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要旨
捺染において、ポリエステル繊維には分散染料が用い

られる。我々はインクジェット捺染用分散染料インクを

開発するにあたり、高度な安全性・画像堅牢性・インク

保存安定性を満足するインクの開発を目標に検討を行っ

た。特に保存安定性は、染料粒子の凝集による沈降が大

きな問題であり、ヘッド目詰まりや色再現性の劣化を引

き起こす。検討の結果、分散剤による吸脱着と染料表面

の濡れ性が安定性に大きく関与していることを見出し

た。これらの知見を元に、安全性、堅牢性、保存安定性

に優れたインクの開発に成功した。

Abstract
Disperse dye inks are used in the inkjet textile printing

of polyester fabrics.  We aimed at developing a black dis-

perse dye ink consisting of yellow, magenta, and cyan dyes

that met exacting requirements of safety, image durability,

and storage stability. One obstacle was the tendency of

dye particles to aggregate/agglomerate, leading to sedi-

mentation and the threat of head clogging and/or inferior

color reproduction. We discovered that the rapid adsorp-

tion and desorption exchange of dispersants and the wet-

ting ability of the dyes’ surfaces appeared to control the

system's stability. Based on this observation, we succeeded

in developing a stable black disperse dye ink.

１　はじめに

インクジェットプリントシステムは、装置やランニン

グコストが低廉であり、さまざまな被記録材に適応でき

るなど多くの利点を有していることから、近年、ホーム

プリントだけで無く、産業用途にも展開されつつある。

特に、捺染（布へのプリント）分野において、無製版シ

ステムである利点を生かし、短納期対応、多品種少量生

産、サンプル作成などに用いられ、注目をあびている１）。

　当社では、98年より、インクジェット捺染システム

Nassenger　KS－1600を発売し、アパレル、カーシートな

どの産業資材、タペストリーなどのインテリア資材、バ

ナー、フラッグ、のれんなどの広告媒体などの染色に広

く用いられている。

テキスタイル用途におけるインクジェット技術は、紙

用途と共通部分は多いが、大きく２つの相違点を持つ。

１つは、前後処理を必要とすることである。布には充分

なインク吸収能力が無いために、前処理と呼ばれるイン

ク吸収層をあらかじめ付与する必要がある。また、プリ

ント後は加熱や加湿、加圧などによる繊維への定着処理

と、前処理剤や未定着の染料を除去するための洗浄処理

が必要となる。２つ目は、布種（繊維種）に応じて、用

いられる着色剤が異なることである。例えば、ポリエス

テルには分散染料、綿には反応性染料を用いる。

なかでも、ポリエステル繊維はアパレルや産業資材な

どにおいて幅広く使用されており、ポリエステル繊維の

染色に使用される分散染料インクは重要である。

インクジェット捺染用分散染料インクは、油性染料を

水に微分散させたものであるが、その特性から２つの問

題を有する。一つは素材の安全性である。多くの分散染

料は、素材そのものや、挟雑物に安全性上の問題がある

場合が多い。もう一つは保存安定性である。通常捺染に

おける色糊は、多くの場合、調合後、数日内に使用され

るが、インクジェットでは長期保存が必要になり、保存

安定性に要求されるレベルは格段に厳しい。

そこで、分散染料インクの開発において、以下の目標

を掲げた。

１）優れた素材の安全性

２）優れた保存安定性

３）優れたプリント物の堅牢性

本稿では、分散染料における処方開発の代表的事例と

して、ブラックインクを例にした保存性向上の試みにつ

いて報告する。

２　結果と議論

プリント物の堅牢性と、インクの安全性は、主に染料

によって決まる。そこで、開発目標を達成するために以

下の順で開発を行った。

１）堅牢性の良い染料群を選択する。

２）選んだ染料群から、安全性に優れる染料を選択す

る。

３）選択した染料を用いて保存安定性に優れた分散処

方を開発する。
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２．１　堅牢性

プリント画像の堅牢性（耐光、洗濯、汗、摩擦）を満

たすために、堅牢性に優れる染料を採用した。染料の堅

牢性は、通常のスクリーンプリントで確認した。各染料

を選択した後に、選択した染料で、インクジェットイン

クを作成し、そのプリント画像の堅牢性を確認した。

２．２　染料の安全性

堅牢性に優れる染料に対し、変異原性試験を行った。

エームス試験では、ほとんどの染料が陽性であった。

Ｙ,Ｍ,Ｃ 染料は、精製工程を導入し、精製純度を上げる

ことで、色、堅牢性、安全性に優れた染料を得ることが

出来たが、堅牢性に優れ、エームス試験で陰性であるブ

ラック染料は見出せなかった。そこで、ブラックインク

としては、堅牢性、安全性に優れる３種類のＹ,Ｍ,Ｃ 染料

を混合して用いた。

２．３　保存安定性

堅牢性と安全性の検討より得られたY,M,C染料を組み合

わせて、保存安定性に優れたブラックインク開発を行っ

た。

最初に、３種類の各染料に対し、処方や機械条件を含

む分散条件を染料毎に最適化した（インク１）。その結

果、分散剤種を含めて分散処方はそれぞれ、異なるもの

となった。

Fig.１にインクの沈降特性を示す。横軸は相対的な遠心

分離強度を表し、縦軸は吸光度比を表す。インク１は遠

心分離時間を延長すると、吸光度が低下しており、染料

粒子が沈降していることがわかる。

インク１を金属メッシュフィルターを用いてろ過した

ところ、フィルター上に着色捕捉物を得た。Fig.２に、着

色捕捉物の電子顕微鏡写真を示す。小さな粒子が集まっ

て粗大物（染料凝集体）を形成していることがわかる。

  Fig.2  Ink1 Flocculation

凝集が発生する原因を明確にする目的で、粒子表面に

未吸着で、遊離している分散剤量の経時変化を求めた。

Fig.３に遊離分散剤濃度の経時変化を示す。横軸は相対

的な保存期間を表し、縦軸に遊離分散剤量の変化を、は

じめの遊離分散剤量と経時保存後の遊離分散剤量の比で

表す。Fig.３で、遊離分散剤Bが経時で減少していること

から、粒子表面において分散剤の吸脱着が起こり、系が

不安定となり、結果として染料の凝集が発生して沈降が

発生したと推定した。

インク１の結果から、同じ分散剤を使用するなど、３

種類の染料に対して分散処方を統一したインク２を作成

した。Fig.４にインク１，２，３の粘弾性を示す。横軸はFig.1  Sedimentation properties of three inks

Fig.3  Ink 1, decrease of unadsorbed dispersant.
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せん断力を表し、縦軸は粘度を表す。インク２では、低

せん断力での粘度が高くなった。

Fig. 4  Viscoelasticities of three inks

インク２を金属メッシュフィルターを用いてろ過し、

フィルター捕捉物の電子顕微鏡写真を撮ったところ、イ

ンク１の捕捉物と同様に、凝集物であることがわかった

（Fig.５）３）。また、これが、Dye Cであることを分光吸

収により確認した。　

Fig.5  Ink 2 flocculation

ブラックインクに用いる３種の染料について、表面エ

ネルギーを求めた。結果をFig. ６に示す。たて軸は染料の

濡れ性を表し、高い値ほど、濡れやすいことを表す。グ

ラフより、Dye Cは、濡れにくいことがわかる。

これらの結果より、インク２では、Dye Cの濡れ性が悪

く、分散剤がDye Cの表面に充分吸着できていないことに

より、染料凝集が引き起こされたものと推定した４，５）。

         Fig.6  Ink 2 dye surface energy

インク１、２の結果を踏まえ、分散剤の吸脱着を防ぐ

ために３種の染料に対して、同じ分散剤を使用し、加え

て、Dye Cの凝集を防止するために、Dye Cの分散には分

散助剤を使用したインク３を作製した。

その結果、インク３では期待通り、沈降や構造粘性が

見られず（Fig.１，２）、また、ろ過によるフィルター捕

捉物も見られなかった。

Fig. ７に、インク３と他社製ブラックインクの沈降特性

を示す。他社製品と比較し、インク３は保存安定性に優

れていることがわかる。

Fig. 7  Sedimentation properties of three inks
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３　まとめ

安全性と堅牢性に優れた、３種類の染料を選定し、こ

れらの染料に対して、染料の表面エネルギー、遊離分散

剤量、粘弾性に着目し、共通の分散剤の使用と、濡れ性

が低い染料への分散助剤の使用により、

１）優れた素材の安全性

２）優れた保存安定性

３）優れたプリント物の堅牢性

を達成した新規ブラックインクを開発することが出来

た。

このブラックインクは、現在Nassenger－Ⅱ用分散ブ

ラックインクとして用いられている。

４　実験

４．１　ブラックインクの調製

Yellow, Magenta, Cyan染料を個別に横型ミル分散機で

分散し、分散液を得た。この分散液３種と種々の添加剤

を混合し、Table １に記す内容でブラックインクを調製し

た。

Table 1  Composition of three black inks

４．２　素材安全性の評価

社内基準にのっとり、以下の項目を評価した２）。

・急性毒性

・刺激性（眼、皮膚）

・感作性

・慢性毒性

・変異原性（エームス試験）

４．３　表面エネルギーの測定

各々の染料をパレット化し、協和界面科学製CA－V接触

角計を用いて、水、ニトロメタン、ジヨードメタンに対

する接触角を測定した。得られた接触角から、染料の表

面エネルギーをYoung－Fowkesの式を用いて算出した。

４．４　インク特性の評価

各々のインクは遠心分離処理を行い、一定間隔毎に上

澄み部分の吸光度を日立製作所製分光光度計UV－3200を

用いて測定した。インクの沈降特性は、はじめの吸光度

と遠心分離処理後の吸光度の比で表した。

インクの粘弾性は、Physica Messtechnik GmbH社製レ

オメータMCR300にて測定した。

電子顕微鏡写真は、日立製作所製走査型電子顕微鏡S－

800を用いて撮影した。

各種堅牢性（耐光堅牢度、洗濯堅牢度、汗堅牢度、摩擦

堅牢度）は、JIS規格に従って試験を行った。
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