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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　記録ヘッドを用いて第１インク組成物を記録媒体に吐出するインクジェット記録方法で
あって、
　表面に受容層を有し、下記式（１）及び（２）を用いて算出される前記受容層の表面自
由エネルギーの非極性成分γｓｄが５ｍＮ／ｍ以上２０ｍＮ／ｍ以下である前記記録媒体
と前記記録ヘッドとを相対的に移動させる工程と、
　圧電素子を用いた前記記録ヘッドから、前記記録媒体に、色材と、炭素数が４以上８以
下のアルカンジオール１質量％以上１０質量％以下と、炭素数が４以上８以下のアルカン
ジオール以外の水溶性溶剤５質量％以上３０質量％以下と、水とを含む前記第１インクを
吐出する工程と、を有することを特徴とするインクジェット記録方法。
　γlＭ（1＋ＣＯＳθＭ）＝2（γsd・γldＭ）0.5＋2（γsp・γlpＭ）0.5　・・・（１
）
　γlＷ（1＋ＣＯＳθＷ）＝2（γsd・γldＷ）0.5＋2（γsp・γlpＷ）0.5　・・・（２
）
（ただし、式（１）及び（２）中、γｌｄＭは、ジヨードメタンの表面自由エネルギーの
非極性成分、γｌｐＭは、ジヨードメタンの表面自由エネルギーの極性成分、γｌＭは、
ジヨードメタンの表面自由エネルギー（＝γｌｄ＋γｌｐ）、θＭは、前記受容層上での
ジヨードメタンの接触角、γｌｄＷは、水の表面自由エネルギーの非極性成分、γｌｐＷ

は、水の表面自由エネルギーの極性成分、γｌＷは、水の表面自由エネルギー（＝γｌｄ
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＋γｌｐ）、θＷは、前記受容層上での水の接触角、γｓｄは、前記受容層の表面自由エ
ネルギーの非極性成分、γｓｐは、前記受容層の表面自由エネルギーの極性成分を表す。
）
【請求項２】
　前記式（１）より算出される前記受容層の表面自由エネルギーの極性成分γｓｐが２０
ｍＮ／ｍ以下である請求項１に記載のインクジェット記録方法。
【請求項３】
　前記第１インク組成物と同一色の色材を含有し、前記第１インク組成物中における色材
の含有率よりも色材の含有率が低く、かつ、炭素数が４以上８以下のアルカンジオールを
１質量％以上１０質量％以下の含有率で含む第２インク組成物を、前記第１インク組成物
とともに用いる請求項１または２に記載のインクジェット記録方法。
【請求項４】
　前記受容層は金属水酸化物を含むものである請求項１ないし３のいずれか１項に記載の
インクジェット記録方法。
【請求項５】
　前記記録ヘッドは、２０ｐｌ以下の液滴を用いて画像の記録を行うものである請求項１
ないし４のいずれか１項に記載のインクジェット記録方法。
【請求項６】
　前記第１インク組成物は、下記式（３）で表されるアルキレングリコールアルキルエー
テルを含むものである請求項１ないし５のいずれか１項に記載のインクジェット記録方法
。
Ｒ１－（Ｏ－ＣＨ２－ＣＨ（－ＣＨ３））ｋ－（Ｏ－ＣＨ２－ＣＨ２）ｎ－Ｏ－Ｒ２　（
３）（ただし、式（３）中、Ｒ１、Ｒ２は、それぞれ独立に、水素原子または炭素数が１
以上４以下であるアルキル基、ｎは、０以上３以下の数、ｋは、０以上３以下の数であり
、Ｒ１とＲ２とは同時に水素原子とはならず、ｎとｋとは同時に０とはならない。）
【請求項７】
　前記受容層は、基材の上に設けられたものであり、その表面から前記基材に渡るひび割
れ領域を有するものである請求項１ないし６のいずれか１項に記載のインクジェット記録
方法。
【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方法に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　インクを微小な液滴として吐出するインクジェット法では、インクが低粘度であること
が求められる。その一方で、記録媒体上でのインクの滲みを防止する必要があるため、イ
ンクジェット用のインクとしては、浸透剤を含むものが用いられている（例えば、特許文
献１参照）。
　しかしながら、従来用いられていた記録方法では、記録媒体の種類によっては、インク
の滲みを十分に防止しつつ高速で画像形成する事が困難であった。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００１－１８７８５０号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　本発明の目的は、インク組成が馴染みにくい記録媒体に、にじみが防止された印刷部を
有する記録物を高速で製造することができるインクジェット記録方法を提供すること、ま
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た、インク組成が馴染みにくい記録媒体に、にじみが防止され、十分な画像濃度の印刷部
を有する記録物を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　このような目的は、下記の本発明により達成される。
　本発明のインクジェット記録方法は、記録ヘッドを用いて第１インク組成物を記録媒体
に吐出するインクジェット記録方法であって、
　前記第１インク組成物は、色材と、炭素数が４以上８以下のアルカンジオールと、水溶
性溶剤と、水とを含み、
　前記記録ヘッドは、圧電素子を用いて前記第１インク組成物を吐出するもので、単位長
さ当たりの解像度が２００ｄｐｉ以上のものであり、
　前記記録媒体は、表面に受容層を有し、下記式（１）及び（２）を用いて算出される前
記受容層の表面自由エネルギーの非極性成分γｓｄが２０ｍＮ／ｍ以下のものであること
を特徴とする。
　γlＭ（1＋COSθＭ）＝2（γsd・γldＭ）0.5＋2（γsp・γlpＭ）0.5　・・・（１）
　γlＷ（1＋COSθＷ）＝2（γsd・γldＷ）0.5＋2（γsp・γlpＷ）0.5　・・・（２）
（ただし、式（１）及び（２）中、γｌｄＭは、ジヨードメタンの表面自由エネルギーの
非極性成分、γｌｐＭは、ジヨードメタンの表面自由エネルギーの極性成分、γｌＭは、
ジヨードメタンの表面自由エネルギー（＝γｌｄ＋γｌｐ）、θＭは、前記受容層上での
ジヨードメタンの接触角、γｌｄＷは、水の表面自由エネルギーの非極性成分、γｌｐＷ

は、水の表面自由エネルギーの極性成分、γｌＷは、水の表面自由エネルギー（＝γｌｄ
＋γｌｐ）、θＷは、前記受容層上での水の接触角、γｓｄは、前記受容層の表面自由エ
ネルギーの非極性成分、γｓｐは、前記受容層の表面自由エネルギーの極性成分を表す。
）
　これにより、表面自由エネルギーの非極性成分が低い記録媒体を用いた、にじみが防止
された印刷部を有する記録物を高速で製造することができるインクジェット記録方法を提
供することができる。
【０００６】
　本発明のインクジェット記録方法では、前記式（１）より算出される前記受容層の表面
自由エネルギーの極性成分γｓｐが２０ｍＮ／ｍ以下であるのが好ましい。
　これにより、より質感の高い記録物を得ることが可能となり、本願発明のインク組成物
を用いればこのような記録媒体にも良好な画像記録が可能となる。
　本発明のインクジェット記録方法では、前記第１インク組成物と同一色の色材を含有し
、前記第１インク組成物中における色材の含有率よりも色材の含有率が低く、かつ、炭素
数が４以上８以下のアルカンジオールを１質量％以上１０質量％以下の含有率で含む第２
インク組成物を、前記第１インク組成物とともに用いることが好ましい。
　これにより、印刷部の諧調表現をより良好なものとすることができる。また、第１イン
ク組成物の記録媒体への浸透をより好適なものとすることができ、にじみの発生をより効
果的に防止することができ、印刷部の画質がさらに向上する。
【０００７】
　本発明のインクジェット記録方法では、前記受容層は金属水酸化物を含むものであるこ
とが好ましい。
　これにより、金属水酸化物を含むメディアに対しても、にじみが防止され、十分な画像
濃度の印刷部を有し、漆喰に描かれた絵画（壁画）のような質感のある記録物を提供する
ことができるという効果が得られる。
【０００８】
　本発明のインクジェット記録方法では、前記記録ヘッドは、２０ｐｌ以下の液滴を用い
て画像の記録を行うものであることが好ましい。
　これにより、金属水酸化物を含むメディアに対しても、にじみが防止され、十分な画像
濃度の印刷部を有し、漆喰に描かれた絵画（壁画）のような質感のある記録物を提供する
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ことができる。
【０００９】
　本発明のインクジェット記録方法では、前記第１インク組成物は、下記式（３）で表さ
れるアルキレングリコールアルキルエーテルを含むものであることが好ましい。
Ｒ１－（Ｏ－ＣＨ２－ＣＨ（－ＣＨ３））ｋ－（Ｏ－ＣＨ２－ＣＨ２）ｎ－Ｏ－Ｒ２　（
３）
（ただし、式（３）中、Ｒ１、Ｒ２は、それぞれ独立に、水素原子または炭素数が１以上
４以下であるアルキル基、ｎは、０以上３以下の数、ｋは、０以上３以下の数であり、Ｒ
１とＲ２とは同時に水素原子とはならず、ｎとｋとは同時に０とはならない。）
　これにより、極性成分γｓｐが２０ｍＮ／ｍ以下のメディアに対しても、にじみが防止
され、十分な画像濃度の印刷部を有し、漆喰に描かれた絵画（壁画）のような質感のある
記録物を提供することができるという効果が得られる。
【００１０】
　本発明のインクジェット記録方法では、前記受容層は、基材の上に設けられたものであ
り、その表面から前記基材に渡るひび割れ領域を有するものであるのが好ましい。
　これにより、にじみがより効果的に防止され、十分な画像濃度の印刷部を有し、漆喰に
描かれた絵画（壁画）のような質感のある記録物を提供することができる。
　本発明の記録物は、本発明のインクジェット記録方法を用いて製造されたことを特徴と
する。
　これにより、表面自由エネルギーの非極性成分が低い記録媒体を用いた、にじみが防止
された印刷部を有する記録物を提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１】記録物の製造に用いる液滴吐出装置の一例を示す斜視図である。
【図２】図１に示す液滴吐出装置における液滴吐出手段をステージ側から観察した図であ
る。
【図３】図１に示す液滴吐出装置における液滴吐出ヘッドの底面を示す図である。
【図４】図１に示す液滴吐出装置における液滴吐出ヘッドを示す図であり、（ａ）は断面
斜視図、（ｂ）は断面図である。
【図５】実施例１で用いた記録媒体の受容層の縦断面の走査型電子顕微鏡（ＳＥＭ）写真
である。
【発明を実施するための形態】
【００１２】
　以下、本発明の好適な実施形態について説明する。
　≪インクジェット記録方法≫
　まず、本発明のインクジェット記録方法について説明する。
　本発明のインクジェット記録方法では、記録ヘッドから記録媒体に吐出するインク組成
物として、色材と、炭素数が４以上８以下のアルカンジオールと、水溶性溶剤と、水とを
含む第１インク組成物を用い、前記記録ヘッドは、圧電素子を用いてインク組成物を吐出
するもので、単位長さ当たりの解像度が２００ｄｐｉ以上のものであり、前記記録媒体は
、表面に受容層を有し、下記式（１）及び（２）を用いて算出される前記受容層の表面自
由エネルギーの非極性成分γｓｄが２０ｍＮ／ｍ以下のものである。
【００１３】
　γlＭ（1＋COSθＭ）＝2（γsd・γldＭ）0.5＋2（γsp・γlpＭ）0.5　・・・（１）
　γlＷ（1＋COSθＷ）＝2（γsd・γldＷ）0.5＋2（γsp・γlpＷ）0.5　・・・（２）
（ただし、式（１）及び（２）中、γｌｄＭは、ジヨードメタンの表面自由エネルギーの
非極性成分、γｌｐＭは、ジヨードメタンの表面自由エネルギーの極性成分、γｌＭは、
ジヨードメタンの表面自由エネルギー（＝γｌｄ＋γｌｐ）、θＭは、前記受容層上での
ジヨードメタンの接触角、γｌｄＷは、水の表面自由エネルギーの非極性成分、γｌｐＷ

は、水の表面自由エネルギーの極性成分、γｌＷは、水の表面自由エネルギー（＝γｌｄ
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＋γｌｐ）、θＷは、前記受容層上での水の接触角、γｓｄは、前記受容層の表面自由エ
ネルギーの非極性成分、γｓｐは、前記受容層の表面自由エネルギーの極性成分を表す。
）
【００１４】
　このように、本発明では、高解像度の記録ヘッドを用いるとともに、所定の条件を満足
するインク組成物と所定の条件を満足する記録媒体とを組み合わせて用いる点に特徴を有
している。そして、これにより、にじみが防止され、特定の受容層を有している場合には
漆喰に描かれた絵画（壁画）のような質感のある記録物を高速で製造することができる。
前記のような優れた効果は、前記の条件をすべて満足することにより得られるものであっ
て、前記の条件のうち１つでも満たさない場合には前記のような優れた効果は得られない
。
【００１５】
　例えば、第１インク組成物が、炭素数が４以上８以下のアルカンジオールを含まないも
のである場合、前記のような条件を満足する記録媒体への第１インク組成物の浸透力が低
下し、記録媒体上でのインクのにじみ、顔料の凝集という問題を生じる。
　また、記録ヘッドの単位長さ当たりの解像度が２００ｄｐｉ以上である場合、高密度に
インク組成物が吐出可能となり、上述のようなにじみ、顔料凝集が発生しやすい記録媒体
に良好な画像が形成可能となる。
　上記式（１）は、一般に、Ｏｗｅｎｓ－Ｗｅｎｄｔの近似式と呼ばれるものであり、式
中の、γｌｄＷ、γｌｐＷ、γｌＷ、γｌｄＭ、γｌｐＭ、γｌＭ、γｓｄ、γｓｐの単
位は、いずれも、ｍＮ／ｍである。
【００１６】
　受容層の極性成分γｓｐおよび非極性成分γｓｄは、以下のようにして求めることがで
きる。すなわち、室温（２３℃）下、１μｌの水およびジヨードメタンについて、受容層
に対する滴下から１００ｍｓ後の接触角を測定する。水およびジヨードメタンの極性成分
、非極性成分は既知なので、水の値を用いた式、およびジヨードメタンの値を用いた式の
２式から、連立方程式を解くことで、受容層の極性成分γｓｐと非極性成分γｓｄとを算
出することができる。なお、水のγｌｄＷは４８．５、γｌｐＷは２．３、γｌＷは５０
．８であり、ジヨードメタンのγｌｄＭは２９．１、γｌｐＭは４３．７、γｌＭは７２
．８である。
【００１７】
　＜液滴吐出装置＞
　以下、本発明のインクジェット記録方法で用いる液滴吐出装置について説明する。
　本発明において、記録ヘッド（液滴吐出ヘッド）は、圧電素子を用いたものであり、単
位長さ当たりの解像度が２００ｄｐｉ以上のものである。このような記録ヘッドを備え、
かつ、第１インク組成物の液滴をマルチサイズ（例えば１ｐｌ～４０ｐｌの範囲）で吐出
できると一層好ましい効果が得られる。
【００１８】
　記録ヘッドの単位長さあたりの解像度は、２００ｄｐｉ以上であればよいが、３００ｄ
ｐｉ以上であるのが好ましく、６００ｄｐｉ以上であるのがより好ましい。これにより、
微細な液滴を高密度かつ高速に記録し、特定の非極性成分を有する記録媒体にも良好な画
像を形成出来る。一方、解像度が低い記録ヘッドを用いた場合、液滴サイズを大きくしな
ければ、印刷速度が遅くなってしまう傾向にあるが、液滴サイズが大きい場合にじみ等の
画像の品質劣化が顕著になってしまい、上述の記録媒体に適用するのは困難である。一方
、印刷速度を遅くするのは記録物の生産性の観点で好ましくない。
【００１９】
　記録ヘッドは、２０ｐｌ以下の液滴を用いて画像の記録を行うものであるのが好ましい
。すなわち、記録ヘッドが吐出する液滴１滴の体積は、２０ｐｌ以下であるのが好ましく
、５ｐｌ以上１５ｐｌ以下であるのがより好ましい。これにより、より確実ににじみが防
止された印刷部を所定の非極性成分を有する記録媒体に記録することができる。
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　以下、記録物の製造に用いる液滴吐出装置の一例について説明する。
【００２０】
　図１は、記録物の製造に用いる液滴吐出装置の一例を示す斜視図、図２は、図１に示す
液滴吐出装置における液滴吐出手段をステージ側から観察した図、図３は、図１に示す液
滴吐出装置における液滴吐出ヘッドの底面を示す図、図４は、図１に示す液滴吐出装置に
おける液滴吐出ヘッドを示す図であり、（ａ）は断面斜視図、（ｂ）は断面図である。
　図１に示すように、インクの吐出に用いる液滴吐出装置１００は、インク組成物２を保
持するタンク１０１と、タンク１０１内のインク組成物２を送液するチューブ（送液チュ
ーブ）１１０と、チューブ１１０を介してタンク１０１からインク組成物２が供給される
吐出走査部１０２とを備える。吐出走査部１０２は、複数の液滴吐出ヘッド（記録ヘッド
）１１４をキャリッジ１０５に搭載してなる液滴吐出手段１０３と、液滴吐出手段１０３
の位置を制御する第１位置制御装置１０４（移動手段）と、記録媒体５０を保持するステ
ージ１０６と、ステージ１０６の位置を制御する第２位置制御装置１０８（移動手段）と
、制御手段１１２とを備えている。タンク１０１と、液滴吐出手段１０３における複数の
液滴吐出ヘッド１１４とは、チューブ１１０で連結されており、タンク１０１から複数の
液滴吐出ヘッド１１４のそれぞれにインク組成物２が圧縮空気によって供給される。
【００２１】
　第１位置制御装置１０４は、制御手段１１２からの信号に応じて、液滴吐出手段１０３
をＸ軸方向、およびＸ軸方向に直交するＺ軸方向に沿って移動させる。さらに、第１位置
制御装置１０４は、Ｚ軸に平行な軸の回りで液滴吐出手段１０３を回転させる機能も有す
る。本実施形態では、Ｚ軸方向は、鉛直方向（つまり重力加速度の方向）に平行な方向で
ある。第２位置制御装置１０８は、制御手段１１２からの信号に応じて、Ｘ軸方向および
Ｚ軸方向の双方に直交するＹ軸方向に沿ってステージ１０６を移動させる。さらに、第２
位置制御装置１０８は、Ｚ軸に平行な軸の回りでステージ１０６を回転させる機能も有す
る。
【００２２】
　ステージ１０６は、Ｘ軸方向とＹ軸方向との双方に平行な平面を有する。また、ステー
ジ１０６は、インク組成物２を付与すべき記録媒体５０をその平面上に固定、または保持
できるように構成されている。
　上述のように、液滴吐出手段１０３は、第１位置制御装置１０４によってＸ軸方向に移
動させられる。一方、ステージ１０６は、第２位置制御装置１０８によってＹ軸方向に移
動させられる。つまり、第１位置制御装置１０４および第２位置制御装置１０８によって
、ステージ１０６に対する液滴吐出ヘッド１１４の相対位置が変わる（ステージ１０６に
保持された記録媒体５０と、液滴吐出手段１０３とが相対的に移動する）。
　制御手段１１２は、インク組成物２を吐出すべき相対位置を表す吐出データを外部情報
処理装置から受け取るように構成されている。
【００２３】
　図２に示すように、液滴吐出手段１０３は、それぞれほぼ同じ構造を有する複数の液滴
吐出ヘッド１１４と、これらの液滴吐出ヘッド１１４を保持するキャリッジ１０５とを有
している。本実施形態では、液滴吐出手段１０３に保持される液滴吐出ヘッド１１４の数
は８個である。それぞれの液滴吐出ヘッド１１４は、後述する複数のノズル１１８が設け
られた底面を有している。それぞれの液滴吐出ヘッド１１４のこの底面の形状は、２つの
長辺と２つの短辺とを有する多角形である。液滴吐出手段１０３に保持された液滴吐出ヘ
ッド１１４の底面はステージ１０６側を向いており、さらに、液滴吐出ヘッド１１４の長
辺方向と短辺方向とは、それぞれＸ軸方向とＹ軸方向とに平行である。
【００２４】
　図３に示すように、液滴吐出ヘッド１１４は、Ｘ軸方向に並んだ複数のノズル１１８を
有する。これら複数のノズル１１８は、液滴吐出ヘッド１１４におけるＸ軸方向のノズル
ピッチＨＸＰが所定の値となるように配置されている。ノズルピッチＨＸＰの具体的な値
は、特に限定されないが、例えば、５０～９０μｍとすることができる。ここで、「液滴
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吐出ヘッド１１４におけるＸ軸方向のノズルピッチＨＸＰ」は、液滴吐出ヘッド１１４に
おけるノズル１１８のすべてをＹ軸方向に沿ってＸ軸上に射像して得られた複数のノズル
像間のピッチに相当する。
【００２５】
　本実施形態では、液滴吐出ヘッド１１４における複数のノズル１１８は、ともにＸ軸方
向に延びるノズル列１１６Ａと、ノズル列１１６Ｂとをなす。ノズル列１１６Ａと、ノズ
ル列１１６Ｂとは、間隔を空けて並行に配置されている。そして、本実施形態においては
、ノズル列１１６Ａおよびノズル列１１６Ｂのそれぞれにおいて、９０個のノズル１１８
が一定間隔ＬＮＰでＸ軸方向に一列に並んでいる。ＬＮＰの具体的な値は、特に限定され
ないが、１００μｍ以上１８０μｍ以下とすることができる。
【００２６】
　ノズル列１１６Ｂの位置は、ノズル列１１６Ａの位置に対して、ノズルピッチＬＮＰの
半分の長さだけＸ軸方向の正の方向（図３の右方向）にずれている。このため、液滴吐出
ヘッド１１４のＸ軸方向のノズルピッチＨＸＰは、ノズル列１１６Ａ（またはノズル列１
１６Ｂ）のノズルピッチＬＮＰの半分の長さである。
　したがって、液滴吐出ヘッド１１４のＸ軸方向のノズル線密度は、ノズル列１１６Ａ（
またはノズル列１１６Ｂ）のノズル線密度の２倍である。なお、本明細書において「Ｘ軸
方向のノズル線密度」とは、複数のノズルをＹ軸方向に沿ってＸ軸上に射像して得られた
複数のノズル像の単位長さ当たりの数に相当する。もちろん、液滴吐出ヘッド１１４が含
むノズル列の数は、２つだけに限定されない。液滴吐出ヘッド１１４はＭ個のノズル列を
含んでもよい。ここで、Ｍは１以上の自然数である。この場合には、Ｍ個のノズル列のそ
れぞれにおいて複数のノズル１１８は、ノズルピッチＨＸＰのＭ倍の長さのピッチで並ぶ
。さらに、Ｍが２以上の自然数の場合には、Ｍ個のノズル列のうちの一つに対して、他の
（Ｍ－１）個のノズル列は、ノズルピッチＨＸＰのｉ倍の長さだけ重複無くＸ軸方向にず
れている。ここで、ｉは１から（Ｍ－１）までの自然数である。
【００２７】
　さて、本実施形態では、ノズル列１１６Ａおよびノズル列１１６Ｂのそれぞれが９０個
のノズル１１８からなるため、１つの液滴吐出ヘッド１１４は１８０個のノズル１１８を
有する。ただし、ノズル列１１６Ａの両端のそれぞれ５ノズルは「休止ノズル」として設
定されている。同様に、ノズル列１１６Ｂの両端のそれぞれ５ノズルも「休止ノズル」と
して設定されている。そして、これら２０個の「休止ノズル」からはインク組成物２が吐
出されない。このため、液滴吐出ヘッド１１４における１８０個のノズル１１８のうち、
１６０個のノズル１１８がインク組成物２を吐出するノズルとして機能する。
【００２８】
　図２に示すように、液滴吐出手段１０３においては、複数個の上記液滴吐出ヘッド１１
４がＸ軸方向に沿って２列に配置されている。一方の列の液滴吐出ヘッド１１４と他方の
列の液滴吐出ヘッド１１４とは、休止ノズル分を考慮して、Ｙ軸方向から見て一部重なる
ように配置されている。これにより、液滴吐出手段１０３においては、記録媒体５０のＸ
軸方向の寸法分の長さに渡り、インク組成物２を吐出するノズル１１８が前記ノズルピッ
チＨＸＰでＸ軸方向に連続するように構成されている。
　本実施形態の液滴吐出手段１０３では、記録媒体５０のＸ軸方向の寸法分の長さ全体を
カバーするように液滴吐出ヘッド１１４を配置しているが、本発明における液滴吐出手段
は、記録媒体５０のＸ軸方向の寸法分の長さの一部をカバーするようにものでもよい。
【００２９】
　図に示すように、それぞれの液滴吐出ヘッド１１４は、インクジェットヘッドである。
より具体的には、それぞれの液滴吐出ヘッド１１４は、振動板１２６と、ノズルプレート
１２８とを備えている。振動板１２６と、ノズルプレート１２８との間には、タンク１０
１から孔１３１を介して供給されるインク組成物２が常に充填される液たまり１２９が位
置している。
【００３０】
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　また、振動板１２６と、ノズルプレート１２８との間には、複数の隔壁１２２が位置し
ている。そして、振動板１２６と、ノズルプレート１２８と、１対の隔壁１２２とによっ
て囲まれた部分がキャビティ１２０である。キャビティ１２０はノズル１１８に対応して
設けられているため、キャビティ１２０の数とノズル１１８の数とは同じである。キャビ
ティ１２０には、１対の隔壁１２２間に位置する供給口１３０を介して、液たまり１２９
からインク組成物２が供給される。
【００３１】
　振動板１２６上には、それぞれのキャビティ１２０に対応して、振動子１２４が位置す
る。振動子１２４は、ピエゾ素子１２４Ｃと、ピエゾ素子１２４Ｃを挟む１対の電極１２
４Ａ、１２４Ｂとを含む。この１対の電極１２４Ａ、１２４Ｂとの間に駆動電圧を与える
ことで、対応するノズル１１８からインク組成物２が吐出される。なお、ノズル１１８か
らＺ軸方向にインク組成物２が吐出されるように、ノズル１１８の形状が調整されている
。
【００３２】
　制御手段１１２（図１参照）は、複数の振動子１２４のそれぞれに互いに独立に信号を
与えるように構成されていてもよい。つまり、ノズル１１８から吐出されるインク組成物
２の体積が、制御手段１１２からの信号に応じてノズル１１８毎に制御されてもよい。ま
た、制御手段１１２は、塗布走査の間に吐出動作を行うノズル１１８と、吐出動作を行わ
ないノズル１１８とを設定することでもできる。
【００３３】
　本明細書では、１つのノズル１１８と、ノズル１１８に対応するキャビティ１２０と、
キャビティ１２０に対応する振動子１２４とを含んだ部分を「吐出部１２７」と表記する
こともある。この表記によれば、１つの液滴吐出ヘッド１１４は、ノズル１１８の数と同
じ数の吐出部１２７を有する。
　上記のような装置を用いることにより、優れた位置精度で、かつ、高速で、所望の部位
にインク組成物２を付与することができる。なお、図示の構成では、液滴吐出装置１００
は、インク組成物２を保持するタンク１０１、チューブ１１０等を１種類のインク組成物
分しか有していないが、これらの部材を、インク組成物の種類数の分だけ有するものであ
ってもよい。また、記録物の製造においては、複数種のインク組成物に対応するように、
複数台の液滴吐出装置１００を用いてもよい。この場合、各液滴吐出装置の構成は、同一
であっても、異なるものであってもよい。
【００３４】
　＜第１インク組成物＞
　第１インク組成物は、色材と、炭素数が４以上８以下のアルカンジオールと、水溶性溶
剤と、水とを含むものである。
　［色材（着色剤）］
　色材（着色剤）としては、例えば、各種顔料、各種染料等を用いることができるが、顔
料が好ましい。顔料を用いることにより、記録物の耐光性を特に優れたものとすることが
できる。代表的な顔料を以下に記載する。
　ブラック顔料としては、例えばカーボンブラックが挙げられる。
【００３５】
　マゼンタ顔料としては、例えばＣ．Ｉ．ピグメントレッド１（パラレッド）、２、３（
トルイジンレッド）、５（ＩＴＲ　Ｒｅｄ）、７、９、１０、１１、１２、１７、３０、
３１、３８（ピラゾロンレッド）、４２、４８（Ｃａ）、４８（Ｍｎ）、５７（Ｃａ）、
５７：１、８８（チオインジゴ）、１１２（ナフトールＡＳ系）、１２２（ジメチルキナ
クリドン）、１２３、１４４、１４９、１５０、１６６、１６８（アントアントロンオレ
ンジ）、１７０（ナフトールＡＳ系）、１７１、１７５、１７６、１７７、１７８、１７
９（ベリレンマルーン）、１８４、１８５、１８７、２０２、２０９（ジクロロキナクリ
ドン）、２１９、２２４（ベリレン系）、２４５（ナフトールＡＳ糸）、Ｃ．Ｉ．ピグメ
ントバイオレット１９（キナクリドン）、２３（ジオキサジンバイオレット）、３２、３
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３、３６、３８、４３、５０、キナクリドン系顔料の固溶体等が挙げられ、これらの１種
以上を用いることができる。これらの中でも、Ｃ．Ｉ．ピグメントレッド１２２、２０２
、２０９、Ｃ．Ｉ．ピグメントバイオレット１９等のキナクリドン系顔料又はこれらの固
溶体顔料であることが好ましい。
【００３６】
　シアン顔料としては、例えばＣ．Ｉ．ピグメントブルー１、２、３、１５、１５：１、
１５：２、１５：３、１５：４、１６（無金属フタロシアニン）、１８（アルカリブルー
トナー）、２２、２５、６０（スレンブルー）、６５（ビオラントロン）、６６（インジ
ゴ）等が挙げられ、これらの１種以上を用いることができる。これらの中でも、Ｃ．Ｉ．
ピグメントブルー１５、１５：１、１５：２、１５：３、１５：４、１６等のフタロシア
ニン系顔料であることが好ましい。
【００３７】
　イエロー顔料としては、例えば、Ｃ．Ｉ．ピグメントイエロー１（ハンザイエロー）、
２、３、１２、１３、１４、１６、１７、２４（フラバントロンイエロー）、３４、３５
、３７、５３、５５、６５、７３、７４、７５、８１、８３（ジアリライドイエロー）、
９３、９４、９５、９７、９８、９９、１０８（アントラピリミジンイエロー）、１０９
、１１０、１１１、１１３、１１４、１１７（銅錯塩顔料）、１２０、１２８、１２９、
１３３（キノフタロン）、１３８、１３９（イソインドリノン）、１４７、１５０、１５
１、１５３（ニッケル錯体顔料）、１５４、１５５、１６７、１７２、１８０、１８５、
２１３、ＷＯ２０１１／０２７８４２に記載の顔料が挙げられる。これらの中でも、Ｃ．
Ｉ．ピグメントイエロー７４、１２８、１２９、１５５、１８０、１８５、２１３、ＷＯ
２０１１／０２７８４２に記載の顔料が好ましい。
【００３８】
　特に、顔料の中でも、樹脂分散顔料又は自己分散顔料を用いるのが好ましく、より好ま
しくは自己分散顔料である。自己分散顔料は、他の色材に比べ、後に詳述する記録媒体上
で凝集しやすいものであるため、インク組成物を用いて形成される印刷部の光学濃度（画
像濃度）を高める上で有利である。また、自己分散顔料を用いることにより、インク組成
物の粘度を適正な範囲に調整しやすくなるため、取り扱いが容易である。また、自己分散
顔料は、分散剤を別途配合しなくても、インク組成物中で均一に分散し得るものである。
なお、ここでいう「分散」とは、自己分散顔料が分散剤なしに分散媒中に安定に存在して
いる状態をいい、分散している状態のもののみならず、溶解している状態のものも含むも
のとする。自己分散顔料が配合されたインク組成物は、自己分散顔料以外の顔料および分
散剤の配合された通常のインク組成物と比べて、分散安定性が高く、また、インク組成物
の粘度が適度なものとなるので、顔料をより多く含有させることが可能となり、発色性が
特に優れた画像を形成するうえで有利である。
【００３９】
　なお、本発明において、自己分散顔料とは、その表面にはカルボニル基、カルボキシル
基、アルデヒド基、ヒドロキシル基、スルホン基、アミノ基、および、これらの塩よりな
る群から選択される１種または２種以上の官能基が、直接あるいはアルキル基、アリール
基等を介して間接に結合してなる表面改質された顔料のことを言う。
　自己分散顔料を調製するには、真空プラズマ等の物理的処理や化学的処理により、官能
基または官能基を含んだ分子を顔料の表面に配位、グラフト等の化学的結合をさせること
等によって得ることができる。例えば、特開平８－３４９８号公報に記載の方法によって
得ることができる。また、自己分散顔料としては、市販品を利用することも可能であり、
例えば、オリエント化学工業（株）製の「マイクロジェットＣＷ１」、「マイクロジェッ
トＣＷ２」、キャボット社製の「ＣＡＢ－Ｏ－ＪＥＴ　２００」、「ＣＡＢ－Ｏ－ＪＥＴ
　３００」等を用いることができる。
【００４０】
　以下、自己分散顔料の調製方法の具体的な一例について説明する。
　まず、溶剤に顔料（自己分散顔料ではない、表面改質される前の顔料）を添加し、これ
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をハイスピードミキサー等で高速剪断分散するか、または、ビーズミルやジェットミル等
で衝撃分散してスラリー状の顔料分散液を得る。該顔料分散液をゆっくり攪拌しながら、
硫黄を含む処理剤（スルファミン酸、発煙硫酸、硫酸、クロロ硫酸、フルオロ硫酸、アミ
ド硫酸等）を添加し、該顔料分散液を６０℃以上２００℃以下に加熱処理して、前記顔料
表面に前記分散性付与基を導入する。該顔料分散液から溶剤を除去した後、水洗、限外濾
過、逆浸透、遠心分離、濾過等を繰り返して前記硫黄を含む処理剤を取り除いて、自己分
散顔料を得ることができる。
【００４１】
　樹脂分散顔料に用いられる樹脂分散剤としては、ポリビニルアルコール類、ポリアクリ
ル酸、アクリル酸－アクリルニトリル共重合体、酢酸ビニル－アクリル酸エステル共重合
体、アクリル酸－アクリル酸エステル共重合体、スチレン－アクリル酸共重合体、スチレ
ン－メタクリル酸共重合体、スチレン－メタクリル酸－アクリル酸エステル共重合体、ス
チレン－α－メチルスチレン－アクリル酸共重合体、スチレン－α－メチルスチレン－ア
クリル酸－アクリル酸エステル共重合体、スチレン－マレイン酸共重合体、スチレン－無
水マレイン酸共重合体、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、酢酸ビニル－マレイン酸エステル共重合体、酢酸ビニル－クロトン酸
共重合体、酢酸ビニル－アクリル酸共重合体等およびこれらの塩が挙げられる。これらの
中でも、疎水性官能基を有するモノマーと親水性官能基を持つモノマーとの共重合体、疎
水性官能基と親水性官能基とを併せ持つモノマーからなる重合体が好ましい。共重合体の
形態としては、ランダム共重合体、ブロック共重合体、交互共重合体、グラフト共重合体
のいずれの形態でも用いることができる。
【００４２】
　樹脂分散剤の分子量は、重量平均分子量として１，０００以上１００，０００以下の範
囲であることが好ましく、３，０００以上１０，０００以下の範囲であることがより好ま
しい。分子量が前記範囲であることにより、顔料が水中で安定的に分散し、またインク組
成物に適用した際の粘度制御等がしやすい。
　前記樹脂分散剤の顔料に対する添加量は、顔料１００質量部に対して好ましくは１０質
量部以上９０質量部以下であり、より好ましくは３０質量部以上８０質量部以下である。
この範囲であることにより、顔料の水中への分散安定性が一層良好になる。
【００４３】
　なお、樹脂分散顔料に用いられる顔料は、上述の自己分散顔料と同様のものを用いる事
が可能である。
　顔料の平均粒子径は、１０ｎｍ以上３００ｎｍ以下であるのが好ましく、４０ｎｍ以上
１５０ｎｍ以下であるのがより好ましい。これにより、インク組成物の保存安定性、イン
クジェット法による吐出安定性を特に優れたものとすることができる。
【００４４】
　なお、本明細書中において、平均粒子径とは、体積基準の平均粒子径のことを言う。平
均粒子径は、例えば、粒度分布計（マイクロトラックＵＰＡ、日揮装社製）を用いた測定
により求めることができる。
　第１インク組成物中における色材の含有率は、１質量％以上７質量％以下であるのが好
ましく、４質量％以上６質量％以下であるのがより好ましい。色材の含有率が前記範囲内
の値であると、インクジェット法による吐出安定性と、印刷部における画像濃度とをより
高いレベルで両立することができる。なお、第１インク組成物が複数種の色材を含むもの
である場合、これらの含有率の総和が前記範囲内に含まれるのが好ましい。
【００４５】
　［アルカンジオール］
　第１インク組成物は、炭素数が４以上８以下のアルカンジオールを含むものである。こ
のようなアルカンジオールを含むことにより、にじみが防止され、インクが馴染みにくい
記録媒体に質感のある記録物を提供することができる。
　炭素数が４以上８以下のアルカンジオールとしては、例えば、１，２－ブタンジオール
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、１，２－ペンタンジオール、１，２－ヘキサンジオール、１，２－ヘプタンジオール、
１，２－オクタンジオール等が挙げられるが、中でも、１，２－ペンタンジオール、１，
２－ヘキサンジオールが特に好ましく、１，２－ヘキサンジオールが最も好ましい。これ
により、前述したような効果がより顕著に発揮される。
【００４６】
　第１インク組成物中における前記アルカンジオールの含有率は、１質量％以上１０質量
％以下であるのが好ましく、２質量％以上７質量％以下がより好ましく、４質量％以上７
質量％以下であるのがさらに好ましい。前記アルカンジオールを含むことで、新油性が向
上するため、非極性成分が低いメディアへの浸透力が向上すると考えられる。一方のアル
キレングリコールアルキルエーテルを、新油性の向上が低く、非極性成分が低い記録媒体
への浸透力が低いと推察される。前記アルカンジオールを含むことで、にじみが防止され
、インクが馴染みにくい記録媒体に対して、より確実ににじみが防止され、質感のある記
録物を提供することができるという効果が得られる。これに対し、前記アルカンジオール
の含有率が前記下限値未満であると、記録媒体上でのインクのにじみ、顔料の凝集という
問題が生じる可能性がある。また、前記アルカンジオールの含有率が前記上限値を超える
と、第１インク組成物のインクジェット法による吐出安定性が低下する傾向が顕著になる
。なお、第１インク組成物が複数種の前記アルカンジオールを含むものである場合、これ
らの含有率の総和が前記範囲内に含まれるのが好ましい。
【００４７】
　［水溶性溶剤］
　第１インク組成物は、水溶性溶剤を含むものである。これにより、インクのヘッド中で
の乾燥を抑制し、信頼性を向上できるという効果が得られる。
　なお、本発明において、水溶性溶剤としては、炭素数が４以上８以下のアルカンジオー
ル以外の水溶性の溶剤を用いることができ、例えば、グリセリン、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、ヘキサエチレングリコール、プ
ロピレングリコール、ジプロピレングリコール、１，３－プロパンジオール、１，４－ブ
タンジオール、１，５－ペンタンジオール、１，６－ヘキサンジオール、３－メチル－１
，３－ブタンジオール、２－メチル－１，３－プロパンジオール、３－メチル－１，５－
ペンタンジオール、２－ピロリドン、Ｎ－メチルピロリドン等が挙げられる。
　中でも、第１インク組成物は、下記式（３）で表されるアルキレングリコールアルキル
エーテルを含むものであるのが好ましい。
【００４８】
Ｒ１－（Ｏ－ＣＨ２－ＣＨ（－ＣＨ３））ｋ－（Ｏ－ＣＨ２－ＣＨ２）ｎ－Ｏ－Ｒ２　（
３）
（ただし、式（３）中、Ｒ１、Ｒ２は、それぞれ独立に、水素原子または炭素数が１以上
４以下であるアルキル基、ｎは、０以上３以下の数、ｋは、０以上３以下の数であり、Ｒ
１とＲ２とは同時に水素原子とはならず、ｎとｋとは同時に０とはならない。）
【００４９】
　これにより、後に詳述する記録媒体への第１インク組成物の浸透性を特に優れたものと
なり、印刷部におけるにじみの発生をより効果的に防止することができる。
【００５０】
　（２）で表されるアルキレングリコールアルキルエーテルとしては、例えば、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ジメチルエーテル、ジエチレン
グリコールメチルエチルエーテル、ジエチレングリコールモノエチルエーテル、ジエチレ
ングリコールジエチルエーテル、ジエチレングリコールモノｎ－ブチルエーテル、ジエチ
レングリコールジｎ－ブチルエーテル、ジエチレングリコールブチルメチルエーテル、ジ
プロピレングリコールモノメチルエーテル、ジプロピレングリコールモノプロピルエーテ
ル、ジプロピレングリコールモノエチルエーテル、トリエチレングリコールモノメチルエ
ーテル、トリエチレングリコールモノブチルエーテル、テトラエチレングリコールモノブ
チルエーテル、トリプロピレングリコールモノブチルエーテル、テトラエチレングリコー
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ルモノメチルエーテル、ペンタエチレングリコールモノメチルエーテル、ペンタエチレン
グリコールモノブチルエーテル、ヘキサエチレングリコールモノメチルエーテル、テトラ
エチレングリコールジメチルエーテル等が挙げられるが、中でも、ジエチレングリコール
モノｎ－ブチルエーテル、ジプロピレングリコールモノプロピルエーテル、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ブチルエーテル、ペンタ
エチレングリコールモノブチルエーテルが特に好ましい。これにより、前述したような効
果がより顕著に発揮される。
【００５１】
　第１インク組成物中における前記水溶性溶剤の含有率は、５質量％以上３０質量％以下
であるのが好ましく、１０質量％以上２７質量％以下であるのがより好ましい。これによ
り、インクのヘッド中での乾燥を抑制し、信頼性を向上できるという効果が得られる。こ
れに対し、前記水溶性溶剤の含有率が前記下限値未満であると、インクがヘッド中で乾燥
し、吐出できなくなるか、吐出された液滴の重量が不安定、または着弾位置ズレという問
題が生じる可能性がある。また、前記水溶性溶剤の含有率が前記上限値を超えると、第１
インク組成物のインクジェット法による吐出安定性が低下する傾向が顕著になる。なお、
第１インク組成物が複数種の前記水溶性溶剤を含むものである場合、これらの含有率の総
和が前記範囲内に含まれるのが好ましい。
【００５２】
　［水］
　第１インク組成物は、水を含むものである。これにより、吐出安定性を優れたものとす
ることができるとともに、記録媒体に付与された後に、より好適に乾燥させることができ
る。また、第１インク組成物が顔料（特に、自己分散顔料）を含むものである場合には、
第１インク組成物中における顔料の分散安定性、第１インク組成物の保存安定性を特に優
れたものとすることができる。
【００５３】
　第１インク組成物中における水の含有率は、４０質量％以上８０質量％以下であるのが
好ましく、５０質量％以上７５質量％以下であるのがより好ましい。これにより、第１イ
ンク組成物の保存安定性、吐出安定性等を特に優れたものとしつつ、第１インク組成物を
用いて形成される印刷部の画像濃度を特に高いものとすることができる。これに対し、水
の含有率が前記下限値未満であると、第１インク組成物の保存安定性、吐出安定性が低下
する傾向があらわれる。また、水の含有率が前記上限値を超えると、色材の種類等によっ
ては、形成される印刷部の画像濃度を高いものとすることが困難になる可能性がある。
【００５４】
　［その他の成分］
　第１インク組成物は、前述した以外の成分（その他の成分）を含むものであってもよい
。
　このような成分としては、例えば、スチレン－アクリル共重合体、スチレン－ブタジエ
ン共重合体、ウレタン樹脂、ポリカーボネート、ポリエステル等の樹脂材料、オゾケライ
ト、セルシン、パラフィンワックス、マイクロワックス、マイクロクリスタリンワックス
、ペトロラタム、フィッシャー・トロプシュワックス等の炭化水素系ワックス、カルナバ
ワックス、ライスワックス、ラウリン酸メチル、ミリスチン酸メチル、パルミチン酸メチ
ル、ステアリン酸メチル、ステアリン酸ブチル、キャンデリラワックス、綿ロウ、木ロウ
、ミツロウ、ラノリン、モンタンワックス、脂肪酸エステル、ポリグリセリン脂肪酸エス
テル等のエステル系ワックス、ポリエチレンワックス、ポリプロピレンワックス、酸化型
ポリエチレンワックス、酸化型ポリプロピレンワックス等のオレフィン系ワックス、１２
－ヒドロキシステアリン酸アミド、ステアリン酸アミド、無水フタル酸イミド等のアミド
系ワックス、ラウロン、ステアロン等のケトン系ワックス、エーテル系ワックス等のワッ
クス、分散剤、防腐防黴剤、ｐＨ調整剤、キレート試薬、防錆剤、紫外線吸収剤、消泡剤
、表面張力調整剤、ポリシロキサン化合物、アセチレングリコール化合物等が挙げられる
。
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【００５５】
　防腐防黴剤としては、例えば、有機硫黄系、有機窒素硫黄系、有機ハロゲン系、ハロア
リルスルホン系、ヨードプロパギル系、Ｎ－ハロアルキルチオ系、ベンゾチアゾール系、
ニトリル系、ピリジン系、８－オキシキノリン系、イソチアゾリン系、ジチオール系、ピ
リジンオキシド系、ニトロプロパン系、有機スズ系、フェノール系、第４アンモニウム塩
系、トリアジン系、チアジアジン系、アニリド系、アダマンタン系、ジチオカーバメイト
系、ブロム化インダノン系、ベンジルブロムアセテート系、無機塩系等の化合物が挙げら
れる。有機ハロゲン系化合物としては、例えば、ペンタクロロフェノールナトリウム等が
挙げられ、ピリジンオキシド系化合物としては、例えば、ソジウムピリジンチオン－１－
オキサイド、ジンクピリジンチオン－１－オキサイド等が挙げられ、イソチアゾリン系化
合物としては、例えば、１－ベンズイソチアゾリン－３－オンのアミン塩、１，２－ベン
ズイソチアゾリン－３－オン、２－ｎ－オクチル－４－イソチアゾリン－３－オン、５－
クロロ－２－メチル－４－イソチアゾリン－３－オン、５－クロロ－２－メチル－４－イ
ソチアゾリン－３－オンマグネシウムクロライド、５－クロロ－２－メチル－４－イソチ
アゾリン－３－オンカルシウムクロライド、２－メチル－４－イソチアゾリン－３－オン
カルシウムクロライド等が挙げられる。その他の防腐防黴剤としては、デヒドロ酢酸ナト
リウム、ソルビン酸ナトリウム、安息香酸ナトリウム等が挙げられる。
【００５６】
　第１インク組成物がｐＨ調整剤を含むことにより、第１インク組成物の保存安定性等を
特に優れたものとすることができる。また、第１インク組成物を用いて製造される記録物
の信頼性を特に優れたものとすることができる。
　ｐＨ調整剤としては、例えば、ジエタノールアミン、トリエタノールアミン、トリイソ
プロパノールアミン、ジメチルエタノールアミン、ジエチルエタノールアミン等のアルカ
ノールアミン；水酸化リチウム、水酸化ナトリウム、水酸化カリウム、水酸化リチウム等
のアルカリ金属の水酸化物；水酸化アンモニウム；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；タウリン等のアミノスルホン酸等が挙げられる。
【００５７】
　キレート試薬としては、例えば、エチレンジアミン四酢酸２ナトリウム、ニトリロ三酢
酸ナトリウム、ヒドロキシエチルエチレンジアミン三酢酸ナトリウム、ジエチレントリア
ミン五酢酸ナトリウム、ウラシル二酢酸ナトリウム等が挙げられる。
　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、チオグリコール酸アン
モニウム、ジイソプロピルアンモニウムナイトライト、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ナイトライト、ベンゾトリアゾール系化合物等が挙げられる
。
【００５８】
　紫外線吸収剤としては、例えば、ベンゾフェノン系化合物、桂皮酸系化合物、トリアジ
ン系化合物、スチルベン系化合物、いわゆる蛍光増白剤（ベンズオキサゾール系化合物に
代表される紫外線を吸収して蛍光を発する化合物）等が挙げられる。
　消泡剤としては、例えば、高酸化油系化合物、グリセリン脂肪酸エステル系化合物、フ
ッ素系化合物、シリコーン系化合物、アセチレン系化合物等が挙げられる。
【００５９】
　表面張力調整剤としては、界面活性剤が挙げられ、例えば、アニオン系界面活性剤、両
性界面活性剤、カチオン系界面活性剤、ノニオン系界面活性剤等が挙げられる。
　アニオン系界面活性剤としては、例えば、アルキルスルホカルボン酸塩、α－オレフィ
ンスルホン酸塩、ポリオキシエチレンアルキルエーテル酢酸塩、Ｎ－アシルアミノ酸およ
びその塩、Ｎ－アシルメチルタウリン塩、アルキル硫酸塩ポリオキシアルキルエーテル硫
酸塩、アルキル硫酸塩ポリオキシエチレンアルキルエーテル燐酸塩、ロジン酸石鹸、ヒマ
シ油硫酸エステル塩、ラウリルアルコール硫酸エステル塩、アルキルフェノール型燐酸エ
ステル、アルキル型燐酸エステル、アルキルアリールスルホン酸塩、ジエチルスルホ琥珀
酸塩、ジエチルヘキルシルスルホ琥珀酸塩、ジオクチルスルホ琥珀酸塩等が挙げられる。
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【００６０】
　両性界面活性剤としては、例えば、ラウリルジメチルアミノ酢酸ベタイン、２－アルキ
ル－Ｎ－カルボキシメチル－Ｎ－ヒドロキシエチルイミダゾリニウムベタイン、ヤシ油脂
肪酸アミドプロピルジメチルアミノ酢酸ベタイン、ポリオクチルポリアミノエチルグリシ
ン、その他イミダゾリン誘導体等が挙げられる。
　カチオン系界面活性剤としては、例えば、２－ビニルピリジン誘導体、ポリ４－ビニル
ピリジン誘導体等が挙げられる。
【００６１】
　ノニオン系界面活性剤としては、例えば、ポリオキシエチレンノニルフェニルエーテル
、ポリオキシエチレンオクチルフェニルエーテル、ポリオキシエチレンドデシルフェニル
エーテル、ポリオキシエチレンオレイルエーテル、ポリオキシエチレンラウリルエーテル
、ポリオキシエチレンアルキルエーテル等のエーテル系界面活性剤；ポリオキシエチレン
オレイン酸エステル、ポリオキシエチレンジステアリン酸エステル、ソルビタンラウレー
ト、ソルビタンモノステアレート、ソルビタンモノオレエート、ソルビタンセスキオレエ
ート、ポリオキシエチレンモノオレエート、ポリオキシエチレンステアレート等のエステ
ル系界面活性剤；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
－オール等のアセチレングリコール（アルコール）系界面活性剤等が挙げられる。
【００６２】
　第１インク組成物の粘度（２５℃における粘度）は、２ｍＰａ・ｓ以上２０ｍＰａ・ｓ
以下であるのが好ましい。これにより、第１インク組成物の吐出安定性（吐出量の安定性
、液滴の飛行特性等）、吐出応答性（応答速度、高周波対応性（周波数特性）等）等を特
に優れたものとすることができる。なお、粘度は、振動式粘度計を用いた、ＪＩＳ　Ｚ８
８０９に準拠した測定により求めることができる。
　本発明のインクジェット記録方法においては、複数種の第１インク組成物を用いてもよ
い。例えば、異なる色の複数種の第１インク組成物（含有する色材の種類が異なる複数種
の第１インク組成物）を用いてもよい。
【００６３】
　＜第２インク組成物＞
　本発明のインクジェット記録方法においては、前述した第１インク組成物に加え、他の
インク組成物（第２インク組成物）を好ましい。
　第２インク組成物としては、前述した第１インク組成物と同一色の色材を含有し、第１
インク組成物中における色材の含有率よりも色材の含有率が低く、かつ、炭素数が４以上
８以下のアルカンジオールを２質量％以上１０質量％以下の含有率で含むものを用いるの
が好ましい。これにより、印刷部の諧調表現をより良好なものとすることができる。また
、第２インク組成物に含まれる浸透剤が、第１インク組成物の記録媒体への浸透をより好
適なものとすることができ、にじみの発生をより効果的に防止することができ、上述のよ
うなインク組成物が馴染みにくいメディアの印刷部の画質がさらに向上する。このような
第２インク組成物を備える場合、記録媒体上に第１インク組成物と第２インク組成物とを
併用して画像を形成する場合があると好ましい。これにより、にじみが防止され、十分な
画像濃度の印刷部を有し、漆喰に描かれた絵画（壁画）のような質感のある記録物を提供
することができるという効果が得られる。なお、同一色とは完全に同一色という意味では
なく、同一の濃度で色材を含有した場合に、社会通念上同一の呼称（例えば、シアン色、
イエロー色、マゼンダ色、ブラック色）で呼ばれる関係をいう。
【００６４】
　［色材（着色剤）］
　第２インク組成物を構成する色材としては、例えば、前述した第１インク組成物の構成
材料として例示したものを用いることができる。第２インク組成物を構成する色材は、第
１インク組成物を構成する色材と異なるものであってもよいが、第１インク組成物を構成
する色材と同一のものであるのが好ましい。
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【００６５】
　第２インク組成物中における色材の含有率は、０．１質量％以上３質量％以下であるの
が好ましく、０．２質量％以上２質量％以下であるのがより好ましい。色材の含有率が前
記範囲内の値であると、インクジェット法による吐出安定性と、印刷部における画像濃度
とをより高いレベルで両立することができるとともに、第１インク組成物のみでは表現し
づらい細かな色が再現可能となり、かつ、画像全体の粒状性を低減させることができる。
なお、第２インク組成物が複数種の色材を含むものである場合、これらの含有率の総和が
前記範囲内に含まれるのが好ましい。
【００６６】
　［アルカンジオール］
　第２インク組成物が炭素数が４以上８以下のアルカンジオールを含むものであることに
より、第１インク組成物の記録媒体への浸透をより好適なものとすることができ、にじみ
の発生をより効果的に防止することができ、印刷部の画質がさらに向上する。
　第２インク組成物中における前記アルカンジオールの含有率は、２質量％以上１０質量
％以下であるのが好ましく、４質量％以上８質量％以下であるのがより好ましい。これに
より、にじみが防止され、十分な画像濃度の印刷部を有し、漆喰に描かれた絵画（壁画）
のような質感のある記録物を提供することができるという効果が得られる。これに対し、
前記アルカンジオールの含有率が前記下限値未満であると、記録媒体上でのインクのにじ
み、顔料の凝集という問題が生じる可能性がある。また、前記アルカンジオールの含有率
が前記上限値を超えると、インクジェット法による吐出安定性が低下する傾向が顕著にな
る。なお、第２インク組成物が複数種の前記アルカンジオールを含むものである場合、こ
れらの含有率の総和が前記範囲内に含まれるのが好ましい。
【００６７】
　［水溶性溶剤］
　第２インク組成物は、水溶性溶剤を含むものである。これにより、インクのヘッド中で
の乾燥を抑制し、信頼性を向上できるという効果が得られる。
　なお、本発明において、水溶性溶剤としては、炭素数が４以上８以下のアルカンジオー
ル以外の水溶性の溶剤を用いることができ、例えば、グリセリン、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、ヘキサエチレングリコール、プ
ロピレングリコール、ジプロピレングリコール１，３－プロパンジオール、１，４－ブタ
ンジオール、１，５－ペンタンジオール、１，６－ヘキサンジオール、３－メチル－１，
３－ブタンジオール、２－メチル－１，３－プロパンジオール、３－メチル－１，５－ペ
ンタンジオール、２－ピロリドン、Ｎ－メチルピロリドン等が挙げられる。
　中でも、第２インク組成物は、上記式（２）で表されるアルキレングリコールアルキル
エーテルを含むものであるのが好ましい。また、良好なアルキレングリコールアルキルエ
ーテルについては、上述の第１インク組成物で述べたものと同様である。
【００６８】
　第２インク組成物中における前記水溶性溶剤の含有率は、５質量％以上３０質量％以下
であるのが好ましく、１０質量％以上２７質量％以下であるのがより好ましい。これによ
り、インクのヘッド中での乾燥を抑制し、信頼性を向上できるという効果が得られる。こ
れに対し、前記水溶性溶剤の含有率が前記下限値未満であると、インクがヘッド中で乾燥
し、吐出できなくなるか、吐出された液滴の重量が不安定、または着弾位置ズレという問
題が生じる可能性がある。また、前記水溶性溶剤の含有率が前記上限値を超えると、第１
インク組成物のインクジェット法による吐出安定性が低下する傾向が顕著になる。なお、
第１インク組成物が複数種の前記水溶性溶剤を含むものである場合、これらの含有率の総
和が前記範囲内に含まれるのが好ましい。
【００６９】
　［水］
　第２インク組成物は、水を含むものである。好ましい含有量等については上述に記載し
た第１インク組成物と同様である。
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　［その他の成分］
　第２インク組成物は、前述した以外の成分（その他の成分）を含むものであってもよい
。
　このような成分としては、例えば、第１インク組成物の構成成分として例示したものを
用いることができる。
【００７０】
　第２インク組成物の粘度（２５℃における粘度）は、２ｍＰａ・ｓ以上２０ｍＰａ・ｓ
以下であるのが好ましい。これにより、第２インク組成物の吐出安定性（吐出量の安定性
、液滴の飛行特性等）、吐出応答性（応答速度、高周波対応性（周波数特性）等）等を特
に優れたものとすることができる。
　本発明のインクジェット記録方法においては、複数種の第２インク組成物を用いてもよ
い。例えば、異なる色の複数種の第２インク組成物（含有する色材の種類が異なる複数種
の第２インク組成物）を用いてもよい。
【００７１】
　＜記録媒体＞
　前述したように、本発明において、記録媒体は、表面に受容層を有するものである。
　上記式（１）より算出される受容層の表面自由エネルギーの非極性成分γｓｄは、２０
ｍＮ／ｍ以下であり、５ｍＮ／ｍ以上２０ｍＮ／ｍ以下であることが好ましい。前述した
ようなインク組成物を用いればこのような記録媒体にも良好な画像記録が可能となる。
　また、上記式（１）より算出される受容層の表面自由エネルギーの極性成分γｓｐは、
２０ｍＮ／ｍ以下であるのが好ましく、０．１ｍＮ／ｍ以上１０ｍＮ／ｍ以下であるのが
より好ましい。これにより、より質感の高い記録物を得ることが可能となり、前述したよ
うなインク組成物を用いればこのような記録媒体にも良好な画像記録が可能となる。
【００７２】
　記録媒体の受容層は、前述したような表面自由エネルギーの非極性成分γｓｄの条件を
満足するものであればいかなる材料で構成されたものであってもよいが、炭酸カルシウム
、クレー、タルク、カオリン、金属水酸化物から選択される一種以上を含むものであるの
が好ましく、より好ましくは金属水酸化物である。
　受容層を構成する金属水酸化物としては、例えば、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、水酸化亜鉛等が挙げられるが、中でも、水酸化カルシウムが
好ましい。これにより、漆喰に描かれた絵画（壁画）のような質感をさらに向上させるこ
とができる。また、記録後受容層が一部変化して色材を保護し、耐光性をさらに優れたも
のとすることができる。
【００７３】
　受容層を構成する金属水酸化物は、粒状をなすものであるのが好ましい。これにより、
漆喰に描かれた絵画（壁画）のような質感をさらに向上させることができる。また、記録
物の耐光性をさらに優れたものとすることができる。
　受容層中の金属水酸化物の含有量は、受容層の全質量に対して２０質量％以上が好まし
く、２０質量％以上９０質量％以下がより好ましく、３０質量％以上８０質量％以下であ
るのがさらに好ましい。これにより、漆喰に描かれた絵画（壁画）のような質感をさらに
向上させることができる。また、記録物の耐光性をさらに優れたものとすることができる
。
【００７４】
　また、受容層を構成する金属水酸化物の平均粒子径は、０．２μｍ以上１０μｍ以下で
あるのが好ましく、０．４μｍ以上７μｍ以下であるのがより好ましい。これにより、漆
喰に描かれた絵画（壁画）のような質感をさらに向上させることができる。また、記録物
の耐光性をさらに優れたものとすることができる。
　受容層の厚みは、５０μｍ以上１０００μｍ以下であるのが好ましく、１００μｍ以上
８００μｍ以下であるのがより好ましい。これにより、漆喰に描かれた絵画（壁画）のよ
うな質感をさらに向上させることができる。また、記録物の耐光性をさらに優れたものと
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することができる。
【００７５】
　記録媒体は、前述したような受容層のみで構成されたものであってもよいが、前記受容
層を保持する基材上に受容層が設けられたものであるのが好ましい。これにより、記録媒
体の形状の安定性、搬送性が向上し、記録物の生産性、製造された記録物の信頼性を特に
優れたものとすることができる。
　基材は、いかなる材料で構成されたものであってもよいが、紙、ガラス繊維、ビニロン
繊維、ポリプロピレン繊維、ポリエステル繊維、ポリエチレンテレフタレート繊維、アク
リル繊維、アラミド繊維、カーボン繊維等の繊維状物からなる織布または不織布等を用い
ると好ましい。
【００７６】
　また、受容層は、必要に応じて樹脂粒子や非晶質シリカ、多孔質珪酸塩、マグネシウム
や亜鉛などの２価金属の弱酸塩や酸化物、天然または合成のゼオライト、アルミナ、ケイ
ソウ土、合成雲母、各種のクレー、タルク、炭酸カルシウム、カオリン、酸性白土、活性
白土等を、含有させても良い。
　受容層は、その表面から基材に渡るひび割れ領域（クラック）を有するものであっても
よい。上述に記載した記録媒体はこのようなクラックを有する場合があるが、本願発明を
利用すれば、このような記録媒体にも良好に画像が記録出来る。また、にじみがより効果
的に防止され、十分な画像濃度の印刷部を有し、漆喰に描かれた絵画（壁画）のような質
感のある記録物を提供することができる。
【００７７】
　≪記録物≫
　次に、本発明の記録物について説明する。
　本発明の記録物は、前述したようなインクジェット記録方法を用いて製造されたことを
特徴とする。
　これにより、表面自由エネルギーの非極性成分が低い記録媒体を用いた、にじみが防止
された印刷部を有する記録物を提供することができる。
　以上、本発明について、好適な実施形態に基づいて説明したが、本発明はこれらに限定
されるものではない。
【実施例】
【００７８】
　［１］記録物の製造
　（実施例１）
　まず、以下のようにして、インク組成物（第１インク組成物）を調製した。
　水と、樹脂分散顔料としてのＣ．Ｉ．ピグメントブルー１５：３（平均粒子径：１００
ｎｍ）と、スチレン－アクリル共重合体で構成された樹脂粒子（ガラス転移点：２０℃、
平均粒子径：１００ｎｍ）と、炭素数が４以上８以下のアルカンジオールとしての１，２
－ヘキサンジオールと、グリセリンと、アミン誘導体としてのトリエタノールアミンとを
混合し、インク組成物（第１インク組成物）を得た。
【００７９】
　次に、上記のようにして調製したインク組成物（第１インク組成物）を、インクジェッ
ト記録方式のプリンターＰＸ－Ｇ９３０（セイコーエプソン株式会社製）に圧電素子を用
いた吐出ヘッド（単位長さ当たりの解像度：３６０ｄｐｉ）を取り付けて内部にインクを
充填した。充填後、表１に記載の記録媒体に対し、前記インク組成物を所定パターンで付
与し、記録物を得た。
【００８０】
　なお、記録媒体としては、以下の記録媒体Ａを用いた。
　記録媒体Ａは、基材としてのガラス繊維混抄紙上に、無機粒子としての水酸化カルシウ
ム（平均粒子径：１μｍ）を含む塗料が塗布されて形成された受容層を有するものであっ
た。水酸化カルシウムは受容層全質量に対して５０質量％であった。また、受容層は、そ
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た記録媒体の受容層の縦断面の走査型電子顕微鏡（ＳＥＭ）写真を図５に示した。なお、
記録媒体Ａの表面自由エネルギーの非極性成分γｓｄは１５．４ｍＮ／ｍであり、表面自
由エネルギーの極性成分γｓｐは０．３ｍＮ／ｍであった。
【００８１】
　（実施例２～１０）
　インク組成物の調製に用いる成分の種類、使用量を調整することにより、表１に示すよ
うな組成とし、また、表１に示す記録媒体を用いた以外は、前記実施例１と同様にして記
録物を製造した。
　なお、記録媒体Ｂは、受容層を備えたフィルム系マット紙（ＭＣマット合成紙、セイコ
ーエプソン社製）であり、表面自由エネルギーの非極性成分γｓｄは１９．６ｍＮ／ｍで
あり、表面自由エネルギーの極性成分γｓｐは２０ｍＮ／ｍ超過であった。
【００８２】
　記録媒体Ｃは、記録用紙（ゼロックス４２００、ゼロックス社製）であり、表面自由エ
ネルギーの非極性成分γｓｄは２６．３ｍＮ／ｍであり、表面自由エネルギーの極性成分
γｓｐは０．３ｍＮ／ｍであった。
　記録媒体Ｄは、記録用紙（ゼロックスＰ、ゼロックス社製）であり、表面自由エネルギ
ーの非極性成分γｓｄは３８．２ｍＮ／ｍであり、表面自由エネルギーの極性成分γｓｐ
は３．７ｍＮ／ｍであった。
　「ＣＢ」は、カーボンブラックを示し、カルボキシル基が表面に導入された自己分散顔
料であった。
【００８３】
　（実施例１１）
　実施例１１では、前記実施例１に記載のインク組成物を第１インク組成物として用い、
さらに、前記実施例４に記載のインク組成物を第２インク組成物として併用した以外は、
前記実施例１と同様に記録物を作製した。
　（比較例１～４、参考例１、２）
　表１に示すようなインク組成物及び記録媒体を用いた以外は、前記実施例１と同様にし
て記録物を製造した。
【００８４】
　なお、表中、Ｃ．Ｉ．ピグメントブルー１５：３を「ＰＢ１５：３」、カーボンブラッ
クを「ＣＢ」、スチレン－アクリル共重合体を「Ｓｔ－Ａｃ」、炭素数が４以上８以下の
アルカンジオールとしての１，２－ヘキサンジオールを「１，２－ＨＤ」、１，２－ペン
タンジオールを「１，２－ＰＤ」、式（２）中のＲ１がｎ－ブチル基、Ｒ２が水素原子、
ｎが３、ｋが０であるアルキレングリコールアルキルエーテルを「ＧＥ１」、式（２）中
のＲ１がメチル基、Ｒ２がメチル基、ｎが１、ｋが０であるアルキレングリコールアルキ
ルエーテルを「ＧＥ２」、式（２）中のＲ１がｎ－ヘキシル基、Ｒ２が水素原子、ｎが４
、ｋが０であるアルキレングリコールアルキルエーテルを「ＧＥ３」、式（２）中のＲ１

がｎ－ブチル基、Ｒ２が水素原子、ｎが３、ｋが１であるアルキレングリコールアルキル
エーテルを「ＧＥ４」、グリセリンを「ＧＬ」、トリエタノールアミンを「ＴＥＡ」で示
した。
【００８５】
　なお、前記各実施例で用いたインク組成物（第１インク組成物、第２インク組成物）に
ついての２５℃における粘度（振動式粘度計を用いた、ＪＩＳ　Ｚ８８０９に準拠した測
定により求められた粘度）は、いずれも、２ｍＰａ・ｓ以上２０ｍＰａ・ｓ以下の範囲に
含まれるものであった。また、平均粒子径は、粒度分布計（マイクロトラックＵＰＡ、日
揮装社製）を用いた測定により求めた。
【００８６】
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【表１】

【００８７】
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　［２］評価
　［２．１］印刷部のにじみ
　前記各実施例および比較例の記録物の印刷部について、不本意なにじみの発生を以下の
基準で評価した。
　Ａ：滲み及び濃度ムラの無い、良好な画像が得られた。
　Ｂ：滲みが僅かに生じた。
　Ｃ：ヒゲ状の滲みが発生していた。
　この評価の結果を表１に合わせて示した。
【００８８】
　［２．２］耐光性
　各実施例及び比較例に示す条件で作製された記録物を２部ずつ用意した。各々１枚ずつ
を紫外線照射用蛍光ランプ（三菱電機製「ネオルミスーパー」、型式：ＦＬ３０ＳＢＬ－
３６０）により、５００μＷ／ｃｍ２の強度の紫外線を照射し、残りの１枚ずつは、暗所
に保存した。３ヶ月間紫外線を照射した試験体と３ヶ月間暗所に保存した試験体を取り出
し、分光色差計（日本電色工業製、ハンディ型簡易分光色差計、型番：ＮＦ３３３）を用
い、ＪＩＳ Ｚ ８７３０に準じて、紫外線照射部分と未照射部分の黄色のＬ＊、ａ＊、ｂ
＊表色系における色差（ΔＥ）を求めた。その結果、記録媒体Ａを用いた記録物は他の記
録媒体を用いた記録物と比較して、ΔＥが７前後低い値が得られた。
【００８９】
　［２．３］質感
　前記各実施例および比較例の記録物の質感を評価した。その結果、記録媒体Ａを用いた
記録物は、他の記録物と比較して、漆喰に描かれたような絵画（壁画）のような優れた質
感を有している記録物であり良好であった。
　以上の結果より、本発明では、満足のいく結果が得られたのに対し、比較例では、満足
のいく結果が得られなかった。また、実施例１１において、実施例４のインク組成物（第
２インク組成物）を併用した事で、実施例１のインク組成物（第１インク組成物）を使用
した印刷部のにじみが改善され、より良好な記録物が得られた。
【符号の説明】
【００９０】
　１００…液滴吐出装置　１０１…タンク　１０２…吐出走査部　１０３…液滴吐出手段
　１０４…第１位置制御装置　１０５…キャリッジ　１０６…ステージ　１０８…第２位
置制御装置　１１０…チューブ　１１２…制御手段　１１４…液滴吐出ヘッド（記録ヘッ
ド）　１１６Ａ、１１６Ｂ…ノズル列　１１８…ノズル　１２０…キャビティ　１２２…
隔壁　１２４…振動子　１２４Ａ、１２４Ｂ…電極　１２４Ｃ…ピエゾ素子　１２６…振
動板　１２７…吐出部　１２８…ノズルプレート　１２９…液たまり　１３０…供給口　
１３１……孔　５０…記録媒体　２…インク組成物
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