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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　インクジェット用の紙であって、非フィルム形成ポリマーラテックスと金属塩とを含有
する表面サイジング組成物によって少なくとも一つの表面を表面処理がその多孔性を維持
するように処理された原紙を含有し、ここで前記非フィルム形成ポリマーラテックスが７
０℃より大きい最低成膜温度（ＭＦＦＴ）を持ち、
　前記表面サイジング組成物が、澱粉分子もしくはスターチ、ならびにアルキルケテンダ
イマーおよびアルケニル無水コハク酸の材料を全く含まず、そして
　原紙へと塗布される前記表面サイジング組成物の量が固形物の乾燥重量による測定で、
６～２０ｋｇ／原紙の１トンであり、ここで４０重量％～６０重量％が金属塩である、紙
。
【請求項２】
　表面が処理された紙であって、表面サイジング組成物を原紙の少なくとも一つの表面を
表面サイジング組成物で塗布する事によって製造され、ここで前記表面サイジング組成物
は非フィルム形成ポリマーラテックスと金属塩とを含有し、前記非フィルム形成ポリマー
ラテックスが７０℃より大きい最低成膜温度（ＭＦＦＴ）を持ち、そして前記表面サイジ
ング組成物が処理表面において連続的なフィルムを形成されず、
　前記表面サイジング組成物が、澱粉分子もしくはスターチ、ならびにアルキルケテンダ
イマーおよびアルケニル無水コハク酸の材料を全く含まず、そして
　原紙へと塗布される前記表面サイジング組成物の量が固形物の乾燥重量による測定で、
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６～２０ｋｇ／原紙の１トンであり、ここで４０重量％～６０重量％が金属塩である、
紙。
【請求項３】
　前記原紙がその上に形成される多孔性のチャネルの繊維構造を持ち、そして、ここで非
フィルム形成ポリマーラテックスのポリマー粒子が、多孔性チャネルの少なくとも部分に
埋め込まれる、請求項１もしくは２に記載の紙。
【請求項４】
　前記原紙がセルロース繊維より作製され、そして原紙へと塗布される非フィルム形成ポ
リマーラテックスの量が乾燥重量による測定で、乾燥繊維重量に基づいて３％から１５％
の範囲である、請求項１～３のいずれか１項に記載の紙。
【請求項５】
　前記非フィルム形成ポリマーラテックスが１ｎｍから５００ｎｍの範囲の粒子径を持つ
ナノ粒子を含有する、請求項１～４のいずれか１項に記載の紙。
【請求項６】
　前記原紙が、表面サイジングの前に、１０から１０００秒の範囲のＨｅｒｃｕｌｅｓ　
Ｓｉｚｉｎｇ　Ｔｅｓｔ（ＨＳＴ）値を持つように内部サイジングされている、請求項１
～５のいずれか１項に記載の紙。
【請求項７】
　非フィルム形成ポリマーラテックスがコア／シェル構造を持つポリマー粒子を含有し、
ここで前記コア／シェル構造が９０℃より大きいＭＦＦＴの非フィルム形成ポリマーから
製造されるコアと、４０℃より低いＭＦＦＴのフィルム形成ポリマーから製造される外部
シェルとを持ち、そして、それぞれの粒子のフィルム形成ポリマーの全量が５容量％もし
くはそれ未満である、請求項１～６のいずれか１項に記載の紙。
【請求項８】
　前記金属塩が水溶性であり、一価のもしくは多価の金属塩である、請求項１～７のいず
れか１項に記載の紙。
【請求項９】
　前記金属塩が塩化カルシウムである、請求項８に記載の紙。
【請求項１０】
　非フィルム形成ポリマーラテックスがフリーラジカル重合化および縮合重合化によって
作成される、エチレン、シクロエチレンおよびナフチルエチレンのホモポリマーもしくは
コポリマー、プロピレン、ヘキサフルオロプロピレンのような置換プロピレン、ポリカー
ボナート、ポリウレタン、ポリエステル、ポリアミド、およびそれらの混合物のホモポリ
マーもしくはコポリマーのような物質を含む、請求項１～９のいずれか１項に記載の紙。
【請求項１１】
　紙を表面サイジングする方法であって、
原紙の表面に表面サイジング組成物を塗布するステップであって、ここで前記表面サイジ
ング組成物が非フィルム形成ポリマーラテックスと金属塩を含有し、ここで非フィルム形
成ポリマーラテックスが７０℃より大きい最低成膜温度（ＭＦＦＴ）を持ち、原紙に塗布
される前記表面サイジング組成物の量が固形物含量の乾燥重量での測定で、６～２０ｋｇ
／原紙の１トンであり、ここで４０～６０重量％が金属塩である、ステップと、
前記表面サイジングされた原紙を乾燥させるステップであって、それによって前記表面サ
イジングされた組成物がサイジングされた表面上に連続的なフィルムを形成しない、ステ
ップとを含有し、
前記表面サイジング組成物が、澱粉分子もしくはスターチ、ならびにアルキルケテンダイ
マーおよびアルケニル無水コハク酸の材料を全く含まない、
方法。
【請求項１２】
　前記原紙が表面サイジングの前に、１０から１０００秒の範囲のＨｅｒｃｕｌｅｓ　Ｓ
ｉｚｉｎｇ　Ｔｅｓｔ（ＨＳＴ）値を持つように内部サイジングされている、請求項１１
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に記載の方法。
【請求項１３】
　前記原紙がセルロース繊維より作製され、そして原紙へと塗布される非フィルム形成ポ
リマーラテックスの量が乾燥重量による測定で、乾燥繊維重量に基づいて３％から１５％
の範囲である、請求項１１もしくは１２に記載の方法。
【請求項１４】
　非フィルム形成のポリマーラテックスが１ｎｍから５００ｎｍの範囲の粒子径を持つナ
ノ粒子を含有する、請求項１１～１３のいずれか１項に記載の方法。
【請求項１５】
　非フィルム形成のポリマーラテックスがコア／シェル構造を持つポリマー粒子を含有し
、前記コア／シェル構造が９０℃より大きいＭＦＦＴを持つ非フィルム形成のポリマーよ
り作製されるコアと、４０℃より低いＭＦＦＴを持つフィルム形成ポリマーより作製され
る外部シェルとを持ち、そして粒子中のフィルム形成ポリマーの含量は５容量％もしくは
それ未満である、請求項１１～１４のいずれか１項に記載の方法。
【請求項１６】
　金属塩が水溶性の一価のもしくは多価の金属塩である、請求項１１～１５のいずれか１
項に記載の方法。
【請求項１７】
　金属塩が塩化カルシウムである、請求項１６に記載の方法。
【請求項１８】
　請求項１１～１７のいずれか１項に記載の方法によりサイジングされた紙。

【発明の詳細な説明】
【背景技術】
【０００１】
　高速のインクジェット輪転印刷のようなデジタル印刷技術の急速な発展に伴い、従来型
の印刷紙がインクジェット印刷媒体として使用されるときに、大きな課題に直面する。典
型的なインクジェット印刷システムにおいて、インク滴は印刷媒体、例えば紙へ向けて高
速でノズルより射出され、媒体上に画像を形成する。インクジェットインクは通常、例え
ば染料もしくは顔料のような着色剤と、大量の溶媒を含有する。溶媒、もしくはキャリア
液は、典型的には水もしくは一価アルコールのような有機溶媒、またはそれらの混合物で
構成される。良好な画像品質および低コストに加え、こんにちの印刷媒体は、一般的に素
早い乾燥をする能力を持つことや、画像のフェザリングや画像のしみ出しを避ける事が期
待され、特にシートがその両面で印刷されるときに期待される。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００２】
　インクジェット印刷によりもたらされる画像品質はインクの光学密度（ＯＤ）、色域、
およびインク乾燥時間を含み、インクと紙との相互作用、特に紙のインク吸収能に大きく
依存する。紙によるインク中の水性溶媒を吸収する能力およびそれが溶媒を吸収する速度
は、インクジェットインクを受容するための媒体の製造における主要な考慮事項である。
【０００３】
　セルロース繊維より作成される印刷用紙は通常、紙作成プロセス中に「サイジング」と
して知られるプロセスによって様々なサイジング剤を用いて処理される。紙のサイジング
は内部サイジングと表面サイジングとを含む。内部サイジングは、紙作成プロセスの湿潤
している最終段階、すなわちシート形成前のパルプへと添加する事を含む。表面サイジン
グは従来、既に形成されている紙シートの表面にサイジング剤を塗布する事によってなさ
れる。サイジング化合物は、繊維の結合を向上させ、そして典型的には水であるインクビ
ヒクル中の液体の最終目的の乾燥した紙に対する浸透を制御する目的で添加される。
【０００４】
　そのような表面サイジング剤がセルロース紙へと塗布されるとき、サイジング剤はセル
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ロース繊維を多い、その上にフィルムを形成する。サイジング剤は紙表面の表面強度、印
刷適性および耐水性を向上させる。紙がオフセット印刷のような密着印刷に用いられると
き、サイジング剤によって制御される表面強度は印刷品質への重要な寄与者である。紙表
面を、密着印刷における外部牽引力に抵抗するのに十分に強くするために、フィルム形成
表面サイジング剤の接着効果を通じての強力な繊維の結合は、かなり望ましい。インクジ
ェット印刷のような非密着印刷技術において、紙表面強度は、印刷品質を制御する事にお
いて、それが密着印刷であるときのように主要な要素ではない。実際、紙の最外部表面上
におけるポリマーの保護層フィルムは、インクジェットインク液体キャリアの原紙への急
速な浸透を防ぎ、そしてそれにより遅い乾燥時間とまだら模様および癒着のような画像の
欠陥をもたらす。用語「まだら模様」は固体印刷領域における印刷光学密度の不均一を指
す。「癒着」は塗りつぶした領域内のインクの溜まりを指す。
【０００５】
　広く使用されるサイジング剤は、未処理スターチ、加工スターチもしくは化工スターチ
、親水コロイド状ゼラチン、ポリビニルアルコールのような水溶性ポリマーならびにラテ
ックスのような合成ポリマー分散剤を含む。現在用いられている多くの従来型の表面サイ
ジング剤は、フィルム形成、天然もしくは合成ポリマーである。フィルム形成物質を含有
する従来型の表面サイジング配合物がサイズプレスを通じて紙ウェブへと塗布されるとき
、サイジング配合物は紙ウェブ表面上にフィルムを形成する。フィルムが紙表面をシール
し、表面をより多孔性でないようにする。一方フィルムは一般に紙表面のインク抵抗を助
け、インク着色剤の飽和を向上させる。しかしながらフィルム形成の欠点は、表面上のイ
ンク抵抗の増加に伴う遅いインク乾燥時間が問題となることである。インク抵抗の増加に
伴いインクスメアもまた問題となる。次に、フィルム形成表面サイジング配合物が紙のバ
ルクへと浸透するとき、それは紙の不透明性に逆効果を与える。加えて、そのような浸透
は最終の紙の折りたたみと引き裂きに逆効果を与える。一方で、もし表面サイジングなし
かまたは非常に少量の表面サイジングの紙上にインクジェット印刷がなされたなら、水性
のインクは紙の厚みの深いところまで浸透し、インク光学密度の減少をもたらし、そして
さらにインクは繊維に沿って滲み、印刷画像のフェザリングを引き起こす。課題は、上述
の問題を克服できるインクジェット媒体のための表面サイジング組成物を提供する事であ
る。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本開示は、少なくとも一つの金属塩および非フィルム形成のポリマーラテックスを含有
する新規の表面サイジング組成物によって、少なくとも一つのその上の表面が処理されて
いる原紙からなる改善されたインクジェット用紙、ならびにそれを作製する方法を提供す
る。本開示の表面サイジング組成物はインク乾燥時間に逆効果を与えることなく、フェザ
リング、インクにじみおよび癒着を減少させる事によって印刷画像品質を向上させること
が見出された。本開示の表面処理（表面サイジングされた）紙は、様々な印刷方法に好適
であるが、特に、素早いインク乾燥時間を要求する高速のインクジェット輪転印刷に好適
である。
【０００７】
　従来型の表面サイジング処理は典型的にはフィルム形成の表面サイジングである。サイ
ジング剤は水溶性の天然もしくは合成ポリマーであっても水分散性ラテックスであっても
良い。水溶性ポリマーラテックスのフィルム形成は、ラテックスエマルションの液体成分
が蒸発するにつれ、ラテックス粒子が凝集し、乾燥の際にラテックス粒子が変形してそし
て癒着し、一体型フィルムを形成するような物理的変換である。スターチおよびポリビニ
ルアルコールのような水溶性ポリマー物質のフィルム形成は溶媒が蒸発するにつれて高分
子がもつれを生じ、連続的なフィルムを形成するという点で水性ポリマーのそれとは少し
異なる。両方の場合において、形成されるフィルムは非多孔性である連続的な構造を持ち
、その構造は液体、例えばインクジェットインクの液体キャリアの素早い浸透を許さない
。
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【発明を実施するための形態】
【０００８】
　本開示の新規の表面サイジング組成物は、ポテト、小麦、タピオカ、米、とうもろこし
およびサゴに見出されるようなスターチのような澱粉分子の材料をまったく含有しない。
「澱粉分子」は、グリコシド結合によって一緒に結合される多数のグルコース単位より構
成される多糖類の炭水化物を指す。澱粉分子の材料はフィルムを形成する傾向にあり、上
に議論されるようにインクジェット印刷に逆効果の影響を与える。アルキルケテンダイマ
ー（ＡＫＤ）およびアルケニル無水コハク酸（ＡＳＡ）のようなセルロース反応性サイジ
ング剤もまた、組成物中の金属塩と適合しないので新規の表面サイジング組成物からは除
かれる。
【０００９】
　本開示の新規の表面サイジング組成物は非フィルム形成サイジング技術に基づき、サイ
ジング剤は、合成もしくは天然のいずれかであってよい非フィルム形成ポリマーラテック
スを含む。用語「非フィルム形成」は、周囲温度もしくはポリマーラテックスの意図され
る使用中にあり得る温度において、それ自体が単離可能なフィルムを形成できないポリマ
ーラテックスを指す。非フィルム形成ラテックスにおいては、ラテックスエマルション中
の液体キャリアが脱水中に乾燥してポリマー分子が一緒に凝集する傾向にあるが、粒子は
比較的硬質であり、そして毛細管力下における変形に抵抗する性能を持ち、そして結果的
に連続的なフィルムがまったく生じない。本開示の非フィルム形成ラテックスの重要な性
能はその最低成膜温度（ＭＦＦＴ）である。ＭＦＦＴは水性合成ラテックス又はエマルジ
ョンが癒着し、物質上に薄いフィルムとして配置される最低温度として定義され、ＡＳＴ
Ｍ　Ｄ２３５４に記載される試験条件によってＭＦＦＴ　Ｂａｒを用いて測定される。新
規の表面サイジング組成物において使用される好ましい非フィルム形成ポリマーラテック
スは、７０℃より大きい最低成膜温度（ＭＦＦＴ）を持つポリマーラテックスであり、よ
り好ましくは９０℃より大きい最低成膜温度（ＭＦＦＴ）を持つポリマーラテックスであ
る。ＭＦＦＴが低すぎると、フィルム形成が起こってしまう。非フィルム形成ラテックス
の機能は紙表面の上に繊維構造中の穴を塞ぎ、液体の浸透を防ぐオーバーコートフィルム
を形成することではなく、処理される紙を液体浸透可能で多孔性の表面のままにし、同時
に紙の疎水性を変更する（すなわち、紙をより疎水性にする）ことである。原紙へと塗布
される表面サイジング組成物は、非フィルム形成ポリマーから作られる一般的に球状もし
くは球状のような粒子の安定な分産物である。代替的に、非フィルム形成ポリマーの粒子
は楕円もしくは棒状のような非球状の形状を持っても良いが、好ましくは、ポリマー粒子
は球状である。分産物はポリマーナノ粒子（すなわちナノメートルのサイズの粒子）の安
定な分産物の形で提供されても良い。ナノ粒子は１ｎｍから５００ｎｍの間のサイズであ
り、好ましくは１０ｎｍから３００ｎｍであり、そしてより好ましくは２０ｎｍから２０
０ｎｍである。約１０００ｎｍより大きいサイズの粒子を含有する分散物は、より不安定
になり、そのサイジング効果においてより効果が失われる。市販される例示的な非フィル
ム形成ラテックスは、ＢＡＳＦからのＢａｓｏｐｌａｓｔ２６５Ｄ、Ａｖｅｒｉｃａから
のＮｅｏＣｒｙｌ　ＸＦ－２５、ＢＡＳＦによって供給されるＪｏｎｃｒｙｌ６２、Ｊｏ
ｎｃｒｙｌ８７、Ｊｏｎｃｒｙｌ８９、Ｊｏｎｃｒｙｌ９０、Ｊｏｎｃｒｙｌ１３４、Ｊ
ｏｎｃｒｙｌ５３０およびＪｏｎｃｒｙｌ６１８、Ｊｏｎｃｒｙｌ　ＳＣＸ８０８２、Ａ
ｖｅｃｉａ　Ｒｅｓｉｎｓによって供給される「Ｎｅｏｃｒｙｌ（登録商標）ＸＫ５２」
、Ｒｈｏｄｉａ　Ｃｈｉｍｉｅによって供給される「Ｒｈｏｄｏｐａｓ（登録商標）５０
５１」を含む。
【００１０】
　表面サイジングの後、非フィルム形成ラテックスは紙の繊維構造中に形成される多孔性
チャネルに埋め込まれる小粒子の形状で存在する。原紙に塗布される非フィルム形成ラテ
ックスの量は、乾燥繊維の質量に基づいて、乾燥重量の測定で０．５から１％の範囲であ
って良い。この量は、例えばスチレン無水マレイン酸共重合体（ＳＭＡ）、スチレンアク
リルエマルジョン（ＳＡＥ）、ポリウレタン分散液（ＰＵＤ）、エチレンアクリル酸共重
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合体（ＥＡＡ）のような従来型の表面サイジング方法において通常用いられる合成フィル
ム形成サイジング剤の量（通常、乾燥繊維の質量に基づいて０．０５％から０．１５％の
範囲）よりも有意に大きい。従来型の表面サイジング方法において使用される合成フィル
ム形成剤は、通常スターチと共に塗布され、それによって合成フィルム形成剤は紙ウェブ
のバルクへとほとんど浸透しないか、またはスターチと共に紙表面に沈着する。
【００１１】
　新規の表面サイジング組成物において使用される非フィルム形成ポリマーは、例えば、
フリーラジカルポリマー、重縮合物、天然起源のポリマー、異なる鎖単位のコポリマー、
またはそれらの混合物を含んで良い。後述のように、それらのホモポリマーおよび／もし
くはコポリマーのガラス転移温度（Ｔｇ）は、最低成膜温度（ＭＦＦＴ）が７０℃以上で
ある限り、変化し得る。ＭＦＦＴはポリマーのガラス転移温度に反映されるようにポリマ
ーの分子構造およびポリマーの分子量によって決定されるのでなく、ポリマーの形態およ
び例えば重合化において用いられる乳化剤の濃度のような重合化において用いられる加工
条件によっても決定されるような物理的性質である。
【００１２】
　一実施態様において、非フィルム形成ポリマーラテックスは、エチレン、シクロエチレ
ンおよびナフチルエチレンのホモポリマーまたはコポリマー、プロピレン、ヘキサフルオ
ロプロピレンのような置換プロピレン、ポリカーボナート、ポリウレタン、ポリエステル
、ポリアミドのホモポリマーまたはコポリマー、ならびにそれらの混合物のようなフリー
ラジカル重合化および縮合重合化によって作製される物質を含む。好ましい実施態様にお
いて、非フィルム形成ラテックスはフリーラジカルエマルション重合化により作製される
。例は、メチルアクリラート、エチルアクリラート、ブチルアクリラート、２－エチルヘ
キシルアクリラート、デシルアクリラート、メチルメタクリラート、ブチルメタクリラー
ト、ラウリル（メタ）アクリラート、イソボルニル（メタ）アクリラート、イソデシル（
メタ）アクリラート、オレイル（メタ）アクリラート、パルミチル（メタ）アクリラート
、ステアリル（メタ）アクリラート、ヒドロキシエチル（メタ）アクリラートおよびヒド
ロキシプロピル（メタ）アクリラートを含むアクリルエステルモノマー；アクリルアミド
もしくは置換アクリルアミド；スチレンもしくは置換スチレン；ブタジエン；エチレン；
ビニルアセタートもしくは他のエステル；塩化ビニル、塩化ビニリデン、Ｎ－ビニルピロ
リドンのようなビニルモノマー；Ｎ，Ｎ’－ジメチルアミノ（メタ）アクリラートのよう
なアミノモノマー；アクリルニトリルもしくはメタクリルニトリルより作製されるラテッ
クスを含む。これらのモノマーは単相形態でポリマーラテックス粒子へと重合化出来る。
代替的に、非フィルム形成ラテックスは、コア／ロブ粒子、コア／シェル粒子、コア／シ
ース粒子、複数のコアのコア／シェル粒子、粒子の相互貫入ネットワーク、それぞれの相
は分かれているが結合しているロブを持つ双極子形態を持つ粒子、他のポリマー相の表面
上の多相を持つ粒子のような、多相の形態を持つ。
【００１３】
　一実施態様において、非フィルム形成の、コア／シェル構造を持つ多相ラテックスが使
用される。ラテックス粒子のコア構造が非フィルム形成のポリマーより作製され、単独で
ホモ重合化されるとき、９０℃より大きいＭＦＦＴを持ち、外部部分中のシェルがフィル
ム形成ポリマーより作製され、単独でホモ重合化されるとき、４０℃より低いＭＦＦＴを
持つ。しかしながら、粒子中のフィルム形成ポリマー顔料は約５容量％もしくはそれより
少ない。このタイプの粒子構造は、硬質な非フィルム形成コアが、ポリマーラテックスエ
マルションの脱水の際の毛細管力における粒子の変形および癒着に耐性でありかつ非フィ
ルム形成状態を保ち、その一方でより柔らかい低いＭＦＦＴを持つ外部シェルが粒子が印
刷中のすべての粉塵問題を避けるための粒子への接着力を提供するため、特に有用である
。非フィルム形成ポリマーはまた、中空のポリマー粒子もしくはポリマーカプセル化した
粒子の形状を取ってもよい。
【００１４】
　非フィルム形成ポリマーラテックスの粒子の表面電荷については特に限定はない。それ
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はカチオン性、アニオン性、もしくは電気的に中性であってよい。一実施態様において、
カチオン性に荷電される粒子による非フィルム形成ラテックスは、セルロース繊維と顔料
化インク着色剤の両方は通常アニオン性に荷電されているので浸透性であり、カチオン性
に荷電された粒子は、繊維と着色剤の両方への結合を向上させるのを助け、そして、カチ
オン性に荷電された粒子はまた、金属塩とより適合性である。一実施態様において、その
ようなカチオン性に荷電された非フィルム形成ラテックスの、Ｍａｌｖｅｒｎ　Ｚｅｔａ
ｍａｓｔｅｒによって測定される、ゼータ電位は、３から６のｐＨ範囲において、１０か
ら１００ｍＶの範囲であり、より好ましくは２０から６０ｍＶである。
【００１５】
　非フィルム形成ラテックスのポリマー粒子は繊維の疎水度の程度を変化させる事によっ
て紙表面を改質する一方で、非フィルム形成多孔性構造を通じて印刷中に水性のインクジ
ェットインクと共に導入される大量の水に一部の繊維表面が浸る事が出来る状態を保たせ
、これによってインク乾燥時間を最高にする。しかしながら、従来型の表面サイジングに
おいて使用されるフィルム形成ラテックスによってもたらされるような液体バリア効果を
、非フィルム形成ポリマーラテックスはもたらさない。液体バリアがないと、インク浸透
が起こり、より少ないインクが印刷中に紙表面に残り、より低い光学濃度が生じ、結果と
して「退色」画像となる。本開示の新規の表面サイジング組成物中の金属塩の存在は、そ
のようなインク浸透の負の効果を防御する。顔料インクがインクジェット印刷に使用され
るとき、塩のカチオン性金属イオンがインク懸濁液から抜け出す事ができ、印刷される紙
の再外部層においてアニオン性に荷電された顔料粒子に電気的に結合する。
【００１６】
　表面サイジング組成物中に用いられる金属塩は、水溶性の一価のもしくは多価の金属塩
を含んで良い。金属塩は、一価の金属イオン、多価の金属イオン、それらの組み合わせお
よび誘導体を含んで良い。例は、第Ｉ族の金属、第ＩＩ族の金属および第ＩＩＩ族の金属
を含む。非限定的な例はカリウム、ナトリウム、カルシウム、マグネシウム、バリウム、
ストロンチウム、およびアルミニウムイオンのような金属カチオンを含む。金属塩はさら
に、フッ化物、塩化物、ヨウ化物、臭化物、硝酸塩、塩素酸、酢酸イオン、それらの様々
な組み合わせおよび誘導体のようなアニオンを含んでもよい。例えば硫黄とリンに基づく
アニオンなどの紙パルプと容易に相互作用し結合すると知られているアニオンは、金属塩
と使用する事は除外される。表面サイジング組成物中で使用される金属塩の量は、内部サ
イジングの度合いによって変化する。一般的に、より大きな度合いで内部サイジングされ
ている原紙は少ない量の金属塩を必要とする。一実施態様において、塗布される塩の付加
量は、乾燥重量で、３．０ｋｇ／原紙のトンから１０．０ｋｇ／原紙のトンの範囲であっ
てよい。
【００１７】
　非フィルム形成粒子のセルロース繊維との接着をさらに促進するために、任意選択でバ
インダーを表面サイジング組成物へと添加しても良いが、それは必須ではない。もし添加
されるなら、バインダーはフィルム形成を避けるためにとても控えめに使用される。弱い
フィルム形成の挙動を持つので、低分子量のポリビニルアルコール（ＰＶＡ）のようなバ
インダーが好ましい。バインダーの量が非フィルム形成ラテックスの３０重量％を超えな
い限り、サイジング組成物は良好な非フィルム形成の挙動を維持する事が見出された。
【００１８】
　原紙に関して、それはセルロース繊維より作製される原紙のストックであってよいが、
それらには限定されない。繊維のタイプは特別に限定されず、そして紙の作製のためのも
のと知られている任意の繊維を使用できる。例えば原紙は、例えば機械的、熱機械的、化
学的およびセミケミカルなパルプ化において知られるような任意の公知の好適な消化、精
製、漂白操作、ならびに他の周知のパルプ化プロセスによって提供される、紙製造の繊維
での使用のために準備される広葉樹の木、針葉樹の木、または広葉樹と針葉樹の組み合わ
せ由来のパルプ繊維から作製してもよい。用語「広葉樹パルプ」は、オーク、ブナ、カエ
デおよびユーカリのような落葉樹（被子植物）の木質物質由来の繊維性パルプを指す。用
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語「針葉樹パルプ」は、例えばテーダマツ、スラッシュマツ、コロラドトウヒ、バルサム
モミおよびダグラスモミのようなモミ、トウヒおよびマツの品種のような針葉樹（裸子植
物）の木質物質に由来する繊維性パルプを指す。特定の実施態様において、少なくとも一
部のパルプ繊維は、ケナフ、麻、ジュート、亜麻、サイザル麻もしくはアバカを含むがそ
れらには限定されない非木質の草本植物より供給される。漂白されたかもしくは非漂白の
パルプ繊維が、原紙の作製に用いられ得る。さらに、リサイクルのパルプ繊維もまた好適
である。例えば、原紙中のセルロース繊維は、約３０重量％から約１００重量％の広葉樹
繊維と、約０重量％から約７０重量％の針葉樹繊維とを含み得る。
【００１９】
　さらに、多くの充填剤を上述のパルプへと原紙の作製中に含み得る。一つの例示的な実
施態様によると、最終の紙の物理的性質を制御するためにパルプへと混合され得る充填剤
は、重質炭酸カルシウム、沈降炭酸カルシウム、二酸化チタニウム、カオリン粘土および
シリカートを含むが、それらに限定されない。充填剤の量は広く変化し得る。一実施態様
によると、充填剤は乾燥繊維の０重量％からおおよそ４０重量％の範囲の量で存在し、他
の実施態様によると、充填剤は乾燥繊維のおおよそ１０重量％からおおよそ２０重量％の
範囲の量で存在する。
【００２０】
　好ましい実施態様において、本開示による改善されたインクジェット用紙には、内部サ
イジングと表面サイジングが施される。内部サイジングは紙作成プロセスの湿潤している
最終段階において化学的サイジング剤を添加する事によって達成される。内部サイジング
剤は従来型の内部サイジング剤より選択できる。樹脂、アルキルケテンダイマー（ＡＫＤ
）およびアルケニル無水コハク酸（ＡＳＡ）は好適な内部サイジング剤の例である。米国
特許第５，８４６，６６３号に開示されるようにアルケニルケテンダイマーおよびケテン
マルチマーもまた、内部サイジングに使用できる。
【００２１】
　原紙中の内部サイジングの度合いは、理想的な印刷品質および向上した紙の物理的性質
を達成するのに重要である。紙ウェブ表面上の連続的なシールフィルムを形成する事なく
、水性インクの浸透を制御するために内部サイジングの効果は、表面サイジング組成物中
の非フィルム形成ポリマーおよび金属塩と相互作用する。一実施態様において、原紙（表
面サイジング前の）のＨｅｒｃｕｌｅｓ　Ｓｉｚｉｎｇ　Ｔｅｓｔ（ＨＳＴ）値は、１０
～１０００秒の範囲であり、好ましくは５０～８００秒の範囲であり、そしてより好まし
くは１００～３００秒の範囲である。より高いＨＳＴ数は、より高い内部サイジング（著
しいサイジング）とより良い耐水性能とを表わす。
【００２２】
　Ｈｅｒｃｕｌｅｓ　Ｓｉｚｉｎｇ　Ｔｅｓｔ（ＨＳＴ）は内部サイジングの度合いを分
析するのに従来用いられている。Ｈｅｒｃｕｌｅｓ　Ｓｉｚｉｎｇ　Ｔｅｓｔは、反対側
の表面からの染料水溶液の浸透として紙表面の反射率の変化を測定することによって、紙
において得られる水サイジングの度合いを決定する。試験期間は、例えば、８０％の反射
に対応する反射光における２０％の減少のような適切な最終地点を選択する事によって限
定される。タイマーは到達すべき試験の最終地点までの時間（秒で）を測定する。より長
い時間はサイジング性能の増加、すなわち水の浸透への耐性の増加と相関する。サイジン
グされていない紙は典型的に５秒未満であり、より軽くサイジングされた紙は１５秒未満
の時間を記録し、中程度にサイジングされた紙は約２０から約１５０秒、そして著しくサ
イジングされた紙は約１５０以上から約２０００秒またはそれ以上である。
【００２３】
　本開示の新規の表面サイジング組成物は、非フィルム形成ラテックスエマルションおよ
び金属塩を一緒に混合する事によって調製される水性の分散物である。水、色染料ならび
にｐＨ調整剤、消泡剤および潤滑剤のような他の加工助剤は必要に応じて添加し得る。ス
ターチのようなフィルム形成剤を含有する従来型の表面サイジング組成物において、少な
くとも一つの蛍光増白剤（ＯＢＡ）がしばしば、任意選択で経年時の紙の黄変を補正する
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るのは、４，４’－ジアミノスチルベン－２，２’－ジスルホン酸であり、そして特にビ
ストリアジニル誘導体（４，４’ビス（トリアジン－２－イルアミノ）スチルベン－２，
２’ジスルホン酸）である。紙において使用されるとき、ＯＢＡは典型的にはアニオンの
性状であるか、または少なくとも部分的にアニオン性である。もしそのようなＯＢＡが、
金属塩を含有する非フィルム形成サイジング組成物で使用されると、それは金属塩のカチ
オン性イオンへと電気的に引き寄せられ得る。この相互作用はＯＢＡの蛍光性と緩衝し、
しばしば蛍光性がそのように消失し、ＯＢＡはその効果を失う。このため、アニオン性に
荷電したＯＢＡを表面サイジング配合物へと直接的に添加するのは望ましくなく、ＯＢＡ
を紙製造プロセスの湿潤した最終段階において添加するか、もしくは上述のようにカプセ
ル化したＯＢＡ粒子を使用する。
【００２４】
　当分野に公知の任意の表面サイジング技術を用いて水性の表面サイジング分産物が原紙
上へと塗布され得る。非限定的な例として、表面サイジングはサイズプレス、スロットダ
イ、ブレードコーターもしくはＭｅｙｅｒ　Ｒｏｄによって達成し得る。サイズプレスは
パドルサイズプレス、フィルムサイズプレスなどを含み得る。パドルサイズプレスは水平
、垂直または傾斜ローラーを持つように構成され得る。フィルムサイズプレスは、ゲート
ロールメーターリング、ブレードメータリング、Ｍｅｙｅｒ　Ｒｏｄメータリングもしく
はスロットメータリングのようなメータリングシステムを含み得る。例として、短いドウ
ェルブレードメータリングを持つフィルムサイズプレスは、表面サイジング組成物を塗布
するための塗布ヘッドとして使用し得る。さらに、表面サイジング組成物は、紙製造機の
オフラインもしくはインラインで原紙へと塗布できる。表面サイジングの後、サイジング
された紙は続けて、例えば例えば赤外線ヒーティングもしくは温風またはそれらの組み合
わせを用いて乾燥される。当分野に公知のような他の従来型の乾燥方法および装置もまた
使用できる。
【００２５】
　原紙は、３０から３５０ｇｓｍの範囲の坪量を持ち、シートもしくはウェブの形状を取
り得る。原紙へと塗布されるサイジング組成物の量は固形物含量の乾燥重量で測定して６
～２０ｋｇ／原紙のトンであり、ここで４０重量％～６０重量％は金属塩である。表面処
理紙はインクジェット印刷への準備が出来ており、無機顔料を含むインク受容コートのよ
うな従来技術のコートを必要としない。実際、本開示のサイジング組成物は、インク受容
コートにおいて典型的に使用される無機顔料（例えば粘土、滑石、炭酸カルシウム、カオ
リン、シリカなど）を含まない。
【実施例】
【００２６】
　以下の実施例は本開示の代表的な実施態様を例示するのに役立てられるであろうが、決
して本開示の限定であるとは解釈されるべきではない。すべての「部」は、特に他が示さ
れない限りは、重量部である。
【００２７】
実施例１
　表面サイジング組成物が表１に示される配合によって調製された。
【００２８】
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【表１】

【００２９】
　配合物は実験室においてサイジング配合物のバッチサイズ１０００ｇで調製された。塩
化カルシウムは３２％の濃度の塩溶液を精製するために別の容器において予め溶解され、
そして非フィルム形成ラテックス（カチオン性アクリルポリマー分産物）と混合された。
表面サイジングは、３００秒のＨＳＴ値のコートされていない原紙の両面において、ラボ
の表面サイジング機中において達成された。表面サイジングされた紙はその後、９０℃付
近の温度の温風ドライヤーで乾燥された。
【００３０】
　実施例２
　表面サイジング組成物は表２に示される配合に従って調製された。
【００３１】

【表２】

【００３２】
　３００秒のＨＳＴ値のコートされていない原紙が表面サイジング配合物２によって、実
施例１に記載されるのと同じ表面サイジング方法を用いて処理された。
【００３３】
　表面サイジング組成物は表３に示される配合によって調製された。サイジング剤は実施
例１と同じ非フィルム形成ラテックスとフィルム形成バインダーであるポリビニルアルコ
ール（ＰＶＡ）とを含有する。
【００３４】
【表３】

【００３５】
　３００秒のＨＳＴ値のコートされていない原紙が表面サイジング配合物３によって、実
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施例１に記載されるのと同じ表面サイジング方法を用いて処理された。
【００３６】
　比較例４
　比較のために、表面サイジング組成物が表４に示される配合によって調製された。サイ
ジング剤はフィルム形成のスターチと合成ポリマーラテックスを含有する。
【００３７】
【表４】

【００３８】
　２０秒のＨＳＴ値のコートされていない原紙（弱く内部サイジングされた紙）が表面サ
イジング配合物４によって、実施例１に記載されるのと同じ表面サイジング方法を用いて
処理された。
【００３９】
　比較例５
　表面サイジングされた紙が、実施例４と同じフィルム形成のスターチと合成ポリマーラ
テックスを含有する表面サイジング配合物を用いて調製された。この例で使用される原紙
は、３００秒のＨＳＴ値を持つ「著しく」内部サイジングされた紙であった。
【００４０】
　比較例６
　表面サイジングされた紙が、実施例４と同じフィルム形成のスターチと合成ポリマーラ
テックスを含有する表面サイジング配合物であるが、塩化カルシウム塩を含まないサイジ
ング配合物を用いて調製された。この例で使用される原紙は、３００秒のＨＳＴ値を持つ
「著しく」内部サイジングされた原紙であった。
【００４１】
　例１～６で調製された表面サイジングされた紙のすべては印刷され、印刷品質が評価さ
れた。結果は表５にまとめられる。表面サイジングされた紙は、Ｈｅｗｌｅｔｔ－Ｐａｃ
ｋａｒｄ　Ｃｏ．製造のＨＰ　ＣＭ８０６０　Ｃｏｌｏｒ　ＭＦＰ　ｗｉｔｈ　Ｅｄｇｅ
ｌｉｎｅ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙを用いて印刷された。黒の光学濃度（ＫＯＤ）測定は、
塗りつぶされた領域の黒さを測定するＸ－Ｒｉｔｅ濃度計を用いて実行された。より高い
値はより暗い印刷効果を示す。それぞれの印刷された画像の色域が記録された。色域測定
は、原色（シアン、マゼンタ、および黄色）ならびに二次色（赤、緑および青）、加えて
白（画像のないシート）および黒色のスクエア上で実行された。Ｌ＊ａ＊ｂ＊値は測定よ
り得られ、そして８点の色域を計算するのに用いられ、ここでより高い色域の値は印刷が
より豊かな色、またはより飽和した色を示すことを指す。しみ出しは上述のＫＯＤ測定に
用いられたのと同じ試験方法とツールを用いて測定されたが、しみ出しの測定は印刷領域
の裏面において実施された。しみ出しのＯＤ測定は、紙のベースラインのＯＤ（印刷され
ない領域で測定されたときの紙のＯＤ）と相関した。印刷されない面で測定されるＯＤが
より低いと、より良いしみ出しの挙動となる。黒－黄色間の滲みにおけるエッジシャープ
ネスは、ＱＥＡ　Ｐｅｒｓｏｎａｌ　Ｉｍａｇｅ　Ａｎａｌｙｓｉｓ　Ｓｙｓｔｅｍ（Ｑ
ｕａｌｉｔｙ　Ｅｎｇｉｎｅｅｒｉｎｇ　Ａｓｓｏｃｉａｔｅｓ、Ｂｕｒｌｉｎｇｔｏｎ
、ＭＡ）によって測定された。より小さい値は、より良い印刷画像のエッジ品質を指す。
【００４２】



(12) JP 5665867 B2 2015.2.4

10

20

【表５】

【００４３】
　表５のデータは、実施例１、２、３において調製された表面サイジングされた紙（非フ
ィルム形成サイジング組成物によって処理された紙）が、例５において調製される表面サ
イジングされた紙（フィルム形成サイジング組成物によって処理された紙）おより例６に
おいて調製される紙（塩を含まない紙）と比較して、最も高い黒のＯＤ、最も高い色域、
そしてもっとも低いしみ出しＯＤおよび印刷してない面のインクにじみという最良の印刷
品質をもたらすことを示す。フィルム形成サイジング配合物において、にじみは問題とな
らない（例４）が、にじみの問題は、高いＨＳＴの原紙上の同じサイジング剤において観
察された（例５）。
【００４４】
　いくつかの実施態様が詳細に記載されるが、開示された実施態様を改良し得るというこ
とは当業者にとっては明らかであろう。それゆえ、上述の記載は限定ではなく例示である
と考慮されるべきである。
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