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(57)【要約】
【課題】インク吸収性、光沢性、画像鮮明性等のインクジェット記録体としての適性に優
れ、かつ生産性に優れたインクジェット記録用キャストコート紙及びその製造方法を提供
する。
【解決手段】本発明は、透気性基材上に、顔料を主成分とし、接着剤、カチオン性インク
定着剤を含む塗工層を少なくとも一層有し、塗工層のうち最表層が湿潤状態である間に鏡
面ドラムに圧接し、乾燥した後、鏡面ドラムより剥離して得られるインクジェット記録用
キャストコート紙において、最表層に、水溶性の離型剤と、融点が５５～１０５℃であり
、融解熱９０ｍＪ／ｍｇ以上である水分散性の離型剤を含有することを特徴とする。
【選択図】なし
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
透気性基材上に、顔料を主成分とし、接着剤、カチオン性インク定着剤を含む塗工層を少
なくとも一層有し、塗工層のうち最表層が湿潤状態である間に鏡面ドラムに圧接し、乾燥
した後、鏡面ドラムより剥離して得られるインクジェット記録用キャストコート紙におい
て、最表層に、水溶性の離型剤と、融点が５５～１０５℃であり、融解熱９０ｍＪ／ｍｇ
以上である水分散性の離型剤を含有することを特徴とするインクジェット記録用キャスト
コート紙。
【請求項２】
水分散性の離型剤が、炭素数１４～２２の脂肪酸類、ワックス類、及びポリエチレン類か
ら選ばれる少なくとも一種である請求項１記載のインクジェット記録用キャストコート紙
。
【請求項３】
水溶性の離型剤が、脂肪酸塩、脂肪族アミン塩または脂肪族４級アンモニウム塩脂肪酸類
である請求項１又は２記載のインクジェット記録用キャストコート紙。
【請求項４】
水分散性の離型剤１００質量部に対して、水溶性物資５０～１００質量部含有する請求項
１～３のいずれか一項に記載のインクジェット記録用キャストコート紙。
【請求項５】
透気性基材上に、顔料を主成分とし、接着剤、カチオン性インク定着剤を含む塗工層を少
なくとも一層有し、塗工層のうち最表層が湿潤状態である間に鏡面ドラムに圧接し、乾燥
した後、鏡面ドラムより剥離して得られるインクジェット記録用キャストコート紙の製造
方法において、湿潤状態の最表層に、水溶性の離型剤と、融点が５５～１０５℃であり、
融解熱９０ｍＪ／ｍｇ以上である水分散性の離型剤を含有せしめることを特徴とするイン
クジェット記録用キャストコート紙の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、光沢タイプのインクジェット記録体に関し、詳しくはインク吸収性、光沢性
、画像鮮明性等のインクジェット記録体としての適性に優れ、かつ生産性に優れたインク
ジェット記録用キャストコート紙及びその製造方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　インクの液滴を微細なノズルから射出し、被記録体表面上に付着させることにより画像
を形成させるインクジェット記録方式は、記録時の騒音が少ないこと、フルカラー画像の
形成が容易であること、高速記録が可能であること、及び、他の印刷装置より記録コスト
が安価であることなどの理由により、端末プリンター、ファクシミリ、プロッター、ある
いは帳票印刷等で広く利用されている。
　近年、インクジェットプリンターは高精細化・高速化が進み、また、デジタルカメラ等
による撮影画像の出力などを目的として一般家庭ユーザへの普及が拡大している。
　そのなか、インクジェット記録体には、撮影画像を出力した記録画像の品質を銀塩方式
の写真の品質に近づけるために、インクジェット記録体表面の光沢性が優れるとともに、
記録画像の発色性や深みなどの高い画質が求められる。またインクジェットプリンターの
高速化に対応するインク吸収性が求められている。
【０００３】
　光沢タイプのインクジェット記録体を製造する方法としては、塗工した塗料が乾燥して
からスーパーカレンダーやグロスカレンダー処理によって表面を平滑化する方法や、塗工
面が湿潤状態（再湿潤状態を含む）である間に、加熱された鏡面ドラムに圧接・乾燥して
光沢発現する処理（所謂、キャスト処理）方法があるが、カレンダーによる処理は強圧に
より塗工層の空隙を潰してしまうため、インク吸収性が十分に得られない虞があるので、
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キャスト処理する方法が好ましく採用されている。
【０００４】
　キャスト処理の方法は、高光沢印刷用塗工紙の代表的な製造方法の一つである。湿潤状
態の塗工面を加熱された鏡面ドラムに圧接・乾燥し、ドラムから剥離させるものであるが
、湿潤状態の塗工面側にドラムがあるため、水分は基材を通り、裏面側より蒸発、乾燥さ
れる一方、塗工面は鏡面ドラムの面が写し取られるため高光沢な塗工面が得られる。キャ
スト塗工方式の技術課題として、鏡面ドラム上で乾燥させた用紙をドラムから剥離させる
離型性と呼ばれる適性が必要である。離型性が不良の場合、ドラム表面から用紙を剥離す
ることが困難になり、甚だしい場合は用紙が破れて操業ができなくなることがある。キャ
スト処理を長時間の連続操業するためには、ドラムからの離型性を維持することが重要で
あり、例えば、特許文献１のようにドラム表面と塗工液中に離型剤を用いる方法や、特許
文献２のように、特殊な装置を用いてドラム表面に離型剤を供給しながら製造する方法な
どが提案されている。
【０００５】
　インクジェット記録用紙の場合、通常、インク染料を保持できるようにインク定着剤を
用いるが、インク中の染料をできるだけ表面に定着する必要があるため、最表層或いはそ
の下の層に染料インク定着剤を用いることが多い。このインク定着剤は、インク中に含ま
れる染料の特性上、カチオン性化合物が使用されている。従来の印刷用紙塗工紙は、アニ
オン性の塗工層であり、キャスト処理には特許文献１に開示された製造方法は有効であっ
たが、最表層或いはその下の層にカチオン性化合物を有するインクジェット記録用紙の場
合、印刷用塗工紙に比べて程遠いレベルの操業性しか達成できない。また、特許文献２に
開示された製造方法は、特殊な装置を必要とするものであり、例示された離型剤を用いて
も、インクジェット記録用紙をキャスト処理する場合には適さないものであった。
【０００６】
　また、インクジェット記録用キャストコート紙の製造方法について、特許文献３～１１
のような様々な技術が開示されているが、いまだに連続しての生産ができていないのが現
状である。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００７】
【特許文献１】特開平３－１１３０９０号公報
【特許文献２】特開平１１－２７９９８７号公報
【特許文献３】特開平６－３２０８５７号公報　［００２５］段
【特許文献４】特開平１１－２０８１０３号公報　請求項１、［００３２］段、［００４
０］段
【特許文献５】特開２００２－３３７４４６号公報　請求項１、［００３６］段、［００
３７］段
【特許文献６】特開２００３－１０３９１５号公報　請求項１、［００１４］段
【特許文献７】特許第３７７８０５８号公報　［００３８］段
【特許文献８】特開２００３－１６５２６８号公報　請求項１、［００３４］段
【特許文献９】特開２００５－２２３３４号公報　請求項３、［００７５］段
【特許文献１０】特開２００５－２３８８１９号公報　請求項１，３、［０００５］段、
［００３７］段
【特許文献１１】特許第４１９１２２９号公報　請求項１、［００１６］～［００２１］
段
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　本発明者等は、最表層或いはその下の層にカチオン性化合物を有するインクジェット記
録用紙をキャスト処理方法で仕上げる場合の連続して生産ができない原因について、鋭意
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研究を行なった結果、鏡面ドラムからの離型性の改善だけでは不十分であり、経時的に発
生するドラムの曇り（以下、ドラム曇りともいう）という問題があることを突き止め、離
型性とドラム曇りの両方を改善する必要があることを見出した。更に、鏡面ドラム（キャ
ストドラムともいう。）に用紙をプレスロールで押し付けたとき、鏡面ドラム表面と用紙
端部、プレスロールの間隙に塗料が入り、乾燥・固化して用紙端部に付着して起こる、所
謂エッジ粕が発生することを発見し、これを改善する必要があることを見出した。
【０００９】
　優れた離型性を保つためには、いくつかの方法が考えられる。
　その一つは、ドラム表面と用紙表面の接着力より用紙最表層に塗工された塗料の凝集力
を強める方法である。これにより、ドラム表面に最表層塗料の一部が残る現象が抑えられ
る。具体的には、表層中に含まれる接着剤量を多くして強度を高める、成膜性の強い接着
剤を選択して顔料の結着を高める、架橋剤を配合して接着剤の分子量を高めて塗工層内部
の強度を強める、といった方法である。
　しかし、これらの方法では、塗工層内部の空隙が減る場合が多く、結果としてインクジ
ェットプリンターによって打ち込まれたインクの吸収を阻害して画像が滲んだり、乾燥が
遅くなるといった不都合を起こす場合がある。したがって、インクジェット記録用紙に対
しては、塗工層の凝集力を高める方法だけでは不十分である。
【００１０】
　別の解決方法として、ドラム表面と用紙最表層表面の間に、用紙最表層塗料より小さな
凝集力を持つ材料の層を設ける方法がある。例えば、ドラム表面にポリエチレン等の熱可
塑性樹脂層や界面活性剤の多分子膜からなる凝集力の小さい層を設け、その層の内部で分
離するようにすることで、用紙の表層を損なわずにドラムから離型させることが可能であ
る。
　この方法であれば塗工層中の空隙を接着剤が埋めることがないため、インク吸収性を損
なう懸念が少なくて済むため、インクジェット記録用紙には好適である。
【００１１】
　しかしこの方法では、ドラム表面とインクジェット記録用紙表面の分離の状態によって
はドラムに残った層の影響でドラムが曇り、用紙の光沢感が失われたり光沢度が不安定に
なったりする。一旦ドラム曇りが発生すると、製品不良となるため、製造を中止し、ドラ
ム表面のバフ掛け処理を行うなどの作業を必要とするため、安定した連続生産ができない
原因となる。
　すなわち、光沢タイプのインクジェット記録用紙をキャスト法によって製造する場合、
離型性に加えて、ドラム曇りの解消が重要な課題となる。
【００１２】
　一方、エッジ粕の発生理由は次のとおりと考えられる。用紙表面にキャスト塗料を塗工
し、鏡面ドラムにプレスロールで圧接するとき、鏡面ドラムとプレスロールは用紙の厚み
分だけ持ち上げられているため、用紙端部の鏡面ドラム、プレスロールの間に僅かな隙間
が開く。この隙間はプレスロールの硬度を下げることにより改善の方向に向かうが、プレ
スロールの硬度がＪＩＳゴム硬度計で６０°以下の場合は押し付ける面圧が低くなりすぎ
、好ましくなく、７０°以上が好ましい。しかし、このような条件では、用紙の厚みが約
８０μｍを越えると隙間にキャスト塗料が入り、そこで乾燥、固化する。用紙が鏡面ドラ
ムから剥離する際、乾燥、固化した塗料がすべて用紙端部に付着すれば鏡面ドラム表面に
塗料が残ることはないが、その一部あるいは全部が鏡面ドラム表面に残ると、それが鏡面
ドラム表面の用紙端部が当たっていた部分に沿って線状に付着する。線状に付着し乾燥し
た塗料は次第に成長し、しばらく経つと剥がれ、用紙端部に付着してエッジ粕となる。エ
ッジ粕はキャスト塗料に混入して異物となったり用紙中に巻き込まれて型が付いたり、様
々なトラブルを引き起こすことがある。
　キャストコート紙を安定して製造するには、離型性、ドラム曇りに加えて、エッジ粕の
改善は重要な課題である。
【００１３】
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　特許文献３の［００２５］段には、離型剤として種々の材料が例示されているが、その
効果は「スムーズに離型する」ためについてのみ（［００２５］段）であり、離型性、ド
ラム曇り、エッジ粕のすべてを改善するための方法について示唆するものではない。
　特許文献４は、離型剤として高級脂肪酸アミドを使用する（［請求項１］）。しかしそ
の効果は離型性を制御するため（［００３２］段、［００４０］段）であり、離型性、ド
ラム曇り、エッジ粕のすべてを改善するための方法について示唆するものではない。
　特許文献５には、最表層のみならず、それに隣接する塗工層にも離型剤を添加して離型
性を改善する方法が提案され（［請求項１］）、一定の成果を上げている（［００３６］
段、［００３７］段）が、離型性、ドラム曇り、エッジ粕のすべてを改善するための方法
について示唆するものではない。
【００１４】
　特許文献６は、記録画像の耐水性と離型性を両立するためにカチオン性パラフィンワッ
クスを使用することが提案され（［請求項１］）、また、一般的な離型剤が例示されてい
る（［００１４］段）が、離型性のみに注目しており、離型性、ドラム曇り、エッジ粕の
すべてを改善するための方法について示唆するものではない。
　特許文献７には、離型剤として各種ワックス類、脂肪酸およびその塩等が例示されてい
る（［００３８］段）が、離型性、ドラム曇り、エッジ粕のすべてを改善するための方法
について示唆するものではない。
【００１５】
　特許文献８は、離型剤として炭素数１２～１９の脂肪酸およびその水溶性塩を使用する
ことが提案され（［請求項１］）、併用可能な離型剤としてポリオレフィンワックス類、
脂質、シリコーン化合物、フッ素化合物が例示（［００３４］段）されており、一定の成
果を上げているが、離型性、ドラム曇り、エッジ粕のすべてを改善するための方法につい
て示唆するものではない。
　特許文献９は、ポリエチレンワックスとその他の離型剤を併用することが提案されてい
る（請求項３）。その他の離型剤としては、高級アルキル燐酸エステルおよびそのアルカ
リ金属塩、高級脂肪酸アミド、高級脂肪酸アルカリ塩類、脂質等が例示されており（［０
０７５］段）、一定の成果を上げているが、離型性、ドラム曇り、エッジ粕のすべてを改
善するための方法について示唆するものではない。
【００１６】
　特許文献１０は、ポリオキシエチレンアルキルアミノエーテルを浸透剤としてゲル化液
や再湿潤液等に添加することが提案され（請求項１、３）、離型剤としてポリエチレン等
の合成樹脂、脂肪酸または高級脂肪酸の金属塩、脂肪酸アミド及びパラフィンワックス等
が例示されている（［０００５］段）が、離型性を改善するものであり（［００３７］段
）、離型性、ドラム曇り、エッジ粕のすべてを改善するための方法について示唆するもの
ではない。
　特許文献１１は、凝固法によるキャスト型インクジェット記録用紙において、光沢層上
に塗布する凝固液がノニオン系離型剤、アニオン系離型剤に加えて界面活性剤を含むこと
が提案され（請求項１）、実施例１～２２と２５～２７ではオレイン酸カリウムを、実施
例２３ではオレイン酸アンモニウムを使用し、実施例１～２０と２３～２７では酸化ポリ
エチレンエマルジョンの中和物を、実施例２１～２２ではワックス類を使用している。離
型性は低いが光沢性が優れるノニオン系離型剤と、光沢性が劣るが離型性が高いアニオン
系離型剤を併用することにより、離型性と光沢性を両立するものであり（［００１６］～
［００２１］段が、離型性、ドラム曇り、エッジ粕のすべてを改善するための方法につい
て示唆するものではない。
【課題を解決するための手段】
【００１７】
　本発明者等は、離型性とドラム曇りに加えてエッジ粕の三つすべてを同時に解決する方
法について鋭意研究の結果、特定の水分散性の離型剤と水溶性の離型剤を含有せしめるこ
とで、この課題が解決できることを見出し、本発明を完成するに至った。本発明は以下の
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とおりである。
【００１８】
　（１）透気性基材上に、顔料を主成分とし、接着剤、カチオン性インク定着剤を含む塗
工層を少なくとも一層有し、塗工層のうち最表層が湿潤状態である間に鏡面ドラムに圧接
し、乾燥した後、鏡面ドラムより剥離して得られるインクジェット記録用キャストコート
紙において、最表層に、水溶性の離型剤と、融点が５５～１０５℃であり、融解熱９０ｍ
Ｊ／ｍｇ以上である水分散性の離型剤を含有することを特徴とするインクジェット記録用
キャストコート紙。
　（２）水分散性の離型剤が、炭素数１４～２２の脂肪酸類、ワックス類、及びポリエチ
レン類から選ばれる少なくとも一種である（１）記載のインクジェット記録用キャストコ
ート紙。
　（３）水溶性の離型剤が、脂肪酸塩、脂肪族アミン塩または脂肪族４級アンモニウム塩
脂肪酸類である（１）又は（２）記載のインクジェット記録用キャストコート紙。
　（４）水分散性の離型剤１００質量部に対して、水溶性物資５０～１００質量部含有す
る（１）～（３）のいずれか一項に記載のインクジェット記録用キャストコート紙。
【００１９】
　上記（１）～（４）記載のインクジェット記録用キャストコート紙において、塗工層の
最表層に平均粒子径５μｍ未満の顔料を含有することインク吸収性が優れたインクジェッ
ト記録用キャストコート紙となるため好ましく、特に顔料としてコロイド状粒子を用いる
と、高光沢のインクジェット記録用キャストコート紙となるため好ましい。更に、最表層
にカチオン性インク定着剤を含有すると、より高い記録濃度が得られるため好ましい。
　また、塗工層をインク定着層と光沢発現層の積層する構成とし、最表層である光沢発現
層の塗工量を０．１～５ｇ／ｍ２とすること、より高い記録濃度が得られるため好ましい
。更に、インク定着層が顔料として一次粒子径５～５０ｎｍ、二次粒子径１０～８００ｎ
ｍの気相法シリカを含み、接着剤として、ポリビニルアルコール類を含有せしめると、光
沢発現層が更に安定して設けることができ、キャスト処理後の光沢度が更に向上する。こ
のため、光沢発現層の塗工量は０．１～５ｇ／ｍ２という少量でも十分な光沢を得ること
ができ、更には、高い記録濃度を得ることができる。
　更に、インクジェット記録用キャストコート紙の表面のＪＩＳ－Ｚ－８７４１による２
０°光沢度が１５％以上であることが好ましい。
【００２０】
　（５）透気性基材上に、顔料を主成分とし、接着剤、カチオン性インク定着剤を含む塗
工層を少なくとも一層有し、塗工層のうち最表層が湿潤状態である間に鏡面ドラムに圧接
し、乾燥した後、鏡面ドラムより剥離して得られるインクジェット記録用キャストコート
紙の製造方法において、湿潤状態の最表層に、水溶性の離型剤と、融点が５５～１０５℃
であり、融解熱９０ｍＪ／ｍｇ以上である水分散性の離型剤を含有せしめることを特徴と
するインクジェット記録用キャストコート紙の製造方法。
　（６）水分散性の離型剤が、炭素数１４～２２の脂肪酸類、ワックス類、及びポリエチ
レン類から選ばれる少なくとも一種である（５）記載のインクジェット記録用キャストコ
ート紙の製造方法。
　（７）水溶性の離型剤が、脂肪酸塩、脂肪族アミン塩または脂肪族４級アンモニウム塩
脂肪酸類である（５）又は（６）記載のインクジェット記録用キャストコート紙の製造方
法。
　（８）水分散性の離型剤１００質量部に対して、水溶性物資５０～１００質量部含有す
る（５）～（７）のいずれか一項に記載のインクジェット記録用キャストコート紙の製造
方法。
【００２１】
　上記（５）～（８）記載のインクジェット記録用キャストコート紙の製造方法において
、塗工層の最表層の塗工液が平均粒子径３μｍ以下の顔料を含有することインク吸収性が
優れたインクジェット記録用キャストコート紙が得られるため好ましく、特に顔料として
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コロイド状粒子を用いることが、高光沢のインクジェット記録用キャストコート紙が得ら
れるため好ましい。更に、カチオン性インク定着剤を含むと、より高い記録濃度が得られ
る高光沢のインクジェット記録用キャストコート紙となるため好ましい。
　また、塗工層をインク定着層と光沢発現層の積層する構成とし、最表層である光沢発現
層の塗工量を０．１～５ｇ／ｍ２とすること、より高い記録濃度が得られるため好ましい
。更に、インク定着層が顔料として一次粒子径５～５０ｎｍ、二次粒子径１０～８００ｎ
ｍの気相法シリカを含み、接着剤として、ポリビニルアルコール類を含有せしめると、光
沢発現層が更に安定して設けることができ、キャスト処理後の光沢度が更に向上する。こ
のため、光沢発現層の塗工量は０．１～５ｇ／ｍ２という少量でも十分な光沢を得ること
ができ、更には、高い記録濃度を得ることができる。
【発明の効果】
【００２２】
　本発明は、これまで成し得なかったインクジェット記録用キャストコート紙の生産の際
の離型性とドラム曇りを改善することにより、生産性を大幅に改善するものであり、また
、得られたインクジェット記録用キャストコート紙は、光沢性、記録濃度、画像の鮮明性
に優れるものである。
【発明を実施するための形態】
【００２３】
　本発明は、透気性基材上に、顔料を主成分とし、接着剤、カチオン性インク定着剤を含
む塗工層を少なくとも一層有し、塗工層のうち最表層が湿潤状態である間に鏡面ドラムに
圧接し、乾燥した後、鏡面ドラムより剥離して得られるインクジェット記録用キャストコ
ート紙において、最表層に、水溶性の離型剤と、融点が５５～１０５℃であり、融解熱９
０ｍＪ／ｍｇ以上である水分散性の離型剤を含有することを特徴とするインクジェット記
録用キャストコート紙であり、また、透気性基材上に、顔料を主成分とし、接着剤、カチ
オン性インク定着剤を含む塗工層を少なくとも一層有し、塗工層のうち最表層が湿潤状態
である間に鏡面ドラムに圧接し、乾燥した後、鏡面ドラムより剥離して得られるインクジ
ェット記録用キャストコート紙の製造方法において、湿潤状態の最表層に、水溶性の離型
剤と、融点が５５～１０５℃であり、融解熱９０ｍＪ／ｍｇ以上である水分散性の離型剤
を含有せしめることを特徴とするインクジェット記録用キャストコート紙の製造方法であ
る。
　まず、本発明のインクジェット記録用キャストコート紙を構成する材料について説明す
る。
【００２４】
＜基材＞
　本発明では基材を透気性基材に限定するが、これはキャスト処理が可能である基材であ
ることを規定するものであり、インクジェット記録体と使用されるが、キャスト処理がで
きないポリオレフィン樹脂被覆紙（所謂、ＲＣ紙）やＰＥＴフィルムなどを除くというこ
とである。例えば、紙基材や透気性を有する樹脂フィルムまたはシート材が例示できる。
とりわけ、優れた透気性、記録用紙としての取り扱い易さ、および廃棄の容易さ等の面か
ら紙基材を使用することが好ましい。
【００２５】
〔紙基材〕
　紙基材としては、通常インクジェット記録用キャストコート紙として使用される公知の
紙基材を用いることができ、原紙に限らず、原紙に加工処理を施したものも含み、例えば
、上質紙、アート紙、コート紙、キャスト塗被紙、クラフト紙、バライタ紙、板紙、含浸
紙、蒸着紙などが使用できる。また、一般の塗工紙等に使用される酸性紙、中性紙等の別
も適宜用いられる。
【００２６】
　紙基材を構成する原紙は、木材パルプを主成分とし、必要に応じて填料、各種助剤等が
添加されている。木材パルプとしては、各種化学パルプ、機械パルプ、再生パルプ等を使
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用することができる。特に、針葉樹および広葉樹のクラフトパルプ、あるいはこれらクラ
フトパルプを漂白した針葉樹晒クラフトパルプ（ＮＢＫＰと称す）、広葉樹晒クラフトパ
ルプ（ＬＢＫＰと称す）が好ましい。また、これらのパルプにおいて、その漂白工程で塩
素の影響を取り除いた塩素フリーパルプ、例えば、パルプ漂白に塩素そのものを使わずに
塩素化合物を使うＥＣＦ（Ｅｌｅｍｅｎｔａｌ　Ｃｈｌｏｒｉｎｅ　Ｆｒｅｅ）パルプ、
パルプ漂白に塩素元素が一切入っていない漂白剤を用いるＴＣＦ（Ｔｏｔａｌ　Ｃｈｌｏ
ｒｉｎｅ　Ｆｒｅｅ）パルプ等を用いることは好ましい。
【００２７】
　これらのパルプは、紙力、抄紙適性等を調整するために、叩解機により叩解度を調整で
き、その叩解度（フリーネス（ＣＳＦ：Ｃａｎａｄｉａｎ　Ｓｔａｎｄａｒｄ　Ｆｒｅｅ
ｎｅｓｓ））は特に限定しないが、２５０～５５０ｍｌ（ＪＩＳ－Ｐ８１２１）が好まし
い。
【００２８】
　原紙に添加される填料は、例えば、軽質炭酸カルシウム、重質炭酸カルシウム、焼成カ
オリン、合成ゼオライト、シリカ、酸化チタン、タルク等が好ましく用いられる。中でも
軽質炭酸カルシウム、焼成カオリン、合成ゼオライトは多孔質のためインクジェットプリ
ンターから吐出されたインク中の溶媒を吸収する能力に優れているために好ましく、その
中でも、軽質炭酸カルシウムは白色度が高い紙基材が得られ、インクジェット記録用シー
トの光沢感も高まるので好ましい。
　原紙中の填料の含有率（灰分）は、１～２０質量％程度が好ましい。この範囲であれば
、平滑度、透気度、紙力や剛性のバランスがとれ、光沢度や写像性、剛性のバランスに優
れた光沢インクジェット記録用シートが得られやすくなる。
【００２９】
　原紙に添加される助剤としては、サイズ剤、定着剤、紙力増強剤、カチオン化剤、歩留
り向上剤、染料、蛍光増白剤等が挙げられる。上記サイズ剤としては、公知のサイズ剤が
、例えば、強化ロジン、アルケニル無水コハク酸等が用いられる。また、このサイズ剤の
定着剤として硫酸バンド、定着歩留まり向上剤として澱粉等がサイズ剤に併用されて用い
られる。
【００３０】
　原紙には、サイズプレス処理しても良い。サイズプレスの目的は、サイズ度のコントロ
ール、紙力の増強、平滑化等であり、サイズプレス液にはそれぞれの目的に合わせて澱粉
類、ポリビニルアルコール類、サイズ剤、各種顔料等、公知公用の材料が使用される。紙
基材のステキヒトサイズ度（ＪＩＳ－Ｐ８１２２）は１～３００秒程度が好ましく、４～
２００秒がより好ましい。サイズ度が１秒未満であると、塗工時に皺が発生する等操業上
問題となる虞があり、３００秒を越えるとインク吸収性が低下する虞があり、かつ印字後
のカールやコックリング（吸収ジワ）が著しくなる虞があり好ましくない。
【００３１】
　紙基材の坪量は、特に限定されないが、２０～４００ｇ／ｍ２程度が好ましい。紙基材
の王研式透気度（日本ＴＡＰＰＩ　Ｎｏ．５）は１０～３５０秒が好ましく、１０～２０
０秒がより好ましく、２０～１００秒がさらに好ましい。この透気度が１０秒未満である
と、インク定着層用塗工液が紙基材からなる基材に過剰に浸透する虞があり、３５０秒を
超えると、鏡面ドラムに圧接仕上げする際に、操業性が低下する虞があり、好ましくない
。紙基材は、長網抄紙機などにより製造され、その厚さは、特に限定されないが、用途に
応じて２０μｍ～５００μｍの範囲で適宜選択される。
【００３２】
＜塗工層＞
　本発明は、基材上に、顔料を主成分とし、接着剤、カチオン性インク定着剤を含む塗工
層を少なくとも一層有し、塗工層のうち最表層が湿潤状態である間に鏡面ドラムに圧接し
、乾燥した後、鏡面ドラムより剥離することによりキャスト処理がなされる。
【００３３】
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　塗工層が一層の場合は、顔料を主成分とし、接着剤、カチオン性インク定着剤を含むイ
ンク定着層が最表層となり、塗工層が複数層有する場合は、例えば、インク溶媒を吸収す
る下塗り層と、顔料を主成分とし、接着剤、カチオン性インク定着剤を含むインク定着層
（最表層）の構成、インク溶媒を基材に浸透させない下塗り層と、顔料を主成分とし、接
着剤、カチオン性インク定着剤を含むインク定着層（最表層）の構成、顔料を主成分とし
、接着剤とカチオン性インク定着剤を含むインク定着層上に、更に、顔料を主成分とし、
接着剤とカチオン性インク定着剤を含むインク定着層（最表層）の構成、顔料を主成分と
し、接着剤とカチオン性インク定着剤を含むインク定着層と、コロイド状粒子を含む光沢
発現層（最表層）の構成、前記下塗り層と、顔料を主成分とし、接着剤とカチオン性イン
ク定着剤を含むインク定着層と、コロイド状粒子を含む光沢発現層（最表層）の構成、或
いは更にこれらの層を組み合わせた構成、各層間に任意の層を設けた構成等が挙げられる
。
【００３４】
〔インク定着層〕
　このインク定着層は、主成分である顔料と、これを保持する接着剤を含むみ、さらにイ
ンク中の染料や顔料をよりよく定着させるためにカチオン性インク定着剤を含有する層で
ある。
【００３５】
（顔料）
　インク定着層の顔料としては、公知のインクジェット記録用紙用の顔料が使用できるが
、光沢性を得るためは、平均粒子径が１０ｎｍ～３μｍの微細２次顔料を用いることが好
ましく、シリカ、アルミナ、アルミナ水和物から選ばれる顔料を用いることが好ましい。
これらの顔料のなかでは、シリカが特に好ましく、一次粒子径５ｎｍ～５０ｎｍの気相法
シリカがより好ましい。
　気相法シリカはアニオン性を示すため、気相法シリカとカチオン性化合物とを混合して
得られるシリカ－カチオン性化合物凝集体粒子として用いることが好ましい。なお、シリ
カ－カチオン性化合物凝集体粒子の平均粒子径が３μｍを超えるような場合、これを粉砕
分散して、平均粒子径１０ｎｍ～３μｍの範囲に調節するとよい。１０ｎｍ未満では、イ
ンク吸収性が低下するおそれがあり、３μｍを超えると、平滑性が損なわれるため、高い
光沢性を得るために、上層の光沢発現層の塗工量を多くするなどの必要があり、結果とし
て、インク吸収性の低下や生産性の低下に繋がるという懸念点がある。平均粒子径を１μ
ｍ以下にすると、塗工層の透明性が高まり、印字濃度が高くなるため好ましい。この凝集
体粒子は、平均粒子径は３０～８００ｎｍの範囲が最も好ましい。カチオン性化合物およ
びシリカ－カチオン性化合物凝集体粒子は、インク定着剤として作用しており、詳しくは
、インク定着剤の項で説明する。
【００３６】
　ここでいう平均粒子径とは動的光散乱法に基づく装置を使用して測定した粒子径分布の
メジアン径であり、本発明者らは「動的光散乱式粒径分布測定装置ＬＢ－５００型（株式
会社堀場製作所製）」を使用したが、測定原理が同じであれば、装置のモデルが異なって
も、ほぼ同じ値が得られる。
【００３７】
　インク定着層には、本発明の効果を損なわない範囲で、上記の平均粒子径１０ｎｍ～３
μｍの微細２次顔料に併用して通常の記録用紙に使用される公知の顔料を用いることがで
きる。これらの顔料としては、カオリン（含クレー）、炭酸カルシウム、酸化チタン、酸
化亜鉛、非晶質シリカ（含コロイダルシリカ）、酸化アルミニウム、ゼオライト、セピオ
ライト、スメクタイト、合成スメクタイト、珪酸マグネシウム、炭酸マグネシウム、酸化
マグネシウム、珪藻土、スチレン系プラスチックピグメント、ハイドロタルサイト、尿素
樹脂系プラスチックピグメント、ベンゾグアナミン系プラスチックピグメント等が挙げら
れ、単独或いは併用で用いられる。
【００３８】
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（接着剤）
　接着剤は、上記顔料を基材上に保持するために配合される。インクジェット記録用紙用
の公知の接着剤を使用することができ、水分散系接着剤、水溶性接着剤を単独、併用とも
可能である。水分散系接着剤としては、例えば、スチレン－ブタジエン共重合樹脂、メチ
ルメタクリレート－ブタジエン共重合体の共役ジエン系樹脂、アクリル系樹脂、エチレン
－酢酸ビニル共重合樹脂等のビニル系樹脂等が挙げられる。この中で、得られる塗膜のイ
ンク吸収性および透明性の面で、アクリル系樹脂およびウレタン系樹脂が特に好ましい。
これらの水分散系接着剤は、単独で用いても、または２種以上の併用であっても良い。
【００３９】
　水溶性接着剤としては、カゼイン、大豆蛋白、ゼラチン、合成蛋白等の蛋白質類、澱粉
や酸化澱粉等の各種澱粉類、キチン、キトサン等の各種多糖類、ポリビニルアルコール、
カチオン性ポリビニルアルコール、シリル変性ポリビニルアルコール等の変性ポリビニル
アルコールを含むポリビニルアルコール類、カルボキシメチルセルロースやメチルセルロ
ース等のセルロース誘導体、水性ポリウレタン樹脂、水性ポリエステル樹脂等が挙げられ
る。
【００４０】
　これらの接着剤の中でも表面強度の点からポリビニルアルコールを用いることが好まし
い。インク定着層に用いられるポリビニルアルコールは、そのケン化度の相違により性状
が異なり、目的に応じてそのケン化度を選択することが好ましい。ケン化度が９５％以上
、より好ましくは９８％以上のポリビニルアルコールを使用すると、塗工層の強度が強く
なるとともに、塗工液調製時に泡立ちなどもおこらず、製造時の作業性が非常に良好であ
る。また、ケン化度が７５～９０％の部分ケン化ポリビニルアルコールを使用すると、塗
工層の可撓性に優れ、その折り割れ防止に非常に効果的である。これらケン化度の異なる
ポリビニルアルコールは、その目的に応じて、それぞれ単独で用いても、併用して用いて
も良い。
【００４１】
　また、上記ポリビニルアルコールは、その重合度が３５００以上であることが好ましく
、３５００～５０００であることが特に好ましい。重合度が３５００未満であると、イン
ク定着層の強度が弱いと共に、ひび割れが発生しやすく、かつ断裁時に紙粉が発生する虞
があり、５０００を超えると、十分なインク吸収性が得られにくいとともに、溶液粘度が
高く塗工液調整におけるハンドリング面が困難となる虞があり、好ましくない。
【００４２】
　インク定着層の接着剤の配合量は、顔料１００質量部に対して７～５０質量部であるこ
とが好ましく、１０～４０質量部であることがより好ましい。この配合量が、７質量部未
満であると、塗膜強度が十分でないおそれがあり、５０質量部を超えると、インクの吸収
性を損なう虞があり好ましくない。
【００４３】
（インク定着剤）
　インク定着剤は、インクジェット記録用インク中の染料色素を定着する作用を有し、こ
れにより印字画像に耐水性を付与する。このインク定着剤には、カチオン性化合物が用い
られ、カチオン性樹脂や低分子カチオン性化合物、金属化合物が例示される。
【００４４】
　カチオン性樹脂としては、例えば、（イ）ポリエチレンポリアミンやポリプロピレンポ
リアミン等のポリアルキレンポリアミン類またはその誘導体、（ロ）第２級または第３級
アミノ基や第４級アンモニウム基を有するアクリル重合体、またはそれらのアクリルアミ
ドの共重合体、（ハ）ポリビニルアミンおよびポリビニルアミジン類、（ニ）ジシアンジ
アミド－ホルマリン共重合体に代表されるジシアン系カチオン性化合物、（ホ）ジシアン
ジアミド－ポリエチレンアミン共重合体に代表されるポリアミン系カチオン性化合物、（
へ）エピクロルヒドリン－ジメチルアミン共重合体、（ト）ジアリルジメチルアンモニウ
ム－ＳＯ２重縮合体、（チ）ジアリルアミン塩－ＳＯ２重縮合体、（リ）ジアリルジメチ
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ルアンモニウムクロライド重合体、（ヌ）アリルアミン塩の共重合体、（ル）ジアルキル
アミノエチル（メタ）アクリレート４級塩共重合体、（オ）アクリルアミド－ジアリルア
ミン共重合体、（ワ）５員環アミジン構造を有するカチオン性樹脂等が挙げられる。
【００４５】
　低分子カチオン性化合物としては、シラン系、チタネート系、アルミニウム系またはジ
ルコニウム系などのカチオン性カップリング剤やカチオン性界面活性剤等が挙げられる。
　金属化合物としては、水溶性アルミニウム化合物（例えば、塩化アルミニウムまたはそ
の水和物、硫酸アルミニウムまたはその水和物、アンモニウムミョウバン等の無機塩、無
機系の含アルミニウムカチオンポリマーであるポリ水酸化アルミニウム化合物等）、水溶
性ジルコニウム化合物（例えば、酢酸ジルコニウム、塩化ジルコニウム、オキシ塩化ジル
コニウム、ヒドロキシ塩化ジルコニウム、硝酸ジルコニウム、塩基性炭酸ジルコニウム、
水酸化ジルコニウム、炭酸ジルコニウム・アンモニウム、炭酸ジルコニウム・カリウム、
硫酸ジルコニウム、フッ化ジルコニウム化合物等）、水溶性チタン化合物（例えば塩化チ
タン、硫酸チタン等）、水溶性ランタノイド属化合物（例えば、塩化セリウム、硝酸セリ
ウム、硫酸セリウム、酢酸セリウム、硝酸ランタン等）などの水溶性多価金属塩等が挙げ
られる。
　これらのインク定着剤は単独に、また２種以上併用して用いられる。
【００４６】
（シリカ－カチオン性化合物凝集体微粒子）
　上記カチオン性化合物は、気相法シリカとの混合液中で気相法シリカと凝集し、シリカ
－カチオン性化合物凝集体を形成する。このため、このカチオン性化合物は、単体で用い
るよりあらかじめ気相法シリカと凝集体を形成して用いることが好ましい。シリカ－カチ
オン性化合物凝集体微粒子を形成するために用いる単体の気相法シリカは、平均粒子径が
３～４０ｎｍの１次粒子であるが、この凝集体微粒子は、実質的に１次粒子が凝集してで
きた二次粒子からなっている。シリカ－カチオン性化合物凝集体は、平均粒子径０．０１
～１μｍとなるように粉砕・分散し、シリカ－カチオン性化合物凝集体微粒子として、イ
ンク定着層用塗工液に用いることが好ましい。粉砕・分散する方法としては、超音波、高
速回転ミル、ローラミル、容器駆動媒体ミル、媒体撹拌ミル、ジェットミル、擂解機、サ
ンドグラインダ、ナノマイザ（商品名）、ホモミキサ等が挙げられる。
【００４７】
　顔料およびインク定着剤としてこのシリカ－カチオン性化合物凝集体微粒子は、１種単
独で、あるいは２種以上併用して用いられるが、これを用いることによって、インク定着
層の透明性、表面強度、平滑性ならびにインクの吸収性、発色性、耐候性、耐水性等を向
上させることができる。
【００４８】
（インク定着層の他の成分）
　インク定着層には、さらに、一般塗工紙の製造において使用される分散剤、増粘剤、消
泡剤、帯電防止剤、防腐剤等の各種助剤が適宜添加される。また、インク定着層中に、蛍
光染料、着色剤を添加することもできる。
【００４９】
　なお、インク定着層中には、さらにインクの定着性を高め耐水性を向上させるために、
単体のカチオン性化合物を配合してもよい。カチオン性化合物としては、上記シリカ－カ
チオン性化合物凝集体で用いたカチオン性化合物が例示でき、その中でも、水溶性樹脂あ
るいはエマルジョンのものが好ましく用いられる。また、この単体で配合するカチオン性
化合物、特にカチオン性樹脂は、接着剤としての役割も併せて付与させる場合にしばしば
用いられる。
【００５０】
　インク定着層のインク吸収性を高めるたせるためには、極力バインダー成分を抑えた方
が好ましいが、バインダー成分が少ないと、インク定着層を形成するために塗工液を塗工
する際に、塗工層にひび割れを生じやすい。その場合は、例えば、塗工層を乾燥初期に増
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粘またはゲル化させることで乾燥時の熱風による塗工層のひび割れを防ぐことができる。
【００５１】
　塗工層を増粘またはゲル化させる方法としては、特に限定するものではないが、例えば
、塗工液に配合した水溶性バインダーと架橋反応可能な架橋剤を用いて増粘またはゲル化
させる方法、電子線などのエネルギーを供給することにより増粘またはゲル化させる方法
（例えば特開２００２－１６０４３９号公報に開示）、水溶性バインダーとして、温度条
件によって親水性と疎水性を示す感温性高分子化合物を用い、温度変化させることにより
増粘またはゲル化させる方法（例えば特開２００３－４０９１６号公報に開示）などが挙
げられる。この中で、架橋剤剤を用いる方法は、特殊な装置や化合物を必要としないので
好ましく、以下に代表例として説明する。
【００５２】
　接着剤との架橋性を有する化合物としては、各種公知の架橋剤、ゲル化剤が使用できる
。ポリビニルアルコールに対する架橋性を有する化合物としては、グリオキザールなどの
アルデヒド系架橋剤、エチレングリコールジグリシジルエーテルなどのエポキシ系架橋剤
、ビスビニルスルホニルメチルエーテルなどのビニル系架橋剤、ホウ酸およびホウ砂など
のホウ素含有化合物、グリシジル化合物、ジルコニウム化合物、アルミニウム化合物、ク
ロム化合物等などが例示できる。中でも、ホウ素含有化合物は、増粘またはゲル化が早く
生じるので特に好ましい。
【００５３】
　ホウ素含有化合物としては、ホウ素原子を中心原子とする酸素酸及びその塩のことであ
る。具体例としては、オルトホウ酸、メタホウ酸、次ホウ酸、四ホウ酸、五ホウ酸、及び
それらのナトリウム塩、カリウム塩、アンモニウム塩等が挙げられる。中でも、オルトホ
ウ酸と四ホウ酸二ナトリウムが、塗料を適度に増粘させる効果があるために好ましく用い
られる。
　ホウ素化合物の含有量は、ホウ素化合物及びポリビニルアルコールの重合度にもよるが
、基材の片面に０．０１～２．０ｇ／ｍ２含有されることが好ましい。含有量が２．０ｇ
／ｍ２以下であることにより、親水性バインダーとの架橋密度が高くなりすぎず、塗膜強
度を良好なものにできる。一方、含有量が０．０１ｇ／ｍ２以上であることにより、親水
性接着剤との架橋が強まり、塗料のゲル化を促進して塗膜がひび割れしにくいものとなる
。
【００５４】
　インク定着層は、例えば、架橋剤を予め原紙表面や後述する下塗層表面に塗布・含浸さ
せておき、インク定着層用塗工液を塗布する、または、インク定着層用塗工液に架橋剤を
配合しておき塗布する、または、インク定着層用塗工液を塗布後、架橋剤を塗布する、ま
たは、インク定着層用塗工液に架橋剤を不活性な状態で配合しておき、基材表面に先に塗
工した架橋剤を活性化する層の上にこれを塗工して架橋剤を活性化し、架橋反応を起こす
等の方法により製造される。中でも、インク定着層用塗工液に架橋剤を不活性な状態で配
合しておき、基材表面に先に塗工した架橋剤を活性化する層の上にこれを塗工して架橋剤
を活性化し、架橋反応を起こす方法は、増粘またはゲル化を均一に起こすことができるの
みならず、必要以上の架橋剤を添加せずに済むため好ましい。
【００５５】
　インク定着層の乾燥固形分塗工量には、制限はないが、一般に２～１００ｇ／ｍ２であ
ることが好ましく、５～５０ｇ／ｍ２であることがより好ましい。塗工量が２ｇ／ｍ２以
上であることにより、高精細・高速のプリンターにおけるインク吸収性が充分なものとな
り、塗工量が５０ｇ／ｍ２以下であることにより塗膜のひび割れが起こりにくくなる。
【００５６】
　インク定着層は、２層以上形成することもでき、このように２層以上で構成する場合は
、それぞれの層を構成するシリカや接着剤は同じでも良いし、異なっていても構わない。
　また、同一の層内に２種類以上のシリカや接着剤を混合しても良いし、それらを組み合
わせて使用しても良い。
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　インク定着層を形成するための塗工装置としては、ブレードコータ、エアーナイフコー
タ、ロールコータ、バーコータ、グラビアコータ、ロッドブレードコータ、リップコータ
、カーテンコータおよびダイコータ等の各種塗工装置が挙げられる。
【００５７】
　また、スライドビードコータなどを用い、複数のインク定着層を同時に塗工することも
できる。２層以上のインク定着層を塗工する場合は、下層が未乾燥のうちに上層を下層の
上に塗工する方法、すなわち、Ｗｅｔ　ｏｎ　Ｗｅｔ法を用いることが好ましい。
　さらに、この塗工したインク定着層に、必要に応じてスーパーカレンダー、ブラシ掛け
等の平滑化処理を施しても良い。
【００５８】
〔下塗り層〕
　下塗り層は、インク定着層の機能を補う目的で設けることができる。例えば、インク溶
媒を吸収する目的で下塗り層を設けることにより、インクの着色成分と溶媒成分をいち早
く分離することができる。例えば、インク溶媒を基材に浸透させない目的で下塗り層を設
けることにより、インク溶媒が紙基材への浸透することによるコックリングを防ぐことが
できる。勿論、インク溶媒を基材に浸透させない下塗り層上に、インク溶媒を吸収する下
塗り層を積層することもできる。
【００５９】
　どちらの下塗り層においても、顔料と接着剤を含有する塗工層である。顔料としては、
カオリン（含クレー）、雲母、炭酸カルシウム、酸化チタン、酸化亜鉛、非晶質シリカ（
含コロイダルシリカ）、酸化アルミニウム、ゼオライト、セピオライト、スメクタイト、
合成スメクタイト、珪酸マグネシウム、炭酸マグネシウム、酸化マグネシウム、珪藻土、
スチレン系プラスチックピグメント、ハイドロタルサイト、尿素樹脂系プラスチックピグ
メント、ベンゾグアナミン系プラスチックピグメント等が挙げられ、単独或いは併用で用
いられる。接着剤としては、インクジェット記録用紙用の公知の接着剤を使用することが
でき、水分散系接着剤、水溶性接着剤を単独、併用とも可能である。
【００６０】
　インク溶媒を吸収する目的の下塗り層の場合、顔料として、非晶質シリカ、酸化アルミ
ニウム、アルミノシリケート、炭酸カルシウムを用いることが好ましく、特に湿式法シリ
カを用いることが好ましい。接着剤については、特に限定するものではないが、過剰に用
いるとインク溶媒の吸収性が損なわれるため、顔料１００質量部に対して７～５０質量部
程度である。
　一方、インク溶媒を基材に浸透させない目的の下塗り層の場合、顔料としては、雲母、
カオリン（含クレー）、炭酸カルシウム、スメクタイト、合成スメクタイトなどを用いる
ことが好ましく、特に雲母、カオリン（含むクレー）を用いることが好ましい。接着剤と
しては、水分散系接着剤を用いることが、インク溶媒の浸透を抑制する効果が高いので、
好ましく、顔料１００質量部に対して５０～５００質量部程度である。
【００６１】
　下塗り層には、さらに、一般塗工紙の製造において使用される分散剤、増粘剤、消泡剤
、帯電防止剤、防腐剤等の各種助剤が適宜添加される。また、下塗り層中に、蛍光染料、
着色剤を添加することもできる。また、インク定着層のひび割れを防止するため、架橋剤
を配合することもできる。
　下塗り層を形成するための塗工装置としては、ブレードコータ、エアーナイフコータ、
ロールコータ、バーコータ、グラビアコータ、ロッドブレードコータ、リップコータ、カ
ーテンコータおよびダイコータ等の各種塗工装置が挙げられる。
【００６２】
〔光沢発現層〕
　本発明は、インク定着層をキャスト処理することもできるが、より高光沢な面を得るた
めには、インク定着層上に、光沢発現層を設け、キャスト処理することが好ましい。光沢
発現層は、顔料と接着剤を主成分とする。光沢発現層の乾燥塗工量が０．１～５ｇ／ｍ２
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であるとき、生産性に優れ、より鮮明な画像を得ることができる。光沢発現層の塗工量は
、このように少ないため、光沢発現層には必ずしもインク定着剤を配合する必要はない。
【００６３】
（顔料）
　顔料はコロイド状粒子であることが望ましい。光沢発現層のコロイド状粒子とは、水中
に懸濁分散してコロイド状をなしている無機粒子或いは有機粒子を指し、コロイド状粒子
を含有することにより、均一で高い光沢性を得ることが出来る。該コロイド状粒子として
、例えば、コロイダルシリカ、ベーマイト、擬ベーマイト等のアルミナゾルやコロイダル
アルミナ、カチオン性アルミニウム酸化物又はその水和物、或いは特公昭４７－２６９５
９号公報に開示されているようなコロイド状シリカ粒子表面をアルミナコーティングした
粒子、等の無機粒子、ポリスチレン、メチルメタクリレート、スチレン－ブタジエン共重
合体、メチルメタクリレート－ブタジエン共重合体、アクリル酸エステル及びメタクリル
酸エステル共重合体、マイクロカプセル、尿素樹脂、メラミン等の有機粒子が挙げられる
。本発明において好ましいコロイド状粒子としては、コロイダルシリカや無定形シリカを
保護コロイドを作る能力のある水溶性化合物の存在下で分散・解砕したものが例示される
。無定形シリカとしては、一次粒子径が小さく二次粒子径が大きくて解砕しにくいゲル法
シリカより一次粒子径が大きめで解砕しやすい沈降法シリカや気相法シリカがより好まし
く、二次粒子径が小さい気相法シリカは更に好ましい。これらのコロイド状粒子は、２種
以上併用することも可能である。
【００６４】
　光沢発現層のコロイド状粒子は、インクを定着させる機能を有するカチオン性コロイド
状粒子が好ましい。カチオン性コロイド状粒子は、上述のコロイド状粒子の内、該粒子表
面が正に帯電した粒子を指し、例えば、ベーマイト、擬ベーマイト等のアルミナゾルやコ
ロイダルアルミナ、カチオン性アルミニウム酸化物又はその水和物、コロイド状シリカ粒
子表面をアルミナコーティングした粒子等が挙げられる。また、保護コロイドを作る能力
のある水溶性化合物としてカチオン性樹脂等を選択し、その存在下で分散・解砕した気相
法シリカも、好ましく使用される。
【００６５】
（接着剤）
　光沢発現層中には、コロイド状粒子等をインク定着層上に固着させる目的で、接着剤を
含有する。該接着剤は、上記インク定着層に用いた上述の接着剤のなかから選ばれ、単独
であっても、または２種類以上であってもよい。光沢発現層には、操業中に定着層に含ま
れる物質が抽出・溶解して混じる可能性がある。例えば、定着層が硼酸や硼砂等の物質を
含んでいたり、或いは定着層の下に設けた下塗り層にこれらの物質が混入していたりした
場合、これらが光沢発現層に混入する場合もある。この意味では、光沢発現層に含まれる
接着剤は、ポリビニルアルコール等よりもアクリル系樹脂やウレタン系樹脂の方が硼素化
合物と反応しにくいので好ましい。しかし、ポリビニルアルコールやゼラチン、カゼイン
等の水溶性接着剤は一般にアクリル系樹脂やウレタン系樹脂に比べて乾燥皮膜が硬いため
、プリンターに給紙したときに傷がつきにくく、要求される品質に合わせてこれらを使い
こなすことが重要である。
　光沢発現層中のコロイド状粒子がカチオン性である場合や、光沢発現層中にインク定着
剤を配合する場合は、ポリビニルアルコールやゼラチン、カチオン変性した接着剤を使用
する必要がある。
　光沢発現層中のコロイド状粒子がアニオン性である場合は、ポリビニルアルコールやカ
ゼイン、アニオン系の接着剤が使用可能である。
【００６６】
　接着剤の配合量は、コロイド状粒子１００質量部に対し１～２００質量部、より好まし
くは１０～１００質量部の範囲で調節される。接着剤の配合量が１質量部より少ないと、
光沢発現層の固着力が弱くなり、塗工層の欠落が発生する虞があり、２００質量部を越え
ると、インク吸収性が低下し、所望のインクジェット記録適性が得られなくなる虞があり
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、好ましくない。
【００６７】
（その他添加剤）
　また、この最表層には、必要に応じてインク定着剤、分散剤、架橋剤、増粘剤（流動変
成剤）、消泡剤、耐水化剤（印刷適性向上剤）、帯電防止剤、防腐剤、紫外線吸収剤、保
存性改良剤、蛍光増白剤、および着色剤等の各種添加剤を適宜添加することができる。
　最表層用塗工液を塗工する場合には、各種公知の塗工方法を採用することができ、例え
ば、ブレード、ブラシコータ、チャンプレックスコータ、バーコータ、グラビアコータ等
の塗工装置を適宜使用するとよい。
【００６８】
＜キャスト処理＞
　本発明は、塗工層のうち最表層が湿潤状態である間に鏡面ドラムに圧接し、乾燥した後
、鏡面ドラムより剥離すること（所謂キャスト処理）により、光沢を有するインクジェッ
ト記録用紙を製造する。キャスト処理の方法としては、特に限定するものではなく、公知
のウェット法、リウエット法、凝固法等が採用できる。
【００６９】
　上記光沢発現層を設けた構成の場合は、光沢発現層が最表層であり、光沢発現層を設け
ない構成の場合は、インク定着層が最表層となる。インク定着層をキャスト処理する場合
、或いは光沢発現層にカチオン性物質（例えばインク定着剤）を含有する場合、最表層は
カチオン性の塗工層となるので、生産性を高める課題を解決するために、離型性とドラム
曇りの両方を改善する必要がある。また、光沢発現層にカチオン性物質を含まない場合に
おいても、光沢発現層の塗工量が少なく、且つ湿潤状態でキャスト処理を施すので、イン
ク定着層のカチオン性物質が少しずつ光沢発現層に移行してしまい、生産性を低下する問
題があり、改善する必要がある。
【００７０】
　本発明は、最表層に、水溶性の離型剤と、融点が５５～１０５℃であり、融解熱９０ｍ
Ｊ／ｍｇ以上である水分散性の離型剤を含有させることにより、離型性の改善と、エッジ
粕の低減と、ドラム曇りの改善とを達成するものである。
【００７１】
　離型性の改善については、水分散性の離型剤が主として働く。従来の印刷用のキャスト
塗被紙の製造からインクジェット記録用キャストコート紙の製造においても、鏡面ドラム
はその表面にバフ掛けを行ない、油性物性の皮膜を形成されている。鏡面ドラムの表面の
油性物質の皮膜を形成する油性物質としては、例えば、ステアリン酸、オレイン酸、ミリ
スチン酸、ベヘン酸等の脂肪酸類、パラフィン、ポリエチレンやその変性物が例示される
。
　インクジェット記録用キャストコート紙の製造の際、ドラム表面で最表層塗料が乾燥し
、乾燥した最表層がドラムから剥離するとき、ドラム表面に皮膜した油性物質は最表層表
面に徐々にとられるため、減少していく。本発明では最表層に水分散性の離型剤を含有せ
しめているので、次に接する湿潤状態の最表層に存在する水分散性の離型剤がこれを補う
ため、離型性が維持される。おそらく、水分散性の離型剤は、芯物質の表面を親水性物質
で包み込んでコロイド状粒子となり、湿潤状態の最表層中に分散している。これらは表面
が親水性であり、ドラム表面に配列して層を作りやすい傾向にある。最表層が乾燥し離型
するとき、ドラム表面で層を形成していた油性物質皮膜の中間で分離するため、湿潤状態
の最表層に含まれる顔料や接着剤がドラム表面に残る量を少なく抑えることができると考
えられる。
【００７２】
　エッジ粕の低減については、上記水分散性の離型剤を融点が５５～１０５℃であり、融
解熱が９０ｍＪ／ｍｇ以上の水分散性の離型剤に限定することにより解決する。
　この理由は定かではないが、以下のように推測される。すなわち、融点が５５℃未満の
材料は鏡面ドラム（キャストドラム）の熱で容易に溶融し、塗工層中に浸透・吸収される
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ため、塗工層表面に留まらず、離型剤としての働きが小さい。逆に、融点が１０５℃を超
えると、鏡面ドラム（キャストドラム）の熱で十分に溶融せず、離型剤として働かない。
更に、融解熱が低いものは一般に分子量分布の幅が広く、または結晶化度が低く、溶融状
態で粘度が高めのために、離型が不良であったりエッジ粕が残りやすかったりするものと
推測する。
【００７３】
　なお、水分散性の離型剤の融点と融解熱は、以下のようにして測定した。
（１）水分散性の離型剤をシャーレに分取し、４０℃に設定した熱風乾燥機で１昼夜乾燥
する。
（２）サンプルをアルミセルに封入、示差熱走査熱量計で融点と融解熱を測定した。
本発明者らは「示差熱走査熱量計ＤＳＣ６２００型（セイコーインスツ（株）製）」を使
用したが、測定原理が同じであれば、装置のモデルが異なっても、ほぼ同じ値が得られる
。
【００７４】
　ドラム曇りの改善には、水溶性の離型剤を併用することにより解決する。
　上記水分散性の離型剤だけでは、最表層塗料中に含まれる顔料や接着剤が、僅かにドラ
ム表面に残っていくため、経時的にドラム曇りが発生するものと考えられる。水溶性の離
型剤は、ドラム表面に残っている極少量の塗工層成分をドラムから離脱させる、洗浄効果
を持っているものと考えられる。この洗浄効果によりドラム表面を清浄に保つことができ
、ドラム曇りが解消し、水分散性の離型剤の効果とあいまって、相乗的な離型効果が得ら
れるものと思われる。
【００７５】
　水分散性の離型剤としては、融点が５５～１０５℃であり、融解熱が９０ｍＪ／ｍｇ以
上であれば特に限定するものではないが、水分散性の離型剤の芯物質としては凝集力の小
さな材料、特にドラム表面で溶融しているものが好ましく、融点が１１５℃以下であるこ
とがより好ましい。例えば、炭素数１４～２２の脂肪酸類（例えば、ステアリン酸、オレ
イン酸、ミリスチン酸、ベヘン酸等）、パラフィン等のワックス類、ポリエチレンやその
変性物が例示される。
【００７６】
　上記の離型剤のうち、ポリエチレンやその変性物は溶融時の粘度が高く、層を作りやす
いため、離型性としての効果は優れているが、反面、粘度が高すぎた場合はドラム表面に
残り、ドラムが曇りやすくなる場合がある。脂肪酸類は溶融時の粘度が低く、離型が良好
でドラム曇りも少ないが、分散物の粒子径が大きくなりやすい。分散物の粒子径が大きす
ぎると、記録濃度が低下する懸念がある。ワックス類は溶融時の粘度が低いものを選択す
ることができ、分散物の粒子径も小さくしやすいため、離型剤が良好でドラム曇りも少な
く、記録濃度を低下させることなく添加できるため、最も好ましい。
【００７７】
　また、水分散物の離型剤の粒子径は１μｍ以下が好ましく、１０～５００ｎｍが更に好
ましく、１０～８０ｎｍが最も好ましい。粒子径が１μｍを超えると、最表層の透明性が
低下してしまい、記録濃度が低下する懸念がある。一方、１０ｎｍ未満の場合は分散物の
芯物質に対する被覆物質の量が相対的に大きくなるためか、離型剤としての効果が少なく
なる懸念がある。
【００７８】
　水溶性の離型剤としては、離型性やエッジ粕を損なうことなく、ドラム表面を洗浄でき
る物質であればよく、例えば、最表層塗料がアニオン性の場合は、オレイン酸ナトリウム
やオレイン酸カリウム、ステアリン酸ナトリウムやステアリン酸カリウムに代表される脂
肪酸のアルカリ金属塩、オレイン酸アンモニウムやステアリン酸アンモニウム等のアンモ
ニウム塩等のアニオン性を示す脂肪酸塩が例示できる。最表層塗料がインク定着剤を含む
などの理由により、カチオン性を示す場合は、これらの水溶性離型剤は使用できず、例え
ば、炭素数１４～２２の脂肪族アミン塩類や四級脂肪族アンモニウム塩を用いることが好
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ましい。具体的には、脂肪族アミン塩類としては、ステアリルアミン塩酸塩やステアリル
アミン酢酸塩、ベヘニルアミン酢酸塩等の一級アミン塩や、ラウリルトリメチルアンモニ
ウムクロライドやジステアリルジメチルアンモニウムクロライドに代表される四級のアン
モニウム塩が例示される。四級脂肪族アンモニウム塩は洗浄効果が強い傾向にあるため、
これらを使用する場合は水分散性の離型剤を多く使用する必要がある。従って、一級脂肪
族アミン塩がより好ましい。特に、一級脂肪族アミン塩酸塩、一級脂肪族アミン酢酸塩が
更に好ましく、ベヘニルアミン、ステアリルアミン、オレイルアミン、ヤシ脂肪アミン、
牛脂脂肪アミン等の塩酸塩、酢酸塩、燐酸塩等が好ましく、皮膚に対する刺激性やｐＨと
いった取扱いの観点から、ベヘニルアミンまたはステアリルアミンの酢酸塩が、最も好ま
しい。
【００７９】
　水溶性の離型剤の持つ洗浄効果があまりにも大きいと、バフ掛け時にドラム表面に設け
た油性物質までも洗い落としてしまい、ドラム表面を清浄に保てても離型性を落とす原因
となる。洗浄効果が高すぎる場合は前述の水分散性の離型剤の量を増やしてバランスを取
る必要があるが、水分散性の離型剤は基本的に非水溶性のため、過度に配合するとインク
吸収性を落とす懸念があり、好ましくない。水溶性の離型剤は、水分散性の離型剤１００
質量部に対し、５０～１００質量部程度である。
【００８０】
　また、水分散性の離型剤や水溶性の離型剤の過剰な添加はインクの吸収を阻害したり、
逆に浸透を助長したりする場合がある。また、材料によっては、Ｃ型給紙傷を悪化させる
場合もあるため、添加量は必要最小限に留めるほうが副作用は出にくく好ましい。水分散
性の離型剤と水溶性の離型剤の合計添加量は最表層の顔料１００質量部に対して、３～３
０質量部程度であり、好ましくは５～２０質量部である。なお、水分散性の離型剤と水溶
性の離型剤は、最表層用の塗工液に配合するとよいが、リウエットキャスト法の場合のリ
ウエット液、凝固法の場合の凝固液に配合しても構わない。
【００８１】
　キャスト処理の方法としては、ウェット法、リウエット法、凝固法等が公知の方法が採
用できるが、最表層を塗布したのち、直ちに鏡面ドラムに圧接するウェット法は、最表層
用塗工液の下層への浸み込みを防ぐことができ、好ましい。また、鏡面ドラムのニップ部
に光沢発現層用塗工液の液溜まりを形成し、塗工するウェットキャスト法を用いると、よ
り均一な塗工層が形成されやすく、印字濃度が高く、光沢の優れた光沢発現層が得られる
ので特に好ましい。
【００８２】
　なお、加熱された鏡面ドラムの温度は例えば５０～１５０℃程度、好ましくは７０～１
２０℃程度である。因みに、温度が低いと乾燥する能力が低く、温度が高いと最表層の水
分が突沸する虞がある。
【００８３】
　また、塗工層の最表層に平均粒子径５μｍ未満の顔料を含有することインク吸収性が優
れたインクジェット記録用キャストコート紙となるため好ましく、特に顔料としてコロイ
ド状粒子を用いると、高光沢のインクジェット記録用キャストコート紙となるため好まし
い。更に、最表層にカチオン性インク定着剤を含有すると、より高い記録濃度が得られる
ため好ましい。
　また、塗工層をインク定着層と光沢発現層の積層する構成とし、最表層である光沢発現
層の塗工量を０．１～５ｇ／ｍ２とすること、より高い記録濃度が得られるため好ましい
。更に、インク定着層が顔料として一次粒子径５～５０ｎｍ、二次粒子径１０～８００ｎ
ｍの気相法シリカを含み、接着剤として、ポリビニルアルコール類を含有せしめると、光
沢発現層が更に安定して設けることができ、キャスト処理後の光沢度が更に向上する。こ
のため、光沢発現層の塗工量は０．１～５ｇ／ｍ２という少量でも十分な光沢を得ること
ができ、更には、高い記録濃度を得ることができる。
　更に、インクジェット記録用キャストコート紙の表面のＪＩＳ－Ｚ－８７４１による２
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０°光沢度が１５％以上であることが好ましい。
【００８４】
＜裏面層＞
　本発明では、上記の最表層等を設けていない基材のもう一方の面側である裏面に、写真
の風合いやインクジェット記録体のカール防止及び搬送性などの改良のために、裏面層を
設けてもよい。裏面層には、特に限定するものではないが、顔料とバインダー系（例えば
、コロイダルシリカとアクリル系エマルション型バインダー等）、有機エマルジョン系（
例えば、シリコーン系エマルジョン型バインダー、アクリル系エマルジョン型バインダー
等）、親水性・疎水性の接着剤系（例えば、澱粉やポリビニルアルコールの塗膜）、ラミ
ネート（例えば、ポリエチレン等）等からなるものが挙げられる。
【００８５】
　更に、裏面にインクジェット記録体や他の記録体を貼り合わせて両面記録体としたり、
裏面に粘着剤層を形成してラベルとしたり、磁気カードやＩＣカードの表面に貼り合わせ
てカードとしたりなど、公知の手段を施すことができる。
【実施例】
【００８６】
　以下に実施例を挙げて、本発明をより具体的に説明するが、本発明は、これら実施例に
限定されるものではない。
　また、以下に示す実施例および比較例中の「部」および「％」は、特に断らない限り、
それぞれ水を除く固形分の「質量部」および「質量％」を示す。
【００８７】
＜実施例１＞
［紙基材の作製］
　木材パルプ（ＬＢＫＰ；ろ水度４００ｍｌＣＳＦ）１００質量部、焼成カオリン（商品
名：アンシレックス）５質量部、市販サイズ剤０．０５質量部、硫酸バンド１．５質量部
、湿潤紙力剤０．５質量部、澱粉０．７５質量部よりなる製紙材料を使用し、長網抄紙機
にて坪量１８０ｇ／ｍ２の紙基材を製造した。なお、得られた紙基材の王研式透気度は４
５秒であった
【００８８】
［吸収層塗工液の作製］
　水に分散剤（東亞合成（株）製、商品名：アロンＳＤ－１０）を０．５部、消泡剤（サ
ンノプコ（株）製、商品名：ノプコ１４０７Ｋ）を０．０５部、カチオン性樹脂（ハイモ
（株）製、商品名：ハイマックスＳＣ７００Ｍ）１０部を添加し、更に平均粒子径７μｍ
の無定形シリカ（グレースジャパン（株）製、商品名：サイロジェットＰ４０７）１００
部を添加・分散した。これに加熱・溶解した変性ポリビニルアルコール（（株）クラレ製
、商品名：ＰＶＡ　Ｒ－１１３０）１０部を添加し、蛍光染料（住友化学（株）製、商品
名：ホワイテックスＢＰ－Ｓ）を２部、紫染料（大日精化（株）製、商品名：ＤＣ－Ｖｉ
ｏｌｅｔ　ＸＲＮ）０．１部、青染料（大日精化（株）製、商品名：ＤＣ－Ｂｌｕｅ　Ｘ
Ｂ）０．０５部を添加し、固形分濃度２０％の吸収層塗工液を調製した。
【００８９】
［カチオン性シリカ微粒子の作製］
　平均粒子径１．０μｍの気相法シリカ（日本アエロジル社製、商品名：エアロジルＡ３
００、平均１次粒子径　約８ｎｍ）を用い、ホモミキサにより分散した後、平均粒子径が
５０ｎｍになるまで高速流衝突型ホモジナイザーで粉砕分散し、１０質量％のシリカの水
分散液を調製した。
　前記１０質量％水分散液１００質量部に、５員環アミジン構造を有するカチオン性化合
物（ハイモ（株）製、商品名：ハイマックスＳＣ７００Ｍ、分子量３０万）１０質量部を
添加し、高速流衝突型ホモジナイザーで更に分散し、平均粒子径が０．１０μｍのシリカ
－カチオン性化合物の１０質量％水分散液を調製した。
【００９０】
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［インク定着層塗工液の作製］
　上記カチオン性シリカ微粒子１００部に、接着剤としてポリビニルアルコール（（株）
クラレ製、商品名：ＰＶＡ－１４５、重合度４５００、ケン化度９９％）１０部、消泡剤
（サンノプコ（株）製、商品名：ＳＮデフォーマー７７７）０．１部を混合・攪拌し、固
形分濃度１２％のインク定着層塗工液を調製した。
【００９１】
［硼砂液の調製］
　水に硼砂（シオノギ製薬（株）製、商品名：硼砂）１００部と濡れ剤（ライオン（株）
製、商品名：レオックス２１６０Ｃ）０．０５部を混合・攪拌し、固形分濃度４％の硼砂
液を調製した。
【００９２】
［光沢発現層塗工液ａの作製］
　水にコロイド状粒子としてコロイダルシリカ（日産化学（株）製、商品名：スノーテッ
クスＳＴ－４０、平均粒子径：４０ｎｍ、１次粒子）１００部、接着剤としてアクリル系
ラテックス（ニチゴー・モビニール（株）製、商品名：モビニール５４００）２５部、カ
ゼイン（日成共益（株）製、商品名：酸カゼイン）１０部を含有する組成液を混合し、水
分散性の離型剤としてパラフィンエマルジョン（互応化学（株）製、商品名：ダイジット
Ｓ－５、融点：５８℃、融解熱：１０４．６ｍＪ／ｍｇ）１０部、水溶性の離型剤として
オレイン酸アンモニウム（（株）日新化学研究所製、商品名：ＤＥＦ－１１６Ｔ）８部を
添加・混合し、固形分濃度５％の光沢発現層用塗工液ａを調製した。
【００９３】
［インクジェット記録用キャストコート紙の作製］
　作製した紙基材の一方の面側に、吸収層塗工液を乾燥後の塗工量が８ｇ／ｍ２になるよ
うに塗工・乾燥した後、硼砂液を乾燥後の塗工量が１ｇ／ｍ２となるように塗工・乾燥し
た。この表面にインク定着層塗工液を乾燥後の重量が８ｇ／ｍ２となるように塗工・乾燥
した。
　さらに、このインク定着層上に光沢発現層塗工液ａを塗工した後、表面温度が９５℃の
鏡面ドラムに直ちに圧接して乾燥し、剥離させてインクジェット記録用キャストコート紙
を作製した。このときの光沢発現層の乾燥塗工量は１ｇ／ｍ２であった。
【００９４】
（実施例２）
［光沢発現層塗工液ｂの作製］
　実施例１の光沢発現層塗工液ａにおいて、水分散性の離型剤としてステアリルアミド（
中京油脂（株）製、商品名：ハイミクロンＬ２７１、融点：１００．１℃、融解熱：１３
９．２ｍＪ／ｍｇ）１０部を用いた以外は光沢発現層塗工液ａと同様にして、光沢発現層
塗工液ｂを調製した。
［インクジェット記録用キャストコート紙の作製］
　光沢発現層塗工液ａを光沢発現層塗工液ｂに変更した以外は実施例１と同様にして、イ
ンクジェット記録用キャストコート紙を得た。
【００９５】
（実施例３）
［光沢発現層塗工液ｃの作成］
　水にコロイド状粒子としてコロイダルシリカ（日産化学（株）製、商品名：スノーテッ
クスＡＫ－Ｌ、平均粒子径：４０ｎｍ、１次粒子）１００部、接着剤としてポリビニルア
ルコール（（株）クラレ製、商品名：ＰＶＡ１１７）１２部を含有する組成液を混合し、
水分散性の離型剤としてパラフィンエマルジョン（センカ（株）製、商品名：ソフェール
Ｃ、融点：５９℃、融解熱：１０４．０ｍＪ／ｍｇ）１０部、水溶性の離型剤としてステ
アリルアミン酢酸塩（花王（株）製、商品名：アセタミン８６）８部を添加・混合し、固
形分濃度５％の光沢発現層用塗工液ｃを調製した。
［インクジェット記録用キャストコート紙の作製］
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　光沢発現層塗工液ａを光沢発現層塗工液ｃに変更した以外は実施例１と同様にして、イ
ンクジェット記録用キャストコート紙を得た。
【００９６】
（比較例１）
［光沢発現層塗工液ｄの作製］
　実施例１の光沢発現層塗工液ａにおいて、水分散性の離型剤としてパラフィンエマルジ
ョン（互応化学（株）製、商品名：ダイジットＥＫ、融点：５３．８℃、融解熱：１１２
．１ｍＪ／ｍｇ）１０部を用いた以外は光沢発現層塗工液ａと同様にして、光沢発現層塗
工液ｄを調製した。
［インクジェット記録用キャストコート紙の作製］
　光沢発現層塗工液ａを光沢発現層塗工液ｄに変更した以外は実施例１と同様にして、イ
ンクジェット記録用キャストコート紙を得た。
【００９７】
（比較例２）
［光沢発現層塗工液ｅの作製］
　実施例１の光沢発現層塗工液ａにおいて、水分散性の離型剤としてポリエチレンエマル
ジョン（サン・ノプコ（株）製、商品名：ノプコートＰＥＭ－１７、融点：９３℃、融解
熱：４９．３ｍＪ／ｍｇ）１０部を用いた以外は光沢発現層塗工液ａと同様にして、光沢
発現層塗工液ｅを調製した。
［インクジェット記録用キャストコート紙の作製］
　光沢発現層塗工液ａを光沢発現層塗工液ｅに変更した以外は実施例１と同様にして、イ
ンクジェット記録用キャストコート紙を得た。
【００９８】
（比較例３）
［光沢発現層塗工液ｆの作製］
　実施例１の光沢発現層塗工液ａにおいて、水分散性の離型剤としてポリエチレンワック
スエマルジョン（中京油脂（株）製、商品名：ポリロンＬ７８７、融点：８７．６℃、融
解熱：３０．１ｍＪ／ｍｇ）１０部を用いた以外は光沢発現層塗工液ａと同様にして、光
沢発現層塗工液ｆを調製した。
［インクジェット記録用キャストコート紙の作製］
　光沢発現層塗工液ａを光沢発現層塗工液ｆに変更した以外は実施例１と同様にして、イ
ンクジェット記録用キャストコート紙を得た。
【００９９】
（比較例４）
［光沢発現層塗工液ｇの作製］
　実施例１の光沢発現層塗工液ａにおいて、水分散性の離型剤としてポリエチレンワック
スエマルジョン（中京油脂（株）製、商品名：ポリロンＬ６１８、融点：１２６．３℃、
融解熱：８６．９ｍＪ／ｍｇ）１０部を用いた以外は光沢発現層塗工液ａと同様にして、
光沢発現層塗工液ｇを調製した。
［インクジェット記録用キャストコート紙の作製］
　光沢発現層塗工液ａを光沢発現層塗工液ｇに変更した以外は実施例１と同様にして、イ
ンクジェット記録用キャストコート紙を得た。
【０１００】
（比較例５）
［光沢発現層塗工液ｈの作製］
　実施例１の光沢発現層塗工液ａにおいて、水分散性の離型剤としてステアリン酸亜鉛サ
スペンジョン（中京油脂（株）製、商品名：ハイドリンＺ－８、融点：１２６．５℃、融
解熱：８６．９ｍＪ／ｍｇ）１０部を用いた以外は光沢発現層塗工液ａと同様にして、光
沢発現層塗工液ｈを調製した。
［インクジェット記録用キャストコート紙の作製］
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　光沢発現層塗工液ａを光沢発現層塗工液ｈに変更した以外は実施例１と同様にして、イ
ンクジェット記録用キャストコート紙を得た。
【０１０１】
（比較例６）
［光沢発現層塗工液ｉの作製］
　実施例２において、光沢発現層塗工液ｂの水分散性の離型剤であるステアリルアミド（
中京油脂（株）製、商品名：ハイミクロンＬ２７１、融点：１００．１℃、融解熱：１３
９．２ｍＪ／ｍｇ）１０部を１８部とし、水溶性の離型剤であるオレイン酸アンモニウム
（（株）日新化学研究所製、商品名：ＤＥＦ－１１６Ｔ）８部の添加量を０部にした以外
は実施例２と同様にして、光沢発現層塗工液ｉを調製した。
［インクジェット記録用キャストコート紙の作製］
　光沢発現層塗工液ａを光沢発現層塗工液ｉに変更した以外は実施例１と同様にして、イ
ンクジェット記録用キャストコート紙を得た。
【０１０２】
＜評価方法＞
　インクジェット記録用キャストコート紙の生産性の評価として、離型性、エッジ粕、ド
ラム曇りを、また、記録体の品質の評価として、光沢性、インク吸収性、画像の鮮明性を
、下記に示す方法で評価し、その結果を表１に示した。
　なお、画像の鮮明性の評価は、記録画像の色濃度を測定することにより行った。インク
ジェットプリンターには、ＣＡＮＯＮ社製、商標：ｉＰ－４３００、印字モード：光沢紙
、きれいモードを用いた。
【０１０３】
「離型性」
　インクジェット記録用キャストコート紙の最表層を塗工した後、表面温度９５℃に加熱
した鏡面ドラムに圧着し、１，０００ｍ塗工して離型の様子を観察し、下記の基準で評価
した。
５：離型はまったく問題なく、極めて順調に操業できた。
４：離型はやや強制的にドラム表面から剥離する状態だったが、順調に操業できた。
３：離型は強制的にドラム表面から剥離する状態だったが、用紙表面に対するダメージな
く操業できた。
２：離型は強制的にドラム表面から剥離する状態であり、用紙表面に対する若干のダメー
ジが認められた。
１：ドラム表面から塗工層が剥離せずにドラム表面に残る、いわゆるドラムピックが発生
し、１，０００ｍの操業ができなかった。
【０１０４】
「エッジ粕」
　インクジェット記録用キャストコート紙の最表層を塗工した後、表面温度９５℃に加熱
した鏡面ドラムに圧着し、１，０００ｍ塗工して巻取の端部に付着した塗料の塊（エッジ
粕）を観察し、下記の基準で評価した。
５：エッジ粕はまったくない。
４：エッジ粕の付着が若干認められたが、実用上問題のないレベル。
３：エッジ粕の付着が認められるが、実用上許容できるレベル。
２：エッジ粕の付着が多く、許容できる限界に近いレベル。
１：エッジ粕の付着が甚だしく、実用上許容できないレベル。
【０１０５】
「ドラム曇り」
　インクジェット記録用キャストコート紙の最表層を塗工した後、表面温度９５℃に加熱
した鏡面ドラムに圧着し、１０００塗工後の鏡面表面にインクジェット記録用キャストコ
ート紙の塗工層の残留があるかどうかを下記の基準で評価した。
５：ドラム表面に残留物は全く無く、ドラム表面の清浄性が極めて高い。
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３：ドラム表面に残留物がやや認められるが、ドラム表面は比較的清浄で、通常に生産で
きる。
２：ドラム表面に残留物が多く見られ、ドラム表面の清浄性が劣る。
１：ドラム表面に残留物が極めて多く付着し、ドラム表面の光沢が失われている。
【０１０６】
「光沢性」
　２０度鏡面光沢度は、ＪＩＳ－Ｚ－８７４１に準拠し、村上色彩技術研究所製デジタル
光沢度計（ＧＭ－２６Ｄ）を使用して、記録用紙表面を入反射角度２０度の光沢度を測定
、下記の５段階にて評価した。
５：光沢度４０％以上できわめて優れた光沢。
４：光沢度３０％以上、４０％未満で優れた光沢。
３：光沢度１５％以上、３０％未満で実用上問題ない光沢。
２：光沢度５％以上、１５％未満で光沢が低く、実用上問題のあるレベル。
１：光沢度５％未満で光沢が低く、実用不可。
【０１０７】
「インク吸収性」
　光沢インクジェット記録用紙に上記条件でシアン色インクと黄色インクを重ねた緑色ベ
タ印字を行い、ベタ印字画像中に斑があるかどうかを目視で観察し、下記５段階にて評価
した。
５：印字斑は全く見られない。
４：印字斑はわずかに見られるが、実用上問題ないレベル。
３：印字斑はやや多いが、実用上問題ないレベル。
２：印字斑が多く、実用上問題のあるレベル。
１：印字斑が非常に多く、実用不可。
【０１０８】
　なお、印字斑は、先に打ち込まれたインクが、光沢インクジェット記録用紙の塗工層に
完全に吸収されないうちに、次のインクが飛来して表面で重なった場合に生ずる現象であ
り、インク吸収速度が遅くなると、濃度の不均一として顕著に現れるものである。
【０１０９】
「記録画像の鮮明性（印字濃度）」
　インクジェット記録用キャストコート紙に黒色インクでベタ印字し、その色濃度をマク
ベス反射濃度計（モデル：Ｇｒｅｔａｇ　Ｍａｃｂｅｔｈ　ＲＤ－１９、マクベス社製）
で測定した。尚、色濃度を測定する場合のみ、印字モードを光沢紙、きれいモード、マッ
チングしないに設定した。
【０１１０】
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【表１】

【０１１１】
　表１から明らかなように、本実施例のインクジェット記録用キャストコート紙の製造方
法は生産性に優れるものであり、また、光沢性、インク吸収性、記録画像の鮮明性に優れ
たインクジェット記録用キャストコート紙が得られる。これに対し、比較例は、生産性に
劣るものであることが分かった。
【産業上の利用可能性】
【０１１２】
　本発明は、生産性に優れた光沢タイプのインクジェット記録用キャストコート紙の製造
方法を提供するものであり、本発明方法により製造されたインクジェット記録用キャスト
コート紙は、例えば、写真画質の記録を行うインク吐出の早い染料インク系インクジェッ
トプリンターや顔料インク系インクジェットプリンターの出力用紙として利用される。
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