は１２に記載の記録方法において、２３℃５０％ＲＨにて動的走査吸液計
で測定した接触時間１００ｍｓにおける前記記録液の前記記録媒体への転移量が４～１５
ｍｌ／ｍ２であり、かつ接触時間４００ｍｓにおける前記記録液の前記記録媒体への転移
量が７～２０ｍｌ／ｍ２であることを特徴とする記録方法。
【請求項１４】
　請求項１１又は１２に記載の記録方法において、２３℃５０％ＲＨにて動的走査吸液計
で測定した接触時間１００ｍｓにおける純水の前記記録媒体への転移量が４～２６ｍｌ／
ｍ２であり、かつ接触時間４００ｍｓにおける純水の前記記録媒体への転移量が５～２９
ｍｌ／ｍ２であることを特徴とする記録方法。
【請求項１５】
　請求項１１に記載の記録方法において、前記記録媒体が、少なくとも基材と塗工層から
構成されており、該塗工層の固形分付着量が０．５～２０．０ｇ／ｍ２であることを特徴
とする記録方法。
【請求項１６】
　請求項１１に記載の記録方法において、前記記録媒体が、坪量が５０～２５０ｇ／ｍ２
であることを特徴とする記録方法。
【請求項１７】
　請求項１１に記載の記録方法において、前記記録媒体が、スーパーカレンダー処理され
ていることを特徴とする記録方法。
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【請求項１８】
　請求項１１ないし１７のいずれかに記載の記録方法において、前記記録媒体が顔料を含
有し、前記顔料がカオリンであることを特徴とする記録方法。
【請求項１９】
　請求項１１ないし１７のいずれかに記載の記録方法において、前記記録媒体が顔料を含
有し、前記顔料が重質炭酸カルシウムであることを特徴とする記録方法。
【請求項２０】
　請求項１１ないし１９のいずれかに記載の記録方法において、前記記録媒体が水性樹脂
を含有することを特徴とする記録方法。
【請求項２１】
　請求項２０に記載の記録方法において、前記水性樹脂が水溶性樹脂、あるいは、水分散
性樹脂であることを特徴とする記録方法。
【請求項２２】
　請求項１１ないし２１のいずれかに記載の記録方法において、前記記録液は、少なくと
も水、着色剤、及び湿潤剤を含有することを特徴とする記録方法。
【請求項２３】
　請求項１１ないし２２のいずれかに記載の記録方法において、前記記録液は、２５℃に
おける表面張力が１５～４０ｍＮ／ｍであることを特徴とする記録方法。
【請求項２４】
　請求項１１ないし２３のいずれかに記載の記録方法において、前記記録液は、着色剤と
して分散性着色剤を含有し、この分散性着色剤の平均粒径が０．０１～０．１６μｍであ
ることを特徴とする記録方法。
【請求項２５】
　請求項１１ないし２４のいずれかに記載の記録方法において、前記記録液は、２５℃に
おける粘度が１～３０ｍＰａ・secであることを特徴とする記録方法。
【請求項２６】
　請求項１１ないし２５のいずれかに記載の記録方法において、前記記録液は、界面活性
剤を含有し、この界面活性剤がフッ素系界面活性剤であることを特徴とする記録方法。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は液体吐出ヘッド及び画像形成装置に関し、特に、表面に撥水処理が施された液
体吐出ヘッド及びこの液体吐出ヘッドを備える画像形成装置、液滴を吐出する装置、記録
方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　プリンタ、ファクシミリ、複写装置、これらの複合機等の画像形成装置として、例えば
インクジェット記録装置が知られている。インクジェット記録装置は、液体吐出ヘッドを
記録ヘッドに用いて、記録紙等の被記録媒体（以下「用紙」と称するが、材質を紙に限定
するものではなく、記録媒体、転写紙、転写材、被記録材などとも称される。）に記録液
としてのインク滴を吐出して記録（画像形成、印写、印字、印刷なども同義語で使用する
。）を行なうものである。
【０００３】
　ところで、液体吐出ヘッドはノズルから液滴を吐出させて記録を行うため、ノズルの形
状、精度がインク滴の噴射特性に大きな影響を与える。また、ノズル孔を形成しているノ
ズル形成部材の表面の特性もインク滴の噴射特性に影響を与えることが知られている。例
えば、ノズル形成部材表面のノズル孔周辺部にインクが付着して不均一なインクだまりが
発生すると、インク滴の吐出方向が曲げられたり、インク滴の大きさにバラツキが生じた
り、インク滴の飛翔速度が不安定になる等の不都合が生じることが知られている。
【０００４】
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　そこで、従来の液体吐出ヘッドにおいては、ノズルを形成するノズル形成部材の表面に
インクを弾く撥水処理（撥インク処理）を施すようにするとともに、ノズル形成部材の外
周部を覆うノズルカバーを備える場合には、ノズル表面をクリーニングした後のインクの
拭き溜まりなどが蓄積し、紙面に触れて紙面を汚す等の問題があり、ノズルカバーの紙面
対向面、側面に撥水処理を行ない、ヘッドを固定するヘッドベースにも撥水処理を施すこ
とが知られている。
【特許文献１】特許第３４５７４５８号公報
【特許文献２】特開２００１－３１０４７６号公報
【特許文献３】特開２００２－０６７２８８号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　ところで、上述したようにノズル形成部材の表面やノズルカバーの表面、ヘッドベース
などに撥水処理を施す場合、処理工程の共通化などの目的から同じ処理で同等の撥水性を
持つ撥水層を形成する撥水処理が行なわれている。
【０００６】
　しかしながら、ノズルの形成されたノズル形成部材表面への撥水処理は、ノズルの内壁
への撥水層の侵入防止、撥水層の膜厚の均一化など細心な管理が必要であるのに対し、ノ
ズル形成部材の外周部を形成しているノズルカバーに対する撥水処理では、撥水性の有無
のみのおおまかな管理しか必要としない。
【０００７】
　そのため、これらの異なる要求仕様に対して高い管理性の要求されるノズル形成部材表
面に対する撥水処理として共通化することは、制限の多いノズル形成部材表面への処理を
外周部にも実施することになり、逆に、処理コストを引き上げることになっているという
課題がある。
【０００８】
　特に、ノズル形成部材の外周部にノズルカバーなどの別部材を用いる場合は、ノズルカ
バー単体で撥水処理を実施すればよく、処理の共通化によるメリットよりも、ノズルカバ
ー単体で撥水処理をすることによる工程の単純化や廉価な処理を選定できるというメリッ
トの方が大きくなる。
【０００９】
　また、ノズル形成部材のノズルが形成されているノズル形成部と外周部とが同じ撥水性
を有する撥水処理であることから、全面がほぼ同一な撥水性を持つことになり、拭き残り
のインクはランダムにノズル表面や外周部に残ることになる。これが、堆積するとやはり
紙面汚れの原因となるという課題がある。
【００１０】
　本発明は上記の課題に鑑みてなされたものであり、要求仕様の少ないノズル形成部材の
外周部側の撥水処理を簡略な処理とすることでコストの低減を図れる液体吐出ヘッド及び
この液体吐出ヘッドを備える画像形成装置、液滴を吐出する装置、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】
【００１１】
　上記の課題を解決するため、本発明に係る液体吐出ヘッドは、
　記録液の液滴を吐出するノズルと、このノズルが連通する液室と、この液室内の記録液
を加圧する駆動素子とを備えた液体吐出ヘッドにおいて、
　ノズルを形成したノズル形成部材の表面には前記記録液を弾く撥水処理が施され、かつ
、前記ノズル形成部材の外周部側と前記ノズルが形成されたノズル形成部とで前記撥水処
理が異なる処理であり、
　前記ノズル形成部材の外周部側の撥水性が前記ノズル形成部側の撥水性よりも相対的に
高く、
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　前記ノズル形成部材の外周部側は前記ノズル形成部の表面より相対的に高くなっている
構成とした。
【００１５】
　本発明に係る画像形成装置は、本発明に係る液体吐出ヘッドで構成した記録液の液滴を
吐出する記録ヘッドを備えたものである。
【００１７】
　本発明に係る液滴を吐出する装置は、本発明に係る液体吐出ヘッドを備えているもので
ある。
【００１８】
　本発明に係る記録方法は、本発明に係る液体吐出ヘッドから記録液の液滴を吐出して記
録媒体に記録を行う構成とした。
【発明の効果】
【００２２】
　本発明に係る液体吐出ヘッドによれば、要求仕様の少ないノズル形成部材の外周部側の
撥水処理を簡略な処理とすることでコストの低減を図れる。
【００２３】
　本発明に係る画像形成装置、本発明に係る液滴を吐出する装置によれば、本発明に係る
液体吐出ヘッドを備えているので、低コスト化を図ることができる。
【００２４】
　本発明に係る記録方法によれば、本発明に係る液体吐出ヘッドから液滴を吐出して記録
を行うので、高画質画像を記録することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２５】
　以下、本発明の実施形態について添付図面を参照して説明する。本発明に係る液体吐出
ヘッドの第１実施形態について図１ないし図３を参照して説明する。なお、図１は同ヘッ
ドの分解斜視説明図、図２は同ヘッドの液室長手方向に沿う断面説明図、図３は同ヘッド
の液室短手方向に沿う断面説明図である。
【００２６】
　この液体吐出ヘッドは、例えば単結晶シリコン基板で形成した流路板１と、この流路板
１の上面に接合したノズル形成部材であるノズル板２と、この流路板１の下面に接合した
振動板３とを有し、これらによって液滴を吐出するノズル４が連通路５を介して連通する
加圧液室６、流体抵抗部７、この流体抵抗部７を介して液室６と連通する連通部８を形成
し、連通部８に振動板３に形成した供給口９を介して後述するフレーム部材１７に形成し
た共通液室１０から記録液（例えばインク）を供給する。
【００２７】
　そして、液室６の壁面を形成する振動板３の面外側（液室６と反対面側）に、各加圧液
室６に対応して、振動板３に形成した図示しない連結部を介して駆動素子（アクチュエー
タ手段、圧力発生手段）としての積層型圧電素子１２の上端面を接合している。また、積
層型圧電素子１２の下端面はベース部材１３に接合している。
【００２８】
　ここで、圧電素子１２は、圧電材料層２１と内部電極２２ａ、２２ｂとを交互に積層し
たものであり、内部電極２２ａ、２２ｂをそれぞれ端面に引き出して端面電極（外部電極
）２３ａ、２３ｂに接続し、端面電極２３ａ、２３ｂに電圧を印加することで積層方向の
変位を生じる。
【００２９】
　そして、圧電素子１２には駆動信号を与えるために半田接合又はＡＣＦ（異方導電性膜
）接合若しくはワイヤボンディングでＦＰＣケーブル１５を接続し、このＦＰＣケーブル
１５には各圧電素子１２に選択的に駆動波形を印加するための図示しない駆動回路（ドラ
イバＩＣ）を実装する。
【００３０】



(6) JP 4889450 B2 2012.3.7

10

20

30

40

50

　なお、液室短手方向（ノズル４の並び方向）では、図３に示すように、圧電素子１２と
支柱部１２Ａを交互に配置したバイピッチ構造とすることもできるし、あるいは、図４に
示すように、支柱部１２を設けないノーマルピッチ構造とすることもできる。
【００３１】
　このヘッドでは、圧電素子１２の圧電方向としてｄ３３方向の変位を用いて液室６内イ
ンクを加圧する構成とし、更に、液滴の吐出方向が液室６での記録液の流れ方向と異なる
サイドシュータ方式で液滴を吐出させる構成としている。サイドシュータ方式とすること
で、圧電素子１２の大きさが略ヘッドの大きさとなり、圧電素子１２の小型化を直接ヘッ
ドの小型化に結びつけることができ、ヘッドの小型化を図り易い。
【００３２】
　さらに、これらの圧電素子１２、ベース部材１３及びＦＰＣ１５などで構成されるアク
チュエータ部の外周側には、エポキシ系樹脂或いはポリフェニレンサルファイトで射出成
形により形成したフレーム部材１７を接合している。そして、このフレーム部材１７には
前述した共通液室１０を形成するとともに、この共通液室１０に外部から記録液を供給す
るための供給口１９を形成し、この供給口１９は更に図示しないサブタンクや記録液カー
トリッジなどの記録液供給源に接続される。
【００３３】
　ここで、流路板１は、例えば結晶面方位（１１０）の単結晶シリコン基板を水酸化カリ
ウム水溶液（ＫＯＨ）などのアルカリ性エッチング液を用いて異方性エッチングすること
で、連通路５、加圧液室６となる貫通穴、流体抵抗部７、連通部８などを構成する溝部を
それぞれ形成している。なお、加圧液室６はそれぞれ隔壁６ａにて隔てられている。
【００３４】
　ノズル板２は、ニッケル（Ｎｉ）の金属プレートから形成したもので、エレクトロフォ
ーミング法（電鋳）で製造している。このノズル板３には各加圧室６に対応して直径１０
～３５μｍのノズル４を形成し、流路板１に接着剤接合している。そして、このノズル板
３の液滴吐出側面（吐出方向の表面：吐出面、又は液室６側と反対の面）には、後述する
ように異なる撥水処理で形成した２種類の撥水層を設けている。
【００３５】
　振動板３はニッケル（Ｎｉ）の金属プレートから形成したもので、エレクトロフォーミ
ング法（電鋳）で製造している。この振動板３は加圧液室６に対応する部分を、変形を容
易にするための薄肉部とし、中央部には圧電素子１２と接合するための図示しない連結部
を設けている。
【００３６】
　圧電素子１２は、積層型圧電素子部材をベース部材１３の接合した後、ダイシングソー
などによって溝加工を施すことによって分割して形成したものである。前述した図３のバ
イピッチ構造をとるときの支柱部１２Ａは、溝加工によって形成される圧電素子部材であ
るが、駆動電圧を印加しないので単なる支柱として機能するだけである。
【００３７】
　このように構成した液体吐出ヘッドにおいては、例えば押し打ち方式で駆動する場合に
は、図示しない制御部から記録する画像に応じて複数の圧電素子２に２０～５０Ｖの駆動
パルス電圧を選択的に印加することによって、パルス電圧が印加された圧電素子１２が変
位して振動板３をノズル板２方向に変形させ、液室６の容積（体積）変化によって液室６
内の液体を加圧することで、ノズル板２のノズル４から液滴が吐出される。そして、液滴
の吐出に伴って液室６内の圧力が低下し、このときの液流れの慣性によって液室６内には
若干の負圧が発生する。この状態の下において、圧電素子１２への電圧の印加をオフ状態
にすることによって、振動板２が元の位置に戻って液室６が元の形状になるため、さらに
負圧が発生する。このとき、共通液室１０から液室６内に記録液が充填され、次の駆動パ
ルスの印加に応じて液滴がノズル４から吐出される。
【００３８】
　なお、液体吐出ヘッドは、上記の押し打ち以外にも、引き打ち方式（振動板３を引いた
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状態から開放して復元力で加圧する方式）、引き－押し打ち方式（振動板３を中間位置で
保持しておき、この位置から引いた後、押出す方式）などの方式で駆動することもできる
。
【００３９】
　そこで、この液体吐出ヘッドにおけるノズル形成部材であるノズル板２について図５及
び図６をも参照して説明する。なお、図５はノズル板２の平面説明図、図６は図５のＡ－
Ａ線に沿う断面説明図である。
　ノズル板２の表面のノズル４を形成したノズル形成部３１の表面には第１の撥水処理に
よる第１撥水層４１を、ノズル板２の外周部（表面の周縁部）３２の表面には第１の撥水
処理とは異なる第２の撥水処理による第２撥水層４２を形成している。なお、「ノズル形
成部」とはノズル板のうちのノズルを含む領域部分であり、ノズル板の表面のうちの外縁
部（外周部）を除いた領域を指す用語として用いる。また、第１の撥水処理と第２の撥水
処理とは異なる材料を用いた撥水処理としている。
【００４０】
　ノズル板２の外周部（表面の周縁部）３２は、ノズル板２表面をクリーニングワイパー
でクリーニング（ワイピング）するときに、クリーニングワイパーの拭き終わりの位置に
なるため、インクの拭き残しが堆積しやすく、ここに堆積したインクは紙面汚れの原因と
なることから、この対策として、ノズル形成部材の外周部にも撥水処理を施している。
【００４１】
　したがってまた、この例ではノズル板２の外周部３２の全周にわたって第２撥水層４２
を形成しているが、図７に示すように、ノズル板２の外周部のうちのワイピング方向の拭
き始め側部分及び拭き終わり側部分だけに第２の撥水層４２を形成するようにしても良い
。
【００４２】
　このように、ノズルを形成したノズル形成部材の表面には記録液を弾く撥水処理が施さ
れ、かつ、ノズル形成部材の外周部とノズルが形成されたノズル形成部とで撥水処理が異
なる処理である構成とすることによって、要求仕様の少ない外周部についての撥水処理を
簡略な処理とすることができ、ヘッドの低コスト化を図ることができる。
【００４３】
　次に、本発明の第２実施形態に係る液体吐出ヘッドについて図８を参照して説明する。
なお、図８は同ヘッドの断面説明図である。
　ここでは、ノズル板２の外周部３２に第２の撥水処理としてノズル板２のエッジ部２ａ
を保護するように保護手段として撥水性を有する樹脂材料からなる第２撥水層４２を塗布
したものである。なお、ノズル板２のノズル形成部３１の表面には第１実施形態と同様に
第１の撥水処理による第１の撥水層４１を形成している。
【００４４】
　このようなノズル形成部材のエッジ部の保護方法は一般的に行なわれるもので、用紙の
エッジが接触することによるノズル形成部材の剥離などを防止する効果がある。この場合
、一般に、ノズル形成部材表面の撥水処理は、ノズルの内壁に撥水剤が回りこまないよう
に、材料、工法的な制約があるが、ノズル形成部材外周部の撥水処理をノズル形成部材の
ノズル形成部の表面とは異なる処理にすることで、外周部については、材質、粘度、工法
にとらわれることなく、自由な選定が可能となる。
【００４５】
　例えば、ノズル形成部材のノズル形成部表面の撥水処理は薄膜で形成する必要があるた
め、一般的に低粘度な材料が用いられる。このため、従来であれば、ノズル形成部材の外
周部についても樹脂の保護剤を塗布した後に、さらにノズル形成部表面を低粘度の撥水剤
でコーティングする必要があるのに対し、撥水処理を外周部とノズル形成部とで異ならせ
ることにより、この実施形態のように外周部には撥水性を持つ高粘度樹脂材料などを直接
塗布することが可能となり、大幅な工程の短縮を図ることができる。
【００４６】
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　次に、本発明の第３実施形態に係る液体吐出ヘッドについて図９を参照して説明する。
なお、図９は同ヘッドの断面説明図である。
　ここでは、ノズル板２の外周部３２及びヘッド側面を保護するノズルカバー５１を装着
し、このノズルカバー５１の少なくとも紙面に対向する表面部分５１ａに第２の撥水処理
による第２撥水層４２を形成することで、ノズル板３の外周部側にノズル形成部３１表面
の第１撥水層４１とは異なる第２撥水層４２を形成したものである。この場合、ノズル板
２の表面処理を簡略化するために、ノズル板２の表面にはノズルカバー５１によって覆わ
れる外縁部を含めて全面に第１撥水層４１を形成している。
【００４７】
　上述したように、ノズル形成部材のノズル形成部表面の撥水処理はノズル内壁の保護な
どの制約があり、塗布工程も複雑なものとなるが、ノズルカバーの撥水処理についてはこ
のような制約はなく、例えば、速乾性の材料を選定すれば、ノズルカバーを撥水剤液へ単
純にディッピングし、乾燥するだけで塗布を完了することが可能となり、大幅な工程の短
縮を図ることができる。なお、図９ではノズルカバー５１の外面側だけに第２撥水層４２
を図示しているが、ノズルカバー５１にディピングで第２撥水層４２を形成する場合には
、外面及び内面の全面に第２撥水層４２が形成される。
【００４８】
　これらの各実施形態からも明らかなように、ノズル形成部材のノズル形成部と外周部と
で異なる撥水処理を施すことによって、材料的にも、工法的にも自由度が増え、高品質で
低コストのヘッドを得ることができる。
【００４９】
　次に、第１撥水層と第２撥水層の撥水性について、第３実施形態を例にして、図１０な
いし図１２を参照して説明する。なお、図１０はノズル面をワイピングするときの説明図
、図１１及び図１２は図１０のＢ部の拡大図である。
　第１撥水層４１と第２撥水層４２とでは、ノズル板２の外周部側（ここではノズルカバ
ー５１）の第２撥水層４２の撥水性がノズル板２のノズル形成部３１の第１撥水層４１の
撥水性よりも高いことが好ましい。
【００５０】
　つまり、ノズル形成部３１表面（第1撥水層４１）の撥水性がノズル板２の外周部側の
第２撥水層４２の撥水性より高いか同じである場合には、図１０及び図１１に示すように
、ワイパー６１によってノズル面をワイピング（クリーニング）したとき、ヘッド外周部
側に一部拭き残り（残インク６２）が発生することがある。この部位への拭き残りによる
インク堆積は、用紙面との擦れを招き、結果的に印字品質の低下を招くことになる。
【００５１】
　これに対し、ノズル板２の外周部側の撥水性がノズル形成部３１の撥水性よりも高い場
合には、図１２に示すように、インクが撥水処理の境界領域に溜まり、ノズル板２の外周
側を汚すことが低減する。一般的に、ノズル板２の外周部側は第２、第３実施形態で説明
したように、ノズル板２自体の表面より高くなっている場合が多く、外周部側ではなく、
ノズル形成部３１の表面の端にインクが残るだけでは、残インク残が用紙面と擦れること
がなく、印字品質の低下を防止することができる。
【００５２】
　次に、本発明の第４実施形態に係る液体吐出ヘッドについて図１３及び図１４を参照し
て説明する。なお、図１３は同ヘッドの断面説明図、図１４は図１３のＣ部の拡大図であ
る。
　ここでは、上述したようにノズルカバー５１にディピングなどで第２撥水層４２を形成
することによって、外面及び内面の全面に第２撥水層４２を形成している。ノズルカバー
５１の内面側（裏面側）にも撥水処理が施されていることによって、ヘッドクリーニング
によりワイピングされたインクはノズルカバー５１の内側に入りこむことなく、図１４に
示すように、残インクはノズル形成部とノズルカバー５１境界部に残る。このため、ノズ
ルカバー５１の内側で耐インク性のない処理を実施しても、インクが侵入しないため、ヘ
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ッドの信頼性が損なわれることがない。つまり、ノズルカバー５１の外面側だけに第２撥
水層４２を形成した図１２に示す例では、同図に示すように、ノズルカバー５１の内側に
インクが侵入することがあるが、この実施形態ではノズルカバー５１の内側にインクが侵
入することを確実に防止できる。
【００５３】
　具体的には、共通液室１０内での液振動を抑えるために、共通液室１０上の振動板２に
制振材７１（この制振材は低分子樹脂のため、一般的にインクに溶出してしまう。）を塗
布することができるようになる。
【００５４】
　次に、上記各実施形態で用いる撥水処理（撥インク処理）の例について説明すると、撥
水処理としては、Ｎｉ-ＰＴＦＥ共析メッキや、フッ素系樹脂、シリコーン系樹脂のコー
ティング、蒸着膜など各種あるが、粘度の高いインク、さらに発色性の高いフッ素系含有
インクに対しての撥インク性を確保するためには、シリコーン系の処理、もしくはフッ素
系処理でもフッ素非晶質化合物を用いた処理が好ましい。
【００５５】
　具体的には、シリコーン系樹脂材料としては、信越化学工業社製のシリコーンレジンＫ
Ｒシリーズ（商品名）、東レダウコーニングシリコーン社製のＳＲシリーズ（商品名）な
ど、フッ素非晶質化合物としてはダイキン工業社製のオプツール（商品名）、旭硝子社製
のサイトップ（商品名）などが挙げられる。
【００５６】
　これらのシリコーン系樹脂材料を用いた撥インク処理は、ノズル板のノズル形成部表面
、ノズル形成部材の外周部のいずれに対しても施すことができるが、フッ素系界面活性剤
含有高粘度インクに対しては一般的にフッ素非晶質化合物の方が撥インク性が良好なため
、両処理を併用する場合は、ノズル形成部材のノズル形成部表面にシリコーン系樹脂、ノ
ズル形成部材の外周部にフッ素非晶質化合物を使用することが好ましい。
【００５７】
　次に、本発明に係る液体吐出ヘッドを備えた本発明に係る液滴を吐出する装置を含む画
像形成装置の一例について図１５及び図１６を参照して説明する。なお、図１５は同画像
形成装置の全体構成を説明する側面説明図、図１６は同装置の要部平面説明図である。
【００５８】
　この画像形成装置は、図示しない左右の側板に横架したガイド部材であるガイドロッド
１０１とガイドレール１０２とでキャリッジ１０３を主走査方向に摺動自在に保持し、主
走査モータ１０４で駆動プーリ１０６Ａと従動プーリ１０６Ｂ間に架け渡したタイミング
ベルト１０５を介して矢示方向（主走査方向）に移動走査する。
【００５９】
　このキャリッジ１０３には、例えば、ブラック（Ｋ）、シアン（Ｃ）、マゼンタ（Ｍ）
、イエロー（Ｙ）の各色の記録液の液滴（インク滴）を吐出する独立した４個の本発明に
係る液体吐出ヘッド１０７ｋ、１０７ｃ、１０７ｍ、１０７ｙで構成した記録ヘッド１０
７を主走査方向に沿う方向に配置し、液滴吐出方向を下方に向けて装着している。なお、
ここでは独立した液体吐出ヘッドを用いているが、各色の記録液の液滴を吐出する複数の
ノズル列を有する１又は複数のヘッドを用いる構成とすることもできる。また、色の数及
び配列順序はこれに限るものではない。
【００６０】
　キャリッジ１０３には、記録ヘッド１０７に各色のインクを供給するための各色のサブ
タンク１０８を搭載している。このサブタンク１０８にはインク供給チューブ１０９を介
して図示しないメインタンク（インクカートリッジ）からインクが補充供給される。
【００６１】
　一方、給紙カセット１１０などの用紙積載部（圧板）１１１上に積載した被記録媒体（
用紙）１１２を給紙するための給紙部として、用紙積載部１１１から用紙１１２を１枚ず
つ分離給送する半月コロ（給紙ローラ）１１３及び給紙ローラ１１３に対向し、摩擦係数
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の大きな材質からなる分離パッド１１４を備え、この分離パッド１１４は給紙ローラ１１
３側に付勢されている。
【００６２】
　そして、この給紙部から給紙された用紙１１２を記録ヘッド１０７の下方側で搬送する
ための搬送部として、用紙１１２を静電吸着して搬送するための搬送ベルト１２１と、給
紙部からガイド１１５を介して送られる用紙１１２を搬送ベルト１２１との間で挟んで搬
送するためのカウンタローラ１２２と、略鉛直上方に送られる用紙１１２を略９０°方向
転換させて搬送ベルト１２１上に倣わせるための搬送ガイド１２３と、押さえ部材１２４
で搬送ベルト１２１側に付勢された加圧コロ１２５Ａ及び先端加圧コロ１２５Ｂとを備え
ている。また、搬送ベルト１２１表面を帯電させるための帯電手段である帯電ローラ１２
６を備えている。
【００６３】
　ここで、搬送ベルト１２１は、無端状ベルトであり、搬送ローラ１２７とテンションロ
ーラ１２８との間に掛け渡されて、副走査モータ１３１からタイミングベルト１３２及び
タイミングローラ１３３を介して搬送ローラ１２７が回転されることで、ベルト搬送方向
（副走査方向）に周回するように構成している。なお、搬送ベルト１２１の裏面側には記
録ヘッド１０７による画像形成領域に対応してガイド部材１２９を配置している。
【００６４】
　帯電ローラ１２６は、搬送ベルト１２１の表層に接触し、搬送ベルト１２１の回動に従
動して回転するように配置され、加圧力として軸の両端に各２．５Ｎをかけている。
【００６５】
　さらに、記録ヘッド１０７で記録された用紙１１２を排紙するための排紙部として、搬
送ベルト１２１から用紙１１２を分離するための分離部と、排紙ローラ１５２及び排紙コ
ロ１５３と、排紙される用紙１１２をストックする排紙トレイ１５４とを備えている。
【００６６】
　また、背部には両面給紙ユニット１５５が着脱自在に装着されている。この両面給紙ユ
ニット１５５は搬送ベルト１２１の逆方向回転で戻される用紙１１２を取り込んで反転さ
せて再度カウンタローラ１２２と搬送ベルト１２１との間に給紙する。
【００６７】
　さらに、図１４に示すように、キャリッジ１０３の走査方向の一方側の非印字領域には
、記録ヘッド１０７のノズルの状態を維持し、回復するための維持回復機構１５６を配置
している。
【００６８】
　この維持回復機１５６は、記録ヘッド１０７の各ノズル面をキャピングするための各キ
ャップ１５７と、ノズル面をワイピングするためのブレード部材であるワイパーブレード
１５８と、増粘した記録液を排出するために記録に寄与しない液滴を吐出させる空吐出を
行なうときの液滴を受ける空吐出受け１５９などを備えている。
【００６９】
　次に、本発明に係る液体吐出ヘッドから液滴を吐出して記録媒体（用紙）に記録をする
本発明に係る記録方法で用いる記録液としてのインクについて説明する。
　本発明に係る記録方法で用いるインクは、少なくとも水、着色剤、及び湿潤剤を含有し
てなり、浸透剤、界面活性剤、更に必要に応じてその他の成分を含有してなる。
【００７０】
　ここで、インクは、２５℃における表面張力が、１５～４０ｍＮ／ｍであり、２０～３
５ｍＮ／ｍがより好ましい。表面張力１５ｍＮ／ｍ未満であると、本発明に係る液体吐出
ヘッドのノズルプレート（ノズル板）に濡れすぎてインク滴の形成（粒子化）がうまくで
きなかったり、本発明に係る記録方法で用いる記録用メディア上での滲みが顕著となり、
安定したインクの吐出が得られないことがあり、４０ｍＮ／ｍを超えると、記録用メディ
アへのインク浸透が十分に起こらず、ビーディングの発生や乾燥時間の長時間化を招くこ
とがある。
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【００７１】
　上記表面張力は、例えば、表面張力測定装置（協和界面科学株式会社製、ＣＢＶＰ－Ｚ
）を用い、白金プレートを使用して２５℃で測定することができる。
【００７２】
　また、インクの色材としては、顔料、染料のいずれでも用いることができ、また、混合
して用いることができる。
【００７３】
〔顔料〕
　顔料としては、以下に挙げるものが好適に用いられる。また、これら顔料は複数種類を
混合して用いても良い。
【００７４】
　有機顔料としては、アゾ系、フタロシアニン系、アントラキノン系、キナクリドン系、
ジオキサジン系、インジゴ系、チオインジゴ系、ペリレン系、イソインドレノン系、アニ
リンブラック、アゾメチン系、ローダミンＢレーキ顔料、カーボンブラック等が挙げられ
る。
【００７５】
　無機顔料として酸化鉄、酸化チタン、炭酸カルシウム、硫酸バリウム、水酸化アルミニ
ウム、バリウムイエロー、紺青、カドミウムレッド、クロムイエロー、金属粉が挙げられ
る。
【００７６】
　これらの顔料の粒子径は０．０１～０．３０μｍで用いることが好ましく、０．０１μ
ｍ以下では粒子径が染料に近づくため、耐光性、フェザリングが悪化してしまう。また、
０．３０μｍ以上では、吐出口の目詰まりやプリンタ内のフィルタでの目詰まりが発生し
、吐出安定性を得ることができない。０．０１～０．１６μｍであることが目詰まりや吐
出安定性の観点からより好ましい。
【００７７】
　ブラック顔料インクに使用されるカーボンブラックとしては、ファーネス法、チャネル
法で製造されたカーボンブラックで、一次粒径が、１５～４０ミリミクロン、ＢＥＴ法に
よる比表面積が、５０～３００平方メートル／ｇ、ＤＢＰ吸油量が、４０～１５０ｍｌ／
１００ｇ、揮発分が０．５～１０％、ｐＨ値が２～９を有するものが好ましい。このよう
なものとしては、例えば、Ｎｏ．２３００、Ｎｏ．９００、ＭＣＦ－８８、Ｎｏ．３３、
Ｎｏ．４０、Ｎｏ．４５、Ｎｏ．５２、ＭＡ７、ＭＡ８、ＭＡ１００、Ｎｏ．２２００Ｂ
（以上、三菱化学製）、Ｒａｖｅｎ７００、同５７５０、同５２５０、同５０００、同３
５００、同１２５５（以上、コロンビア製）、Ｒｅｇａｌ４００Ｒ、同３３０Ｒ、同６６
０Ｒ、ＭｏｇｕｌＬ、Ｍｏｎａｒｃｈ７００、同８００、同８８０、同９００、同１００
０、同１１００、同１３００、Ｍｏｎａｒｃｈ１４００（以上、キャボット製）、カラー
ブラックＦＷ１、同ＦＷ２、同ＦＷ２Ｖ、同ＦＷ１８、同ＦＷ２００、同Ｓ１５０、同Ｓ
１６０、同Ｓ１７０、プリンテックス３５、同Ｕ、同Ｖ、同１４０Ｕ、同１４０Ｖ、スペ
シャルブラック６、同５、同４Ａ、同４（以上、デグッサ製）等を使用することができる
が、これらに限定されるものではない。
【００７８】
　カラー顔料の具体例を以下に挙げる。
　有機顔料としてアゾ系、フタロシアニン系、アントラキノン系、キナクリドン系、ジオ
キサジン系、インジゴ系、チオインジゴ系、ペリレン系、イソインドレノン系、アニリン
ブラック、アゾメチン系、ローダミンＢレーキ顔料、カーボンブラック等が挙げられ、無
機顔料として酸化鉄、酸化チタン、炭酸カルシウム、硫酸バリウム、水酸化アルミニウム
、バリウムイエロー、紺青、カドミウムレッド、クロムイエロー、金属粉等が挙げられる
。
【００７９】
　色別により具体的には以下のものが挙げられる。
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　イエローインクに使用できる顔料の例としては、例えば、Ｃ．Ｉ．ピグメントイエロー
１、同２、同３、同１２、同１３、同１４、同１６、同１７、同７３、同７４、同７５、
同８３、同９３、同９５、同９７、同９８、同１１４、同１２８、同１２９、同１５１、
同１５４等が挙げられるが、これらに限られるものではない。
【００８０】
　マゼンタインクに使用できる顔料の例としては、例えば、Ｃ．Ｉ．ピグメントレッド５
、同７、同１２、同４８（Ｃａ）、同４８（Ｍｎ）、同５７（Ｃａ）、同５７：１、同１
１２、同１２３、同１６８、同１８４、同２０２等が挙げられるが、これらに限られるも
のではない。
【００８１】
　シアンインクに使用できる顔料の例としては、例えば、Ｃ．Ｉ．ピグメントブルー１、
同２、同３、同１５：３、同１５：３４、同１６、同２２、同６０、Ｃ．Ｉ．バットブル
ー４、同６０等が挙げられるが、これらに限られるものではない。
【００８２】
　また、本発明で使用する各インクに含有される顔料は、本発明のために新たに製造され
たものでも使用可能である。
【００８３】
　以上に挙げた顔料は高分子分散剤や界面活性剤を用いて水性媒体に分散させることでイ
ンクジェット用記録液とすることができる。このような有機顔料粉体を分散させるための
分散剤としては、通常の水溶性樹脂や水溶性界面活性剤を用いることができる。
【００８４】
　水溶性樹脂の具体例としては、スチレン、スチレン誘導体、ビニルナフタレン誘導体、
α，β－エチレン性不飽和カルボン酸の脂肪族アルコールエステル等、アクリル酸、アク
リル酸誘導体、マレイン酸、マレイン酸誘導体、イタコン酸、イタコン酸誘導体、フマー
ル酸、フマール酸誘導体等から選ばれた少なくとも２つ以上の単量体からなるブロック共
重合体、あるいはランダム共重合体、又はこれらの塩等が挙げられる。
【００８５】
　これらの水溶性樹脂は、塩基を溶解させた水溶液に可溶なアルカリ可溶型樹脂であり、
これらの中でも重量平均分子量３０００～２００００のものが、インクジェット用記録液
に用いた場合に、分散液の低粘度化が可能であり、かつ分散も容易であるという利点があ
るので特に好ましい。
【００８６】
　高分子分散剤と自己分散型顔料を同時に使うことは、適度なドット径を得られるため好
ましい組み合わせである。その理由は明かでないが、以下のように考えられる。
　高分子分散剤を含有することで記録紙への浸透が抑制される。その一方で、高分子分散
剤を含有することで自己分散型顔料の凝集が抑えられるため、自己分散型顔料が横方向に
スムーズに拡がることができる。そのため、広く薄くドットが拡がり、理想的なドットが
形成できると考えられる。
【００８７】
　また、分散剤として使用できる水溶性界面活性剤の具体例としては、下記のものが挙げ
られる。例えば、アニオン性界面活性剤としては、高級脂肪酸塩、アルキル硫酸塩、アル
キルエーテル硫酸塩、アルキルエステル硫酸塩、アルキルアリールエーテル硫酸塩、アル
キルスルホン酸塩、スルホコハク酸塩、アルキルアリル及びアルキルナフタレンスルホン
酸塩、アルキルリン酸塩、ポリオキシエチレンアルキルエーテルリン酸エステル塩、アル
キルアリルエーテルリン酸塩等が挙げられる。又、カチオン性界面活性剤としては、アル
キルアミン塩、ジアルキルアミン塩、テトラアルキルアンモニウム塩、ベンザルコニウム
塩、アルキルピリジニウム塩、イミダゾリニウム塩等が挙げられる。
【００８８】
　更に両性界面活性剤としては、ジメチルアルキルラウリルベタイン、アルキルグリシン
、アルキルジ（アミノエチル）グリシン、イミダゾリニウムベタイン等が挙げられる。又
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、ノニオン性界面活性剤としては、ポリオキシエチレンアルキルエーテル、ポリオキシエ
チレンアルキルアリルエーテル、ポリオキシエチレンポリオキシプロピレングリコール、
グリセリンエステル、ソルビタンエステル、ショ糖エステル、グリセリンエステルのポリ
オキシエチレンエーテル、ソルビタンエステルのポリオキシエチレンエーテル、ソルビト
ールエステルのポリオキシエチレンエーテル、脂肪酸アルカノールアミド、ポリオキシエ
チレン脂肪酸アミド、アミンオキシド、ポリオキシエチレンアルキルアミン等が挙げられ
る。
【００８９】
　また、顔料は親水性基を有する樹脂によって被覆し、マイクロカプセル化することで、
分散性を与えることもできる。
【００９０】
　水不溶性の顔料を有機高分子類で被覆してマイクロカプセル化する方法としては、従来
公知のすべての方法を用いることが可能である。従来公知の方法として、化学的製法、物
理的製法、物理化学的方法、機械的製法などが挙げられる。具体的には、界面重合法、ｉ
ｎ－ｓｉｔｕ重合法、液中硬化被膜法、コアセルベーション（相分離）法、液中乾燥法、
融解分散冷却法、気中懸濁被覆法、スプレードライング法、酸析法、転相乳化法などを挙
げることができる。
【００９１】
　界面重合法とは、２種のモノマーもしくは２種の反応物を、分散相と連続相に別々に溶
解しておき、両者の界面において両物質を反応させて壁膜を形成させる方法である。ｉｎ
－ｓｉｔｕ重合法とは、液体または気体のモノマーと触媒、もしくは反応性の物質２種を
連続相核粒子側のどちらか一方から供給して反応を起こさせ壁膜を形成させる方法である
。液中硬化被膜法とは、芯物質粒子を含む高分子溶液の滴を硬化剤などにより、液中で不
溶化して壁膜を形成する方法である。
【００９２】
　コアセルベーション（相分離）法とは、芯物質粒子を分散している高分子分散液を、高
分子濃度の高いコアセルベート（濃厚相）と希薄相に分離させ、壁膜を形成させる方法で
ある。液中乾燥法とは、芯物質を壁膜物質の溶液に分散した液を調製し、この分散液の連
続相が混和しない液中に分散液を入れて、複合エマルションとし、壁膜物質を溶解してい
る媒質を徐々に除くことで壁膜を形成させる方法である。
【００９３】
　融解分散冷却法とは、加熱すると液状に溶融し常温では固化する壁膜物質を利用し、こ
の物質を加熱液化し、その中に芯物質粒子を分散し、それを微細な粒子にして冷却し壁膜
を形成させる方法である。気中懸濁被覆法とは、粉体の芯物質粒子を流動床によって気中
に懸濁し、気流中に浮遊させながら、壁膜物質のコーティング液を噴霧混合させて、壁膜
を形成させる方法である。
【００９４】
　スプレードライング法とは、カプセル化原液を噴霧してこれを熱風と接触させ、揮発分
を蒸発乾燥させ壁膜を形成させる方法である。酸析法とは、アニオン性基を含有する有機
高分子化合物類のアニオン性基の少なくとも一部を塩基性化合物で中和することで水に対
する溶解性を付与し色材と共に水性媒体中で混練した後、酸性化合物で中性または酸性に
し有機化合物類を析出させ色材に固着せしめた後に中和し分散させる方法である。転相乳
化法とは、水に対して分散能を有するアニオン性有機高分子類と色材とを含有する混合体
を有機溶媒相とし、前記有機溶媒相に水を投入するかもしくは、水に前記有機溶媒相を投
入する方法である。
【００９５】
　マイクロカプセルの壁膜物質を構成する材料として使用される有機高分子類（樹脂）と
しては、例えば、ポリアミド、ポリウレタン、ポリエステル、ポリウレア、エポキシ樹脂
、ポリカーボネート、尿素樹脂、メラミン樹脂、フェノール樹脂、多糖類、ゼラチン、ア
ラビアゴム、デキストラン、カゼイン、タンパク質、天然ゴム、カルボキシポリメチレン
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、ポリビニルアルコール、ポリビニルピロリドン、ポリ酢酸ビニル、ポリ塩化ビニル、ポ
リ塩化ビニリデン、セルロース、エチルセルロース、メチルセルロース、ニトロセルロー
ス、ヒドロキシエチルセルロース、酢酸セルロース、ポリエチレン、ポリスチレン、（メ
タ）アクリル酸の重合体または共重合体、（メタ）アクリル酸エステルの重合体または共
重合体、（メタ）アクリル酸－（メタ）アクリル酸エステル共重合体、スチレン－（メタ
）アクリル酸共重合体、スチレン－マレイン酸共重合体、アルギン酸ソーダ、脂肪酸、パ
ラフィン、ミツロウ、水ロウ、硬化牛脂、カルナバロウ、アルブミンなどが挙げられる。
【００９６】
　これらの中ではカルボン酸基またはスルホン酸基などのアニオン性基を有する有機高分
子類を使用することが可能である。また、ノニオン性有機高分子としては、例えば、ポリ
ビニルアルコール、ポリエチレングリコールモノメタクリレート、ポリプロピレングリコ
ールモノメタクリレート、メトキシポリエチレングリコールモノメタクリレートまたはそ
れらの（共）重合体）、２－オキサゾリンのカチオン開環重合体などが挙げられる。特に
、ポリビニルアルコールの完全ケン物は、水溶性が低く、熱水には解け易いが冷水には解
けにくいという性質を有しており特に好ましい。
【００９７】
　また、マイクロカプセルの壁膜物質を構成する有機高分子類の量は、有機顔料またはカ
ーボンブラックなどの水不溶性の色材に対して１重量％以上２０重量％以下である。有機
高分子類の量を上記の範囲にすることによって、カプセル中の有機高分子類の含有率が比
較的低いために、有機高分子類が顔料表面を被覆することに起因する顔料の発色性の低下
を抑制することが可能となる。有機高分子類の量が１重量％未満ではカプセル化の効果を
発揮しづらくなり、逆に２０重量％を越えると、顔料の発色性の低下が著しくなる。さら
に他の特性などを考慮すると有機高分子類の量は水不溶性の色材に対し５～１０重量％の
範囲が好ましい。
【００９８】
　すなわち、色材の一部が実質的に被覆されずに露出しているために発色性の低下を抑制
することが可能となり、また、逆に、色材の一部が露出せずに実質的に被覆されているた
めに顔料が被覆されている効果を同時に発揮することが可能となるのである。また、有機
高分子類の数平均分子量としては、カプセル製造面などから、２０００以上であることが
好ましい。ここで「実質的に露出」とは、例えば、ピンホール、亀裂などの欠陥などに伴
う一部の露出ではなく、意図的に露出している状態を意味するものである。
【００９９】
　さらに、色材として自己分散性の顔料である有機顔料または自己分散性のカーボンブラ
ックを用いれば、カプセル中の有機高分子類の含有率が比較的低くても、顔料の分散性が
向上するために、十分なインクの保存安定性を確保することが可能となるので本発明には
より好ましい。
【０１００】
　なお、マイクロカプセル化の方法によって、それに適した有機高分子類を選択すること
が好ましい。例えば、界面重合法による場合は、ポリエステル、ポリアミド、ポリウレタ
ン、ポリビニルピロリドン、エポキシ樹脂などが適している。ｉｎ－ｓｉｔｕ重合法によ
る場合は、（メタ）アクリル酸エステルの重合体または共重合体、（メタ）アクリル酸－
（メタ）アクリル酸エステル共重合体、スチレン－（メタ）アクリル酸共重合体、ポリ塩
化ビニル、ポリ塩化ビニリデン、ポリアミドなどが適している。液中硬化法による場合は
、アルギン酸ソーダ、ポリビニルアルコール、ゼラチン、アルブミン、エポキシ樹脂など
が適している。コアセルベーション法による場合は、ゼラチン、セルロース類、カゼイン
などが適している。また、微細で、且つ均一なマイクロカプセル化顔料を得るためには、
勿論前記以外にも従来公知のカプセル化法すべてを利用することが可能である。
【０１０１】
　マイクロカプセル化の方法として転相法または酸析法を選択する場合は、マイクロカプ
セルの壁膜物質を構成する有機高分子類としては、アニオン性有機高分子類を使用する。
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転相法は、水に対して自己分散能または溶解能を有するアニオン性有機高分子類と、自己
分散性有機顔料または自己分散型カーボンブラックなどの色材との複合物または複合体、
あるいは自己分散性有機顔料または自己分散型カーボンブラックなどの色材、硬化剤およ
びアニオン性有機高分子類との混合体を有機溶媒相とし、該有機溶媒相に水を投入するか
、あるいは水中に該有機溶媒相を投入して、自己分散（転相乳化）化しながらマイクロカ
プセル化する方法である。上記転相法において、有機溶媒相中に、記録液用のビヒクルや
添加剤を混入させて製造しても何等問題はない。特に、直接記録液用の分散液を製造でき
ることからいえば、記録液の液媒体を混入させる方がより好ましい。
【０１０２】
　一方、酸析法は、アニオン性基含有有機高分子類のアニオン性基の一部または全部を塩
基性化合物で中和し、自己分散性有機顔料または自己分散型カーボンブラックなどの色材
と、水性媒体中で混練する工程および酸性化合物でｐＨを中性または酸性にしてアニオン
性基含有有機高分子類を析出させて、顔料に固着する工程とからなる製法によって得られ
る含水ケーキを、塩基性化合物を用いてアニオン性基の一部または全部を中和することに
よりマイクロカプセル化する方法である。このようにすることによって、微細で顔料を多
く含むアニオン性マイクロカプセル化顔料を含有する水性分散液を製造することができる
。
【０１０３】
　また、上記に挙げたようなマイクロカプセル化の際に用いられる溶剤としては、例えば
、メタノール、エタノール、プロパノール、ブタノールなどのアルキルアルコール類；ベ
ンゾール、トルオール、キシロールなどの芳香族炭化水素類；酢酸メチル、酢酸エチル、
酢酸ブチルなどのエステル類；クロロホルム、二塩化エチレンなどの塩素化炭化水素類；
アセトン、メチルイソブチルケトンなどのケトン類；テトラヒドロフラン、ジオキサンな
どのエーテル類；メチルセロソルブ、ブチルセロソルブなどのセロソルブ類などが挙げら
れる。なお、上記の方法により調製したマイクロカプセルを遠心分離または濾過などによ
りこれらの溶剤中から一度分離して、これを水および必要な溶剤とともに撹拌、再分散を
行い、目的とする本発明に用いることができる記録液を得る。以上の如き方法で得られる
カプセル化顔料の平均粒径は５０ｎｍ～１８０ｎｍであることが好ましい。
【０１０４】
　このように樹脂被覆することによって顔料が印刷物にしっかりと付着することにより、
印刷物の擦過性を向上させることができる。
【０１０５】
〔染料〕
　記録液に用いられる染料としては、カラーインデックスにおいて酸性染料、直接性染料
、塩基性染料、反応性染料、食用染料に分類される染料で耐水、耐光性が優れたものが用
いられる。これら染料は複数種類を混合して用いても良いし、あるいは必要に応じて顔料
等の他の色材と混合して用いても良い。これら着色剤は、本発明の効果が阻害されない範
囲で添加される。
【０１０６】
　（ａ）酸性染料及び食用染料として、
　Ｃ．Ｉ．アシッド・イエロー  １７，２３，４２，４４，７９，１４２
　Ｃ．Ｉ．アシッド・レッド  １，８，１３，１４，１８，２６，２７，３５，３７，４
２，５２，８２，８７，８９，９２，９７，１０６，１１１，１１４，１１５，１３４，
１８６，２４９，２５４，２８９
　Ｃ．Ｉ．アシッド・ブルー  ９，２９，４５，９２，２４９
　Ｃ．Ｉ．アシッド・ブラック  １，２，７，２４，２６，９４
　Ｃ．Ｉ．フード・イエロー  ３，４
　Ｃ．Ｉ．フード・レッド  ７，９，１４
　Ｃ．Ｉ．フード・ブラック  １，２
【０１０７】
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　（ｂ）直接染料として、
　Ｃ．Ｉ．ダイレクト・イエロー  １，１２，２４，２６，３３，４４，５０，８６，１
２０，１３２，１４２，１４４
　Ｃ．Ｉ．ダイレクト・レッド  １，４，９，１３，１７，２０，２８，３１，３９，８
０，８１，８３，８９，２２５，２２７
　Ｃ．Ｉ．ダイレクト・オレンジ  ２６，２９，６２，１０２
　Ｃ．Ｉ．ダイレクト・ブルー  １，２，６，１５，２２，２５，７１，７６，７９，８
６，８７，９０，９８，１６３，１６５，１９９，２０２
　Ｃ．Ｉ．ダイレクト・ブラック  １９，２２，３２，３８，５１，５６，７１，７４，
７５，７７，１５４，１６８，１７１
【０１０８】
　（ｃ）塩基性染料として、
　Ｃ．Ｉ．ベーシック・イエロー  １，２，１１，１３，１４，１５，１９，２１，２３
，２４，２５，２８，２９，３２，３６，４０，４１，４５，４９，５１，５３，６３，
６４，６５，６７，７０，７３，７７，８７，９１
　Ｃ．Ｉ．ベーシック・レッド  ２，１２，１３，１４，１５，１８，２２，２３，２４
，２７，２９，３５，３６，３８，３９，４６，４９，５１，５２，５４，５９，６８，
６９，７０，７３，７８，８２，１０２，１０４，１０９，１１２
　Ｃ．Ｉ．ベーシック・ブルー  １，３，５，７，９，２１，２２，２６，３５，４１，
４５，４７，５４，６２，６５，６６，６７，６９，７５，７７，７８，８９，９２，９
３，１０５，１１７，１２０，１２２，１２４，１２９，１３７，１４１，１４７，１５
５
　Ｃ．Ｉ．ベーシック・ブラック  ２，８
【０１０９】
　（ｄ）反応性染料として、
　Ｃ．Ｉ．リアクティブ・ブラック  ３，４，７，１１，１２，１７
　Ｃ．Ｉ．リアクティブ・イエロー  １，５，１１，１３，１４，２０，２１，２２，２
５，４０，４７，５１，５５，６５，６７
　Ｃ．Ｉ．リアクティブ・レッド  １，１４，１７，２５，２６，３２，３７，４４，４
６，５５，６０，６６，７４，７９，９６，９７
　Ｃ．Ｉ．リアクティブ・ブルー  １，２，７，１４，１５，２３，３２，３５，３８，
４１，６３，８０，９５等が使用できる。
【０１１０】
〔染料・顔料共通の添加剤、物性〕
　本発明に係る画像形成装置で使用する記録液を所望の物性にするため、あるいは乾燥に
よる記録ヘッドのノズルの詰まりを防止するためなどの目的で、色材の他に、水溶性有機
溶媒を使用することが好ましい。水溶性有機溶媒には湿潤剤、浸透剤が含まれる。湿潤剤
は乾燥による記録ヘッドのノズルの詰まりを防止することを目的に添加される。
【０１１１】
　湿潤剤の具体例としては、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、テトラ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、１，３－ブタンジオール、１，３－プロパンジオール、２－メチル－１，３－プロパ
ンジオール、１，４－ブタンジオール、１，５－ペンタンジオール、１，６－へキサンジ
オール、グリセリン、１，２，６－へキサントリオール、２－エチル－１，３－ヘキサン
ジオール、１，２，４－ブタントリオール、１，２，３－ブタントリオール、ペトリオー
ル等の多価アルコール類、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メチルエーテル、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、テトラエチレングリコールモノメチルエーテル、プロピレングリ
コールモノエチルエーテル等の多価アルコールアルキルエーテル類、エチレングリコール
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リールエ－テル額；Ｎ－メチル－２－ピロリドン、Ｎ－ヒドロキシエチル－２－ピロリド
ン、２－ピロリドン、１，３－ジメチルイミダゾリジノン、ε－カプロラクタム等の含窒
素複素環化合物；ホルムアミド、Ｎ－メチルホルムアミド、ホルムアミド、Ｎ，Ｎ－ジメ
チルホルムアミド等のアミド類；モノエタノールアミン、ジエタノールアミン、トリエタ
ノールアミン、モノエチルアミン、ジエチルアミン、トリエチルアミン等のアミン類、ジ
メチルスルホキシド、スルホラン、チオジエタノ－ル等の含硫黄化合物類、プロピレンカ
ーボネート、炭酸エチレン、γ－ブチロラクトン等である。これらの溶媒は、水とともに
単独もしくは複数混合して用いられる。
【０１１２】
　また、浸透剤は記録液と被記録材の濡れ性を向上させ、浸透速度を調整する目的で添加
される。浸透剤としては、下記式（Ｉ）～（IV）で表されるものが好ましい。すなわち、
下記式（Ｉ）のポリオキシエチレンアルキルフェニルエーテル系界面活性剤、式(II)のア
セチレングリコール系界面活性剤、下記式（III）のポリオキシエチレンアルキルエーテ
ル系界面活性剤ならびに式（IV）のポリオキシエチレンポリオキシプロピレンアルキルエ
ーテル系界面活性剤は、液の表面張力を低下させることができるので、濡れ性を向上させ
、浸透速度を高めることができる。
【０１１３】
【化１】

　　（Ｒは分岐していても良い炭素数６～１４の炭化水素鎖、ｋは５～２０）
【０１１４】

【化２】

（ｍ、ｎは０～４０）
【０１１５】
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【化３】

　
　　（Ｒは分岐していても良い炭素数６～１４の炭化水素鎖、ｎは５～２０）
【０１１６】
【化４】

　　（Ｒは炭素数６～１４の炭化水素鎖、ｍ、ｎは２０以下の数）
【０１１７】
　前記式（Ｉ）～（IV）の化合物以外では、例えばジエチレングリコールモノフェニルエ
ーテル、エチレングリコールモノフェニルエーテル、エチレングリコールモノアリルエー
テル、ジエチレングリコールモノフェニルエーテル、ジ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ブチルエーテル、テトラエチレングリコールクロロフ
ェニルエーテル等の多価アルコールのアルキル及びアリールエーテル類、ポリオキシエチ
レンポリオキシプロピレンブロック共重合体等のノニオン系界面活性剤、フッ素系界面活
性剤、エタノール、２－プロパノール等の低級アルコール類を用いることができるが、特
にジエチレングリコールモノブチルエーテルが好ましい。
【０１１８】
　ただし、前記界面活性剤としては、特に制限はなく、目的に応じて適宜選択することが
でき、例えば、アニオン界面活性剤、ノニオン性界面活性剤、両性界面活性剤、フッ素系
界面活性剤などが挙げられる。
【０１１９】
　アニオン性界面活性剤としては、例えば、ポリオキシエチレンアルキルエーテル酢酸塩
、ドデシルベンゼンスルホン酸塩、ラウリル酸塩、ポリオキシエチレンアルキルエーテル
サルフェートの塩、などが挙げられる。
【０１２０】
　ノニオン系界面活性剤としては、例えば、アセチレングリコール系界面活性剤、ポリオ
キシエチレンアルキルエーテル、ポリオキシエチレンアルキルフェニルエーテル、ポリオ
キシエチレンアルキルエステル、ポリオキシエチレンソルビタン脂肪酸エステルなどが挙
げられる。
【０１２１】
　アセチレングリコール系界面活性剤としては、例えば、２，４，７，９－テトラメチル
－５－デシン－４，７－ジオール、３，６－ジメチル－４－オクチン－３，６－ジオール
、３，５－ジメチル－１－ヘキシン－３－オールなどが挙げられる。該アセチレングリコ
ール系界面活性剤は、市販品として、例えば、エアープロダクツ社（米国）のサーフィノ
ール１０４、８２、４６５、４８５、ＴＧなどが挙げられる。
【０１２２】
　両性界面活性剤としては、例えば、ラウリルアミノプロピオン酸塩、ラウリルジメチル
ベタイン、ステアリルジメチルベタイン、ラウリルジヒドロキシエチルベタインなどが挙
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キシド、ステアリルジメチルアミンオキシド、ジヒドロキシエチルラウリルアミンオキシ
ド、ポリオキシエチレンヤシ油アルキルジメチルアミンオキシド、ジメチルアルキル（ヤ
シ）ベタイン、ジメチルラウリルベタイン、などが挙げられる。
【０１２３】
　これら界面活性剤の中でも、次の一般式（Ｖ）、（ＶＩ）、（ＶＩＩ）、（ＶＩＩＩ）
、（ＩＸ）、及び（Ｘ）で示される界面活性剤が好適である。
【０１２４】
【化５】

　ただし、前記一般式（Ｖ）中、Ｒ１は、アルキル基を表し、炭素数６～１４の分岐して
いてもよいアルキル基を表す。ｈは、３～１２の整数を表す。Ｍは、アルカリ金属イオン
、第４級アンモニウム、第４級ホスホニウム、及びアルカノールアミンから選択されるい
ずれかを表す。
【０１２５】
【化６】

　ただし、前記一般式（ＶＩ）中、Ｒ２は、アルキル基を表し、炭素数５～１６の分岐し
ていてもよいアルキル基を表す。Ｍは、アルカリ金属イオン、第４級アンモニウム、第４
級ホスホニウム、及びアルカノールアミンから選択されるいずれかを表す。
【０１２６】

【化７】

　ただし、上記一般式（ＶＩＩ）中、Ｒ３は、炭化水素基を表し、例えば、分岐していて
もよい炭素数６～１４のアルキル基を表す。ｋは５～２０の整数を表す。
【０１２７】
【化８】

　ただし、上記一般式（ＶＩＩＩ）中、Ｒ４は、炭化水素基を表し、例えば、炭素数６～
１４のアルキル基を表す。ｊは、５～２０の整数を表す。
【０１２８】
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　ただし、上記一般式（ＩＸ）中、Ｒ６は、炭化水素基を表し、例えば、炭素数６～１４
の分岐していてもよいアルキル基を表す。Ｌ及びｐは、１～２０の整数を表す。
【０１２９】
【化１０】

　ただし、上記一般式（Ｘ）中、ｑ及びｒは０～４０の整数を表す。
【０１３０】
　以下、前記構造式（Ｖ）、及び(ＶＩ)の界面活性剤を具体的に遊離酸型で示す。先ず、
（Ｖ）の界面活性剤としては、次の（Ｖ－１）ないし（Ｖ－６）で表わされるものを挙げ
ることができる。
【０１３１】

【化１１】

【０１３２】
【化１２】

【０１３３】

【化１３】

【０１３４】
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【化１４】

【０１３５】

【化１５】

【０１３６】
【化１６】

【０１３７】
　次に、（ＶＩ）の界面活性剤としては、次の（ＶＩ－１）ないし（ＶＩ－４）で表わさ
れるものを挙げることができる。
【０１３８】
【化１７】

【０１３９】

【化１８】

【０１４０】



(22) JP 4889450 B2 2012.3.7

10

20

30

40

50

【化１９】

【０１４１】
【化２０】

【０１４２】
　前記フッ素系界面活性剤としては、下記一般式（Ａ）で表されるものが好適である。
【０１４３】

【化２１】

　ただし、前記一般式（Ａ）中、ｍは、０～１０の整数を表す。ｎは、１～４０の整数を
表す。
【０１４４】
　フッ素系界面活性剤としては、例えば、パーフルオロアルキルスルホン酸化合物、パー
フルオロアルキルカルボン化合物、パーフルオロアルキルリン酸エステル化合物、パーフ
ルオロアルキルエチレンオキサイド付加物、及びパーフルオロアルキルエーテル基を側鎖
に有するポリオキシアルキレンエーテルポリマー化合物、などが挙げられる。これらの中
でも、パーフルオロアルキルエーテル基を側鎖に有するポリオキシアルキレンエーテルポ
リマー化合物は起泡性が少なく、近年問題視されているフッ素化合物の生体蓄積性につい
ても低く安全性の高いものであり、特に好ましい。
【０１４５】
　ここで、パーフルオロアルキルスルホン酸化合物としては、例えば、パーフルオロアル
キルスルホン酸、パーフルオロアルキルスルホン酸塩、などが挙げられる。
【０１４６】
　また、パーフルオロアルキルカルボン化合物としては、例えば、パーフルオロアルキル
カルボン酸、パーフルオロアルキルカルボン酸塩、などが挙げられる。
【０１４７】
　また、パーフルオロアルキルリン酸エステル化合物としては、例えば、パーフルオロア
ルキルリン酸エステル、パーフルオロアルキルリン酸エステルの塩、などが挙げられる。
　また、パーフルオロアルキルエーテル基を側鎖に有するポリオキシアルキレンエーテル
ポリマー化合物としては、パーフルオロアルキルエーテル基を側鎖に有するポリオキシア
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ルキレンエーテルポリマー、パーフルオロアルキルエーテル基を側鎖に有するポリオキシ
アルキレンエーテルポリマーの硫酸エステル塩、パーフルオロアルキルエーテル基を側鎖
に有するポリオキシアルキレンエーテルポリマーの塩、などが挙げられる。
【０１４８】
　これらフッ素系界面活性剤における塩の対イオンとしては、Ｌｉ、Ｎａ、Ｋ、ＮＨ４、
ＮＨ３ＣＨ２ＣＨ２ＯＨ、ＮＨ２（ＣＨ２ＣＨ２ＯＨ）２、ＮＨ（ＣＨ２ＣＨ２ＯＨ）３

などが挙げられる。
【０１４９】
　フッ素系界面活性剤としては、適宜合成したものを使用してもよいし、市販品を使用し
てもよい。
　市販品としては、例えば、サーフロンＳ－１１１、Ｓ－１１２、Ｓ－１１３、Ｓ－１２
１、Ｓ－１３１、Ｓ－１３２、Ｓ－１４１、Ｓ－１４５（いずれも旭硝子社製）、フルラ
ードＦＣ－９３、ＦＣ－９５、ＦＣ－９８、ＦＣ－１２９、ＦＣ－１３５、ＦＣ－１７０
Ｃ、ＦＣ－４３０、ＦＣ－４３１（いずれも住友スリーエム社製）、メガファックＦ－４
７０、Ｆ１４０５、Ｆ－４７４（いずれも大日本インキ化学工業社製）、ゾニールＴＢＳ
、ＦＳＰ、ＦＳＡ、ＦＳＮ－１００、ＦＳＮ、ＦＳＯ－１００、ＦＳＯ、ＦＳ－３００、
ＵＲ（いずれもデュポン社製)、ＦＴ－１１０、ＦＴ－２５０、ＦＴ－２５１、ＦＴ－４
００Ｓ、ＦＴ－１５０、ＦＴ－４００ＳＷ（いずれも株式会社ネオス社製）、ＰＦ－１５
１Ｎ（オムノバ社製）などが挙げられる。これらの中でも、信頼性と発色向上に関して良
好な点から、ゾニールＦＳ－３００、ＦＳＮ、ＦＳＮ－１００、ＦＳＯ（デュポン社製）
が特に好ましい。
【０１５０】
　本発明に係る画像形成装置で使用する記録液の表面張力は、１０～６０Ｎ／ｍであるこ
とが好ましく、被記録媒体との濡れ性と液滴の粒子化の両立の観点からは１５～４０Ｎ／
ｍであることがさらに好ましい。
【０１５１】
　同じく記録液の粘度は、１．０～３０ｍＰａ・ｓの範囲内であることが好ましく、吐出
安定性の観点からは５．０～１０ｍＰａ・ｓの範囲内であることが好ましい。
【０１５２】
　また、記録液のｐＨは３～１１の範囲内であることが好ましく、接液する金属部材の腐
食防止の観点からはｐＨは６～１０の範囲内であることがさらに好ましい。
【０１５３】
　その他の成分としては、特に制限はなく、必要に応じて適宜選択することができ、例え
ば、樹脂エマルジョン、ｐＨ調整剤、防腐防黴剤、防錆剤、酸化防止剤、紫外線吸収剤、
酸素吸収剤、光安定化剤、などが挙げられる。
【０１５４】
　樹脂エマルジョンは、樹脂微粒子を連続相としての水中に分散したものであり、必要に
応じて界面活性剤のような分散剤を含有しても構わない。
【０１５５】
　分散相成分としての樹脂微粒子の含有量（樹脂エマルジョン中の樹脂微粒子の含有量）
は一般的には１０～７０質量％が好ましい。また、前記樹脂微粒子の粒径は、特にインク
ジェット記録装置に使用することを考慮すると、平均粒径１０～１０００ｎｍが好ましく
、２０～３００ｎｍがより好ましい。
【０１５６】
　分散相の樹脂微粒子成分としては、特に制限はなく、目的に応じて適宜選択することが
でき、例えば、アクリル系樹脂、酢酸ビニル系樹脂、スチレン系樹脂、ブタジエン系樹脂
、スチレン－ブタジエン系樹脂、塩化ビニル系樹脂、アクリルスチレン系樹脂、アクリル
シリコーン系樹脂などが挙げられ、これらの中でも、アクリルシリコーン系樹脂が特に好
ましい。
【０１５７】
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　樹脂エマルジョンとしては、適宜合成したものを使用してもよいし、市販品を使用して
もよい。
　市販の樹脂エマルジョンとしては、例えば、マイクロジェルＥ－１００２、Ｅ－５００
２（スチレン－アクリル系樹脂エマルジョン、日本ペイント株式会社製）、ボンコート４
００１（アクリル系樹脂エマルジョン、大日本インキ化学工業株式会社製）、ボンコート
５４５４（スチレン－アクリル系樹脂エマルジョン、大日本インキ化学工業株式会社製）
、ＳＡＥ－１０１４（スチレン－アクリル系樹脂エマルジョン、日本ゼオン株式会社製）
、サイビノールＳＫ－２００（アクリル系樹脂エマルジョン、サイデン化学株式会社製）
、プライマルＡＣ－２２、ＡＣ－６１（アクリル系樹脂エマルジョン、ローム・アンド・
ハース製）、ナノクリルＳＢＣＸ－２８２１、３６８９（アクリルシリコーン系樹脂エマ
ルジョン、東洋インキ製造株式会社製）、＃３０７０（メタクリル酸メチル重合体樹脂エ
マルジョン、御国色素社製）などが挙げられる。
【０１５８】
　樹脂エマルジョンにおける樹脂微粒子成分の前記インクにおける添加量としては、０．
１～５０質量％が好ましく、０．５～２０質量％がより好ましく、１～１０質量％が更に
好ましい。前記添加量が０．１質量％未満であると、耐目詰まり性及び吐出安定性の向上
効果が十分でないことがあり、５０質量％を超えると、インクの保存安定性を低下させて
しまうことがある。
【０１５９】
　また、記録液には防腐防黴剤を含有することによって、菌の繁殖を押さえることができ
、保存安定性、画質安定性を高めることができる。防腐防黴剤としてはベンゾトリアゾー
ル、デヒドロ酢酸ナトリウム、ソルビン酸ナトリウム、２－ピリジンチオール－１－オキ
サイドナトリウム、イソチアゾリン系化合物、安息香酸ナトリウム、ペンタクロロフェノ
ールナトリウム等が使用できる。
【０１６０】
　また、記録液には防錆剤を含有することによって、ヘッド等の接液する金属面に被膜を
形成し、腐食を防ぐことができる。防錆剤としては、例えば、酸性亜硫酸塩、チオ硫酸ナ
トリウム、チオジグリコール酸アンモン、ジイソプロピルアンモニウムニトライト、四硝
酸ペンタエリスリトール、ジシクロヘキシルアンモニウムニトライト等が使用できる。
【０１６１】
　また、記録液には酸化防止剤を含有することによって、腐食の原因となるラジカル種が
生じた場合にも酸化防止剤がラジカル種を消滅させることで腐食を防止することができる
。
【０１６２】
　酸化防止剤としては、フェノール系化合物類、アミン系化合物類が代表的であるがフェ
ノール系化合物類としては、ハイドロキノン、ガレート等の化合物、２，６－ジ－ｔｅｒ
ｔ－ブチル－ｐ－クレゾール、ステアリル－β－（３，５－ジ－ｔｅｒｔ－ブチル－４－
ヒドロキシフェニル）プロピオネート、２，２’－メチレンビス（４－メチル－６－ｔｅ
ｒｔ－ブチルフェノール）、２，２’－メチレンビス（４－エチル－６－ｔｅｒｔ－ブチ
ルフェノール）、４，４’－チオビス（３－メチル－６－ｔｅｒｔ－ブチルフェノール）
、１，１，３－トリス（２－メチル－４－ヒドロキシ－５－ｔｅｒｔ－ブチルフェニル）
ブタン、１，３，５－トリメチル－２，４，６－トリス（３，５－ジ－ｔｅｒｔ－４－ヒ
ドロキシベンジル）ベンゼン、トリス（３，５－ジ－ｔｅｒｔ－ブチル－４－ヒドロキシ
ベンジル）イソシアヌレート、テトラキス［メチレン－３（３’，５’－ジ－ｔｅｒｔ－
ブチル－４－ヒドロキシフェニル）プロピオネート］メタン等のヒンダードフェノール系
化合物が例示され、アミン系化合物類としては、Ｎ，Ｎ’－ジフェニル－ｐ－フェニレン
ジアミン、フェニル－β－ナフチルアミン、フェニル－α－ナフチルアミン、Ｎ，Ｎ’－
β－ナフチル－ｐ－フェニレンジアミン、Ｎ，Ｎ’－ジフェニルエチレンジアミン、フェ
ノチアジン、Ｎ，Ｎ’－ジ－ｓｅｃ－ブチル－ｐ－フェニレンジアミン、４，４’－テト
ラメチル－ジアミノジフェニルメタン等が例示される。また、後者としては、硫黄系化合
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物類、リン系化合物類が代表的であるが、硫黄系化合物としては、ジラウリルチオジプロ
ピオネート、ジステアリルチオジプロピオネート、ラウリルステアリルチオジプロピオネ
ート、ジミリスチルチオジプロピオネート、ジステアリルβ，β’－チオジブチレート、
２－メルカプトベンゾイミダゾール、ジラウリルサルファイド等が例示され、リン系化合
物類としては、トリフェニルフォスファイト、トリオクタデシルフォスファイト、トリデ
シルフォスファイト、トリラウリルトリチオフォスファイト、ジフェニルイソデシルフォ
スファイト、トリノニルフェニルフォスファイト、ジステアリルペンタエリスリトールフ
ォスファイト等が例示される。
【０１６３】
　また、記録液に含有するｐＨ調整剤としては、水酸化リチウム、水酸化ナトリウム、水
酸化カリウム等のアルカリ金属元素の水酸化物、水酸化アンモニウム、第４級アンモニウ
ム水酸化物、第４級ホスホニウム水酸化物、炭酸リチウム、炭酸ナトリウム、炭酸カリウ
ム等のアルカリ金属の炭酸塩、ジエタノールアミン、トリエタノ－ルアミン等のアミン類
、硼酸、塩酸、硝酸、硫酸、酢酸等を用いることができる。　
【０１６４】
　また、記録液に含有する紫外線吸収剤としては、例えば、ベンゾフェノン系紫外線吸収
剤、ベンゾトリアゾール系紫外線吸収剤、サリチレート系紫外線吸収剤、シアノアクリレ
ート系紫外線吸収剤、ニッケル錯塩系紫外線吸収剤、などが挙げられる。
【０１６５】
　ベンゾフェノン系紫外線吸収剤としては、例えば、２－ヒドロキシ－４－ｎ－オクトキ
シベンゾフェノン、２－ヒドロキシ－４－ｎ－ドデシルオキシベンゾフェノン、２,４－
ジヒドロキシベンゾフェノン、２－ヒドロキシ－４－メトキシベンゾフェノン、２,２’,
４,４’－テトラヒドロキシベンゾフェノン、等が挙げられる。
【０１６６】
　ベンゾトリアゾール系紫外線吸収剤としては、例えば、２－（２'－ヒドロキシ－５'－
ｔｅｒｔ－オクチルフェニル）ベンゾトリアゾール、２－（２'－ヒドロキシ－５'－メチ
ルフェニル）ベンゾトリアゾール、２－（２'－ヒドロキシ－４'－オクトキシフェニル）
ベンゾトリアゾール、２－（２'－ヒドロキシ－３'－ｔｅｒｔ－ブチル－５'－メチルフ
ェニル）－５－クロロベンゾトリアゾール、等が挙げられる。
【０１６７】
　サリチレート系紫外線吸収剤としては、例えば、フェニルサリチレート、ｐ－ｔｅｒｔ
－ブチルフェニルサリチレート、ｐ－オクチルフェニルサリチレート、等が挙げられる。
【０１６８】
　シアノアクリレート系紫外線吸収剤としては、例えば、エチル－２－シアノ－３，３’
－ジフェニルアクリレート、メチル－２－シアノ－３－メチル－３－（ｐ－メトキシフェ
ニル）アクリレート、ブチル－２－シアノ－３－メチル－３－（ｐ－メトキシフェニル）
アクリレート、等が挙げられる。
【０１６９】
　ニッケル錯塩系紫外線吸収剤としては、例えば、ニッケルビス（オクチルフェニル）サ
ルファイド、２,２’－チオビス（４－ｔｅｒｔ－オクチルフェレート）－ｎ－ブチルア
ミンニッケル（ＩＩ）、２,２’－チオビス（４－ｔｅｒｔ－オクチルフェレート）－２
－エチルヘキシルアミンニッケル（ＩＩ）、２,２’－チオビス（４－ｔｅｒｔ－オクチ
ルフェレート）トリエタノールアミンニッケル（ＩＩ）、等が挙げられる。
【０１７０】
　本発明のインクメディアセットにおけるインクは、少なくとも水、着色剤、及び湿潤剤
、必要に応じて浸透剤、界面活性剤、更に必要に応じてその他の成分を水性媒体中に分散
又は溶解し、更に必要に応じて攪拌混合して製造する。前記分散は、例えば、サンドミル
、ホモジナイザー、ボールミル、ペイントシャイカー、超音波分散機等により行うことが
でき、攪拌混合は通常の攪拌羽を用いた攪拌機、マグネチックスターラー、高速の分散機
等で行うことができる。
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【０１７１】
　インクの着色としては、特に制限はなく、目的に応じて適宜選択することができ、イエ
ロー、マゼンタ、シアン、ブラックなどが挙げられる。これらの着色を２種以上併用した
インクセットを使用して記録を行うと、多色画像を形成することができ、全色併用したイ
ンクセットを使用して記録を行うと、フルカラー画像を形成することができる。
【０１７２】
　このように構成した画像形成装置においては、給紙部から用紙１１２が１枚ずつ分離給
紙され、略鉛直上方に給紙された用紙１１２はガイド１１５で案内され、搬送ベルト１２
１とカウンタローラ１２２との間に挟まれて搬送され、更に先端を搬送ガイド１２３で案
内されて先端加圧コロ１２５で搬送ベルト１２１に押し付けられ、略９０°搬送方向を転
換される。
【０１７３】
　このとき、図示しない制御回路によってＡＣバイアス供給部から帯電ローラ１２６に対
してプラス出力とマイナス出力とが交互に繰り返すように、つまり交番する電圧が印加さ
れ、搬送ベルト１２１が交番する帯電電圧パターン、すなわち、周回方向である副走査方
向に、プラスとマイナスが所定の幅で帯状に交互に帯電されたものとなる。このプラス、
マイナス交互に帯電した搬送ベルト１２１上に用紙１１２が給送されると、用紙１１２が
搬送ベルト１２１に静電力で吸着され、搬送ベルト１２１の周回移動によって用紙１１２
が副走査方向に搬送される。
【０１７４】
　そこで、キャリッジ１０３を往路及び復路方向に移動させながら画像信号に応じて記録
ヘッド１０７を駆動することにより、停止している用紙１１２にインク滴を吐出して１行
分を記録し、用紙１１２を所定量搬送後、次の行の記録を行う。記録終了信号又は用紙１
１２の後端が記録領域に到達した信号を受けることにより、記録動作を終了して、用紙１
１２を排紙トレイ１５４に排紙する。
【０１７５】
　また、両面印刷の場合には、表面（最初に印刷する面）の記録が終了したときに、搬送
ベルト１２１を逆回転させることで、記録済みの用紙１１２を両面給紙ユニット１５５内
に送り込み、用紙１１２を反転させて（裏面が印刷面となる状態にして）再度カウンタロ
ーラ１２２と搬送ベルト１２１との間に給紙し、タイミング制御を行って、前述したと同
様に搬送ベル１２１上に搬送して裏面に記録を行った後、排紙トレイ１５４に排紙する
【０１７６】
　また、印字（記録）待機中にはキャリッジ１０３は維持回復機構１５５側に移動されて
、キャップ１５７で記録ヘッド１０７のノズル面がキャッピングされて、ノズルを湿潤状
態に保つことによりインク乾燥による吐出不良を防止する。また、キャップ１５７で記録
ヘッド１０７をキャッピングした状態でノズルから記録液を吸引し（「ノズル吸引」又は
「ヘッド吸引」という。）し、増粘した記録液や気泡を排出する回復動作を行い、この回
復動作によって記録ヘッド１０７のノズル面に付着したインクを清掃除去するためにワイ
パーブレード１５８でワイピングを行なう。また、記録開始前、記録途中などに記録と関
係しないインクを吐出する空吐出動作を行う。これによって、記録ヘッド１０７の安定し
た吐出性能を維持する。
【０１７７】
　このように、この画像形成装置においては本発明に係る液体吐出ヘッドで構成した記録
ヘッドを備えるので、小型化、低コスト化を図ることができる。
【０１７８】
　次に、液体吐出ヘッドとして前記実施形態の液体吐出ヘッドと同様に液滴の吐出方向と
記録液流路（液室）の向きとが異なるサイドシュータ方式のヘッドであるが、液滴を吐出
するためのエネルギー発生手段（駆動素子）が電気熱変換体であるサーマル型ヘッドの一
例について図１７を参照して説明する。
　この液体吐出ヘッドは、吐出エネルギー発生体５１１（該発生体に吐出信号を印加する
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電極および該発生体に必要に応じて設けられる保護層などは省略してある）を有する基板
５１２に、流路５１３の側壁を構成する流路形成部材５１５を積層し、この流路形成部材
５１５上にノズル５１４を形成したノズル板５１６を積層して構成している。このヘッド
では、一点鎖線５１７で示すように、流路５１３内の吐出エネルギー作用部へのインクの
流れ方向とノズル５１４の開口中心軸とが直角をなしている。
【０１７９】
　このヘッドにおいても、ノズル板５１５のノズル形成部と外周部とで異なる撥水処理を
施すことによって前述したような作用効果を得ることができる。また、このようなヘッド
構成とすることによって、吐出エネルギー発生体５１１からのエネルギーをより効率良く
インク滴の形成とその飛行の運動エネルギーへと変換でき、またインクの供給によるメニ
スカスの復帰も速いという構造上の利点を有し、吐出エネルギー発生体に発熱素子を用い
た場合に特に効果的である。また、エッジシュータにおいて問題となる気泡が消滅する際
の衝撃により吐出エネルギー発生体を徐々に破壊する、いわゆるキャビテーション現象を
サイドシュータ方式であれば回避することができる。つまり、サイドシュータ方式におい
て、気泡が成長し、その気泡がノズルに達すれば気泡が大気に通じることになり温度低下
による気泡の収縮が起こらないことから、ヘッドの寿命が相対的に長くなる。
【０１８０】
　なお、上記実施形態では本発明をプリンタ構成の画像形成装置に適用した例で説明した
が、これに限るものではなく、例えば、プリンタ／ファックス／コピア複合機などの画像
形成装置に適用することができる。また、インク以外の液体である記録液や定着処理液な
どを用いる液滴を吐出する装置や画像形成装置にも適用することができる。
【０１８１】
　次に、本発明に係る記録方法について説明する。本発明に係る記録方法では、上述した
画像形成装置のように本発明に係る液体吐出ヘッドから液体の液滴を吐出することで記録
媒体（用紙）に画像を記録する。
【０１８２】
　ここで、先ず、本発明に係る液体吐出ヘッドのノズルプレート（ノズル板）、記録液（
ここではインク）、記録媒体（メディアという。）の関係について説明すると、上述した
ように本発明に係る液体吐出ヘッドのノズル板は撥水性、撥インク性に優れており、その
ため、表面張力が低いインクを用いてもインク滴の形成（粒子化）が良好にできる。これ
は、ノズル板が濡れすぎず、インクのメニスカスが正常に形成されるためである。メニス
カスが正常に形成されると、インクが噴射する際に一方方向にインクが引っ張られること
がなくなり、その結果、インクの噴射曲がりが少なく、ドット位置精度が高い画像を得る
ことができる。
【０１８３】
　吸収性が低い用紙（メディア）に印刷するときには、ドット位置精度の善し悪しが画像
品質に顕著に現れる。つまり、吸収性が低い紙の上ではインクが広がりづらいため、ドッ
ト位置精度が少しでも低くなると用紙をインクが埋めきらない箇所、つまり、白抜け部が
生じてしまう。この埋めきれない箇所は画像濃度ムラ、画像濃度低下につながり、画像品
質の低下に現れる。
【０１８４】
　ところが、本発明に係る液体吐出ヘッドのノズル板は低表面張力のインクを用いてもド
ット位置精度が高いため、吸収性が低い用紙を用いてもインクが用紙を埋めることができ
るため、画像濃度ムラや画像濃度低下にならず、高い画像品質の印刷物を得ることができ
る。
【０１８５】
　以下に本発明に係る記録方法で用いる記録媒体（記録用メディア）について説明する。
　記録用メディアは、支持体と、該支持体の少なくとも一方の面に塗工層を有してなり、
更に必要に応じてその他の層を有してなる。
【０１８６】
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　記録用メディアとしては、動的走査吸液計で測定した接触時間１００ｍｓにおける記録
液としてのインクの記録用メディアへの転移量が、４～１５ｍｌ／ｍ２であり、より好ま
しくは６～１４ｍｌ／ｍ２であるものを用いている。同じく動的走査吸液計で測定した接
触時間１００ｍｓにおける純水の記録用メディアへの転移量が、４～２６ｍｌ／ｍ２が好
ましく、より好ましく８～２５ｍｌ／ｍ２であるものを用いている。記録用メディアとし
て、接触時間１００ｍｓでのインク及び純水の転移量が少なすぎると、ビーディングが発
生しやすくなることがあり、多すぎると、記録後のインクドット径が所望の径よりも小さ
くなりすぎることがある。
【０１８７】
　また、記録用メディアとしては、動的走査吸液計で測定した接触時間４００ｍｓにおけ
るインクの記録用メディアへの転移量が、７～２０ｍｌ／ｍ２であり、より好ましくは８
～１９ｍｌ／ｍ２のものを用いている。同じく動的走査吸液計で測定した接触時間４００
ｍｓにおける純水の記録用メディアへの転移量が、５～２９ｍｌ／ｍ２であり、より好ま
しくは１０～２８ｍｌ／ｍ２のものを用いている。記録用メディアとして、接触時間４０
０ｍｓでの転移量が少なすぎると、乾燥性が不十分であるため、拍車痕が発生しやすくな
ることがあり、多すぎると、ブリードが発生しやすく、乾燥後の画像部の光沢が低くなり
やすくなることがある。
【０１８８】
　ここで、上記動的走査吸収液計（ｄｙｎａｍｉｃ　ｓｃａｎｎｉｎｇ　ａｂｓｏｒｐｔ
ｏｍｅｔｅｒ；ＤＳＡ，紙パ技協誌、第４８巻、１９９４年５月、第８８～９２頁、空閑
重則）は、極めて短時間における吸液量を正確に測定できる装置である。この動的走査吸
液計は、吸液の速度をキャピラリー中のメニスカスの移動から直読する、試料を円盤状と
し、この上で吸液ヘッドをらせん状に走査する、予め設定したパターンに従って走査速度
を自動的に変化させ、１枚の試料で必要な点の数だけ測定を行う、という方法によって測
定を自動化したものである。紙試料への液体供給ヘッドはテフロン（登録商標）管を介し
てキャピラリーに接続され、キャピラリー中のメニスカスの位置は光学センサで自動的に
読み取られる。具体的には、動的走査吸液計（Ｋ３５０シリーズＤ型、協和精工株式会社
製）を用いて、純水又はインクの転移量を測定した。接触時間１００ｍｓ及び接触時間４
００ｍｓにおける転移量は、それぞれの接触時間の近隣の接触時間における転移量の測定
値から補間により求めることができる。測定は２３℃５０％ＲＨで行った。
【０１８９】
－支持体－
　前記支持体としては、特に制限はなく、目的に応じて適宜選択することができ、例えば
、木材繊維主体の紙、木材繊維及び合成繊維を主体とした不織布のようなシート状物質な
どが挙げられる。
【０１９０】
　ここで、紙としては、特に制限はなく、公知のものの中から目的に応じて適宜選択する
ことができ、例えば、木材パルプ、古紙パルプなどが用いられる。前記木材パルプとして
は、例えば、広葉樹晒クラフトパルプ（ＬＢＫＰ）、針葉樹晒クラフトパルプ（ＮＢＫＰ
）、ＮＢＳＰ、ＬＢＳＰ、ＧＰ、ＴＭＰなどが挙げられる。
【０１９１】
　古紙パルプの原料としては、財団法人古紙再生促進センターの古紙標準品質規格表に示
されている、上白、罫白、クリーム白、カード、特白、中白、模造、色白、ケント、白ア
ート、特上切、別上切、新聞、雑誌などが挙げられる。具体的には、情報関連用紙である
非塗工コンピュータ用紙、感熱紙、感圧紙等のプリンタ用紙；ＰＰＣ用紙等のＯＡ古紙；
アート紙、コート紙、微塗工紙、マット紙等の塗工紙；上質紙、色上質、ノート、便箋、
包装紙、ファンシーペーパー、中質紙、新聞用紙、更紙、スーパー掛け紙、模造紙、純白
ロール紙、ミルクカートン等の非塗工紙、などの紙や板紙の古紙で、化学パルプ紙、高歩
留りパルプ含有紙などが挙げられる。これらは、１種単独で使用してもよいし、２種以上
を併用してもよい。
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【０１９２】
　この古紙パルプは、一般的に、以下の４工程の組み合わせから製造される。
（１）離解は、古紙をパルパーにて機械力と薬品で処理して繊維状にほぐし、印刷インキ
を繊維より剥離する。
（２）除塵は、古紙に含まれる異物（プラスチックなど）及びゴミをスクリーン、クリー
ナー等により除去する。
（３）脱墨は、繊維より界面活性剤を用いて剥離された印刷インキをフローテーション法
、又は洗浄法で系外に除去する。
（４）漂白は、酸化作用や還元作用を用いて、繊維の白色度を高める。
　古紙パルプを混合する場合、全パルプ中の古紙パルプの混合比率は、記録後のカール対
策から４０％以下が好ましい。
【０１９３】
　また、支持体に使用される内添填料としては、例えば、白色顔料として従来公知の顔料
が用いられる。白色顔料としては、例えば、軽質炭酸カルシウム、重質炭酸カルシウム、
カオリン、クレー、タルク、硫酸カルシウム、硫酸バリウム、二酸化チタン、酸化亜鉛、
硫化亜鉛、炭酸亜鉛、サチンホワイト、珪酸アルミニウム、ケイソウ土、珪酸カルシウム
、珪酸マグネシウム、合成シリカ、水酸化アルミニウム、アルミナ、リトポン、ゼオライ
ト、炭酸マグネシウム、水酸化マグネシウム等のような白色無機顔料；スチレン系プラス
チックピグメント、アクリル系プラスチックピグメント、ポリエチレン、マイクロカプセ
ル、尿素樹脂、メラミン樹脂等のような有機顔料、などが挙げられる。これらは、１種単
独で使用してもよいし、２種以上を併用してもよい。
【０１９４】
　また、支持体を抄造する際に使用される内添サイズ剤としては、例えば、中性抄紙に用
いられる中性ロジン系サイズ剤、アルケニル無水コハク酸（ＡＳＡ）、アルキルケテンダ
イマー（ＡＫＤ）、石油樹脂系サイズ剤などが挙げられる。これらの中でも、中性ロジン
サイズ剤又はアルケニル無水コハク酸が特に好適である。前記アルキルケテンダイマーは
、そのサイズ効果が高いことから添加量は少なくて済むが、記録用紙（メディア）表面の
摩擦係数が下がり滑りやすくなるため、インクジェット記録時の搬送性の点からは好まし
くない場合がある。
【０１９５】
－塗工層－
　前記塗工層は、顔料及びバインダー（結着剤）を含有してなり、更に必要に応じて、界
面活性剤、その他の成分を含有してなる。
【０１９６】
　ここで、顔料としては、無機顔料、もしくは無機顔料と有機顔料を併用したものを用い
ることができる。
　無機顔料としては、例えば、カオリン、タルク、重質炭酸カルシウム、軽質炭酸カルシ
ウム、亜硫酸カルシウム、非晶質シリカ、チタンホワイト、炭酸マグネシウム、二酸化チ
タン、水酸化アルミニウム、水酸化カルシウム、水酸化マグネシウム、水酸化亜鉛、クロ
ライトなどが挙げられる。これらの中でも、カオリンは光沢発現性に優れており、オフセ
ット印刷用の用紙に近い風合いとすることができる点から特に好ましい。
【０１９７】
　上記のカオリンには、デラミネーテッドカオリン、焼成カオリン、表面改質等によるエ
ンジニアードカオリン等があるが、光沢発現性を考慮すると、粒子径が２μｍ以下の割合
が８０質量％以上の粒子径分布を有するカオリンが、カオリン全体の５０質量％以上を占
めていることが好ましい。
【０１９８】
　このカオリンの添加量は、前記塗工層の全顔料１００質量部に対し５０質量部以上が好
ましい。前記添加量が５０質量部未満であると、光沢度において十分な効果が得られない
ことがある。前記添加量の上限は特に制限はないが、カオリンの流動性、特に高せん断力
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下での増粘性を考慮すると、塗工適性の点から、９０質量部以下がより好ましい。
【０１９９】
　また、有機顔料としては、例えば、スチレン－アクリル共重合体粒子、スチレン－ブタ
ジエン共重合体粒子、ポリスチレン粒子、ポリエチレン粒子等の水溶性ディスパージョン
がある。これら有機顔料は２種以上が混合されてもよい。
【０２００】
　この有機顔料の添加量は、前記塗工層の全顔料１００質量部に対し２～２０質量部が好
ましい。前記有機顔料は、光沢発現性に優れていることと、その比重が無機顔料と比べて
小さいことから、嵩高く、高光沢で、表面被覆性の良好な塗工層を得ることができる。添
加量が２質量部未満であると、前記効果がなく、２０質量部を超えると、塗工液の流動性
が悪化し、塗工操業性の低下に繋がることと、コスト面からも経済的ではない。
【０２０１】
　有機顔料には、その形態において、密実型、中空型、ドーナツ型等があるが、光沢発現
性、表面被覆性及び塗工液の流動性のバランスを鑑み、平均粒子径は０．２～３．０μｍ
が好ましく、より好ましくは空隙率４０％以上の中空型が採用される。
【０２０２】
　また、バインダーとしては、水性樹脂を使用するのが好ましい。
　ここで、水性樹脂としては、水溶性樹脂及び水分散性樹脂の少なくともいずれかが好適
に用いられる。水溶性樹脂としては、特に制限はなく、目的に応じて適宜選択することが
でき、例えば、ポリビニルアルコール、アニオン変性ポリビニルアルコール、カチオン変
性ポリビニルアルコール、アセタール変性ポリビニルアルコール等のポリビニルアルコー
ルの変性物；ポリウレタン；ポリビニルピロリドン及びポリビニルピロリドンと酢酸ビニ
ルの共重合体、ビニルピロリドンとジメチルアミノエチル・メタクリル酸の共重合体、四
級化したビニルピロリドンとジメチルアミノエチル・メタクリル酸の共重合体、ビニルピ
ロリドンとメタクリルアミドプロピル塩化トリメチルアンモニウムの共重合体等のポリビ
ニルピロリドンの変性物；カルボキシメチルセルロース、ヒドロキシエチルセルロース、
ドロキシプロピルセルロース等セルロース；カチオン化ヒドロキシエチルセルロース等
のセルロースの変性物；ポリエステル、ポリアクリル酸（エステル）、メラミン樹脂、又
はこれらの変性物、ポリエステルとポリウレタンの共重合体等の合成樹脂；ポリ（メタ）
アクリル酸、ポリ（メタ）アクリルアミド、酸化澱粉、燐酸エステル化澱粉、自家変性澱
粉、カチオン化澱粉、又は各種変性澱粉、ポリエチレンオキサイド、ポリアクリル酸ソー
ダ、アルギン酸ソーダ、などが挙げられる。これらは、１種単独で使用してもよいし、２
種以上を併用してもよい。
【０２０３】
　これらの中でも、インク吸収性の観点から、ポリビニルアルコール、カチオン変性ポリ
ビニルアルコール、アセタール変性ポリビニルアルコール、ポリエステル、ポリウレタン
、ポリエステルとポリウレタンの共重合体、などが特に好ましい。
【０２０４】
　水分散性樹脂としては、特に制限はなく、目的に応じて適宜選択することができ、例え
ば、ポリ酢酸ビニル、エチレン－酢酸ビニル共重合体、ポリスチレン、スチレン－（メタ
）アクリル酸エステル共重合体、（メタ）アクリル酸エステル系重合体、酢酸ビニル－（
メタ）アクリル酸（エステル）共重合体、スチレン－ブタジエン共重合体、エチレン－プ
ロピレン共重合体、ポリビニルエーテル、シリコーン－アクリル系共重合体、などが挙げ
られる。また、メチロール化メラミン、メチロール化尿素、メチロール化ヒドロキシプロ
ピレン尿素、イソシアネート等の架橋剤を含有してよいし、Ｎ－メチロールアクリルアミ
ドなどの単位を含む共重合体で自己架橋性を持つものでもよい。これら水性樹脂の複数を
同時に用いることも可能である。
【０２０５】
　水性樹脂の添加量は、前記顔料１００質量部に対し、２～１００質量部が好ましく、３
～５０質量部がより好ましい。前記水性樹脂の添加量は前記記録用メディアの吸液特性が
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所望の範囲に入るように決定される。
【０２０６】
　前記着色剤として水分散性の着色剤を使用する場合には、カチオン性有機化合物は必ず
しも配合する必要はないが、特に制限はなく、目的に応じて適宜選択使用することができ
る。例えば、水溶性インク中の直接染料や酸性染料中のスルホン酸基、カルボキシル基、
アミノ基等と反応して不溶な塩を形成する１級～３級アミン、４級アンモニウム塩のモノ
マー、オリゴマー、ポリマーなどが挙げられ、これらの中でも、オリゴマー又はポリマー
が好ましい。
【０２０７】
　ここで、カチオン性有機化合物としては、例えば、ジメチルアミン・エピクロルヒドリ
ン重縮合物、ジメチルアミン・アンモニア・エピクロルヒドリン縮合物、ポリ（メタクリ
ル酸トリメチルアミノエチル・メチル硫酸塩）、ジアリルアミン塩酸塩・アクリルアミド
共重合物、ポリ（ジアリルアミン塩酸塩・二酸化イオウ）、ポリアリルアミン塩酸塩、ポ
リ（アリルアミン塩酸塩・ジアリルアミン塩酸塩）、アクリルアミド・ジアリルアミン共
重合物、ポリビニルアミン共重合物、ジシアンジアミド、ジシアンジアミド・塩化アンモ
ニウム・尿素・ホルムアルデヒド縮合物、ポリアルキレンポリアミン・ジシアンジアミド
アンモニウム塩縮合物、ジメチルジアリルアンモニウムクロライド、ポリジアリルメチル
アミン塩酸塩、ポリ（ジアリルジメチルアンモニウムクロライド）、ポリ（ジアリルジメ
チルアンモニウムクロライド・二酸化イオウ）、ポリ（ジアリルジメチルアンモニウムク
ロライド・ジアリルアミン塩酸塩誘導体）、アクリルアミド・ジアリルジメチルアンモニ
ウムクロライド共重合物、アクリル酸塩・アクリルアミド・ジアリルアミン塩酸塩共重合
物、ポリエチレンイミン、アクリルアミンポリマー等のエチレンイミン誘導体、ポリエチ
レンイミンアルキレンオキサイド変性物、などが挙げられる。これらは、１種単独で使用
してもよいし、２種以上を併用してもよい。
【０２０８】
　これらの中でも、ジメチルアミン・エピクロルヒドリン重縮合物、ポリアリルアミン塩
酸塩等の低分子量のカチオン性有機化合物と他の比較的高分子量のカチオン性有機化合物
、例えば、ポリ（ジアリルジメチルアンモニウムクロライド）等とを組み合わせて使用す
るのが好ましい。併用することにより、単独使用の場合よりも画像濃度を向上させ、フェ
ザリングが更に低減される。
【０２０９】
　上記カチオン性有機化合物のコロイド滴定法（ポリビニル硫酸カリウム、トルイジンブ
ルー使用）によるカチオン当量は３～８ｍｅｑ／ｇが好ましい。カチオン当量がこの範囲
であれば上記乾燥付着量の範囲で良好な結果が得られる。なお、コロイド滴定法によるカ
チオン当量の測定に当たっては、カチオン性有機化合物を固形分で０．１質量％となるよ
うに蒸留水で希釈し、ｐＨ調整は行わないものとする。
【０２１０】
　また、カチオン性有機化合物の乾燥付着量は、０．３～２．０ｇ／ｍ２が好ましい。こ
のカチオン性有機化合物の乾燥付着量が０．３ｇ／ｍ２未満であると、充分な画像濃度向
上やフェザリング低減の効果が得られないことがある。
【０２１１】
　また、上記界面活性剤としては、特に制限はなく、目的に応じて適宜選択することがで
きるが、アニオン活性剤、カチオン活性剤、両性活性剤、非イオン活性剤のいずれも使用
することができる。これらの中でも、非イオン活性剤が特に好ましい。界面活性剤を添加
することにより、画像の耐水性が向上するとともに、画像濃度が高くなり、ブリーディン
グが改善される。
【０２１２】
　ここで、非イオン活性剤としては、例えば、高級アルコールエチレンオキサイド付加物
、アルキルフェノールエチレンオキサイド付加物、脂肪酸エチレンオキサイド付加物、多
価アルコール脂肪酸エステルエチレンオキサイド付加物、高級脂肪族アミンエチレンオキ
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サイド付加物、脂肪酸アミドエチレンオキサイド付加物、油脂のエチレンオキサイド付加
物、ポリプロピレングリコールエチレンオキサイド付加物、グリセロールの脂肪酸エステ
ル、ペンタエリスリトールの脂肪酸エステル、ソルビトール及びソルビタンの脂肪酸エス
テル、ショ糖の脂肪酸エステル、多価アルコールのアルキルエーテル、アルカノールアミ
ン類の脂肪酸アミド等が挙られる。これらは、１種単独で使用してもよいし、２種以上を
併用してもよい。
【０２１３】
　多価アルコールとしては、特に制限はなく、目的に応じて適宜選択することができるが
、例えば、グリセロール、トリメチロールプロパン、ペンタエリスリット、ソルビトール
、ショ糖などが挙げられる。また、エチレンオキサイド付加物については、水溶性を維持
できる範囲で、エチレンオキサイドの一部をプロピレンオキサイドあるいはブチレンオキ
サイド等のアルキレンオキサイドに置換したものも有効である。置換率は５０％以下が好
ましい。前記非イオン活性剤のＨＬＢ（親水性／親油性比）は４～１５が好ましく、７～
１３がより好ましい。
【０２１４】
　界面活性剤の添加量は、前記カチオン性有機化合物１００質量部に対し、０～１０質量
部が好ましく、０．１～１．０質量部がより好ましい。
【０２１５】
　前記塗工層には、本発明の目的及び効果を損なわない範囲で、更に必要に応じて、その
他の成分を添加することができる。該その他の成分としては、アルミナ粉末、ｐＨ調整剤
、防腐剤、酸化防止剤等の添加剤が挙げられる。
【０２１６】
　この塗工層の形成方法としては、特に制限はなく、目的に応じて適宜選択することがで
き、前記支持体上に塗工層液を含浸又は塗布する方法により行うことができる。塗工層液
の含浸又は塗布方法としては、特に制限はなく、目的に応じて適宜選択することができ、
例えば、コンベンショナルサイズプレス、ゲートロールサイズプレス、フィルムトランス
ファーサイズプレス、ブレードコーター、ロッドコーター、エアーナイフコーター、カー
テンコーターなど各種塗工機で塗工することができる。これらの中でも、コストの点から
、抄紙機に設置されているコンベンショナルサイズプレス、ゲートロールサイズプレス、
フィルムトランスファーサイズプレスなどで含浸又は付着させ、オンマシンで仕上げる方
法が好ましい。
【０２１７】
　この塗工層液の付着量は、特に制限はなく、目的に応じて適宜選択することができるが
、固形分で、０．５～２０ｇ／ｍ２が好ましく、１～１５ｇ／ｍ２がより好ましい。なお
、含浸又は塗布の後、必要に応じて乾燥させてもよく、この場合の乾燥の温度としては、
特に制限はなく、目的に応じて適宜選択することができるが、１００～２５０℃程度が好
ましい。
【０２１８】
　本発明に係る記録方法で用いる記録用メディアとしては、更に支持体の裏面にバック層
、支持体と塗工層との間、また、支持体とバック層間にその他の層を形成してもよく、塗
工層上に保護層を設けることもできる。これらの各層は単層であっても複数層であっても
よい。
【０２１９】
　本発明に係る記録方法で用いる記録用メディアは、吸液特性が上記本発明の範囲であれ
ば、インクジェット記録用メディアの他、市販のオフセット印刷用コート紙、グラビア印
刷用コート紙などであってもよい。
【０２２０】
　本発明に係る記録方法で用いる記録用メディアの坪量は、５０～２５０ｇ／ｍ２である
ことが好ましい。５０ｇ／ｍ２未満であるとコシがないために搬送経路の途中で記録用メ
ディアが詰まってしまうなどの搬送不良が生じやすい。２５０ｇ／ｍ２を超えるとコシが
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大きくなりすぎるため搬送経路の途中にある曲線部で記録用メディアが曲がりきれず、や
はり記録用メディアが詰まってしまうなどの搬送不良が生じやすい。
【０２２１】
　次に、具体的な実施例について説明する。なお、本発明は、これらの実施例に何ら限定
されるものではない。
【０２２２】
（調製例１）
－銅フタロシアニン顔料含有ポリマー微粒子分散体の調製－
　機械式攪拌機、温度計、窒素ガス導入管、還流管、及び滴下ロートを備えた１Ｌフラス
コ内を十分に窒素ガスで置換した後、スチレン１１．２ｇ、アクリル酸２．８ｇ、ラウリ
ルメタクリレート１２．０ｇ、ポリエチレングリコールメタクリレート４．０ｇ、スチレ
ンマクロマー（東亜合成株式会社製、商品名：ＡＳ－６）４．０ｇ、及びメルカプトエタ
ノール０．４ｇを仕込み、６５℃に昇温した。次に、スチレン１００．８ｇ、アクリル酸
２５．２ｇ、ラウリルメタクリレート１０８．０ｇ、ポリエチレングリコールメタクリレ
ート３６．０ｇ、ヒドロキシエチルメタクリレート６０．０ｇ、スチレンマクロマー（東
亜合成株式会社製、商品名：ＡＳ－６）３６．０ｇ、メルカプトエタノール３．６ｇ、ア
ゾビスジメチルバレロニトリル２．４ｇ、及びメチルエチルケトン１８ｇの混合溶液を２
．５時間かけてフラスコ内に滴下した。
【０２２３】
　滴下終了後、アゾビスジメチルバレロニトリル０．８ｇ、及びメチルエチルケトン１８
ｇの混合溶液を０．５時間かけてフラスコ内に滴下した。６５℃にて１時間熟成した後、
アゾビスジメチルバレロニトリル０．８ｇを添加し、更に１時間熟成した。反応終了後、
フラスコ内に、メチルエチルケトン３６４ｇを添加し、濃度が５０質量％のポリマー溶液
８００ｇを得た。次に、ポリマー溶液の一部を乾燥し、ゲルパーミエイションクロマトグ
ラフィー（標準：ポリスチレン、溶媒：テトラヒドロフラン）で測定したところ、重量平
均分子量（Ｍｗ）は１５，０００であった。
【０２２４】
　次に、得られたポリマー溶液２８ｇ、銅フタロシアニン顔料２６ｇ、１ｍｏｌ／Ｌ水酸
化カリウム水溶液１３．６ｇ、メチルエチルケトン２０ｇ、及びイオン交換水３０ｇを十
分に攪拌した。その後、３本ロールミル（株式会社ノリタケカンパニー製、商品名：ＮＲ
－８４Ａ）を用いて２０回混練した。得られたペーストをイオン交換水２００ｇに投入し
、十分に攪拌した後、エバポレーターを用いてメチルエチルケトン及び水を留去し、固形
分量が２０．０質量％の青色のポリマー微粒子分散体１６０ｇを得た。
　得られたポリマー微粒子について、粒度分布測定装置（マイクロトラックＵＰＡ、日機
装株式会社製）で測定した平均粒子径（Ｄ５０％）は９３ｎｍであった。
【０２２５】
（調製例２）
－ジメチルキナクリドン顔料含有ポリマー微粒子分散体の調製－
　調製例１において、銅フタロシアニン顔料をＣ．Ｉ．ピグメントレッド１２２に変更し
た以外は、調製例１と同様にして、赤紫色のポリマー微粒子分散体を調製した。
　得られたポリマー微粒子について、粒度分布測定装置（マイクロトラックＵＰＡ、日機
装株式会社製）で測定した平均粒子径（Ｄ５０％）は１２７ｎｍであった。
【０２２６】
（調製例３）
－モノアゾ黄色顔料含有ポリマー微粒子分散体の調製－
　調製例１において、銅フタロシアニン顔料をＣ．Ｉ．ピグメントイエロー７４に変更し
た以外は、調製例１と同様にして、黄色のポリマー微粒子分散体を調製した。
　得られたポリマー微粒子について、粒度分布測定装置（マイクロトラックＵＰＡ、日機
装株式会社製）で測定した平均粒子径（Ｄ５０％）は７６ｎｍであった。
【０２２７】



(34) JP 4889450 B2 2012.3.7

10

20

30

40

50

（調製例４）
－スルホン化剤処理したカーボンブラック分散体の調製－
　市販のカーボンブラック顔料（デグサ社製、「プリンテックス＃８５」）１５０ｇをス
ルホラン４００ｍｌ中に良く混合し、ビーズミルで微分散後、アミド硫酸１５ｇを添加し
て１４０～１５０℃で１０時間攪拌した。得られたスラリーをイオン交換水１０００ｍｌ
中に投入し、１２，０００ｒｐｍで遠心分離機により表面処理カーボンブラックウェット
ケーキを得た。得られたカーボンブラックウェットケーキを２，０００ｍｌのイオン交換
水中に再分散し、水酸化リチウムにてｐＨを調整し、限外濾過膜により脱塩濃縮して顔料
濃度１０質量％のカーボンブラック分散体とし、平均孔径１μｍのナイロンフィルターで
濾過し、カーボンブラック分散体を得た。
　得られたカーボンブラック分散体について、粒度分布測定装置（マイクロトラックＵＰ
Ａ、日機装株式会社製）で測定した平均粒子径（Ｄ５０％）は８０ｎｍであった。
【０２２８】
（製造例１）
－シアンインクの作製－
　調製例１の銅フタロシアニン顔料含有ポリマー微粒子分散体２０．０質量％、３－メチ
ル－１，３－ブタンジオール２３．０質量％、グリセリン８．０質量％、２－エチル－１
，３－ヘキサンジオール２．０質量％、フッ素系界面活性剤としてのＦＳ－３００(Ｄｕ
Ｐｏｎｔ社製)２．５質量％、防腐防カビ剤としてのプロキセルＬＶ（アベシア社製）０
．２質量％、２－アミノ－２－エチル－１,３－プロパンジオール０．５質量％、及びイ
オン交換水を適量加えて１００質量％とし、その後、平均孔径０．８μｍのメンブレンフ
ィルターで濾過を行った。以上により、シアンインクを調製した。
【０２２９】
（製造例２）
－マゼンタインクの作製－
　調製例２のジメチルキナクリドン顔料含有ポリマー微粒子分散体２０．０質量％、３－
メチル－１，３－ブタンジオール２２．５質量％、グリセリン９．０質量％、２－エチル
－１，３－ヘキサンジオール２．０質量％、フッ素系界面活性剤としてのＦＳ－３００(
ＤｕＰｏｎｔ社製)２．５質量％、防腐防カビ剤としてのプロキセルＬＶ（アベシア社製
）０．２質量％、２－アミノ－２－エチル－１,３－プロパンジオール０．５質量％、及
びイオン交換水を適量加えて１００質量％とし、その後、平均孔径０．８μｍのメンブレ
ンフィルターで濾過を行った。以上により、マゼンタインクを調製した。
【０２３０】
（製造例３）
－イエローインクの作製－
　調製例３のモノアゾ黄色顔料含有ポリマー微粒子分散体２０．０質量％、３－メチル－
１，３－ブタンジオール２４．５質量％、グリセリン８．０質量％、２－エチル－１，３
－ヘキサンジオール２．０質量％、フッ素系界面活性剤としてのＦＳ－３００(ＤｕＰｏ
ｎｔ社製)２．５質量％、防腐防カビ剤としてのプロキセルＬＶ（アベシア社製）０．２
質量％、２－アミノ－２－エチル－１,３－プロパンジオール０．５質量％、及びイオン
交換水を適量加えて１００質量％とし、その後、平均孔径０．８μｍのメンブレンフィル
ターで濾過を行った。以上により、イエローインクを調製した。
【０２３１】
（製造例４）
－ブラックインクの作製－
　調製例４のカーボンブラック分散体２０．０質量％、３－メチル－１，３－ブタンジオ
ール２２．５質量％、グリセリン７．５質量％、２－ピロリドン２．０質量％、２－エチ
ル－１，３－ヘキサンジオール２．０質量％、フッ素系界面活性剤としてのＦＳ－３００
(ＤｕＰｏｎｔ社製)２．５質量％、防腐防カビ剤としてのプロキセルＬＶ（アベシア社製
）０．２質量％、及び２－アミノ－２－エチル－１,３－プロパンジオール０．５質量％
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、及びイオン交換水を適量加えて１００質量％とし、その後、平均孔径０．８μｍのメン
ブレンフィルターで濾過を行った。以上によりブラックインクを調製した。
【０２３２】
　次に、得られた製造例１～４の各インクについて、以下のようにして、表面張力、及び
粘度を測定した。結果を表１に示す。
【０２３３】
＜粘度の測定＞
　粘度は、Ｒ－５００型粘度計（東機産業株式会社製）を用いて、コーン１°３４’×Ｒ
２４、６０ｒｐｍ、３分後の条件により、２５℃で測定した。
【０２３４】
＜表面張力の測定＞
　表面張力は、表面張力測定装置（協和界面科学株式会社製、ＣＢＶＰ－Ｚ）を用い、白
金プレートを使用して２５℃で測定した静的表面張力である。
【０２３５】

【表１】

【０２３６】
－支持体の作製－
　下記配合の０．３質量％スラリーを長網抄紙機で抄造し、坪量７９ｇ／ｍ２の支持体を
作製した。なお、抄紙工程のサイズプレス工程で、酸化澱粉水溶液を固形分付着量が片面
当り、１．０ｇ／ｍ２になるように塗布した。
　・広葉樹晒クラフトパルプ（ＬＢＫＰ）…８０質量部
　・針葉樹晒クラフトパルプ（ＮＢＫＰ）…２０質量部
　・軽質炭酸カルシウム（商品名：ＴＰ－１２１、奥多摩工業株式会社製）…１０質量部
　・硫酸アルミニウム…１．０質量部
　・両性澱粉（商品名：Ｃａｔｏ３２１０、日本ＮＳＣ株式会社製）…１．０質量部
　・中性ロジンサイズ剤（商品名：ＮｅｕＳｉｚｅ　Ｍ－１０、ハリマ化成株式会社製）
…０．３質量部
　・歩留まり向上剤（商品名：ＮＲ－１１ＬＳ、ハイモ社製）…０．０２質量部
【０２３７】
（製造例１）
－記録用メディア１の作製－
　顔料としての粒子径２μｍ以下の割合が９７質量％のクレー７０質量部、平均粒子径１
．１μｍの重質炭酸カルシウム３０質量部、接着剤としてのガラス転移温度（Ｔｇ）が－
５℃のスチレン－ブタジエン共重合体エマルジョン８質量部、リン酸エステル化澱粉１質
量部、及び助剤としてのステアリン酸カルシウム０．５質量部を加え、更に水を加えて固
形分濃度６０質量％の塗工液を調製した。
【０２３８】
　得られた塗工液を、上記作製した支持体に片面当り固形分付着量が８ｇ／ｍ２になるよ
うに、ブレードコーターを用いて両面に塗工し、熱風乾燥後、段スーパーカレンダー処理
を行い、「記録用メディア１」を作製した。
【０２３９】
（製造例２）
－記録用メディア２の作製－
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　顔料としての粒子径２μｍ以下の割合が９７質量％のクレー７０質量部、平均粒子径１
．１μｍの重質炭酸カルシウム３０質量部、接着剤としてのガラス転移温度（Ｔｇ）が－
５℃のスチレン－ブタジエン共重合体エマルジョン７質量部、リン酸エステル化澱粉０．
７質量部、助剤としてのステアリン酸カルシウム０．５質量部を加え、更に水を加えて固
形分濃度６０質量％の塗工液を調製した。
【０２４０】
　得られた塗工液を、上記作製した支持体に片面当り固形分付着量が８ｇ／ｍ２になるよ
うに、ブレードコーターを用いて両面塗工し、熱風乾燥後、段スーパーカレンダー処理を
行い、「記録用メディア２」を作製した。
【０２４１】
（実施例１）
－インクセット、記録用メディア、及び画像記録－
　製造例４のブラックインク、製造例３のイエローインク、製造例２のマゼンタインク、
及び製造例１のシアンインクからなる「インクセット１」を常法により調製した。
　得られたインクセット１と、上記記録用メディア１とを用いて、３００ｄｐｉ、ノズル
解像度３８４、ノズルを有するドロップオンデマンドプリンタ試作機を使用し、画像解像
度６００ｄｐｉ、最大インク滴１８ｐｌにて印字を行った。二次色の総量規制を１４０％
にして付着量規制を実施し、ベタ画像、及び文字を印写して、画像プリントを得た。
【０２４２】
（実施例２）
－インクセット、記録用メディア、及び画像記録－
　実施例１において、記録用メディアとして上記記録用メディア２を用いた以外は、実施
例１と同様にして、印写を実施し、画像プリントを得た。
【０２４３】
（実施例３）
－インクセット、記録用メディア、及び画像記録－
　実施例１において、記録用メディアとしてグラビア印刷用コート紙（商品名；スペース
ＤＸ、坪量＝５６ｇ／ｍ２、日本製紙株式会社製）（以下、「記録用メディア３」とする
）を用いた以外は、実施例１と同様にして、印写を実施し、画像プリントを得た。
【０２４４】
（比較例１）
－インクセット、記録用メディア、及び画像記録－
　実施例１において、記録用メディアとして市販のオフセット用コート紙（商品名；オー
ロラコート、坪量＝１０４．７ｇ／ｍ２、日本製紙株式会社製、以下、「記録用メディア
４」と称する）を用いた以外は、実施例１と同様にして、印写を実施し、画像プリントを
得た。
【０２４５】
（比較例２）
－インクセット、記録用メディア、及び画像記録－
　実施例１において、記録用メディアとして市販のインクジェット用マットコート紙（商
品名；スーパーファイン専用紙、セイコーエプソン株式会社製、以下、「記録用メディア
５」と称する））を用いた以外は、実施例１と同様にして、印写を実施し、画像プリント
を得た。
【０２４６】
　次に、記録用メディア１、記録用メディア２、記録用メディア３、記録用メディア４、
記録用メディア５について、以下のようにして、動的走査吸液計による純水、及び製造例
１のシアンインクの転移量を測定した。結果を表２に示す。
【０２４７】
＜動的走査吸液計による純水及びシアンインクの転移量の測定＞
　各記録用メディアについて、動的走査吸液計（Ｋ３５０シリーズＤ型、協和精工株式会
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触時間１００ｍｓ及び接触時間４００ｍｓにおける転移量は、それぞれの接触時間の近隣
の接触時間における転移量の測定値から補間により求めた。
【０２４８】
【表２】

【０２４９】
　次に、得られた実施例１～３の各画像プリントについて、以下のようにして、ビーディ
ング、ブリード、拍車痕、及び光沢感を評価した。結果を表３に示す。
【０２５０】
＜ビーディング＞
　各画像プリントのグリーンべた画像部のビーディングの程度を目視で観察し、下記基準
により評価した。
〔評価基準〕
　ランク４：ビーディングの発生がなく均一な印刷である。
　ランク３：かすかにビーディングの発生が認められる。
　ランク２：明確にビーディングの発生が認められる。
　ランク１：甚だしいビーディングの発生が認められる。
【０２５１】
＜ブリードの評価＞
　各画像プリントの黄地中の黒文字のブリードの程度を目視で観察し、下記基準により評
価した。
〔評価基準〕
　◎：ブリードの発生無く鮮明な印刷である。
　○：かすかにブリードの発生が認められる。
　×：文字の輪郭がはっきりしないほどにじみが発生している。
【０２５２】
＜拍車痕の評価＞
　各画像プリントの拍車痕の程度を目視で観察し、下記基準により評価した。
〔評価基準〕
　◎：全く認められない。
　○：かすかに認められる。
　×：明確に拍車痕が認められる。
【０２５３】
＜光沢感の評価＞
　各画像プリントのシアンのベタ画像部の６０°鏡面光沢度（ＪＩＳ　Ｚ８７４１）を測
定した。
【０２５４】
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【表３】

【０２５５】
　表３の結果から、少なくとも水、着色剤、及び湿潤剤を含有してなり、２５℃における
表面張力が２０～３５ｍＮ／ｍであるインクと、動的走査吸液計で測定した接触時間１０
０ｍｓにおけるインクの記録用メディアへの転移量が４～１５ｍｌ／ｍ２であり、かつ接
触時間４００ｍｓにおけるインクの記録用メディアへの転移量が７～２０ｍｌ／ｍ２であ
る記録用メディアと、を組み合わせた実施例１～３は、比較例１、２に比べて、ビーディ
ング抑制、ブリード抑制、拍車痕無し、高い光沢度を同時に高いレベルで達成する評価結
果が得られたことが認められた。
【図面の簡単な説明】
【０２５６】
【図１】本発明に係る液体吐出ヘッドの第１実施形態を示す分解斜視図である。
【図２】同ヘッドの液室長手方向に沿う断面説明図である。
【図３】同ヘッドの液室短手方向に沿うバイピッチ構造の断面説明図である。
【図４】同ヘッドの液室短手方向に沿うノーマルピッチ構造の断面説明図である。
【図５】同ヘッドのノズル板の平面説明図である。
【図６】図５のＡ－Ａ線に沿う断面説明図である。
【図７】同ヘッドのノズル板の他の例を示す平面説明図である。
【図８】本発明の第２実施形態に係る液体吐出ヘッドの断面説明図である。
【図９】本発明の第３実施形態に係る液体吐出ヘッドの断面説明図である。
【図１０】第1撥水層と第２撥水層の撥水性の関係の説明に供する説明図である。
【図１１】第1撥水層の撥水性が第２撥水層の撥水性以上であるときの図１０のＢ部の拡
大説明図である。
【図１２】第２撥水層の撥水性が第１撥水層の撥水性より高いときの図１０のＢ部の拡大
説明図である。
【図１３】本発明の第３実施形態に係る液体吐出ヘッドの断面説明図である。
【図１４】図１３のＣ部の拡大説明図である。
【図１５】本発明に係る画像形成装置の一例を示す全体構成図である。
【図１６】同じく要部平面説明図である。
【図１７】本発明に係る液体吐出ヘッドの他の例の説明に供する要部断面説明図である。
【符号の説明】
【０２５７】
　　１…流路板
　　２…ノズル板
　　３…振動板
　　４…ノズル
　　６…液室
　　１２…圧電素子
　　１３…ベース部材
　　１７…フレーム部材
　　３１…ノズル形成部
　　３２…ノズル板の外周部
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　　４１…第１撥水層
　　４２…第２撥水層
　　５１…ノズルカバー
　　１０３…キャリッジ
　　１０７…記録ヘッド

【図１】 【図２】
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【図３】

【図４】

【図５】

【図６】

【図７】

【図８】

【図９】
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【図１０】

【図１１】

【図１２】

【図１３】

【図１４】 【図１５】
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