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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　担体液を含有する液体トナーを用いた電子写真方式により捺染を行う電子写真捺染方法
において、着色剤として下記一般式（１）で表わされる反応染料を用いた液体トナーによ
り布に転写して画像形成を行い、形成された画像をアルカリ水溶液濃度０．１～１０質量
％でパッド・スチーム法により発色処理することを特徴とする電子写真捺染方法。

【化１】

（式中Ｒ１～Ｒ１３はＨ、ＣｎＨ２ｎ＋１、Ｆ、Ｃｌ、ＯＨ、ＳＯ３Ｈ、ＮＨＣＯＣＨ３

、ＮＨＣＯＮＨ２、ＯＣＨ３、ＳＯ２Ｃ２Ｈ４ＯＳＯ３Ｈ、ＣＯＯＨ、ＮＯ２よりなる群
からそれぞれ独立して選ばれた基であり、ｎは１～４の整数である。）



(2) JP 4865372 B2 2012.2.1

10

20

30

40

50

【請求項２】
　着色剤として用いる染料の純度が８０～１００％である請求項１記載の電子写真捺染方
法。
【請求項３】
　前記担体液が、沸点１００～３５０℃（常温、常圧時）の脂肪族飽和炭化水素である請
求項１または２記載の電子写真捺染方法。
【請求項４】
　前記液体トナーが固着剤として少なくともアルカリ可溶性樹脂および／または水溶性樹
脂を含有するものである請求項１～３いずれか記載の電子写真捺染方法。
【請求項５】
　前記アルカリ可溶性樹脂および／または水溶性樹脂の酸価が０～２０００ｍｇ／ＫＯＨ
である請求項４記載の電子写真捺染方法。
【請求項６】
　前記液体トナーのζ電位の絶対値が１０～２００ｍＶである請求項１～５いずれか記載
の電子写真捺染方法。
【請求項７】
　トナー粒子の重量平均粒径が０．１～５μｍである請求項１～６いずれか記載の電子写
真捺染方法。
【請求項８】
　静電潜像を感光体上に現像後、転写ローラで静電力及び／または圧力により、画像を転
写させるものである請求項１～７いずれか記載の電子写真捺染方法。
【請求項９】
　静電潜像を感光体上に現像し、中間転写体にトナー像を１次転写後、画像を２次転写さ
せるものである請求項１～８いずれか記載の電子写真捺染方法。
【請求項１０】
　２次転写前に中間転写体に溶媒を吹きかける工程を含むものである請求項１～９いずれ
か記載の電子写真捺染方法。
【請求項１１】
　感光体の線速に対してトナーを現像するための現像ローラの線速が１．２倍～６倍、過
剰溶剤を除去するスクイズローラの線速が１．２～４倍である請求項１～１０いずれか記
載の電子写真捺染方法。
【請求項１２】
　タンデム型に感光体を配置し、布に画像を転写してフルカラー捺染するものである請求
項１～１１いずれか記載の電子写真捺染方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、電子写真方式による捺染方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　捺染法は、糸、編織物、二次製品等色々な形態の繊維品に適用され、版形式及び機械操
作によって凹版を用いるローラ捺染、孔版によるスクリーン、型紙捺染が主流である。ス
クリーン捺染には手工捺染、半自動スクリーン捺染機による捺染、自動走行スクリーン捺
染機による捺染、フラット型及びロータリー式自動スクリーン捺染機による捺染などがあ
る。しかし、ローラ捺染は、金属ローラに図柄を彫刻する工程が煩雑でローラの取り扱い
等も大変であり、スクリーン捺染は、スクリーンの製造に時間がかかり、捺染作業に手間
がかかる等の問題があった。また、ロータリー式スクリーン捺染もスクリーンの製作、ロ
ーラの彫刻等に時間がかかる等の問題があった。このように従来からの捺染法はその製作
工程が煩雑で、出来上がりまで長期間費やされるため、簡便な捺染法が望まれていた。
【０００３】
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　近年、従来の彫刻製版工程を省略し、短期間で製作が可能なインクジェットを用いた捺
染方法として、特許文献１～５などが考案されている。しかし、インクジェットによる捺
染方式は、濃度を上げることができない、捺染していくうちに濃度が変化してしまう等の
欠点があった。
【０００４】
　これらの問題を解決するため、電子写真方式を用いた捺染方法（特許文献６や７に記載
の方法）が最近開発されている。この方法は、感光体上に静電潜像を形成し、トナーを付
着させ、これを布類に転写し、熱によりトナーを定着させるものである。しかし、これら
の特許文献６や７に記載の方法の電子写真方式による捺染方法は乾式トナーを用いたもの
であり、トナー層厚が厚いため、肌触りが良くない、樹脂により物理的に繊維に付着させ
ているため、摩擦堅牢度、耐洗濯特性が劣る等の問題があった。
【０００５】
　液体トナーを用いた電子写真方式による捺染法としては、特許文献８や９等が提案され
ている。これらは、昇華染料を用いた液体トナーをイオン流により現像し、図柄を転写物
に印刷し、これを布類に重ね合せ昇華熱転写するものである。この方法は、肌触り等も自
然で、簡便な方法であるが、カラーの場合、２色目に重ねた濃度が出にくい、耐洗濯性に
劣る等の欠点があった。また、布の裏面までトナーが染込まず、両面捺染する必要があっ
た。加えて作業が煩雑で、布に転写後、不要になった紙（転写物）がムダになるなどの問
題があった。
【０００６】
　発色処理前の段階において通常の捺染と電子写真方式の捺染とで異なる点は、通常のス
クリーン捺染等の場合は、染料が溶解した色糊の状態で布に付着しているのに対し、電子
写真方式による捺染の場合は、染料が粒子の状態で布に付着しているようである。このた
め、通常用いられる発色方法では布と反応染料の反応性が不十分で発色濃度など染着特性
が低下する問題があった。
【０００７】
【特許文献１】特開平１０－１９５７７６号公報
【特許文献２】特許第２９９５１３５号公報
【特許文献３】特開２００３－９６３４０号公報
【特許文献４】特開平７－２７８４８２号公報
【特許文献５】特開平８－２２６０８３号公報
【特許文献６】特開平５－０２７４７４号公報
【特許文献７】特開平５－０３３２７５号公報
【特許文献８】特開平９－７３１９８号公報
【特許文献９】特開平１０－２３９９１６号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　本発明の第１の目的は、電子写真を用いた反応性染料液体トナーの染着特性を向上させ
ることである。また、本発明の第２の目的は、捺染の作業性を大幅に効率化し、オンデマ
ンド性を持たせた、ムダのない捺染方法を提供する点にある。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　本発明の第１は、担体液を含有する液体トナーを用いた電子写真方式により捺染を行う
電子写真捺染方法において、着色剤として下記一般式（１）で表わされる反応染料を用い
た液体トナーにより布に転写して画像形成を行い、形成された画像をアルカリ水溶液濃度
０．１～１０質量％でパッド・スチーム法により発色処理することを特徴とする電子写真
捺染方法に関する。
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【化２】

（式中Ｒ１～Ｒ１３はＨ、ＣｎＨ２ｎ＋１、Ｆ、Ｃｌ、ＯＨ、ＳＯ３Ｈ、ＮＨＣＯＣＨ３

、ＮＨＣＯＮＨ２、ＯＣＨ３、ＳＯ２Ｃ２Ｈ４ＯＳＯ３Ｈ、ＣＯＯＨ、ＮＯ２よりなる群
からそれぞれ独立して選ばれた基であり、ｎは１～４の整数である。）
　本発明の第２は、着色剤として用いる染料の純度が８０～１００％である請求項１記載
の電子写真捺染方法に関する。
　本発明の第３は、前記担体液が、沸点１００～３５０℃（常温、常圧時）の脂肪族飽和
炭化水素である請求項１または２記載の電子写真捺染方法に関する。
　本発明の第４は、前記液体トナーが固着剤として少なくともアルカリ可溶性樹脂および
／または水溶性樹脂を含有するものである請求項１～３いずれか記載の電子写真捺染方法
に関する。この固着剤は、着色剤を最終的に繊維に固着させるためのものではなく、着色
剤のまわりにコーティングし、着色剤中の極性基の力を制御する働きをしており、固着剤
は最終的にソーピングにより除去されるものである。
　本発明の第５は、前記アルカリ可溶性樹脂および／または水溶性樹脂の酸価が０～２０
００ｍｇ／ＫＯＨである請求項４記載の電子写真捺染方法に関する。
　本発明の第６は、前記液体トナーのζ電位の絶対値が１０～２００ｍＶである請求項１
～５いずれか記載の電子写真捺染方法に関する。
　本発明の第７は、トナー粒子の重量平均粒径が０．１～５μｍである請求項１～６いず
れか記載の電子写真捺染方法に関する。
　本発明の第８は、静電潜像を感光体上に現像後、転写ローラで静電力及び／または圧力
により、画像を転写させるものである請求項１～７いずれか記載の電子写真捺染方法に関
する。
　本発明の第９は、静電潜像を感光体上に現像し、中間転写体にトナー像を１次転写後、
画像を２次転写させるものである請求項１～８いずれか記載の電子写真捺染方法に関する
。
　本発明の第１０は、２次転写前に中間転写体に溶媒を吹きかける工程を含むものである
請求項１～９いずれか記載の電子写真捺染方法に関する。
　本発明の第１１は、感光体の線速に対してトナーを現像するための現像ローラの線速が
１．２倍～６倍、過剰溶剤を除去するスクイズローラの線速が１．２～４倍である請求項
１～１０いずれか記載の電子写真捺染方法に関する。
　本発明の第１２は、タンデム型に感光体を配置し、布に画像を転写してフルカラー捺染
するものである請求項１～１１いずれか記載の電子写真捺染方法に関する。
【００１０】
　発色処理前の段階において染料が溶解した色糊として布に付着している通常の捺染糊（
捺染インク）の場合（図５の左側）は、反応染料の反応基と綿布（セルロース）の水酸基
が反応して共有結合を生成する。このため、アルカリショック法、コールドバッチ法など
一般的な反応染料の発色固着処理で対応可能である。これに対し、液体トナーの場合（図
５の右側）は、図５に示すように（１）染料が溶媒に溶解しておらず粒子の状態で布に付
着している、（２）帯電性を制御する樹脂が染料の周囲に付着している、ことにより、通
常の固着処理では染料の反応基と綿布（セルロース）の水酸基との反応性が不十分となり
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【００１１】
　本発明者らは、少なくとも固着剤が溶解している担体液中に着色剤を分散してなる捺染
用電子写真トナーを用いて捺染された捺染物をアルカリ水溶液濃度０．１～１０質量％の
パッド・スチーム法により発色処理を行うことで、電子写真用捺染トナーを用いた場合に
おいても通常の捺染糊と同様に染料が溶解し、通常の染色、捺染と同等の染着特性を得る
ことができることを見出したものである。
【００１２】
　前記アルカリ水溶液濃度を与えるためのアルカリ成分としては水溶液アルカリ物質であ
ればとくに制限はないが、通常、ナトリウムやカルシウム、バリウムなどの水酸化物や炭
酸ナトリウム、炭酸水素ナトリウム、炭酸アンモニウム、リン酸ナトリウム等を濃度０．
１～１０質量％の水溶液にしたものを用いる。これらどのような材料でも効果は得られる
が特に炭酸水素ナトリウム（重曹）（ＮａＨＣＯ３）が好ましい。
【００１３】
　アルカリ水溶液濃度は０．１～１０質量％であることが必要である。好ましくは０．５
～５質量％、更に好ましくは０．５～２質量％である。アルカリ濃度が０．１質量％より
も低い場合は反応性が低下し、アルカリ濃度が１０質量％よりも高くなると綿布（セルロ
ース）との反応前に染料自体の反応基が加水分解して、つぶれてしまう場合がある。
【００１４】
　一般の反応性染料を用いた捺染の場合は、ＦｉｘｅｒＲＣ等の市販の固着剤を用い、温
度をかけないで固着処理を行う方法がよく用いられる（コールド・パッド・バッチ法）。
　本発明の場合は、固着処理前、染料が溶解状態ではなく、粒子の状態で布に付着してい
るため、通常の方法では、染料と布の反応が起こらず、固着しない（通常は溶解状態）。
そのため本発明の固着処理には、一定量以上のエネルギーと水分が必要となる。そのため
、本発明では、パッド・スチーム法による固着処理が必要である。
　パッド・スチーム法は、
（１）出力された画像に２％程度の炭酸ナトリウム等の水溶液とアルギン酸ソーダ、ＣＭ
Ｃ等の混合液をパディングし、ついで
（２）下記の処理条件下で飽和蒸気により布へ固着処理を行い、
（３）その後ソーピングする方法である。
　本発明を用いる場合染料と布との結合反応には、一定量以上のエネルギーと水分が必要
となる。
　本発明では、このようなパッド・スチーム法により一定量以上の水分と熱エネルギーを
与えることにより、染料粒子を溶解させることができる。系をアルカリ性にするのは、染
料粒子を溶解させる目的ではなく、溶解した染料の反応性基と布の反応基（ＯＨ基等）と
の反応を進めるためのもので、アルカリ性にすること自体は粒子の溶解には寄与しない。
　パッド・スチーム法による発色処理温度は８０～１４０℃、好ましくは９５～１１０℃
である。処理温度が８０℃よりも低い場合は樹脂や染料の溶解が不十分で反応性が低下す
る。処理温度が１４０℃よりも高い場合は布との反応前に染料反応基がつぶれてしまう場
合がある。
【００１５】
　本発明は、パッド・スチーム法でなくても、加熱蒸気を用いる蒸熱法によっても実施可
能である。アルカリ水溶液濃度は０．１～１０質量％であることが必要である。好ましく
は０．５～５質量％、更に好ましくは０．５～２質量％である。アルカリ濃度が０．１質
量％よりも低い場合は反応性が低下し、アルカリ濃度が１０質量％よりも高くなると綿布
（セルロース）との反応前に染料自体の反応基が加水分解して、つぶれてしまう場合があ
る。
【００１６】
　本発明の液体トナーの着色剤としては下記一般式（１）で表される染料を用いる。
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【化３】

（式中Ｒ１～Ｒ１３は、からそれぞれ独立して、Ｈ、ＣｎＨ２ｎ＋１、Ｆ、Ｃｌ、ＯＨ、
ＳＯ３Ｈ、ＮＨＣＯＣＨ３、ＮＨＣＯＮＨ２、ＯＣＨ３、ＳＯ２Ｃ２Ｈ４ＯＳＯ３Ｈ、Ｃ
ＯＯＨ、ＮＯ２よりなる群から選ばれた基であり、ｎは１～４の整数である。）
【００１７】
　また、一般式（１）の染料と一緒に他の染料を混合して使用することもできる。他の染
料を使用する場合は全染料分の３０％以下が望ましい。
【００１８】
　一般式（１）の染料骨格部分は例えば芳香族ニトロ化合物類と芳香族アミン類等を用い
て水酸化ナトリウムのような塩基の存在下で２００℃程度に加熱しアゾカップリング反応
を行うことにより合成できる。
　トリアジン環の反応基部分は、例えば以下のような反応から合成できる。

【化４】

　また官能基はＦ、Ｃｌ、はＨＦ、Ｃｌ２等によるハロゲン化反応、ＳＯ３ＨはＨ２ＳＯ

４等によるスルホン化反応、ＮＯ２は硝酸等によるニトロ化反応、ＮＨ２はＮＯ２の還元
等一般的な方法により得ることができる。表１中の染料Ａは、リアクティブイエロー２で
あって、公知の染料であり、他の染料もこれに準じた合成方法により合成できる。
【００１９】
　一般式（１）の例として以下のようなものがある。
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【表１】

【００２０】
　一般式（１）の染料を分散させた電子写真捺染用の液体トナーは、イエロー捺染トナー
として特に高品質の捺染が得られる。
　綿、麻などのセルロース系天然繊維は繊維中の官能基と化学反応して共有結合により染
着する反応性染料が用いられ、特に一般式（１）の染料を用いることにより帯電特性、色
特性、画像濃度、染着性において優れた性能が得られる。一般式（１）のトリアジン基と
繊維との化学反応は以下の式で表される。
【化５】

　Ｒ：色素母体〔一般式（１）におけるトリアジン環の右側部分〕
　Ｄ：副置換基〔一般式（１）におけるトリアジン環の左側部分〕
　一般の捺染インクでは版を用いて画像を作成するためインクの電気的な特性は意味を持
たないが、電子写真の場合はプラスあるいはマイナスの電気的な特性により像を形成して
いるため帯電特性は非常に重要である。一般式（１）の染料を用いることにより帯電特性
が良好になる明確な理由は不明であるが染料骨格と電子吸引基、電子供与基との微妙なバ
ランスによるものと考えられる。
【００２１】
　電子写真方式でフルカラー画像を形成する場合は、４原色の混合によるが各色が目標と
なる基準色に近い方が望ましい。印刷分野ではジャパンカラーがその目標基準の一つとし
て用いられるが、一般式（１）の黄色染料はトナー化した場合この目標値に近く色再現性
が良好となる。また一般式（１）の黄色染料は着色力が高く、少ない着色剤量でも高濃度
を出すことができる。
【００２２】
　市販の粉体染料は、染料純度５０％程度で、食塩、芒硝が多量に入っている場合が多く
、液の抵抗、帯電性に悪影響を与えるため、精製するか、初めから塩類含有量の少ない染
料を用いたほうが、良好である。純度８０％以上が望ましい。
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染料の純度は以下の溶解、再沈殿法で求められる。
（イ）食塩、芒硝などの無機塩類を溶解せずに染料のみを溶解する溶媒（Ｎ、Ｎ－ジメチ
ルホルムアミドなど）を用いて抽出する。
（ロ）（イ）の染料溶解液に染料を溶解しない溶媒（アセトンなど）を混合し染料を析出
させる。
（ハ）（析出させた染料重量／初めの染料重量）×１００％で純度を算出する。
【００２３】
　本発明の液体トナーに使用される担体液としては、高抵抗で低誘電率のものが良く、た
とえば、脂肪族飽和炭化水素とくにイソパラフィン系炭化水素、あるいはシリコーン系オ
イル等が良好である。イソパラフィン系炭化水素としては、アイソパーＣ、アイソパーＥ
、アイソパーＧ、アイソパーＨ、アイソパーＬ、アイソパーＭ、アイソパーＶ、ソルベッ
ソ１００、ソルベッソ１５０、ソルベッソ２００、エクソール１００／１４０、エクソー
ルＤ３０、エクソールＤ４０、エクソールＤ８０、エクソールＤ１１０、エクソールＤ１
３０（以上エクソンモービル社製またはエクソン化学の商品名）などがあり、シリコーン
系オイルとしては、ＫＦ９６１～１００００ｃｓｔ（信越シリコンの商品名）、ＳＨ２０
０、ＳＨ３４４（東レシリコンの商品名）、ＴＳＦ４５１（東芝シリコンの商品名）など
がある。
　沸点は１００～３５０℃のものが望ましい。１００℃未満であると転写前に溶媒が揮発
しやすく転写性向上の効果が低減したり、臭気、安全性の点や、揮発溶剤蒸気が作業者に
とって好ましくない。３５０℃を上回る場合は、溶剤が揮発しにくく、発色工程で溶剤が
除去できず発色特性に問題が生じる。３５０℃以下であれば、後工程の加熱、スチーミン
グの段階で蒸発させることができる。
【００２４】
　本発明においては、一般式（１）で示される着色剤を、体積抵抗１０９Ω・ｃｍ以上の
高抵抗低誘電率の担体液中に分散させた液体トナーとすることが好ましい。
【００２５】
　一般の捺染インクでは版を用いて画像を作成するためインクの電気的な特性は意味を持
たないが、電子写真の場合はプラスあるいはマイナスの電気的な特性により像を形成して
いるため帯電特性は非常に重要である。一般式(1)の染料を用いることにより帯電特性が
良好になる明確な理由は不明であるが、染料骨格と電子吸引基、電子供与基との微妙なバ
ランスによるものと考えられる。
　着色剤が被捺染物に固着するのは固着剤の働きによるものではなく、着色剤のそれ自体
の有する結合力の動きによるものであり、固着剤は臨時的に帯電してトナーを被捺染物に
付着させる働きをするだけであり、固着剤はその後のソーピング工程で除去されるもので
ある。固着剤が残っていると被捺染物の風合いを悪化させるので好ましくない。そのため
固着剤としてはアルカリ可溶性樹脂や水溶性樹脂を用い、ソーピングにより除去できるも
のを用いている。
【００２６】
　本発明で用いる固着剤は、水溶性樹脂および／またはアルカリ可溶性樹脂を用いること
ができるが、水不溶性樹脂を分散状態で併用することが好ましい。
【００２７】
　本発明に併用することが好ましい分散用樹脂としては
【化６】

（Ｒ１５はＨまたはＣＨ３を、ｎは６～２０の整数を表わす。）
であらわされるビニルモノマーＡと
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【化７】

（Ｒ１６はＣが１～４のアルキル基又はＨ）
で表わされるビニルモノマー及びビニルピリジン、ビニルピロリドン、エチレングリコー
ルジメタクリレート、スチレン、ジビニルベンゼン、ビニルトルエンより選ばれるモノマ
ーＢの各一種づつもしくは、数種の共重合体、グラフト共重合体があげられる。
【００２８】
　一般の捺染インクでは版を用いて画像を作成するためインクの電気的な特性は意味を持
たないが、電子写真の場合はプラスあるいはマイナスの電気的な特性により像を形成して
いるため帯電特性は非常に重要である。一般式(1)の染料を用いることにより帯電特性が
良好になる明確な理由は不明であるが、染料骨格と電子吸引基、電子供与基との微妙なバ
ランスによるものと考えられる。
【００２９】
　また固着剤の一部にはアルカリ可溶性樹脂、水溶性樹脂を含有させると、発色固着処理
、水洗、ソーピング処理工程でトナー中の樹脂が溶解し、布から脱離するため、風合の良
好な捺染布が得られる。
　アルカリ可溶性樹脂および／または水溶性樹脂は、固着剤全体に対し１０～８０質量％
の割合で含有されているのが好ましい。
　更に好ましくは４０～７０質量％の割合である。アルカリ可溶性樹脂および／または水
溶性樹脂分が多いとトナーの帯電性が低下し、アルカリ可溶性樹脂および／または水溶性
樹脂分が少ないと風合が低下する。
【００３０】
　アルカリ可溶性樹脂および/または水溶性樹脂としては、水溶性メラミン樹脂、水溶性
ロジン変性樹脂、水溶性ポリエステル樹脂、水溶性アクリル樹脂、水溶性エポキシ樹脂、
ポリビニルアルコール、ポリビニルピロリドン、ポリエチレンイミン、カルボキシメチル
セルロース、アルギン酸ソーダ、コラーゲン、ゼラチン、デンプン、キトサン等がある。
　商品としては、クラレ社製ポバール（ＰＶＡ）、イソバン（イソブチレン／マレイン酸
樹脂）、ハリマ化成製ネオトール、ハリディプ（アルキッド樹脂、アクリル樹脂）、日本
合成化学社製エコアティ（ＰＶＡ）、ナガセケムテックス社製デコナール（エポキシ樹脂
）、日本純薬社製ジュリアー（アクリル樹脂）、カブセン（ポリエステル樹脂）などが挙
げられる。
　アルカリ可溶性樹脂、水溶性樹脂以外の固着用樹脂としては、ポリオレフィン樹脂、エ
ポキシ樹脂、ポリエステル樹脂等を挙げることができる。
【００３１】
　本発明の液体トナーの酸価は０～２０００ｍｇ／ＫＯＨであることが、トナーの帯電特
性を制御するために望ましいことである。２０００ｍｇ／ＫＯＨより高いと現像特性が低
下する。
　固着剤として用いる樹脂の酸価はトナーの帯電特性に大きな影響を及ぼす。酸価が低い
ほど帯電性への影響は少なくなり、酸価が高くなるほどマイナス帯電性が高まる傾向にあ
る。このため酸価が高い場合はトナーをプラス帯電性にする場合には、その制御が困難に
なる。望ましくは１～１５０ｍｇ／ＫＯＨである。
【００３２】
　ζ電位とはトナー粒子の帯電性の強さを表す尺度となり、大きいほどトナー移動度が速
くなる。トナー移動度が速くなれば短い現像時間でも高濃度が出せることになり、現像に
は有利になる。また電荷による粒子の反発力も強くなり、粒子どうしの凝集が起こりにく
くなる。
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　このため、本発明の液体トナーの場合、ζ電位はその絶対値が１０～２００ｍＶである
ことが好ましい。ζ電位の絶対値が１０ｍＶよりも低いとトナー粒子が凝集したり、電気
泳動性が低下し地汚れしたり、濃度が低下する。またζ電位の絶対値が２００ｍＶよりも
高いと感光体付着量が低下し濃度が低下する場合がある。トナーの重量平均粒子径はトナ
ー帯電性や画像特性に影響を与える。
　液体状捺染用電子写真トナーにおける着色剤の重量平均粒径は０．１～５μｍが望まし
く、０．１μｍ以下では、十分な濃度が得られない場合やニジミが発生しやすくなる場合
があり、５μｍ以上では、色彩、解像性が悪くなる場合がある。
【００３３】
　感光体上で現像後、図２に示すように転写電圧付与部材としての転写ローラで０．１～
３Ｋｇ／ｃｍ２の圧力をかけ転写した場合、平滑性の悪い転写紙や捺染の場合は転写性が
向上し、高濃度の画像を形成できる。
　また、図３に示すように中間転写体を用いて転写する場合も、更に高い圧力がかけられ
るため転写性が向上する。しかし、中間転写体を用いない場合よりも転写時の溶媒量が少
なくなるため、捺染の場合は、２次転写前に中間転写体上に脂肪族炭化水素やシリコーン
オイル等の溶媒を吹き付け（図３では溶媒塗布噴霧装置を設けている）転写に必要な溶媒
量を確保することが望ましい。
　吹き付け量は０．２０～０．７０ｍｇ／ｃｍ２程度が良好である。
【００３４】
　また、捺染の場合、濃度を向上のためには現像付着量を上げたり、あるいは、現像後ス
クイズローラの溶剤スクイズ量を少なくすることにより、感光体上の現像液量を多くして
布への溶剤染込み量を増やすと効果がある。
【００３５】
　転写電圧は直接布に転写する場合は絶対値で１０００～７０００Ｖ、中間転写を用いる
場合は１次転写が１００～１０００Ｖ、２次転写が３００～７０００Ｖが望ましい。
【００３６】
　本請求項１の発明における捺染用電子写真トナーは、着色剤、固着剤等の添加剤および
一部の担体液をボールミル、キティーミル、ディスクミル、ピンミルなどの分散機に投入
、分散、混練を行い濃縮トナーを調製し、これを残りの担持液中に分散させることにより
得ることができる。この場合でも、それぞれの濃度の制限はないが、例えば、着色剤５～
１０質量％、固着剤５～２０質量％、担体液７０～９５質量％、帯電制御剤０．１～１質
量％とすることができる。
【００３７】
　本発明を図面を用いて以下に説明する。
　図１は、本発明の画像形成方法の一例である。帯電電圧付与部材により、感光体に電荷
を与え、露光により非画像部の電荷を消去する。感光体はセレン感光体、有機感光体、ア
モルファスシリコン感光体が使用できる。感光体の表面電位は、４００Ｖ～１６００Ｖの
範囲が良好である。感光体の電荷の残っている潜像に現像ローラから供給される液体現像
剤、すなわち、本発明の液体トナーにより現像し、スクイズローラで余剰の捺染用電子写
真トナーを除去し、転写電圧付与部材により前記トナーの電荷と逆電荷の電圧をかけ捺染
布に転写させる。
　現像ローラは感光体と順方向に回転し、スクイズローラは逆方向に回転させ、感光体に
対する線速は現像ローラが１．２倍～６倍、スクイズローラの線速は１．２倍～４倍が効
果的である。
　ローラと感光体のギャップは５０～２５０μｍ、スクイズローラのギャップは３０～１
５０μｍが良好である。転写電圧は５００～４０００Ｖの範囲が良好である。
　布に転写されずに感光体に残った前記トナーをクリーニングブレード、クリーニングロ
ーラで除去後、感光体を除電する。
　また、画像部の電荷を消去し非画像部の電荷を残す現像方式でも同様に画像形成できる
。
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【００３８】
　図２は図１の転写電圧付与部材をチャージャー方式からローラ方式にした例である。チ
ャージャー方式に比べ転写時の圧力を付与できるため、表面性の荒れた凹凸の大きい布の
場合でも転写性が良好である。転写圧は０．１～３Ｋｇ／ｃｍ２が良好である。
【００３９】
　図３は図２の装置に中間転写部材を追加した例である。図２の装置よりもさらに高い転
写圧力を付与できるため、表面性の荒れた凹凸の大きい布の場合でも転写性が良好である
。一次転写圧は０．１～３Ｋｇ／ｃｍ２二次転写圧は０．１～５Ｋｇ／ｃｍ２が良好であ
る。ただ、中間転写部材への一次転写時にトナー中の溶媒成分が少なくなり、中間転写部
材から布への二次転写に必要な溶媒量が少なくなる場合があるため、二次転写前に中間転
写部材に溶媒を吹きかける工程を追加すると効果的である。
【００４０】
　図４は感光体をタンデム（ｔａｎｄｅｍ）に配置し、布搬送ベルト上に布を貼りつけて
フルカラー捺染を行う装置の一例である。なお、タンデムとは、カラー用の場合は感光体
が複数個（通常４個）並んだ電子写真用マシンである。タンデム方式は高速化に有利なカ
ラー画像作成方法である。
【発明の効果】
【００４１】
（１）請求項１に対応する効果
　請求項１の電子写真捺染方法においては、アルカリ水溶液濃度０．１～１０質量％でパ
ッド・スチーム法により発色処理するため、染着性、発色濃度が優れる。
（２）請求項２に対応する効果
　請求項２の電子写真捺染方法においては、一般式（１）の純度が８０％以上であるため
、高品質の画像を提供できる。
（３）請求項３に対応する効果
　請求項３の電子写真捺染方法においては、担体液が、沸点１００～３５０℃の脂肪族飽
和炭化水素であるため、発色工程での問題がなく、高品質の画像を提供できる。
（４）請求項４に対応する効果
　請求項４の電子写真捺染方法においては、固着剤の少なくとも一部にアルカリ可溶性樹
脂および／または水溶性樹脂が含有されているため風合の良好な高品質の画像を提供でき
る。
（５）請求項５に対応する効果
　請求項５の電子写真捺染方法においては、アルカリ可溶性樹脂および／または水溶性樹
脂の酸価が０～２０００ｍｇであるため高品質な画像を提供できる。
（６）請求項６に対応する効果
　請求項６の電子写真捺染方法においては、前記液体トナーのζ電位の絶対値が１０～２
００ｍｖであるため高品質の画像を提供できる。
（７）請求項７に対応する効果
　請求項７の電子写真捺染方法においては、重量平均粒径が０．１～５μｍであるため高
品質の画像を提供できる。
（８）請求項８に対応する効果
　請求項８の電子写真捺染方法においては、静電潜像を感光体上に現像後、転写ローラで
静電力及び／または圧力をかけ、画像を形成させるため平滑性の悪い紙や布への転写性が
良好である。
（９）請求項９に対応する効果
　請求項９の電子写真捺染方法においては、静電潜像を感光体上に現像後、中間転写体に
トナー像転写後、画像を形成させるため平滑性の悪い紙や布への転写性が良好である。
（１０）請求項１０に対応する効果
　請求項１０の電子写真捺染方法においては、２次転写前に中間転写体に溶媒を吹きかけ
る工程を含むため請求項１０の効果に加えて更に転写性が良好である。
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（１１）請求項１１に対応する効果
　請求項１１の電子写真捺染方法においては、感光体の線速に対して現像ローラの線速が
１．２倍～６倍、スクイズローラの線速が１．２～４倍であるため高品質の画像が得られ
る。
（１２）請求項１２に対応する効果
　請求項１２の電子写真捺染方法においては、タンデム型に感光体を配置し布に画像を転
写するため、高速で高画品質のフルカラー捺染が提供できる。
【実施例】
【００４２】
　以下に実施例、比較例を挙げて本発明を詳細に説明するが、本発明はこれにより何ら限
定されるものではない。なお、以下の「部」は全て重量部である。また、転写布はすべて
綿布を用いた。
【００４３】
実施例１
　　　表１の染料Ａ（純度５０％品）　　　　　　　　　　　　　　　　６０部
　　　ラウリルメタアクリレート／メチルメタアクリルレート
　　　／メタクリル酸（８０／１０／１０）共重合体の
　　　アイソパーＨ２０％溶液　　　　　　　　　　　　　　　　　　１００部
　　　ロジン変性フェノール樹脂（三井・デュポン）　　　　　　　　　６０部
　　　水溶性樹脂　ポバール（ＰＶＡ）（クラレ）　　　　　　　　　　５５部
　　　アイソパーＨ（担体液）　　　　　　　　　　　　　　　　　　１８０部
　　　荷電制御剤（ナフテン酸ジルコニウム）　　　　　　　　　　　　　３部
をピンミルに入れて１０時間分散後、さらにアイソパーＨを３００部加え、１時間分散し
、これを濃縮トナーとした。なお、アイソパーＨは、体積抵抗２．５×１０１４Ω・ｃｍ
、Ｂ．Ｐ．１８４℃のものである。
　この濃縮トナー１００ｇとアイソパーＨ１リットルを混合した液体トナーにより図１の
装置で転写圧０．１５Ｋｇ／ｃｍ２で電子写真捺染を行った。
　これをアルカリ水溶液濃度１質量％（炭酸水素ナトリウム）、パッド・スチーム／蒸熱
法により１００℃で１０分間固着処理を行った。その後水洗し、アニオン系界面活性剤２
ｇ／リットルにより８０℃で５分間ソーピング処理を行って捺染サンプルを作成した。
【００４４】
実施例２
　　　リアクティブイエロー１６（純度９０％品）　　　　　　　　　　５０部
　　　ラウリルメタアクリレート／メチルメタアクリルレート
　　　／メタクリル酸（８０／１０／１０）共重合体
　　　のアイソパーＨ２０％溶液　　　　　　　　　　　　　　　　　１００部
　　　ロジン変性フェノール樹脂（三井・デュポン）　　　　　　　　　６０部
　　　水溶性樹脂　ポバール（ＰＶＡ）（クラレ）　　　　　　　　　　５５部
　　　アイソパーＨ（担体液）　　　　　　　　　　　　　　　　　　１８０部
　　　荷電制御剤（ナフテン酸ジルコニウム）　　　　　　　　　　　　　３部
をピンミルに入れて１０時間分散後、さらにアイソパーＨを３００部加え、１時間分散し
、これを濃縮トナーとした。
　この濃縮トナー１００ｇとアイソパーＨ１リットルを混合した液体トナーにより図１の
装置で転写圧０．２０Ｋｇ／ｃｍ２で電子写真捺染を行った。
　これをアルカリ水溶液濃度５質量％（炭酸水素ナトリウム）、パッド・スチーム／蒸熱
法により１１０℃で２０分間固着処理を行った。その後水洗し、アニオン系界面活性剤２
ｇ／リットルにより８０℃で５分間ソーピング処理を行って捺染サンプルを作成した。
【００４５】
実施例３
　　　表１の染料Ｅ　（純度８０％）　　　　　　　　　　　　　　　　６３部



(13) JP 4865372 B2 2012.2.1

10

20

30

40

50

　　　エポキシ変性樹脂エピコート８０２（ジャパンエポキシレジン）　２０部
　　　水溶性樹脂　ハリディブ（水溶性アルキド樹脂）（ハリマ化成）　７５部
　　　ステアリルメタアクリレート／メチルメタアクリルレート　
　　　／メタクリル酸（８０／１０／１０）共重合体の
　　　アイソパーＨ２０％溶液　　　　　　　　　　　　　　　　　　１００部
　　　アイソパーＨ（担体液）　　　　　　　　　　　　　　　　　　２５０部
　　　荷電制御剤（オクタン酸ジルコニウム）　　　　　　　　　　　　　５部
をボールミルに入れて２４時間分散後、さらにアイソパーＨを２５０部加え、１時間分散
し、これを濃縮トナーとした。
　この濃縮トナー１００ｇとアイソパーＨ１リットルを混合した液体トナーにより図２の
装置で転写圧１．７５Ｋｇ／ｃｍ２で電子写真捺染を行った。
　これをアルカリ水溶液濃度３質量％（水酸化ナトリウム）、パッド・スチーム／蒸熱法
により１２０℃で３０分固着処理を行った。その後水洗し、アニオン系界面活性剤２ｇ／
リットルにより８０℃で５分間ソーピング処理を行い捺染サンプルを作成した。
【００４６】
実施例４
　実施例１の染料Ａ（純度５０％品）を純度９０％に精製して用いた以外は、実施例１と
同一にして濃縮トナーを作成した。
　この濃縮トナー１００ｇとアイソパーＨ１リットルを混合した液体トナーにより図２の
装置で転写圧１．５２Ｋｇ／ｃｍ２で電子写真捺染を行った。
　これをアルカリ水溶液濃度１質量％（水酸化ナトリウム）、パッド・スチーム／蒸熱法
により１００℃で１０分固着処理を行った。その後水洗し、アニオン系界面活性剤２ｇ／
リットルにより８０℃で５分間ソーピング処理を行い捺染サンプルを作成した。
【００４７】
実施例５
　実施例３の分散媒をアイソパーＨからシリコーンオイル（ＫＦ－９６　２ｃｓｔ）に変
えた以外は全て実施例２と同様にして濃縮トナーを作成した。
　この濃縮トナー１００ｇとシリコーンオイル（ＫＦ－９６　２ｃｓｔ）１リットルを混
合した液体状捺染用電子写真トナーにより図２の装置で転写圧２．６５Ｋｇ／ｃｍ２で電
子写真捺染を行った。なお、シリコーンオイルＫＦ－９６は、体積抵抗３．３×１０１４

Ω・ｃｍ、Ｂ．Ｐ．２３０℃のものである。
　これをアルカリ水溶液濃度６質量％（炭酸水素ナトリウム）、パッドスチーム／蒸熱法
により１２５℃で３０分間固着処理を行った。その後水洗し、アニオン系界面活性剤２ｇ
／リットルにより８０℃で５分間ソーピング処理を行い捺染サンプルを作成した。
【００４８】
実施例６
　　　リアクティブイエロー１４　（純度９０％）　　　　　　　　　　４０部
　　　ロジン変性フェノール樹脂（三井・デュポン）　　　　　　　　　　５部
　　　水溶性樹脂カブセン（水溶性ポリエステル）（ナガセケムテックス）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　９５部
　　　２エチルヘキシルメタアクリレート／メチルメタアクリルレート／
　　　メタクリル酸（８０／１０／１０）共重合体
　　　のアイソパーＨ２０％溶液　　　　　　　　　　　　　　　　　１２０部
　　　アイソパーＨ（担体液）　　　　　　　　　　　　　　　　　　２００部
　　　荷電制御剤（ナフテン酸ジルコニウム）　　　　　　　　　　　　　２部
をバッチ式サンドミルに入れて１２時間分散後、さらにアイソパーＨを３５０部加え、１
時間分散し、これを濃縮トナーとした。
　この濃縮トナー１００ｇとアイソパーＭ（１リットル）を混合して得られた液体トナー
により図２の装置で転写圧１．９５Ｋｇ／ｃｍ２で電子写真捺染を行った。なお、アイソ
パーＭは、体積抵抗３．１×１０１４Ω・ｃｍ、Ｂ．Ｐ．２２３℃のものである。
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　これをアルカリ水溶液濃度１質量％（水酸化ナトリウム）、パッド・スチーム／蒸熱法
により１１０℃で５分間固着処理を行った。その後水洗し、アニオン系界面活性剤２ｇ／
リットルにより８０℃で５分間ソーピング処理を行い捺染サンプルを作成した。
【００４９】
実施例７
　　　表１の染料Ｂ　（純度８０％）　　　　　　　　　　　　　　　　４３部
　　　ロジン変性フェノール樹脂（三井・デュポン）　　　　　　　　　９５部
　　　水溶性樹脂カブセン（水溶性ポリエステル）（ナガセケムテックス）　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　５部
　　　２エチルヘキシルメタアクリレート／メチルメタアクリルレート
　　　／メタクリル酸（８０／１０／１０）共重合体の
　　　アイソパーＨ２０％溶液　　　　　　　　　　　　　　　　　　１２０部
　　　アイソパーＨ（担体液）　　　　　　　　　　　　　　　　　　２００部
　　　荷電制御剤（ナフテン酸ジルコニウム）　　　　　　　　　　　　　２部
をバッチ式サンドミルに入れて１２時間分散後、さらにアイソパーＨを３５０部加え、１
時間分散し、これを濃縮トナーとした。
　この濃縮トナー１００ｇとエクソールＤ３０（１リットル）を混合して得られた液体ト
ナーにより図２の装置で転写圧０．６９Ｋｇ／ｃｍ２で電子写真捺染を行った。エクソー
ルＤ３０は、体積抵抗１．４×１０１４Ω・ｃｍ、Ｂ．Ｐ．１５０℃のものである。
　これをアルカリ水溶液濃度３質量％（水酸化カリウム）、パッド・スチーム／蒸熱法に
より１２０℃で１０分間固着処理を行った。その後水洗し、アニオン系界面活性剤２ｇ／
リットルにより８０℃で５分間ソーピング処理を行い捺染サンプルを作成した。
【００５０】
実施例８
　実施例３で転写圧を０．１４Ｋｇ／ｃｍ２にした以外は全て実施例３と同様にして行っ
た。
【００５１】
実施例９
　実施例３で使用する装置を図３の装置、１次転写圧１．２３Ｋｇ／ｃｍ２、２次転写圧
３．９８Ｋｇ／ｃｍ２にした以外は全て実施例３と同様にして行った。
【００５２】
実施例１０
　実施例９で２次転写前にアイソパーＨを０．６ｍｇ／ｃｍ２吹きかけた以外は全て実施
例９と同様にして行った。
【００５３】
　その結果は次表２の通りであった。
【００５４】
比較例１
　実施例１同様に布に転写を行った後、アルカリ水溶液濃度１質量％（炭酸水素ナトリウ
ム）の代わりにＦｉｘｅｒＲＣ〔水ガラス（珪酸ナトリウムの１８％水溶液）の商品名〕
を用い常温で１５時間（コールドパッド・バッチ）の染着処理を行った以外は全て実施例
１と同様にしてサンプルを作成した。なお、コールドパッド・バッチでは、珪酸ソーダ等
の結着剤を用い、温度をかけないで結着処理を行う方法である。
【００５５】
比較例２
　実施例２同様に布に転写を行った後、アルカリ水溶液濃度５質量％（炭酸水素ナトリウ
ム）の代わりにＦｉｘｅｒＲＣを用い１００℃で６０秒（加熱法／アルカリショック）の
染着処理を行った以外は全て実施例２と同様にしてサンプルを作成した。加熱法／アルカ
リショックとは、例えば塩化ナトリウム　１００ｇ、炭酸ナトリウム　１５０ｇ、炭酸カ
リウム　５０ｇ、水酸化ナトリウム（４０°ボーメ）５０ｃｃ、珪酸ナトリウム１０ｇに
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水を加えて１Ｋｇとした、強めのアルカリ浴中で１００℃で１０秒程度で結着処理する方
法である。
　表２の結果より明らかなとおり、本電子写真捺染方法によると、染着率が高く、布濃度
が高く、高解像な捺染布が得られた。
　実施例４は染料純度を上げているため更に濃度が高い。実施例５は分散媒に脂肪族炭化
水素以外の溶媒を使用しているため、実施例４に比べて分散性がやや悪い。実施例６は水
溶性樹脂量が多いため濃度がやや低い。実施例７は水溶性樹脂量が少ないため風合がやや
低い。
　実施例１０は二次転写前に中間転写ローラ上の画像にアイソパーＨを吹きつけているた
め転写率が上がり画像濃度が向上した。
　比較例の場合は染料と綿布（セルロース）の水酸基との反応が不十分で水洗い、ソーピ
ング処理により、印字画像が除去され画像濃度が低下したり、除去された染料により汚染
し地汚れとなったりニジミにより解像性が低下した。
【００５６】

【表２】

＊濃度はＸ－Ｒｉｔｅにより測定
＊地汚れは地汚れ段階見本布による
　５：非常に良い、４：良い、３：普通、２：悪い、１：非常に悪い
＊風合は風合段階見本布による
　５：布のみと同程度の柔らかさ、４：柔らかい、３：中程度、２：やや硬い、１：硬い
＊平均粒径は島津製作所ＳＡ－ＣＰ３による
　トナーを積分球式濁度計で透過率１５％程度になるまでアイソパーで希釈し、ＳＡ－Ｃ
Ｐ３用セルに充填しＡＣＣＥＬ４８０、ＭＯＤＥ：ＣＥＮＴ、３～１６チャンネルの条件
で測定
＊ζ電位は大塚電子ＥＬＳ－８０００による
　セル：低誘電率セル、電界：５００Ｖ／ｃｍ、６回測定平均モードで測定
＊解像性は、段階見本による
　５：非常に良い、４：良い、３：普通、２：悪い、１：非常に悪い
＊転写率はテープ剥離法による濃度から算出
　転写率＝（転写前感光体上濃度－転写後感光体残濃度）／（転写前感光体上濃度）×１
００％
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＊帯電制御率は電着法により算出
　電極間距離：１ｃｍ、電極面積：２ｃｍ×２ｃｍ、電着時間：１００秒で測定
＊ΔＥはＸ－Ｒｉｔｅによりジャパンカラーとの色差を算出
【図面の簡単な説明】
【００５７】
【図１】本発明の１例を示す転写チャージャー方式による電子写真捺染方法の概略図であ
る。
【図２】本発明の他の１例を示すローラ方式による電子写真捺染方法の概略図である。
【図３】図２に示す装置に、中間転写体を追加したケースを示す。
【図４】感光体をタンデムに配置し、布搬送ベルト上に布を貼りつけてフルカラー捺染を
行う装置の１例を示す。転写ローラは、右から順にＹ（黄）、Ｍ（マゼンタ）、Ｃ（シア
ン）、ＢＫ（黒）、Ｇ（グリーン）、Ｒ（赤）のためのものである。
【図５】染料が溶解している捺染糊（捺染インク）を使用する場合と、染料が懸濁してい
る捺染トナーを使用する場合の捺染した直後の状態を示す概略図である。

【図１】

【図２】

【図３】
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