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(57)【要約】
【課題】４００～１，０００ｍ／分の高速度でカーテン塗布方式にて塗布、乾燥して下塗
り層を形成することにより優れたバリヤ性を発揮し、しかも耐ブロッキング性にも優れた
剥離紙用基材および粘着紙を提供する。
【解決手段】基紙の少なくとも一方の面に、顔料とバインダを主成分とする下塗り層を設
けた剥離紙用基材であって、該下塗り層塗液に０．１質量％水溶液の動的表面張力が３０
～６０ｍＮ／ｍとなる界面活性剤を含有させ、該下塗り層塗液をカーテン塗布方式にて塗
布、乾燥させて下塗り層を形成したことにより、次に剥離剤層を形成した際に、ピンホー
ルや凹凸ができるのを抑制でき、糊残り適性が極めて効果的に改善される。
【選択図】なし
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　基紙の少なくとも一方の面に、顔料とバインダを主成分とする下塗り層を設けた剥離紙
用基材であって、該下塗り層塗液に０．１質量％水溶液の動的表面張力が３０～６０ｍＮ
／ｍとなる界面活性剤を含有させ、該下塗り層塗液をカーテン塗布方式にて塗布、乾燥さ
せて下塗り層を形成したことを特徴とする剥離紙用基材。
【請求項２】
　界面活性剤がアニオン系またはノニオン系である請求項１に記載の剥離紙用基材。
【請求項３】
　界面活性剤が分子内に１個の３重結合を有する次の３種の界面活性剤から選択される少
なくとも１種である請求項１または２に記載の剥離紙用基材。
次の３種の界面活性剤：アセチレングリコール、アセチレングリコールのエチレンオキサ
イド付加物、およびアセチレンアルコール。
【請求項４】
　界面活性剤がジアルキルスルホコハク酸アルカリ金属塩である請求項１または２に記載
の剥離紙用基材。
【請求項５】
　下塗り層を構成するバインダがコア部とシェル部とが共にスチレンをモノマー単位に含
む共重合体ラテックスを主成分とするコア・シェル構造の複合体ラテックスである請求項
１から４のいずれか一項に記載の剥離紙用基材。
【請求項６】
　請求項１から５のいずれか一項に記載の剥離紙用基材、下塗り層、剥離剤層、粘着剤層
、表面基材をこの順に少なくとも備えた粘着シート。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、剥離紙用基材に関し、特に下塗り層塗液を高速度でカーテン塗布方式にて塗
布、乾燥して下塗り層を形成した剥離紙用基材およびそれを使用した粘着シートに関する
ものである。
【背景技術】
【０００２】
　粘着ラベル、粘着シール等の粘着シートのセパレータ（剥離紙）に使用される剥離紙用
基材としては、従来、ポリエチレンラミネートタイプ、グラシンタイプ、クレーコートタ
イプ等の紙が知られている。
【０００３】
　これらの剥離紙用基材の中では、例えば、木材パルプを主原料とする上質紙、片艶紙お
よびクラフト紙等の基紙の表面に、ポリエチレンフィルム層を形成させたものが一般的で
ある。
　このポリエチレンフィルム層は、該ポリエチレンフィルム層上に設けられる剥離剤層を
形成する剥離剤、例えばシリコーン塗液等の浸透を抑制（以下、バリヤ性と称する。）し
、剥離紙の剥離性能を向上させる目的で設けられている。
【０００４】
　ところが、該ポリエチレンフィルム層は、強固な連続皮膜であり、水に不溶性である。
そのため、該ポリエチレンフィルム層を有する剥離紙用基材を回収し、パルプをリサイク
ルすることは困難であり、このことは産業廃棄物処理上の大きな問題となっている。した
がって、剥離紙用基材および剥離紙には、剥離紙としての剥離性能が良好であると共に、
基紙のリサイクルを可能とするリサイクル適性が求められる。
【０００５】
　上記要求に対して、これまでに、基紙の少なくとも一方の面に、下塗り層と剥離剤層と
が順次設けられた剥離紙が提案されている。例えば、基紙に、従来のポリエチレンフィル
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ムに代えて不織繊維を用い、下塗り層に、デンプン類およびブタジエン系重合体を含むバ
インダ層を設けた提案（特許文献１参照。）がされている。
【０００６】
　また、木材パルプを主原料とする基紙上に、下塗り層として、ポリアクリルアミド－ア
クリル酸エステル共重合体、特定のスチレン－ブタジエン共重合体ラテックス、およびポ
リスチレン－アクリル酸エステル重合物－ポリビニルアルコール共重合体から選ばれる一
種以上の樹脂を含有するバリヤ層を設けた提案（特許文献２参照。）、あるいは、無機顔
料と特定のスチレン－ブタジエン共重合体ラテックスとを主成分とする塗工層を設けた提
案（特許文献３、４参照。）等がされている。
【０００７】
　また、木材パルプを主原料とする基紙上に、水溶性高分子、特定のアクリル樹脂および
／またはスチレン－ブタジエン共重合体ラテックスと、適宜顔料を含有する下塗り層を設
けた提案（特許文献５参照。）がされている。
【０００８】
【特許文献１】特開平７－２７９０９９号公報
【特許文献２】特開平８－１４４１９８号公報
【特許文献３】特開２０００－１１９９９７号公報
【特許文献４】特開２００６－３０７３８６号公報
【特許文献５】特開平１０－１３１０９４号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　特許文献１～３の提案によれば、溶剤バリヤ性が改善され、剥離紙としての剥離性能と
リサイクル適性の向上が図られている。しかしながら、剥離剤層と下塗り層との密着性が
経時的に劣化し、印刷工程における剥離剤層の脱落、脱落物のガイドロールへの堆積、イ
ンキ密着不良等が発生するという問題があった。
【００１０】
　前記の剥離剤層脱落の問題を解決するために、剥離剤塗液にシランカップリング剤を添
加する等の対策が考えられる。しかしながら、剥離剤塗液にシランカップリング剤を添加
した場合、剥離紙の剥離性能が充分に満足できないものとなってしまう。
【００１１】
　また、特許文献４、５の提案によれば、剥離紙の剥離性能の問題は改善されているもの
の、下記で説明する「糊残り適性」について充分なものではなかった。
【００１２】
　一方、剥離紙用基材は、該剥離紙用基材の製造後に一旦巻き取られてロール状とされ、
その後、このロールから引き出した剥離紙用基材に剥離剤層が設けられる。該ロールから
引き出す際の剥離紙用基材同士の剥がれやすさ、すなわち耐ブロッキング性も、剥離紙用
基材には要求される特性である。
【００１３】
　さらに、無溶剤型剥離剤塗液を剥離紙用基材に塗布する場合には溶剤を使用していない
ので、剥離紙用基材上に塗布する液量は非常に少ない。そのため、無溶剤型剥離剤塗液を
用いる場合には、溶剤型剥離剤に比べて、より薄い均一な剥離剤層を剥離紙用基材上に形
成させなければならない。ところが、このような剥離剤層の剥離紙用基材表面のカバーリ
ングが充分に行われなかった場合、剥離剤層にピンホールや凹凸ができ、次に該剥離剤層
上に粘着剤層を形成させる工程で粘着剤がそのピンホールや凹部に入り込み、剥離紙上に
粘着剤が残るという現象（以下、この現象を「糊残り現象」と呼ぶ）がみられる。この糊
残り現象は粘着シートをラベル加工、すなわち、印刷、ダイカット（打抜き）等の加工を
施す際に剥離剤塗布面と接触するガイドロール等に粘着剤が付着し、紙送り不良や見当ず
れ等のトラブルを誘発させ、作業性や品質面において極めて重大な障害となっていた。
【００１４】
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　本発明は、上記事情に鑑みてなされたものであって、剥離性能に優れ、糊残り適性にも
優れた剥離紙の製造に適し、かつ耐ブロッキング性に優れた剥離紙用基材を提供すること
を目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１５】
　本発明者は、検討を重ねた結果、剥離紙用基材の下塗り層に特定の動的表面張力を有す
る界面活性剤を含有させることにより、これらの問題が解決されることを見出し、本発明
を完成するに至った。
　本発明に係る剥離紙用基材は、基紙の少なくとも一方の面に、顔料とバインダを主成分
とする下塗り層を設けた剥離紙用基材であって、該下塗り層塗液に０．１質量％水溶液の
動的表面張力が３０～６０ｍＮ／ｍとなる界面活性剤を含有させ、該下塗り層塗液をカー
テン塗布方式にて塗布、乾燥させて下塗り層を形成したことを特徴とする剥離紙用基材で
ある。
　界面活性剤がアニオン系またはノニオン系であることが好ましい。
　界面活性剤が分子内に１個の３重結合を有する次の３種の界面活性剤から選択されるこ
とが好ましい。次の３種の界面活性剤：アセチレングリコール、アセチレングリコールの
エチレンオキサイド付加物、およびアセチレンアルコール。
　界面活性剤がジアルキルスルホコハク酸アルカリ金属塩であることが好ましい。
　下塗り層を構成するバインダがコア部とシェル部とが共にスチレンをモノマー単位に含
む共重合体ラテックスを主成分とするコア・シェル構造の複合体ラテックスであることが
好ましい。
　本発明に係る粘着シートは、以上のごとくの剥離紙用基材に、下塗り層、剥離剤層、粘
着剤層、表面基材をこの順に少なくとも備えた粘着シートである。
【発明の効果】
【００１６】
　本発明によれば粘着シートを構成した場合の剥離性能に優れ、しかも糊残り適性にも優
れた剥離紙の製造に適し、かつ耐ブロッキング性に優れた剥離紙用基材を提供することが
できる。
　界面活性剤がアニオン系またはノニオン系であると濡れ性が向上し、起泡性も抑制され
るため塗液のカーテン膜が安定して形成されるため下塗り層のピンホールや凹凸が発生し
難くなる。
　界面活性剤が分子内に１個の３重結合を有するアセチレン系界面活性剤であると濡れ性
と消泡性に優れる。
　面活性剤がジアルキルスルホコハク酸アルカリ金属塩であると濡れ性に優れる。
　バインダがコア・シェル構造の複合体ラテックスであると、コア部とシェル部に異なる
特性を付与することができ、耐ブロッキング性、剥離性能、糊残り適性のバランスに優れ
る。
　本発明の粘着シートの構成をとることにより、剥離性能と糊残り適性に優れた粘着シー
トが得られる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１７】
　本発明は、下塗り層塗液中に０．１％水溶液の動的表面張力が３０～６０ｍＮ／ｍ、好
ましくは３０～５５ｍＮ／ｍとなる界面活性剤を含有させたことに大きな特徴がある。３
０ｍＮ／ｍ以上であれば下塗り層塗液の泡立ちが起こるおそれが無く、６０ｍＮ／ｍ以下
では下塗り層塗液を基紙上に塗布する際、基紙上での下塗り層塗液のハジキが防止され、
優れた塗布面が得られることを見出し、本発明を完成するに至った。
【００１８】
　本発明でいう最大泡圧法（Ｍａｘｉｍｕｍ Ｂｕｂｂｌｅ Ｐｒｅｓｓｕｒｅ Ｍｅｔｈ
ｏｄ）とは、液中に気泡を発生させ、その気泡にかかる圧力から表面張力を測定する手段
であり、気泡周波数を変化させることで液体の動的表面張力の測定が可能である。
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【００１９】
　具体的には、液の中に差し込んだ細管から窒素ガスを吹き出して泡を膨らますことによ
り、液体と気体の界面を広げ、その際の最大圧力から表面張力を求めるというものである
。球状の泡の半径をＲからＲ＋ｄＲに増加させるとき、泡の表面積の増加分（ΔＡ）は、
ΔＡ＝４π（Ｒ＋ｄＲ）2－４πＲ2＝８πＲ・ｄＲ
　一方、この時圧力によって行われた仕事（Ｗ）は面積が４πＲ2の球面をｄＲだけ押し
動かすことになる。
　Ｗ＝ΔＰ・４πＲ2ｄＲ
したがって、表面張力（γ）は、
　γ＝Ｗ／ΔＡ（表面張力の定義）
　　＝ΔＰ・４πＲ2ｄＲ／８πＲ・ｄＲ
　　＝ΔＰ・Ｒ／２
として求める方法である。
　なお、気泡周波数とは、いいかえれば泡の吹き出し間隔のことであり、泡の吹き出し間
隔を短くして本発明では毎秒６個の場合に上記の方法で表面張力を測定して動的表面張力
としている。また、泡の吹き出し間隔を長くして毎秒１個の場合を静的表面張力としてい
る。
【００２０】
　本発明に用いる界面活性剤は０．１％水溶液の動的表面張力が３０～６０ｍＮ／ｍとな
る物質であれば特に限定されず、フッ素系界面活性剤、シリコーン系界面活性剤、各種の
ノニオン系もしくはアニオン系界面活性剤等が挙げられる。ここで、メガファック１４１
、メガファックＦ－１４２Ｄ、メガファックＦ－１４０５（大日本インキ化学工業社製）
、ＺＯＮＹＬ　ＦＳＮ（デュポン社製）等のパーフルオロアルキルエチレンオキサイド付
加物等のフッ素系界面活性剤やＳＩＬＷＥＴ　ＦＺ－２１６６（日本ユニカー社製）、Ｂ
ＹＫ　３４８（ビックケミー・ジャパン社製）、ＫＦ－６１５（信越化学工業社製）等の
ポリエーテル変性ジメチルシロキサン等のシリコーン系界面活性剤は濡れ性には優れるも
のの起泡性が劣る懸念があるため、起泡性の低い各種のノニオン系界面活性剤が好ましい
。特にノニオン系界面活性剤の中でも分子内に１個の３重結合を有するアセチレングリコ
ール（２，４，７，９－テトラメチル－５－デシン－４，７－ジオール、２，５，８，１
１－テトラメチル－６－ドデシン－５，８－ジオール等）、アセチレングリコールのエチ
レンオキサイド付加物（２，４，７，９－テトラメチル－５－デシン－４，７－ジオール
のエチレンオキサイド１０モル付加物、２，５，８，１１－テトラメチル－６－ドデシン
－５，８－ジオールのエチレンオキサイド誘導体等）、アセチレンアルコール（２，４，
４，７，９－ペンタメチル－５－デシン－７－オール等）が濡れ性と消泡性に優れるので
好ましい。また、ラウリルアルコールのエチレンオキサイド付加物が例示できる。具体的
にはサーフィノール１０４ＰＡ、サーフィノール４２０、サーフィノル４４０、サーフィ
ノール４６５、サーフィノール５０４、サーフィノールＰＳＡ２０４、サーフィノールＰ
ＳＡ２１６、サーフィノールＰＳＡ３３６、ダイノール６０４（日信化学工業社製）、オ
ルフィンＥ１００４、オリフィンＥ１０１０，オルフィンＰＤ－００１、オルフィンＰＤ
－００２Ｗ、オルフィンＷＥ－００１、オルフィンＷＥ－００２、オルフィンＷＥ－００
３、オルフィンＰＤ－００４、オルフィンＥＸＰ．４００１、オルフィンＥＸＰ．４０３
６、オルフィンＥＸＰ．４０５１Ｆ、オルフィンＡＦ－１０３、オルフィンＡＦ－１０４
（日信化学工業社製）が挙げられる。さらに、アニオン性界面活性剤の中ではスルホコハ
ク酸ラウリル－２ナトリウム、スルホコハク酸ラウレス－２ナトリウム、スルホコハク酸
（Ｃ１２～Ｃ１４）パレス－２ナトリウム、スルホコハク酸シトステレス－１４－２ナト
リウム、ジイソブチルスルホコハク酸ナトリウム、ジペンチルスルホコハク酸ナトリウム
、ジヘキシルスルホコハク酸ナトリウム、ジシクロヘキシルスルホコハク酸ナトリウム、
ジオクチルスルホコハク酸ナトリウム、ジトリデシルスルホコハク酸ナトリウム等が例示
できるが、これらのうちジヘキシルスルホコハク酸ナトリウムやジオクチルスルホコハク
酸ナトリウム等のジアルキルスルホコハク酸アルカリ金属塩が濡れ性に優れるので好まし
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く、特にジオクチルスルホコハク酸ナトリウムが好ましい。具体的には、ＡＥＲＯＳＯＬ
　ＯＴ－７５（三井サイテック社製）、ネオコールＳＷＣ（第一工業製薬社製）、リパー
ル８６０Ｋ（ライオン社製）、ペレックスＯＴ－Ｐ（花王社製）等が挙げられる。
【００２１】
　本発明に用いる界面活性剤の下塗り層塗液中の配合量は、好ましくは固形分質量で０．
０１～１０質量％である。配合量が０．０１質量％未満の場合、下塗り層塗液をカーテン
コータで塗布する際均一なカーテン膜が形成できないおそれがある。また、１０質量％を
超えるとバリヤ性が低下してしまったり、下塗り層塗液の発泡が著しくなってしまうおそ
れがある。
【００２２】
《剥離紙用基材》
　本発明の剥離紙用基材は、基紙の少なくとも一方の面に、顔料とバインダを主成分とす
る下塗り層を設けたものである。下塗り層は、１層であってもよく、複数の層であっても
よい。
【００２３】
＜基紙＞
　基紙としては、広葉樹晒クラフトパルプ、針葉樹晒クラフトパルプ、または他の化学パ
ルプや機械パルプを主原料として用い、長網多筒型抄紙機、長網ヤンキー型抄紙機、ある
いは円網抄紙機で抄紙された上質紙、中質紙、片艶紙、およびクラフト紙等を包含するも
のを用いることができる。これらは、１種を用いてもよく、２種以上を併用してもよい。
そのパルプ配合は、強度および寸法安定性の面から針葉樹パルプを２０～１００質量％配
合することが好ましく、４０～１００質量％配合するのがより好ましい。ここで、用いら
れる針葉樹パルプとしては、晒パルプ、未晒パルプでもよく、少なくとも７０質量％以上
は針葉樹を原料としてパルプ化されたものを指す。パルプの平均繊維長は０．１ｍｍ以上
である。また、基紙中には、有機および無機の顔料、並びに製紙用の補助薬品が含まれて
いてもよい。
【００２４】
　パルプの叩解度は、ＪＩＳ　Ｐ８１２２（２００４年）に規定されるカナダ標準ろ水度
試験方法で３００～６００ｍｌであり、好ましくは４００～５５０ｍｌである。叩解度を
大きくすると、すなわち、ろ水度を３００ｍｌより小さくすると、繊維長が短くなり、寸
法変化率が大きくなる。逆に叩解度を小さくすると、すなわち、ろ水度を６００ｍｌより
大きくすると、繊維同士の絡み合いが弱くなり、強度が低下し易い。したがって、上記パ
ルプの叩解度を制御すること等により、基紙の寸法安定性を向上させ、剥離紙用原紙や剥
離紙の寸法変化を低く抑えることができる。特に、横方向の伸縮率は変形やカール等の問
題に対して重要な因子となる。横方向の伸縮率は、１．２％以下が好ましく、１．０％以
下がより好ましい。横方向の伸縮率が１．２％を超えて大きくなると、シールやラベル加
工をして使用する際、カールが大きくなったり、トンネリング等の問題が生じるおそれが
ある。
【００２５】
　また、上記パルプに内添されるサイズ剤は特に限定されないが、優れた強度が得られる
ことから中性サイズ剤が好ましい。中性サイズ剤とは、剥離紙のｐＨが６以上でサイズ効
果が発現するサイズ剤のことであり、例えばアルキルケテンダイマー、アルケニル無水コ
ハク酸、アルケニルコハク酸、スチレン系樹脂、アクリル系樹脂、ワックス等の中から適
宜選択使用することができる。具体的には、荒川化学社製「サイズパインＫ－２８７」、
日本ＰＭＣ社製「ＡＳ－２１１」を代表的な材料として挙げることができる。
【００２６】
　基紙のステキヒトサイズ度（ＪＩＳ　Ｐ８１２２（２００４年））としては良好な塗工
性が得られ、また、原紙としての強度を確保する上で、３秒以上、特に１０～２００秒で
あることが好ましい。通常使用されるサイズ剤と定着剤である硫酸バンドを添加してもよ
い。また、その他必要に応じて染料、紙力剤、湿潤紙力増強剤、耐水化剤、架橋剤、電位
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調整剤等の公知の内添剤を添加することができる。
【００２７】
＜下塗り層＞
　下塗り層は、主として剥離剤層に用いられるシリコーン塗液等の浸透を抑制する機能（
バリヤ性）を発揮する。
　下塗り層は、顔料とバインダを主成分とする顔料コート層が好ましい。中でも、該バイ
ンダがコア・シェル構造を有する複合体ラテックスを含有することがより好ましい。さら
に前記したように０．１％水溶液の動的表面張力が３０～６０ｍＮ／ｍとなる界面活性剤
を必須成分として含有する。
【００２８】
（顔料）
　顔料としては、その種類、配合率については特に制限はなく、カオリン、タルク、炭酸
カルシウム、二酸化チタン、水酸化アルミニウム、雲母等の無機顔料を適宜選択して用い
ることができる。顔料は最密充填する場合、一般に、板状顔料の空隙率は、球状顔料に比
べて低く、緻密な塗布層が形成される。このことから上記顔料の中でも、特に板状顔料を
用いることが好ましく、中でもカオリンが好ましい。
　下塗り層中における顔料の配合量は、バインダ１００質量部に対して５０～１５０質量
部が好ましく、８０～１２０質量部がより好ましい。
【００２９】
（バインダ）
　バインダとしては、コア・シェル構造を有する複合体ラテックスを少なくとも含有する
ことが好ましい。コア・シェル構造とは、コア部（内層）がシェル部（外層）により覆わ
れた２重構造を意味する。このようなコア・シェル構造とすることにより、コア部とシェ
ル部とに、各々異なる特性を持たせることができる。コア・シェル構造を採用した場合、
主としてコア部の特性によって「糊残り適性」に影響する成膜性が左右され、主としてシ
ェル部の特性によって、耐ブロッキング性や剥離性能が左右される。
　すなわち、コア部のラテックスとして成膜性に優れるものを採用し、シェル部のラテッ
クスとして耐ブロッキング性、剥離性能に優れるものを採用すれば、糊残り適性と、良好
な耐ブロッキング性及び剥離性能とを同時に満足させられる。
【００３０】
　該複合体ラテックスでは、コア部とシェル部の主成分が、共にスチレンをモノマー単位
に含む共重合体ラテックスである。ただし、コア部の主成分となる共重合体ラテックス（
以下「コア部主成分」という。）とシェル部の主成分となる共重合体ラテックス（以下「
シェル部主成分」という。）の組成は同じではない。上述のように、コア部には成膜性に
優れる特性を、シェル部には耐ブロッキング性及び剥離性能に優れる特性を持たせる必要
があり、そのような観点で各々スチレンと共重合させる他のモノマー単位が選択される。
【００３１】
　コア部主成分は、スチレン以外のモノマー単位としてブタジエンを含むことが好ましい
。ブタジエンをモノマー単位として含むことにより、成膜性に優れたラテックスとするこ
とができる。コア部主成分におけるブタジエンの共重合比（質量比）は、スチレンに対し
て３０～１７０％であることが好ましく、６０～１４０％であることがより好ましい。ブ
タジエンの共重合比が小さすぎるとブタジエン単位含有による成膜性向上の効果が充分に
得難く、大きすぎると耐ブロッキング性が悪くなる傾向がある。
　コア部主成分におけるスチレンとブタジエン以外のモノマー単位としては、例えば、ア
クリル酸、メタクリル酸、ステアリン酸等が挙げられる。コア部主成分におけるスチレン
とブタジエン以外のモノマー単位の共重合比（質量比）は、スチレンに対して２０％以下
であることが好ましく、５％以下であることがより好ましい。
　コア部におけるコア部主成分の割合は、８０質量％以上であることが好ましく、９５質
量％以上であることがより好ましい。コア部主成分以外のコア部の成分としては、例えば
、アクリロニトリル、メチルメタクリレート等が挙げられる。
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【００３２】
　コア部のガラス転移温度（Ｔｇ）は、－５０～－５℃が好ましく、－３０～－６℃がよ
り好ましい。コア部のＴｇが－５０℃より低くなると耐ブロッキング性が悪化するおそれ
がある。また、－５℃を超えると、成膜性が充分得られないおそれがある。
【００３３】
　シェル部主成分は、スチレン以外のモノマー単位としてアクリル酸を含むことが好まし
い。アクリル酸をモノマー単位として含むことにより、耐ブロッキング性に優れたラテッ
クスとすることができる。
　シェル部主成分におけるアクリル酸の共重合比（質量比）は、スチレンに対して２０～
１００％であることが好ましく、４０～８０％であることがより好ましい。アクリル酸の
共重合比が小さすぎるとアクリル酸単位含有による耐ブロッキング性の向上の効果が充分
に得難く、大きすぎると下塗り層塗膜が硬くなりすぎ、カールが発生し易くなる傾向があ
る。シェル部主成分におけるスチレンとアクリル酸以外のモノマー単位としては、例えば
、メタクリル酸、オレイン酸等が挙げられる。
　シェル部主成分におけるスチレンとアクリル酸以外のモノマー単位の共重合比（質量比
）は、スチレンに対して２０％以下であることが好ましく、１０％以下であることがより
好ましい。
　シェル部におけるシェル部主成分の割合は、８０質量％以上であることが好ましく、９
０質量％以上であることがより好ましい。 シェル部主成分以外のシェル部の成分として
は、例えば、ポリウレタン、ポリエチレン、ポリ塩化ビニル、ポリ酢酸ビニル等が挙げら
れる。
【００３４】
　シェル部のＴｇは、－５～３０℃が好ましく、５～２５℃がより好ましい。シェル部の
Ｔｇが－５℃未満であると、下塗り層のベタツキが酷くなり、特に剥離紙用基材の巻き取
り製品での耐ブロッキング性に劣る傾向になる。また、３０℃を超えると、耐ブロッキン
グ性は良好となるもののカールが発生し易くなるおそれがある。
【００３５】
　コア部およびシェル部を合わせた全体のゲル分率は、９０質量％以上が好ましく、９５
質量％以上がより好ましい。ゲル分率が９０質量％以上であることにより、下塗り層のベ
タツキが軽減し、耐ブロッキング性、バリヤ性、剥離性能が良好なものとなる。結局、剥
離剤塗液の浸透を効果的に防止でき、剥離性能に優れる。
　ここで「ゲル分率」とは、トルエン（抽出処理溶剤）に対するゲル含量（質量％）をい
い、ラテックス中の複合体（固形物）をトルエンで抽出処理したときの複合体（固形物）
全量に対するトルエン不溶分の割合を意味する。
【００３６】
　また、コア部およびシェル部の質量比（コア部／シェル部）は、４／９６～２０／８０
が好ましく、７／９３～１５／８５がより好ましい。コア部およびシェル部の質量比が上
記範囲であることにより、成膜性、耐ブロッキング性、剥離性能のいずれもが良好なもの
となる。
　さらに、共重合体ラテックスの粒子径としては、特に限定されるものではないが、良好
なバリヤ性が得られることから、１００～４００ｎｍのものを用いることが好ましい。
【００３７】
　下塗り層には、上記の複合体ラテックス以外のバインダを適宜併用することができる。
例えば、（メタ）アクリル酸アルキルエステル共重合体、スチレン－（メタ）アクリル酸
アルキルエステル共重合体、エチレン－酢酸ビニル共重合体、酢酸ビニル樹脂、ワックス
等の疎水性樹脂エマルション、ポリビニルアルコールおよびその誘導体、澱粉およびその
誘導体、セルロース誘導体、カゼイン等が挙げられる。バインダ中に占める上記の複合体
ラテックスの割合は、５０質量％以上であることが好ましく、７０質量％以上であること
がより好ましい。この複合体ラテックスはコア・シェル構造のスチレン－ブタジエン共重
合体ラテックスが好ましい。
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【００３８】
（その他の成分）
　本発明の下塗り層には、顔料とバインダ以外に必要に応じて、分散剤、耐水化剤、滑剤
、消泡剤、防腐剤、着色剤等を適宜添加することが出来る。
【００３９】
＜製造方法＞
　本発明の剥離紙用基材は、基紙の少なくとも一方の面に、上記で説明した下塗り層塗液
をカーテン塗布方式にて塗布・乾燥し、下塗り層を形成することによって製造することが
できる。特にエクストルージョンホッパー型カーテンコータ、スライドホッパー型カーテ
ンコータを用いると４００～１，０００ｍ／分の高速度で平滑な塗布面が得られ、該下塗
り層上に剥離剤層を形成すると、ピンホールや凹凸ができるのを抑制でき、糊残り適性が
極めて効果的に改善されるので好ましい。
　下塗り層の塗布量は、特に制限はないが、品質や価格等を考慮すると、絶乾質量（固形
分）で２～１０ｇ／ｍ２とすることが好ましい。なお、下塗り層形成のためにカーテンコ
ータによる同時多層塗布してもよい。
　また、塗布後、必要に応じてスーパーカレンダ等の仕上げ処理を施してもよい。該仕上
げ処理を施すことにより、下塗り層の表面の平滑性を高めることができる。その結果、剥
離剤層のシリコーン塗液等を均一に塗布することができ、剥離剤層にピンホールや凹凸の
発生を効果的に抑制され、糊残り適性に優れたものとなる。
【００４０】
　上記剥離紙用基材は、ＩＳＯ８７９１－４（１９９２年）に準じてクランプ圧１０００
ｋＰａ、ソフトタイプのバッキングディスクにて測定した剥離シート表面の平滑度（以下
ＰＰＳと略する。）が１．０～３．０μｍであることが好ましい。ＰＰＳが３．０μｍを
超えると剥離紙用基材に剥離剤層を設けた際にピンホールや凹凸の発生が酷く、糊残り適
性が悪化するおそれがある。逆にＰＰＳが１．０μｍ未満であると、剥離剤塗液が転写し
にくくなり、充分な剥離性能が得られないおそれがある。ここで、平滑度はＭｅｓｓｍｅ
ｒ社製パーカープリントサーフ（型式：Ｍ５９６）を用いて測定することができる。なお
、本発明の後述する各実施例においては本方法にてＰＰＳを上記装置によって実際に測定
して上記の範囲内にあることを確認した。本剥離紙用基材表面のＰＰＳは実際的には後述
の剥離剤層を設けた剥離紙の剥離面にて測定した。剥離紙用基材表面のＰＰＳも測定した
が同じ値であった。これは剥離剤層の塗布厚みがせいぜい１μｍ程度であるので下塗り層
を形成した段階の平滑度が剥離紙表面の平滑度と同じになるということである。
【００４１】
《剥離紙》
　剥離紙は、上述の本発明である剥離紙用基材の下塗り層の面に、剥離剤層を設けたもの
である。
【００４２】
＜剥離剤層＞
　剥離剤層は、剥離紙用基材の下塗り層の面に、剥離剤層塗液を塗布し、硬化させて形成
する。剥離剤は、例えばシリコーン系樹脂、フッ素系樹脂、長鎖アルキル系樹脂等が用い
られ、中でもシリコーン系樹脂が好ましく用いられる。
　シリコーン系樹脂としては、トルエンやヘキサン等の有機溶剤に希釈した溶剤希釈型シ
リコーン、有効固形分が１００質量％の無溶剤型シリコーン等が用いられる。中でも、環
境保護の観点から、無溶剤型シリコーンが好ましく用いられる。無溶剤型シリコーンは、
その硬化方法によって、熱硬化タイプ、電子線硬化タイプ、紫外線硬化タイプに大別され
る。中でも、低速剥離から高速剥離までの広範囲の剥離速度領域で安定した剥離性能が得
られる熱硬化タイプの無溶剤型シリコーンが好ましく用いられる。これらの無溶剤型シリ
コーンの塗布方法としては特に限定するものではないが、一般に多段式ロールコータ、オ
フセットグラビアコータ等が使用される。この場合の塗布量は０．０５～３．００ｇ／ｍ
２程度、好ましくは０．２～１．５ｇ／ｍ２程度の範囲で適宜調節される。尚、塗布量が
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０．０５ｇ／ｍ２未満では剥離剤層としての作用効果に乏しく、また３．００ｇ／ｍ２を
超えると、経済的な面から必要性に乏しい。
【００４３】
《粘着シート》
　粘着シートは常法に従って、上述の剥離紙に粘着剤塗液を塗布、乾燥して表面基材を貼
り合せて、必要により剥離紙裏面を調湿して製造される。粘着剤層を形成するための塗布
方法としては、例えばリバースロールコータ、ナイフコータ、エアーナイフコータ、ダイ
コータ、カーテンコータ、リバースグラビアコータ、バリオグラビアコータ等の装置が挙
げられる。粘着剤層の塗布量は８～３０ｇ／ｍ２、好ましくは１０～２７ｇ／ｍ２である
。塗布速度は４００～１，０００ｍ／分が好ましい。塗布速度が４００ｍ／分未満の場合
、粘着剤塗液を塗布してから乾燥ゾーンに到達するまでに時間がかかりすぎ、剥離紙上で
ハジキが発生するおそれがある。逆に塗布速度が１，０００ｍ／分を超えると、５×１０
５（ｓ－１）程度以上のせん断速度となり、粘着剤塗液の粘度が低下してハジキが発生す
るおそれがある。
【００４４】
（粘着剤）
　粘着剤としては特に限定されず、アクリル系、ゴム系、ビニルエーテル系等のエマルシ
ョン型、溶剤型、ホットメルト型、液状硬化型、電離放射線硬化型等が適宜選択して使用
されるが、粘着性能の制御の容易さやラベル加工適性に優れることからアクリル系エマル
ション型粘着剤が好ましい。
【００４５】
（表面基材）
　表面基材としては、特に限定されず、キャスト紙、コート紙、アート紙、上質紙、感熱
記録体、熱転写記録体、インクジェット記録体、合成紙、金属蒸着紙、布、不織布、金属
ホイル、各種高分子フィルム等を適宜選択して使用できる。
【００４６】
　以下に実施例を用いて本発明をさらに詳しく説明するが、本発明はこれら実施例に限定
されるものではない。
【００４７】
（実施例１）
［下塗り層塗液］
　下塗り層中のバインダとして下記組成（モノマー単位とその質量比、Ｔｇ）
コア部 （スチレン：ブタジエン＝５：５、Ｔｇ －１９℃）
シェル部（スチレン：アクリル酸：オレイン酸＝７０：１８：２、Ｔｇ －１９℃）のコ
ア・シェル構造（２重構造）を有する複合体ラテックス（ゲル分率９６質量％、複合体ラ
テックス全体のＴｇ －１９℃、旭化成（製））を用いた。
　顔料として板状のカオリン（商品名：「コンツァー１５００」、イメリスミネラルズ・
ジャパン社製）を用いた。そして、上記バインダ１００質量部、板状カオリン１００質量
部、ノニオン系界面活性剤（２，４，７，９－テトラメチル－５－デシン－４，７－ジオ
ール）（商品名：「サーフィノール１０４」、日信化学社製）（動的表面張力：３５．１
ｍＮ／ｍ）０．２質量部、助剤（分散剤、滑剤、消泡剤）１質量部を混合し、濃度約５０
質量％（溶剤：水）の下塗り層塗液を調製した。
【００４８】
［剥離紙用基材の作製］
　ろ水度が４５０ｍｌに叩解された針葉樹パルプ（ＮＢＫＰ）１００質量％のスラリーに
内添剤として中性サイズ剤（荒川化学工業社製「サイズパインＫ－２８７」）を固形分質
量で対パルプ０．１５％添加し、サイズプレスにより酸化澱粉（日本コーンスターチ社製
、「ＳＫ－２０」）を塗布して上質紙を得た。
　上記上質紙（米坪 ７８ｇ／ｍ２）の片面に、上記下塗り層塗液をエクストルージョン
ホッパー型カーテンコータにより絶乾質量（固形分）で約７ｇ／ｍ２を塗布（塗布速度：
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８００ｍ／分）し、乾燥後、カレンダ処理にて平滑化した。また、カールコントロールを
裏面蒸気加湿（スチームボックス）で実施した。以上により、剥離紙用基材を得た。
【００４９】
［剥離紙の作製］
　下記組成を有する熱硬化型無溶剤シリコーン塗液を調製し、上記剥離紙用基材の下塗り
層の面に、多段式ロールコータで絶乾質量（固形分）で約１．１ｇ／ｍ２を塗布し、熱風
により硬化させて剥離紙を得た。
シリコーン塗工液の組成：
ベースポリマー１（商品名：「ＰＯＬＹ３６０」、荒川化学工業社製） ２８質量部
ベースポリマー２（商品名：「６２１Ｖ２３０」、荒川化学工業社製） ５０質量部
ベースポリマー３（商品名：「１１３６７」、荒川化学工業社製） １８質量部
架橋剤（商品名：「ＸＬ３２３」、荒川化学工業社製） ３．７質量部
白金触媒 ４質量部
【００５０】
［粘着シートの作製］
　上記剥離紙上にアクリルエマルション型粘着剤（日本カーバイド社製、「ニカゾールＬ
－５０１」）を乾燥塗布量が２０ｇ／ｍ２となるようにリバースロールコータで塗布し、
１３０℃で乾燥した後、表面基材（王子製紙社製、「Ｎミラー７３」）を貼り合わせて粘
着シートを作製した。
【００５１】
（実施例２）
［下塗り層塗液］
　下塗り層中のバインダとして下記組成（モノマー単位とその質量比、Ｔｇ）
コア部 （スチレン：ブタジエン＝８：２、Ｔｇ ２６℃）
シェル部（スチレン：アクリル酸：オレイン酸＝５４：３４：２、Ｔｇ ２６℃）
のコア・シェル構造（２重構造）を有する複合体ラテックス（ゲル分率９５質量％、複合
体ラテックス全体のＴｇ ２６℃、旭化成（製））を用いた。
　顔料として板状のカオリン（商品名：「コンツァー１００」、イメリスミネラルズ・ジ
ャパン社製）を用いた。そして、上記バインダ１００質量部、板状カオリン１００質量部
、ノニオン系界面活性剤（２，４，７，９－テトラメチル－５－デシン－４，７－ジオー
ルのエチレンオキサイド１０モル付加物）（商品名：「サーフィノール４６５」、日信化
学社製）（動的表面張力：４０．２ｍＮ／ｍ）０．５質量部、助剤（分散剤、滑剤、消泡
剤）１質量部を混合し、濃度約５０質量％（溶剤：水）の下塗り層塗液を調製した。
【００５２】
［剥離紙用基材の作製］
　実施例１と同じ上質紙（米坪 ７８ｇ／ｍ２）の片面に、上記下塗り層塗液をスライド
ホッパー型カーテンコータで２層同時塗布（各層の絶乾質量（固形分）は約３．５ｇ／ｍ
２でトータルとして約７ｇ／ｍ２）（塗布速度：８００ｍ／分）し、乾燥後、カレンダ処
理にて平滑化した。また、カールコントロールを裏面蒸気加湿（スチームボックス）で実
施した。以上により、剥離紙用基材を得た。
【００５３】
［剥離紙の作製］
　下記組成を有する熱硬化型無溶剤シリコーン塗液を調製し、上記剥離紙用基材の下塗り
層の面に、多段式ロールコータで絶乾質量（固形分）で約１．１ｇ／ｍ２を塗布し、熱風
により硬化させて剥離紙を得た。
　シリコーン塗工液の組成：
ベースポリマー（商品名：「ＳＬ１６０」、東レ・ダウコーニング社製） １００質量部
剥離コントロール剤（商品名：「ＳＬ１０」、東レ・ダウコーニング社製） ２５質量部
架橋剤（商品名：「ＳＬ９」、東レ・ダウコーニング社製） ５．７質量部
白金触媒 １質量部
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【００５４】
［粘着シートの作製］
　上記剥離紙上にアクリルエマルション型粘着剤（日本カーバイド社製、「ニカゾールＬ
－５０１」）を乾燥塗布量が２０ｇ／ｍ２となるようにリバースロールコータで塗布し、
１３０℃で乾燥した後、表面基材（王子製紙社製、「Ｎミラー７３」）を貼り合わせて粘
着シートを作製した。
【００５５】
（実施例３）
［下塗り層塗液］
　下塗り層中のバインダとして下記組成（モノマー単位とその質量比、Ｔｇ）
コア部 （スチレン：ブタジエン＝５：５、Ｔｇ －１９℃）
シェル部（スチレン：アクリル酸：オレイン酸＝５４：３４：２、Ｔｇ ２６℃）
のコア・シェル構造（２重構造）を有する複合体ラテックス（商品名：Ａ６１６０、ゲル
分率９６質量％、複合体ラテックス全体のＴｇ ２１℃、旭化成（製））を用いた。
　顔料として板状のカオリン（商品名：「ＸＰ８３９０」、イメリスミネラルズ・ジャパ
ン社製）を用いた。そして、上記バインダ１００質量部、板状カオリン１００質量部、ア
ニオン系界面活性剤（ジオクチルスルホコハク酸ナトリウム）（商品名：「ネオコールＳ
ＷＣ」、第一工業製薬社製）（動的表面張力：３２．８ｍＮ／ｍ）０．２質量部、助剤（
分散剤、滑剤、消泡剤）１質量部を混合し、濃度約５０質量％（溶剤：水）の下塗り層塗
液を調製した。
【００５６】
［剥離紙用基材の作製］
　実施例１と同じ上質紙（米坪 ７８ｇ／ｍ２）の片面に、上記下塗り層塗液をエクスト
ルージョンホッパー型カーテンコータで絶乾質量（固形分）で約７ｇ／ｍ２を塗布（塗布
速度：８００ｍ／分）し、乾燥後、カレンダ処理にて平滑化した。また、カールコントロ
ールを裏面蒸気加湿（スチームボックス）で実施した。以上により、剥離紙用基材を得た
。
【００５７】
［剥離紙の作製］
　下記組成を有する熱硬化型無溶剤シリコーン塗液を調製し、上記剥離紙用基材の下塗り
層の面に、多段式ロールコータで絶乾質量（固形分）で約１．１ｇ／ｍ２を塗布し、熱風
により硬化させて剥離紙を得た。
シリコーン塗工液の組成：
剥離剤（商品名：「ＫＮＳ－３２０」、信越化学工業社製） １００質量部
白金触媒 ２質量部
［粘着シートの作製］
　上記剥離紙上にアクリルエマルション型粘着剤（日本カーバイド社製、「ニカゾールＬ
－５０１」）を乾燥塗布量が２０ｇ／ｍ２となるようにリバースロールコータで塗布し、
１３０℃で乾燥した後、表面基材（王子製紙社製、「Ｎミラー７３」）を貼り合わせて粘
着シートを作製した。
【００５８】
（実施例４）
　下塗り層塗液の界面活性剤をノニオン系界面活性剤であるラウリルアルコールのエチレ
ンオキサイド５モル付加物（動的表面張力：５３．９ｍＮ／ｍ）に置き換えた以外は実施
例３と同様にして剥離紙用基材および剥離紙を得た。
【００５９】
［粘着シートの作製］
　上記剥離紙上にアクリルエマルション型粘着剤（日本カーバイド社製、「ニカゾールＬ
－５０１」）を乾燥塗布量が２０ｇ／ｍ２となるようにリバースロールコータで塗布し、
１３０℃で乾燥した後、表面基材（王子製紙社製、「Ｎミラー７３」）を貼り合わせて粘
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着シートを作製した。
【００６０】
（実施例５）
　下塗り層塗液の界面活性剤をノニオン系界面活性剤である２，４，４，７，９－ペンタ
メチル－５－デシン－７－オール（動的表面張力：３５．９ｍＮ／ｍ）に置き換え、１２
段スーパーカレンダ処理した以外は実施例１と同様にして剥離紙用基材および剥離紙を得
た。
【００６１】
［粘着シートの作製］
　上記剥離紙上にアクリルエマルション型粘着剤（日本カーバイド社製、「ニカゾールＬ
－５０１」）を乾燥塗布量が２０ｇ／ｍ２となるようにリバースロールコータで塗布し、
１３０℃で乾燥した後、表面基材（王子製紙社製、「Ｎミラー７３」）を貼り合わせて粘
着シートを作製した。
【００６２】
（比較例１）
　下塗り層塗液の界面活性剤をノニオン系界面活性剤である２，５，８，１１－テトラメ
チル－６－ドデシン－５，８－ジオール７質量部、エパン６８０（第一工業製薬社製）９
３質量部の混合物（動的表面張力：６６．３ｍＮ／ｍ）に置き換えた以外は実施例１と同
様にして剥離紙用基材および剥離紙を得た。
【００６３】
［粘着シートの作製］
　上記剥離紙上にアクリルエマルション型粘着剤（日本カーバイド社製、「ニカゾールＬ
－５０１」）を乾燥塗布量が２０ｇ／ｍ２となるようにリバースロールコータで塗布し、
１３０℃で乾燥した後、表面基材（王子製紙社製、「Ｎミラー７３」）を貼り合わせて粘
着シートを作製した。
【００６４】
（比較例２）
　下塗り層塗液の界面活性剤をノニオン系界面活性剤であるダイノール６０４（日信化学
工業社製）（動的表面張力：２８．３ｍＮ／ｍ）に置き換えた以外は実施例１と同様にし
て剥離紙用基材および剥離紙を得た。
【００６５】
［粘着シートの作製］
　上記剥離紙上にアクリルエマルション型粘着剤（日本カーバイド社製、「ニカゾールＬ
－５０１」）を乾燥塗布量が２０ｇ／ｍ２となるようにリバースロールコータで塗布し、
１３０℃で乾燥した後、表面基材（王子製紙社製、「Ｎミラー７３」）を貼り合わせて粘
着シートを作製した。
【００６６】
（参考例１）
　実施例１において、下塗り層塗液に界面活性剤（２，４，７，９－テトラメチル－５－
デシン－４，７－ジオール）（商品名：「サーフィノール１０４」、日信化学社製）を添
加せずに下塗り層塗液を調整した（濃度約５０質量％）。
　上記下塗り層塗液をロッドブレードコーターで絶乾質量（固形分）で約７ｇ／ｍ２を塗
布し、乾燥後、カレンダ処理にて平滑化した。また、カールコントロールを裏面蒸気加湿
（スチームボックス）にて行い、剥離紙用基材を得た。
　この剥離紙用基材を用いて実施例１と同様にして剥離紙および粘着シートを得た。
【００６７】
（参考例２）
　比較例１において、下塗り層中のバインダを
（スチレン：ブタジエン：ステアリン酸＝２５：５５：２０、Ｔｇ －１６℃）
のコア・シェル構造（２重構造）を有しないスチレン系共重合体ラテックス（商品名：Ｒ
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して剥離紙用基材、剥離紙および粘着シートを得た。
【００６８】
＜評価方法＞
　実施例１～５、比較例１～２で製造した剥離紙用基材、剥離紙について、下記に示す方
法で評価した。その結果を表１に示す。
　なお、耐ブロッキング性は、剥離紙用基材を対象とした評価である。剥離力、糊残り適
性は、剥離紙を対象とした評価である。
【００６９】
（糊残り適性）
　各例で製造した粘着シートから粘着剤層付き表面基材を剥した後、剥離紙の剥離剤塗布
表面とＰＥＴフィルム表面とを擦り合わせ、剥離剤塗布表面に残っている粘着剤をＰＥＴ
表面に転写させ、転写した粘着剤の量によって評価した。
＜評価基準＞
◎：糊残りが全くない
○：糊残りがあまり目立たない
△：糊残りが多少目立つ
Ｘ：糊残りがかなり目立つ
【００７０】
（剥離力）
　各例で製造した剥離紙を用いて粘着シートを構成し、ＰＳＴＣ　１０１（１４ｔｈＥｄ
．－２００３年）に準じて３００ｍｍ／分の速度で粘着剤層の付いた表面基材を１８０°
の角度で剥離紙から引き剥がすのに要する力（剥離力）を測定した。
【００７１】
（耐ブロッキング性）
　各例で製造した剥離紙用基材を数枚重ねた上に、１ｋｇの錘を乗せ、その状態で４０℃
、９０％ＲＨ環境下で、２４時間静置した。その後、数枚重ねた剥離紙用基材を１枚ずつ
剥がして、ブロッキングレベルを下記基準で目視評価した。
○：ブロッキングがほとんどみられない。
△：ブロッキングがややみられるが、実用上問題ない。
Ｘ：ブロッキングが多い。
【００７２】
（動的表面張力）
　各界面活性剤の０．１質量％水溶液の動的表面張力を２０℃、６５％ＲＨ雰囲気下で最
大泡圧法により測定した。具体的には、動的表面張力測定装置としてＫＲＵＥＳＳ社製「
バブルプレッシャーＢＰ２」を用い、先端部の内径が０．２３６ｍｍであるキャピラリー
を、液面下１ｃｍの位置に先端部がくるようにセットして、気泡発生ガスに空気を用いて
気泡周波数６Ｈｚで測定した。
【００７３】
（総合評価）
　各例で製造した剥離紙を用いて粘着シートを構成し、剥離紙用基材および剥離紙として
の総合評価を行った。
○：剥離紙用基材および剥離紙として全く問題がない。
△：剥離紙用基材および剥離紙として若干問題があるが、実用可能なレベルである。
Ｘ：剥離紙用基材および剥離紙として重大な問題があり、実用不可能なレベルである。
【００７４】
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【表１】

【００７５】
　表１の結果より、特定の動的表面張力を有する界面活性剤を配合した下塗り層を用いた
実施例１～５は、耐ブロッキング性、剥離力、糊残り適性のいずれもが良好であった。
　また、動的表面張力が低い界面活性剤を用いた実施例３は、特に優れており、総合評価
的にも他の実施例より一段と優れたものであった。
　一方、規定した値からはずれる動的表面張力を有する界面活性剤を配合した下塗り層を
用いた比較例１～２は良好なカーテン膜が形成できず、糊残り適性、剥離性能が不充分で
あった。さらに、後添加で特に界面活性剤を配合していない下塗り層塗液用いた参考例１
～２も、糊残り適性、耐ブロッキング性が不充分であった。
　以上より、本発明によれば剥離性能と糊残り適性に優れた剥離紙の製造に適し、かつ耐
ブロッキング性に優れた剥離紙用基材、および当該剥離紙用基材を用いた剥離紙を提供で
きることが確認された。
　４００～１，０００ｍ／分の高速度でカーテン塗布方式にて塗布、乾燥して下塗り層を
形成することにより優れたバリヤ性を発揮し、しかも耐ブロッキング性にも優れた剥離紙
用基材および剥離性能、糊残り性に優れた剥離紙である。
【００７６】
　結局、本発明により経時による剥離剤層の脱落がなく安定した剥離性能を発揮させるこ
とができる。また本発明により、良好な糊残り適性を得ることができる。これにより、粘
着シートを印刷、打抜き等の加工を施す際に剥離剤層と接触するガイドロール等に粘着剤
が付着し、紙送り不良や見当ずれが発生するのを抑制することが可能となる。また、下塗
り層に界面活性剤を含有させているため、剥離紙用基材を一定期間ロール状に保管してお
いた後該ロールから引出す際の耐ブロッキングを改善することができる。
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