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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　３層以上の多層抄きの基紙の片面側に顔料を主体として含有するインク受容層を設け、
前記基紙の反対面側にはインク受容層を設けずに基紙を剥き出しの状態とし、かつ、前記
基紙全体の古紙パルプの配合割合が４０質量％以上である多層抄きインクジェット用はが
き用紙において、
　前記基紙の層のうち、前記インク受容層と接する層を表面層、反対側の層を裏面層、該
表面層と該裏面層との中間に位置する層を中間層とそれぞれ表記したとき、
（１）前記中間層が１層以上で形成され、
（２）前記中間層の古紙パルプの配合割合が８０質量％以上であり、
（３）前記裏面層の古紙パルプの配合割合が２０質量％未満であり、
（４）前記基紙若しくは前記インク受容層のいずれか一方又は両方に、有機酸又は該有機
酸のマグネシウム塩のうち少なくとも１種以上を含有し、
（５）前記有機酸は、（ａ）マロン酸、（ｂ）リンゴ酸、（ｃ）酒石酸、（ｄ）タルトロ
ン酸、の（ａ）～（ｄ）のうち少なくとも１種以上であり、
（６）前記インク受容層が１層だけである、
　ことを特徴とする多層抄きインクジェット用はがき用紙。
【請求項２】
　前記有機酸及び該有機酸のマグネシウム塩の合計含有量が、はがき用紙全体のうち１０
～１０００ｐｐｍであることを特徴とする請求項１に記載の多層抄きインクジェット用は



(2) JP 5503378 B2 2014.5.28

10

20

30

40

50

がき用紙。
【請求項３】
　前記表面層、前記裏面層及び前記中間層が、いずれも古紙パルプを含有し、かつ、前記
基紙全体の古紙パルプの配合割合が、５５質量％以上であることを特徴とする請求項１又
は２に記載の多層抄きインクジェット用はがき用紙。
【請求項４】
　前記基紙若しくは前記インク受容層のいずれか一方又は両方が、更に無機酸のマグネシ
ウム塩若しくは強酸と弱塩基とからなる塩のいずれか一方又は両方を含有することを特徴
とする請求項１～３のいずれか一つに記載の多層抄きインクジェット用はがき用紙。
【請求項５】
　前記インク受容層が、有機酸又は該有機酸のマグネシウム塩のうち少なくとも１種以上
を含有することを特徴とする請求項１～４のいずれか一つに記載の多層抄きインクジェッ
ト用はがき用紙。
【請求項６】
　３層以上の多層抄きの基紙の片面側に顔料を主体として含有するインク受容層を設け、
前記基紙の反対面側にはインク受容層を設けずに基紙を剥き出しの状態とし、かつ、前記
基紙全体の古紙パルプの配合割合が４０質量％以上である多層抄きインクジェット用はが
き用紙の製造方法において、
　前記基紙の層のうち、前記インク受容層と接する層を表面層、反対側の層を裏面層、該
表面層と該裏面層との中間に位置する層を中間層とそれぞれ表記したとき、
　前記中間層を１層以上で形成し、かつ、前記中間層の古紙パルプの配合割合を８０質量
％以上とし、かつ、前記裏面層の古紙パルプの配合割合を２０質量％未満として前記基紙
を抄造する基紙作製工程と、
（１）有機酸又は該有機酸のマグネシウム塩のうち少なくとも１種以上を添加したサイズ
液を塗布する工程、
（２）有機酸又は該有機酸のマグネシウム塩のうち少なくとも１種以上の水溶液を前記基
紙のいずれかの層間に噴霧する工程、
（３）有機酸又は該有機酸のマグネシウム塩のうち少なくとも１種以上を添加したインク
受容層を形成するための塗工液を用いて前記インク受容層を形成する工程、
　の（１）～（３）のうち少なくともいずれか一つの工程と、を有し、
　前記有機酸は、（ａ）マロン酸、（ｂ）リンゴ酸、（ｃ）酒石酸、（ｄ）タルトロン酸
、の（ａ）～（ｄ）のうち少なくとも１種以上であり、
　前記インク受容層が１層だけであることを特徴とする多層抄きインクジェット用はがき
用紙の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、古紙パルプを配合した多層抄きインクジェット用はがき用紙に関するもので
あり、宛名面の夾雑物が少なく、宛名面の水性ペンでの筆記性に優れ、古紙パルプの配合
割合を高くしても蛍光によるバーコード読み取りの問題を生じさせず、更には油性インキ
による変色が少なく、印刷強度などの印刷適性が良好な多層抄きインクジェット用はがき
用紙及びその製造方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、インクジェット記録方式が一般大衆へ普及するに伴い、はがきにも採用されるよ
うになってきており、インクジェット記録用のはがきに関する技術が提案されている（例
えば、特許文献１又は２を参照。）。
【０００３】
　はがきには、通常、郵便番号枠、切手貼り付け枠などが宛名面側に印刷されるが、近年
、印刷速度の高速化に伴い、宛名面の表面強度をはじめとする印刷適性への要求が大きく
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なっている。
【０００４】
　また、近年、紙製品での環境配慮としてのリサイクル、すなわち、古紙パルプを多く配
合することが重要であり、ユーザーからの要求も大きくなっている。
【０００５】
　古紙パルプを配合したインクジェット用紙に関する技術が開示されている（例えば、特
許文献３を参照。）。
【０００６】
　さらに、多層抄きインクジェット用紙とした技術も開示されている（例えば、特許文献
４，５、６又７を参照。）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００７】
【特許文献１】特開平１０－２９７１４８号公報
【特許文献２】特開２００５－６７１６６号公報
【特許文献３】特開平１０－２７８４１６号公報
【特許文献４】特開２００２－１２７５９２号公報
【特許文献５】特開２００３－２９１５１５号公報
【特許文献６】特開２００１－１８７４８６号公報
【特許文献７】特開２０１０－４７８９４号公報
【非特許文献】
【０００８】
【非特許文献１】「情報用紙’９５」、紙業タイムス社、１９９５年４月２０日発行、ｐ
．１７６
【非特許文献２】ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｐｏｓｔ．ｊａｐａｎｐｏｓｔ．ｊｐ／ｗｈａ
ｔｓ＿ｎｅｗ／２００８／０８２２＿０２＿ｃ０１．ｐｄｆ
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　古紙パルプの配合割合が高くしたとき、次のような弊害が発生する。
１．古紙パルプに含まれる残留インキ又は除去しきれないゴミなどの影響によって夾雑物
が増加すること。
２．リサイクルが進むと繊維の角質化、短繊維化などの影響によって各種強度（例えば、
紙力、内部結合強度、引張強度、引裂強度、破裂強度）が低下すること。
３．前記２を解消するために、過度な紙力増強剤の使用、過度なパルプの叩解が必要とな
るが、結果としてインクジェット印字適性が低下すること。
４．古紙処理工程で使用する脱墨剤などの界面活性剤が残留するため、基紙が剥き出しで
ある宛名面に印字したときにはフェザリングが発生すること（フェザリングとは、非特許
文献１に記載のとおり、いわゆるインク受容層を特別に設けない紙基材表面での滲みを表
現するものである。）。
５．はがきは、その宛名面に自動区分機を通るときに無色透明の蛍光染料インク（不可視
インク）によってバーコードを印字するが（郵便番号と宛名住所とを同時に読み取り、そ
の読み取った住所情報をバーコード化してはがきに印字する。）、市場にある古紙の大半
が蛍光染料を使用したものであるため、当然これを使用すると蛍光強度の高いはがき用紙
となるので、このバーコードを読み取ることができず、後に自動区分する（はがきを配達
順に並べ替える（道順組立））ときに支障をきたすこと（非特許文献２を参照。）。
６．郵便番号枠、切手貼り付け枠などを宛名面に油性インキを使用して印刷機で印刷した
場合において、複数枚を積み重ねて保管することがある。この時、通信面のうち宛名面の
印刷部と接した箇所が変色すること。
【００１０】
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　古紙パルプを用いた基紙の夾雑物を少なくする対策として、通信面にインク受容層を設
ける方法がある。しかし、宛名面については、古紙パルプ中の夾雑物の影響がそのまま出
てしまう。古紙パルプ中の夾雑物を減少させる対策としては、古紙処理工程を設ける方法
がある。しかし、古紙処理工程の除塵強化がなされ、また脱墨薬品及び漂白薬品の増加を
伴うこととなるので、古紙パルプ繊維を傷め、劣化させてしまう。痛んだ古紙パルプは、
リサイクルに不適となる。特に脱墨剤の増加は、水性ペンの滲み、フェザリングなどのイ
ンクジェット適性に悪影響を与える。
【００１１】
　印刷強度を上げる対策として、表面強度を高くする方法があり、その手段として被覆性
の高いポリビニルアルコールなどの塗布が挙げられる。しかし、インクジェット用インク
の吸収が悪くなり、滲みが大きくなる。また、パルプの叩解を進め強度を向上させる方法
もあるが、基紙が緻密になるため、同様にインクジェット用インクの吸収が悪くなり、滲
みが大きくなる。
【００１２】
　また、インク受容層の塗工量が適性でないと、インクジェット印字したときの画像が損
なわれるだけでなく、高価になり、更に宛名面の印刷時にも悪影響をもたらす。
【００１３】
　油性インキとの接触による通信面の変色を少なくする対策として、古紙パルプ中の残留
灰分、特に、炭酸カルシウムなどのアルカリ性資材を残留させない方法がある。古紙パル
プ中にアルカリ性資材を残留させない方法としては、古紙処理工程での洗浄などが挙げら
れるが、残留量の減少には限界がある。近年では、塗工量が多いコート紙が多く入荷され
ているため、更に状況は悪化している。
【００１４】
　最近では、インクジェットプリンターの普及及び高解像度化に伴い、通信面側には写真
ライクな高精細な画像が望まれている。
【００１５】
　前述したように、はがきに要求される特性は多岐に渡り、従来技術では、これらの特性
を十分に満足させるまでには至っていなかった。
【００１６】
　特許文献３に記載されているパルプの種類及びその繊維長などに着目した技術では、前
記特性を十分に満足させるという課題を解決することができない。
【００１７】
　さらに、特許文献４、５又は６に記載された多層抄きインクジェット用紙は、古紙パル
プの各層への配合割合については触れておらず、この製造方法では、前記特性を十分に満
足させるという課題を解決することができない。
【００１８】
　また、特許文献７に記載された再生葉書用紙は、多層抄きで一部にインクジェット用と
しての付与についても記載されているが、油性インキによる変色に関しては触れておらず
、対応も取られていない。
【００１９】
　したがって、本発明は、このような従来の技術が解決するに至っていない問題を解決し
ようとするものであり、古紙パルプを配合した多層抄きインクジェット用はがき用紙に関
し、古紙パルプの配合割合を高くしても、宛名面は、夾雑物が少なく、かつ、インクジェ
ットプリンター印字後の滲みがなく、かつ、水性ペンでの筆記性に優れ、かつ、蛍光によ
るバーコード読み取りの問題を生じさせず、更には、郵便番号枠、切手貼り付け枠などを
油性インキで印刷した場合に、通信面のうち印刷部と接する箇所の変色が少なく、印刷強
度などの印刷適性が良好な多層抄きインクジェット用はがき用紙及びその製造方法を提供
することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００２０】
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　本発明者らは鋭意検討の結果、基紙全体での古紙パルプの配合割合を４０質量％以上と
した場合において、基紙を表面層、中間層及び裏面層からなる多層抄きとし、片面側だけ
インク受容層を設け、中間層の古紙パルプの配合割合が８０質量％以上であり、かつ、特
定の有機酸又はそのマグネシウム塩を使用することで、宛名面の夾雑物が少なく、宛名面
の水性ペンでの筆記性に優れ、古紙パルプの配合割合を高くしても蛍光によるバーコード
読み取りの問題を生じさせず、更には油性インキによる変色度合いが小さく、印刷強度な
どの印刷適性が良好なインクジェット用はがき用紙を完成するに至った。具体的には、本
発明に係る多層抄きインクジェット用はがき用紙は、３層以上の多層抄きの基紙の片面側
に顔料を主体として含有するインク受容層を設け、前記基紙の反対面側にはインク受容層
を設けずに基紙を剥き出しの状態とし、かつ、前記基紙全体の古紙パルプの配合割合が４
０質量％以上である多層抄きインクジェット用はがき用紙において、前記基紙の層のうち
、前記インク受容層と接する層を表面層、反対側の層を裏面層、該表面層と該裏面層との
中間に位置する層を中間層とそれぞれ表記したとき、（１）前記中間層が１層以上で形成
され、（２）前記中間層の古紙パルプの配合割合が８０質量％以上であり、（３）前記裏
面層の古紙パルプの配合割合が２０質量％未満であり、（４）前記基紙若しくは前記イン
ク受容層のいずれか一方又は両方に、有機酸又は該有機酸のマグネシウム塩のうち少なく
とも１種以上を含有し、（５）前記有機酸は、（ａ）マロン酸、（ｂ）リンゴ酸、（ｃ）
酒石酸、（ｄ）タルトロン酸、の（ａ）～（ｄ）のうち少なくとも１種以上であり、（６
）前記インク受容層が１層だけである、ことを特徴とする。
【００２２】
　本発明に係る多層抄きインクジェット用はがき用紙では、前記有機酸及び該有機酸のマ
グネシウム塩の合計含有量が、はがき用紙全体のうち１０～１０００ｐｐｍであることが
好ましい。油性インキによる変色を抑制する効果と印刷強度及び印刷作業性とをバランス
よく両立することができる。
【００２３】
　本発明に係る多層抄きインクジェット用はがき用紙では、前記表面層、前記裏面層及び
前記中間層が、いずれも古紙パルプを含有し、かつ、前記基紙全体の古紙パルプの配合割
合が、５５質量％以上であることが好ましい。古紙を再利用し、リサイクル率を高め、環
境に配慮するという本発明の目的の達成度をより高めることができ、更に、全層に古紙パ
ルプを配合して古紙パルプの配合割合を高くしても、裏面層を宛名面としたとき、宛名面
における蛍光によるバーコード読み取り不良がなく、良好な印刷適性を付与することがで
きる。
【００２４】
　本発明に係る多層抄きインクジェット用はがき用紙では、前記基紙若しくは前記インク
受容層のいずれか一方又は両方が、更に無機酸のマグネシウム塩若しくは強酸と弱塩基と
からなる塩のいずれか一方又は両方を含有することが好ましい。基紙の紙面ｐＨが酸性側
安定となるため、油性インキによる変色を抑制する効果をより高めることができる。
【００２５】
　本発明に係る多層抄きインクジェット用はがき用紙では、前記インク受容層が、有機酸
又は該有機酸のマグネシウム塩のうち少なくとも１種以上を含有することが好ましい。油
性インキによる変色を抑制する効果をより高めることができる。
【００２６】
　本発明に係る多層抄きインクジェット用はがき用紙の製造方法は、３層以上の多層抄き
の基紙の片面側に顔料を主体として含有するインク受容層を設け、前記基紙の反対面側に
はインク受容層を設けずに基紙を剥き出しの状態とし、かつ、前記基紙全体の古紙パルプ
の配合割合が４０質量％以上である多層抄きインクジェット用はがき用紙の製造方法にお
いて、前記基紙の層のうち、前記インク受容層と接する層を表面層、反対側の層を裏面層
、該表面層と該裏面層との中間に位置する層を中間層とそれぞれ表記したとき、前記中間
層を１層以上で形成し、かつ、前記中間層の古紙パルプの配合割合を８０質量％以上とし
、かつ、前記裏面層の古紙パルプの配合割合を２０質量％未満として前記基紙を抄造する
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基紙作製工程と、（１）有機酸又は該有機酸のマグネシウム塩のうち少なくとも１種以上
を添加したサイズ液を塗布する工程、（２）有機酸又は該有機酸のマグネシウム塩のうち
少なくとも１種以上の水溶液を前記基紙のいずれかの層間に噴霧する工程、（３）有機酸
又は該有機酸のマグネシウム塩のうち少なくとも１種以上を添加したインク受容層を形成
するための塗工液を用いて前記インク受容層を形成する工程、の（１）～（３）のうち少
なくともいずれか一つの工程と、を有し、前記有機酸は、（ａ）マロン酸、（ｂ）リンゴ
酸、（ｃ）酒石酸、（ｄ）タルトロン酸、の（ａ）～（ｄ）のうち少なくとも１種以上で
あり、前記インク受容層が１層だけであることを特徴とする。
【発明の効果】
【００２７】
　本発明は、前記の構成によって、古紙パルプを配合した多層抄きインクジェット用はが
き用紙に関し、古紙パルプの配合割合を４０質量％以上にした場合においても、宛名面は
、夾雑物が少なく、かつ、インクジェットプリンター印字後の滲みがなく、かつ、水性ペ
ンでの筆記性に優れ、かつ、蛍光によるバーコード読み取りの問題を生じさせず、更には
、郵便番号枠、切手貼り付け枠などを油性インキで印刷した場合に、通信面のうち印刷部
と接する箇所の変色が少なく、印刷強度などの印刷適性が良好な多層抄きインクジェット
用はがき用紙及びその製造方法を提供することができる。
【発明を実施するための形態】
【００２８】
　次に、本発明について実施形態を示して詳細に説明するが、本発明はこれらの記載に限
定して解釈されない。本発明の効果を奏する限り、実施形態は種々の変形をしてもよい。
【００２９】
　本実施形態に係る多層抄きインクジェット用はがき用紙は、３層以上の多層抄きの基紙
の片面側に顔料を主体として含有するインク受容層を設け、前記基紙の反対面側にはイン
ク受容層を設けずに基紙を剥き出しの状態とし、かつ、前記基紙全体の古紙パルプの配合
割合が４０質量％以上である多層抄きインクジェット用はがき用紙において、前記基紙の
層のうち、前記インク受容層と接する層を表面層、反対側の層を裏面層、該表面層と該裏
面層との中間に位置する層を中間層とそれぞれ表記したとき、（１）前記中間層が１層以
上で形成され、（２）前記中間層の古紙パルプの配合割合が８０質量％以上であり、（３
）前記裏面層の古紙パルプの配合割合が２０質量％未満であり、（４）前記基紙若しくは
前記インク受容層のいずれか一方又は両方に、有機酸又は該有機酸のマグネシウム塩のう
ち少なくとも１種以上を含有し、（５）前記有機酸は、（ａ）マロン酸、（ｂ）リンゴ酸
、（ｃ）酒石酸、（ｄ）タルトロン酸、の（ａ）～（ｄ）のうち少なくとも１種以上であ
り、（６）前記インク受容層が１層だけである。なお、本実施形態に係る多層抄きインク
ジェット用はがき用紙では、インク受容層が設けられた表面層側を通信面とし、裏面層側
を宛名面とする。
【００３０】
　基紙全体の古紙パルプの配合割合は、４０質量％以上である。より好ましくは、５５質
量％以上である。基紙全体の古紙パルプの配合割合が４０質量％未満であると、古紙を再
利用し、リサイクル率を高め、環境に配慮するという本発明の目的を達成しにくくなる。
基紙全体の古紙パルプの配合割合は、高いほうが環境配慮とすることができる。しかし、
夾雑物が少なく、インクジェット印字後の滲みがなく、宛名面における毛筆、水性ペンな
どでの筆記性に優れ、古紙パルプを含ませたときに増加する蛍光によるバーコード読み取
りの不良が無く、油性インキによる変色が少なく、印刷強度などの印刷適性が良好な印刷
適性を付与するためには、後述するとおり、基紙全体の古紙パルプの配合割合は、上限値
を８０質量％とすることが好ましい。
【００３１】
　表面層、中間層及び裏面層に均一に古紙パルプを配合した場合又は単層抄きの場合には
、夾雑物は古紙パルプの配合割合に相関して多くなってしまう。さらに、表面層及び裏面
層への古紙パルプの配合割合が高くなれば、更に夾雑物は増加する。夾雑物が増加すると
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見た目が悪くなるだけでなく、宛名面では、郵便番号が自動区分機で読み取れなくなる。
さらには、住所が読み取り難くなるなどの弊害が発生する。そこで、中間層の古紙パルプ
の配合割合を８０質量％以上とする。より好ましくは、１００質量％とする。さらに、中
間層の古紙パルプの配合割合を表面層又は裏面層よりも高めることが好ましい。基紙全体
の古紙パルプの配合割合を高くする場合には、褪色の弊害を少なくする観点からも、中間
層により多くの古紙パルプを配合することが好ましい。中間層は１層以上で形成される。
ここで、中間層の古紙パルプの配合割合は、例えば、中間層を３層形成した場合には、該
３層の全体に対する古紙パルプの配合割合である。中間層を２層以上形成した場合には、
中間層全体の古紙パルプの配合割合が８０質量％であれば、いずれの中間層に古紙パルプ
を配合するかは本実施形態では特に限定されない。例えば、中間層のうち、裏面層と接す
る中間層には古紙パルプを配合せず、裏面層と接しない中間層だけに古紙パルプを配合し
てもよいし、中間層の全層に古紙パルプを配合してもよい。古紙パルプを含ませたときに
増加する蛍光によるバーコード読み取りの不良の問題を生じさせないためには、より内側
である中間層に古紙パルプを使用することが好ましい。
【００３２】
　なお、古紙パルプの配合割合は、数１によって算出する。
（数１）古紙パルプの配合割合（％）＝古紙パルプ配合量÷（バージンパルプ配合量＋古
紙パルプ配合量）×１００
【００３３】
　また、生産時には自己回流損紙が発生するが、この自己回流損紙を使用しても支障は無
い。ただし、自己回流損紙は、古紙パルプ配合量に含めないにもかかわらず古紙パルプを
実質含むため、基紙の表裏に出ないように中間層で使用することが好ましい。さらには、
オンマシンでインク受容層を塗工する場合は、インク受容層塗工済みの自己回流損紙を使
用するので、プレスパート及びドライヤー汚れを軽減するために中間層で使用することが
より好ましくなる。以上のことから単層抄きの場合は、夾雑物の面だけでなく抄紙機上の
工程汚れの面でも不利となる。
【００３４】
　表面層、中間層及び裏面層に均一に古紙パルプを配合した場合又は単層抄きの場合には
、印刷強度は古紙パルプの配合割合に相関して低下してしまう。さらに、裏面層への古紙
パルプの配合割合が高くなれば、印刷強度は更に低下する。印刷強度が低下すると、紙剥
け、ピッキングなどの品質上の問題だけでなく、ブランケットへのパイリングなども発生
し印刷作業性に支障をきたす。
【００３５】
　中間層だけに古紙パルプを配合することによって、所望の、基紙全体に対する古紙パル
プの配合割合を達成することができる場合には、表面層及び裏面層には、古紙パルプを配
合せずともよい。
【００３６】
　基紙全体に対する古紙パルプの配合割合を更に高くしたい場合、すなわち、中間層だけ
に古紙パルプを配合しただけでは所望の配合割合に到達しない場合には、表面層にも古紙
パルプを配合することができる。例えば、基紙全体に対する古紙パルプの配合割合を４５
質量％以上にしたい場合である。その場合、中間層で配合しきれない古紙パルプを表面層
へ配合する。表面層への古紙パルプの配合割合は、１００質量部まで配合してもよいが、
中間層の古紙パルプの配合割合が表面層の古紙パルプの配合割合より高くなる方針で配合
を決める。
【００３７】
　基紙全体に対する古紙パルプの配合割合を更に高くしたい場合、すなわち、中間層及び
表面層に古紙パルプを配合しただけでは所望の配合割合に到達しない場合は、更に裏面層
にも古紙パルプを配合することができる。例えば、基紙全体に対する古紙パルプの配合割
合を５５質量％以上にしたい場合である。その場合、裏面層への古紙パルプの配合割合は
２０質量％未満とする。より好ましくは１５質量％未満となるように古紙パルプを配合す
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る。ここで、裏面層への古紙パルプの配合割合が２０質量％未満とすることの他に、中間
層、表面層の順に古紙パルプの配合割合を高くする方針で配合割合を決定する。裏面層の
古紙パルプの配合割合が２０質量％以上では、夾雑物が多く見た目が悪くなるだけでなく
、宛名面として使用される場合、郵便番号が自動区分機で読み取れなくなる、お年玉付き
年賀はがきの抽選番号などが読み取れなくなる、住所が読み取り難くなるなどの弊害が発
生する。また、古紙パルプに残留する脱墨剤の影響によって、基紙表面へのサイズ性付与
が困難となり、水性ペンでの筆記性の低下、インクジェット印字時のフェザリング発生な
どの弊害が発生する。また、褪色の弊害が出やすい。
【００３８】
　なお、前記説明においては、中間層に古紙パルプを多く含ませることで、表面層及び裏
面層に含ませる古紙パルプを少なくする形態を示したが、表面層及び裏面層に悪影響が出
ない範囲で、古紙パルプを配合し、その残りを中間層に配合してもよい。実操業では自己
回流損紙の使用、各層のバランスを考慮すると、中間層だけに古紙パルプを配合する場合
の好適な基紙全体の古紙パルプの配合割合は、２０～３５質量％となる。この場合、本発
明の目的としている基紙全体の古紙パルプの配合割合を４０質量％以上とすることは達成
することができない。中間層及び表面層、又は中間層及び裏面層に古紙パルプを配合する
場合の好適な基紙全体の古紙パルプの配合割合は３０～６５質量％となる。この場合、本
発明の目的としている基紙全体の古紙パルプの配合割合を４０質量％以上とすることは一
部達成することができる。表面層、中間層及び裏面層のすべての層に古紙パルプを配合す
る場合の好適な基紙全体の古紙パルプの配合割合は５５～８０質量％となる。この場合、
本発明の目的としている基紙全体の古紙パルプの配合割合を４０質量％以上とすることが
達成できる。本実施形態に係る多層抄きインクジェット用はがき用紙では、表面層、裏面
層及び中間層が、いずれも古紙パルプを含有し、かつ、前記基紙全体の古紙パルプの配合
割合が、５５質量％以上であることが好ましい。古紙を再利用し、リサイクル率を高め、
環境に配慮するという本発明の目的の達成度をより高めることができる。また、基紙全体
の古紙パルプの配合割合よりも中間層の古紙パルプの配合割合を高くすることが好ましい
。
【００３９】
　本実施形態に係る多層抄きインクジェット用はがき用紙は、基紙若しくはインク受容層
のいずれか一方又は両方に、有機酸又は該有機酸のマグネシウム塩のうち少なくとも１種
以上を含有する。油性インキが接することによって通信面が変色する機構は、解明できて
いないが、おそらくは、油性インキには酸化防止剤としてＢＨＴ（ブチルヒドロキシトル
エン）又はその２量体、ヒドロキノン、メチル化ヒドロキノンなどを使用しているため、
これらの酸化防止剤が通信面のインク受容層に含有されている資材と何らかの反応、吸着
などをすることによって変色するものと推測する。有機酸又は該有機酸のマグネシウム塩
を含有させることによって、変色を防止できる機構は不明だが、おそらくは、有機酸又は
該有機酸のマグネシウム塩が、変色の原因となる成分に配位して、キレート的に作用し、
酸化防止剤とインク受容層の資材とが反応、吸着などをするのを防止すると推測される。
例えば、有機酸又は該有機酸のマグネシウム塩を基紙のインク受容層又は表面層に含有さ
せる場合には、積み重ね保管時に油性インキの変色の原因となる成分が揮発して、インク
受容層又は表面層に浸透したときに、当該成分を取り込んで低活性とし、変色を防止でき
ると推測される。また、基紙の裏面層に含有させる場合には、印刷された油性インキの変
色の原因となる成分を取り込んで低活性として、放出を防止し、又は放出しても、接触す
る通信面の変色を防止することができると推測される。
【００４０】
　また、ＢＨＴは、昇華しやすく環境中の窒素酸化物（ＮＯｘ）などの作用によっていく
つかの誘導体が生成される。この誘導体の一部には、酸性環境下では無色であるが、アル
カリ性環境下では黄色となるものがあるため、紙面ｐＨは酸性であることが好ましい。有
機酸及びそのマグネシウム塩を含有することによって、紙面ｐＨは酸性となるため、中間
層だけでなく表面層及び裏面層にも古紙の配合割合を高くすることができる。
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【００４１】
　本実施形態に係る多層抄きインクジェット用はがき用紙では、有機酸及び該有機酸のマ
グネシウム塩の合計含有量が、はがき用紙全体のうち１０～１０００ｐｐｍ（０．００１
～０．１００質量％）であることが好ましい。より好ましくは、２０～７００ｐｐｍであ
り、特に好ましくは、５０～５５０ｐｐｍである。１０ｐｐｍ未満では、油性インキとの
接触による通信面の変色を抑制する効果が劣る場合がある。１０００ｐｐｍを超えると、
基紙の表面又は塗工層の強度が弱くなり、粉落ちなどの弊害が発生する場合がある。
【００４２】
　前記有機酸は、ジカルボン酸若しくはヒドロキシカルボン酸のいずれか一方又は両方で
ある。ジカルボン酸及びヒドロキシカルボン酸には分子量の大きいものがあるが、水への
溶解性、酸解離定数の観点から、乳酸、ヒドロキシプロピオン酸、マロン酸、リンゴ酸、
クエン酸、酒石酸、タルトロン酸、マレイン酸、フマル酸などが効果的である。この中で
、有機酸は、前記ジカルボン酸として（１）マロン酸、前記ヒドロキシカルボン酸として
（２）リンゴ酸、（３）クエン酸、（４）酒石酸、（５）タルトロン酸、の（１）～（５
）のうち少なくとも１種以上であることがより好ましい。油性インキによる変色を抑制す
る効果を更に高めることができる。
【００４３】
　本実施形態に係る多層抄きインクジェット用はがき用紙では、基紙若しくはインク受容
層のいずれか一方又は両方が、更に無機酸のマグネシウム塩若しくは強酸と弱塩基とから
なる塩のいずれか一方又は両方を含有が好ましい。無機酸のマグネシウム塩を別途補助的
に加えることで変色抑制効果を更に高めることができる。さらに、強酸と弱塩基とからな
る塩を別途補助的に加えることで、酸性側安定となるため、変色抑制効果が更に高まる。
紙面ｐＨを酸性側に、更に安定とさせることができる点で、無機酸のマグネシウム塩及び
強酸と弱塩基とからなる塩を併用することが特に好ましい。なお、無機酸のマグネシウム
塩を補助的に添加する場合には、有機酸又は該有機酸のマグネシウム塩１００質量部に対
して、２０～３００質量部とすることが好ましい。より好ましくは、５０～２００質量部
である。また、強酸と弱塩基とからなる塩を補助的に添加する場合には、有機酸又は該有
機酸のマグネシウム塩１００質量部に対して、２０～３００質量部とすることが好ましい
。より好ましくは、５０～２００質量部である。無機酸のマグネシウム塩及び強酸と弱塩
基とからなる塩を併用して添加する場合には、有機酸又は該有機酸のマグネシウム塩１０
０質量部に対して、合計質量で、２０～３００質量部とすることが好ましい。より好まし
くは、５０～２００質量部である。無機酸のマグネシウム塩は、例えば、塩化マグネシウ
ム、硫酸マグネシウム、硝酸マグネシウムが挙げられる。この中で、塩化マグネシウムが
より好ましい。強酸と弱塩基とからなる塩は、例えば、塩化アンモニウム、硫酸アンモニ
ウムが挙げられる。この中で、塩化アンモニウムがより好ましい。
【００４４】
　本実施形態に係る多層抄きインクジェット用はがき用紙の製造方法では、基紙又はイン
ク受容層に有機酸又は該有機酸のマグネシウム塩を含有させる方法として、（１）有機酸
又は該有機酸のマグネシウム塩のうち少なくとも１種以上を添加したサイズ液を塗布する
工程、（２）有機酸又は該有機酸のマグネシウム塩のうち少なくとも１種以上の水溶液を
前記基紙のいずれかの層間に噴霧する工程、（３）有機酸又は該有機酸のマグネシウム塩
のうち少なくとも１種以上を添加したインク受容層を形成するための塗工液を用いて前記
インク受容層を形成する工程、のうち少なくともいずれか一つの工程を有する。本実施形
態に係る多層抄きインクジェット用はがき用紙の製造方法では、前記（１）の工程、（２
）の工程又は（３）の工程のうち少なくともいずれか一つの工程を有する。すなわち、（
１）の工程、（２）の工程又は（３）の工程のいずれか一つの工程だけを行う形態、（１
）の工程、（２）の工程及び（３）の工程の全ての工程を行う形態、（１）の工程及び（
２）の工程だけを行う形態、（２）の工程及び（３）の工程だけを行う形態、（１）の工
程及び（３）の工程だけを行う形態を選択することができる。この中で、少なくとも（３
）の工程を含むことが、特に好ましい。インク受容層中に有機酸又は該有機酸のマグネシ
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ウム塩のうち少なくとも１種以上を含有させることによって、変色の原因となる成分を効
率的に取り込むことができ、変色抑制効果を更に高めることができる。
【００４５】
　（２）の層間に噴霧する方法は、ワイヤーパート出口の各層が重なる箇所でスプレーを
用いて噴霧することができる。噴霧する層間には、表面層と中間層との間、中間層と裏面
層との間、更に中間層が２層以上である場合は、中間層と中間層との間があるが、この中
で、表面層と中間層との間に噴霧することが、通信面側の紙面ｐＨを下げることによって
、高い変色抑制効果が得られる点でより好ましい。有機酸又は該有機酸のマグネシウム塩
のうち少なくとも１種以上の水溶液の濃度は、０．０３～２．００質量％とすることが好
ましい。より好ましくは、０．０９～１．６０質量％である。この範囲にすることで、基
紙に含有させる有機酸又は該有機酸のマグネシウム塩のうち少なくとも１種以上の合計含
有量を所望の範囲に調整しやすくなる。
【００４６】
　基紙に用いる各層のパルプの離解フリーネスは、いずれもＣＳＦ３５０ｍｌ以上ＣＳＦ
６００ｍｌ以下とすることが好ましい。より好ましくは、ＣＳＦ４００ｍｌ以上ＣＳＦ５
７０ｍｌ以下とする。ＣＳＦ３５０ｍｌ未満では、基紙が緻密となりインクジェットプリ
ンター適性が悪化する場合がある。また、ＣＳＦ６００ｍｌを超えると、繊維間の結合が
弱くなり、紙力が低下し、印刷に耐えうることができず支障をきたす場合がある。ここで
、離解フリーネスは、基紙を各層に分離し、Ｔａｐｐｉ離解機（ＪＩＳ　Ｐ　８２２０：
１９９８に準拠）を用いて固形分濃度１質量％とし、２５分間離解調製したスラリーをカ
ナダ標準形ろ水度試験機（ＪＩＳ　Ｐ　８１２１：１９９５に準拠）で測定することによ
って得られる。
【００４７】
　本実施形態では、基紙に用いる古紙パルプは、未叩解の古紙パルプ又は未叩解の古紙パ
ルプのフリーネスを基準としてフリーネスの差異値がＣＳＦ１００ｍｌ以内に叩解した古
紙パルプであることが好ましい。叩解した古紙パルプを用いる場合には、未叩解のフリー
ネスと叩解によるフリーネスとの差異値（以下、「フリーネス差異値」と略す。）をＣＳ
Ｆ１００ｍｌ以内とすることが好ましい。より好ましくはＣＳＦ８０ｍｌ以内とする。古
紙パルプは、少なくとも１回以上離解、叩解及び乾燥を経ているため、バージンパルプよ
りも短繊維化・角質化が進んでいる。このため、過度な叩解を施した古紙パルプは、急激
に基紙を緻密にすると推測され、古紙パルプのフリーネス差異値がＣＳＦ１００ｍｌを超
えると、インクジェットの印字適性が低下するおそれがある。
【００４８】
　基紙に用いる古紙パルプは、大きく上質系、中質系に分けられるが、褪色を避けるため
に上質系古紙パルプを使用することが好ましい。上質系古紙パルプとしては、上白、罫白
、カード、模造、色上、ケント、白アート、ミルクカートンなどの古紙から調製されたパ
ルプが挙げられる。本実施形態で使用される古紙パルプは、離解及び除塵処理だけでなく
、脱墨、漂白、インク分散、洗浄などの各工程を経た後の古紙パルプを使用することが好
ましい。特に、多層抄きの場合、抄き合わせ後にプレスパートで加圧脱水するときに、微
細なインクは別の層へ移動することがある。したがって、古紙処理工程には微細インクを
除去できる洗浄装置を設置し、当該装置による洗浄工程を経ることがより好ましい。また
、残留灰分、特に、炭酸カルシウムのようなアルカリ性物質を減ずることにも繋がり、結
果として基紙の紙面ｐＨを下げることができ、油性インキによる変色を軽減することがで
きる。
【００４９】
　中質系古紙パルプの代表として、新聞、雑誌、切付、中質反古、茶模造、段ボール、台
紙・地券、ボール紙などから調製されるパルプが挙げられる。
【００５０】
　基紙に用いるパルプとしては、古紙パルプの他に、バージンパルプとして広葉樹漂白サ
ルファイトパルプ（ＬＢＳＰ）、広葉樹漂白クラフトパルプ（ＬＢＫＰ）、針葉樹漂白サ
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ルファイトパルプ（ＮＢＳＰ）、針葉樹漂白クラフトパルプ（ＮＢＫＰ）、機械パルプ（
ＧＰ、ＴＭＰ、ＢＣＴＭＰ）などを有利に用いることができる。また、必要に応じて、木
材パルプ以外に、非木材パルプ、合成パルプ、合成繊維などを適宜用いてもよい。
【００５１】
　本実施形態においては、基紙に填料を添加してもよい。具体的には、水和珪酸、ホワイ
トカーボン、タルク、カオリン、クレー、炭酸カルシウム、酸化チタン、アルミノケイ酸
塩、焼成クレー、合成樹脂填料などの公知の填料を併用することができる。この中で、紙
面ｐＨを上げないために、タルク、カオリン、チタン、焼成クレーが特に好ましい。
【００５２】
　所定のフリーネスに叩解されたパルプスラリーは、長網抄紙機、ツインワイヤー抄紙機
、円網抄紙機などの公知の抄紙機によって３層以上の多層で抄紙される。これらの抄紙機
のコンビーネーションでもかまわない。この場合、パルプスラリーには、必要に応じて分
散助剤、乾燥紙力増強剤、サイズ剤、硫酸バンド、ｐＨ調節剤、染料、有色顔料、蛍光増
白剤などの助剤を適宜添加することが可能である。ここで、硫酸バンド、希硫酸などのｐ
Ｈ調節剤を多く使用すると、基紙の紙面ｐＨが下がるため、油性インキによる変色の軽減
になり得るが、過剰に添加すると、パルプ自身が褪色（変色）して悪化するため注意が必
要である。硫酸バンドの添加率は、絶乾パルプに対して、１．０～５．０質量％の範囲と
することが好ましい。
【００５３】
　パルプの叩解方法は、本実施形態では限定されない。バージンパルプと古紙パルプとを
混合してから叩解するいわゆる混合叩解を行う方法、又はバージンパルプと古紙パルプと
を別々に叩解するいわゆる単独叩解を行ってから混合する方法のどちらでもよい。
【００５４】
　表面層、中間層及び裏面層を設けた３層以上の多層で抄紙されるが、各層の坪量は均等
である必要はなく、例えば中間層の坪量を、表面層の坪量及び裏面層の坪量よりも相対的
に大きくすることも可能である。さらに、表面層及び裏面層を各１層とし、中間層を２層
以上にすることも可能である。
【００５５】
　本実施形態に係る多層抄きインクジェット用はがき用紙の製造方法では、中間層を１層
以上で形成し、かつ、中間層の古紙パルプの配合割合を８０質量％以上とし、かつ、裏面
層の古紙パルプの配合割合を２０質量％未満として基紙を抄造する基紙作製工程を有する
。さらに、該基紙作製工程は、表面層、裏面層及び前記中間層のすべての層に古紙パルプ
を配合して各々抄紙する工程を含み、かつ、前記基紙全体の古紙パルプの配合割合を５５
質量％以上とすることが好ましい。
【００５６】
　本実施形態では、前記のようにして多層抄き合せによって抄造された基紙の表面に必要
に応じてサイズ液を塗布することが好ましい。基紙の表面としては、インク受容層を設け
る予定の表面層の表面及びその裏面である裏面層の表面である。サイズ液は、具体的には
、酸化澱粉、自家変成澱粉、尿素リン酸化澱粉、ポリアクリルアマイド、ポリビニルアル
コールなどの表面サイズ剤、ｐＨ調節剤、染料、有色顔料、蛍光増白剤などの公知の資材
を使用することができる。本実施形態では、サイズ液に、有機酸又は該有機酸のマグネシ
ウム塩のうち少なくとも１種以上を添加して塗布することによって、基紙に有機酸又は該
有機酸のマグネシウム塩のうち少なくとも１種以上を含有させることができる。サイズ液
に有機酸又は該有機酸のマグネシウム塩のうち少なくとも１種以上を添加する場合には、
サイズ液中の濃度を０．０４～１．２０質量％とすることが好ましい。より好ましくは、
０．１２～０．８０質量％である。この範囲にすることで、基紙に含有させる有機酸又は
該有機酸のマグネシウム塩のうち少なくとも１種以上の合計含有量を所望の範囲に調整し
やすくなる。
【００５７】
　サイズ液の塗布方式は、本実施形態では特に限定されない。フィルムトランスファー方



(12) JP 5503378 B2 2014.5.28

10

20

30

40

50

式のサイズプレス、エアナイフコーター、ロッドコーター、サイザーなどの片面だけに塗
布できる塗布機を用いて片面だけに塗布してもよいし、ゲートロールサイズプレス、コン
ベンショナルサイズプレスなどの両面へ同時に塗布するタイプの塗布機を用いて両面に塗
布してもよい。ただし、通信面側の紙面ｐＨを下げることによって、油性インキによる変
色を抑制する効果がより高くなるため、少なくとも表面層の表面には、有機酸又は該有機
酸のマグネシウム塩のうち少なくとも１種以上を含有したサイズ液を塗布することが好ま
しい。
【００５８】
　このようにして製造した基紙（紙支持体）に直接インク受容層を設けてもよいが、基紙
の表面を平滑化する目的で、予めマシンカレンダー、ソフトカレンダー、熱キャレンダー
、ラスタープレスなどの処理を施すことが好ましい。
【００５９】
　インク受容層に用いる顔料としては、例えば、合成非晶質シリカ、コロイダルシリカ、
コロイダルアルミナ、擬ベーマイト、水酸化アルミニウム、アルミナ、リトポン、加水ハ
ロイサイト、炭酸マグネシウム、水酸化マグネシウム、珪酸アルミニウム、ケイソウ土、
珪酸カルシウム、珪酸マグネシウム、軽質炭酸カルシウム、重質炭酸カルシウム、カオリ
ン、タルク、硫酸カルシウム、硫酸バリウム、二酸化チタン、酸化亜鉛、硫化亜鉛、炭酸
亜鉛、サチンホワイトなどの白色無機顔料、スチレン系プラスチックピグメント、アクリ
ル系プラスチックピグメント、ポリエチレン、マイクロカプセル、尿素樹脂、メラミン樹
脂などの有機顔料を使用することができる。この中で、コスト及び高いインク吸収性の点
から、合成非晶質シリカが好ましく用いられる。
【００６０】
　インク受容層には、顔料の他に、バインダーを用いる。バインダーは、例えば、ポリビ
ニルアルコール、ポリエチレン酢酸ビニル、変性ポリビニルアルコール、ヒドロキシエチ
ルセルロース、カルボキシメチルセルロースなどのセルロース誘導体、ポリビニルピロリ
ドン、ポリビニルピリジン、ポリアクリルアミド、ポリエチレンオキサイド、ポリプロピ
レンオキサイド、でんぷん、変性でんぷん、ポリアクリル酸、ポリアクリル酸ソーダ、ア
ルギン酸ソーダ、ポリスチレンスルホン酸ソーダ、カゼイン、ゼラチン、テルペンなどの
水溶性バインダー、ポリエチレン、ポリプロピレン、ポリイソブチレン、ポリスチレン、
ポリ塩化ビニル、ポリ塩化ビニリデン、ポリ酢酸ビニル、ポリビニルアセタール、ポリア
クリルアミド、ポリアクリル酸エチル、ポリメタクリル酸メチル、ポリアクリロニトリル
、ポリテトラフルオロエチレン、ポリ弗化ビニリデン、ポリブタジエン、ポリイソプレン
、ポリクロロプレン、ナイロン、ポリエチレンテレフタレート、ポリブチレンテレフタレ
ート、ポリカーボネート、ポリアセタール、ポリビスクロロメチルオキサシクロブタン、
ポリフェニレンオキサイド、ポリスルフォン、ポリ－ｐ－キシリレン、ポリイミド、ポリ
ベンズイミダゾール、フェノール樹脂、尿素樹脂、メラミン樹脂、エポキシ樹脂、アルキ
ド樹脂、不飽和ポリエステル樹脂、ジアリルフタレート樹脂、スチレン－ブタジエン共重
合体、変性スチレン－ブタジエン共重合体、アクリロニトリル－ブタジエン共重合体、メ
チルメタアクリレート－ブタジエン共重合体、アクリル酸エステル－メタアクリル酸エス
テル共重合体、酢酸ビニル－マレイン酸エステル共重合体、酢酸ビニル－アクリル共重合
体、エチレン－酢酸ビニル－アクリル共重合体などのエマルジョン型バインダー、エマル
ジョン型であるウレタン樹脂バインダーを例示することができる。これらのバインダーの
重合度、ケン化度、ガラス転移温度、最低造膜温度は、本実施形態では限定されない。ま
た、これらの分子鎖中に架橋性の官能基を付加しても構わない。
【００６１】
　インク受容層には、インクジェットインクの定着性及び発色性を向上させるために、カ
チオン性高分子を主成分とするインク定着剤を用いることが好ましい。カチオン性高分子
としては、例えば、ポリエチレンイミン、エピクロルヒドリン変性ポリアルキルアミン、
ポリアミンポリアミドエピクロルヒドリン、ジメチルアミンアンモニアエピクロルヒドリ
ン、ポリビニルベンジルトリメチルアンモニウムハライド、ポリジアクリルジメチルアン
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モニウムハライド、ポリジメチルアミノエチルメタクリレート塩酸塩、ポリビニルピリジ
ウムハライド、カチオン性ポリアクリルアミド、カチオン性ポリスチレン共重合体、ジア
リルジメチルアンモニウムクロライド重合物、ジアリルジメチルアンモニウムクロライド
二酸化硫黄共重合物、ジアリルジメチルアンモニウムクロライドアミド共重合物、ジシア
ンジアミドホルマリン重縮合物、ジシアンジアミドジエチレントリアミン重縮合物、ポリ
アリルアミン、ポリアリルアミン塩酸塩、ポリアクリルアミド系樹脂、ポリアミドエポキ
シ樹脂、メラミン樹脂酸コロイド、尿素系樹脂、カチオン変性ポリビニルアルコール、ア
ミノ酸型両性界面活性剤、ベタイン型化合物、その他第４級アンモニウム塩類、ポリアミ
ンが用いられる。
【００６２】
　インク受容層は、前記の顔料、バインダーなどインク受容層に含有される各種成分を配
合し、適当な固形分濃度に調整したインク受容層用塗工液を基紙の表面層上に塗工後、乾
燥して設けることができる。インク受容層用塗工液には、必要に応じて分散剤、消泡剤、
ｐＨ調整剤、湿潤剤、保水剤、増粘剤、架橋剤、離型剤、防腐剤、柔軟剤、ワックス、導
電防止剤、帯電防止剤、サイズ剤、耐水化剤、可塑剤、蛍光増白剤、着色顔料、着色染料
、還元剤、紫外線吸収剤、酸化防止剤、香料、脱臭剤などの助剤を適宜選定して添加する
ことができる。また、助剤を添加する場所、方法についても限定されず、シリカスラリー
に含有させる、バインダーに含有させるなどとすることができる。本実施形態では、イン
ク受容層用塗工液に、有機酸又は該有機酸のマグネシウム塩のうち少なくとも１種以上を
添加することによって、インク受容層に有機酸又は該有機酸のマグネシウム塩のうち少な
くとも１種以上を含有させることができる。
【００６３】
　インク受容層用塗工液の塗工方式は、本実施形態では特に限定されず、一般の塗工機、
例えば、ブレードコーター、ロールコーター、エアナイフコーター、ロッドコーター、リ
ップコーター、カーテンコーター、スプレーコーター、ダイコーター、チャンブレックス
コーター、チップブレードコーターで塗工することができる。また、塗工は、オフマシン
又はオンマシンであることを問わない。
【００６４】
　インク受容層の乾燥塗工量は、４～１５ｇ／ｍ２とすることが好ましい。より好ましく
は５～１３ｇ／ｍ２の範囲で塗工する。乾燥塗工量が４ｇ／ｍ２未満では、インクジェッ
ト印字品質が低下する場合がある。乾燥塗工量が１５ｇ／ｍ２を超えると、インクジェッ
トプリンター内で塗工層が脱落し、印字汚れが発生する場合がある。また、宛名面の印刷
時には、はがき用紙のエッジ部からの粉落ちが発生する場合がある。当然に、薬品の費用
も掛かるので、コスト面でも不利となる。
【００６５】
　塗工後の乾燥方式としては、熱風乾燥、赤外乾燥、ドラム乾燥などが挙げられるが、本
実施形態においては、特に限定されるものではない。
【００６６】
　また、必要に応じてインク受容層の乾燥後に一定の平滑性を出すために、スーパーカレ
ンダー、マシンカレンダー、ソフトカレンダーなど公知のカレンダー装置によって処理す
ることが可能である。本実施形態においては、処理方式は特に限定されるものではない。
【００６７】
　はがき用紙全体に含有されている有機酸、有機酸のマグネシウム塩、無機酸のマグネシ
ウム塩又は強酸と弱塩基との塩の含有量は、イオンクロマトグラフィを用いて定量するこ
とができる。有機酸の含有量を定量する方法として、例えば、サプレッサ方式のイオンク
ロマトグラフィ（ダイオネクスＱＩＣ、サンプルループ５０μＬ、日本ダイオネクス社製
）を用いて、分離カラムを有機酸用カラム（ＨＰＩＣＥ　ＡＳＩ、日本ダイオネクス社製
）とし、溶離液を１．０ｍＭオクタンスルフォン酸とし、流量を１．０ｍＬ／分（目盛５
５）とし、サプレッサをＡＭＭＳ　ｆｏｒ　ＩＣＥ（再生液５．０ｍＭテトラブチルアン
モニウムヒドロキシド）とし、検出器を電気伝導度として測定することができる。塩素イ
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オン（Ｃｌ－）、硫酸イオン（ＳＯ４
２－）などの陰イオンの含有量を定量する方法とし

て、例えば、サプレッサ方式のイオンクロマトグラフィ（ダイオネクスＱＩＣ、サンプル
ループ５０μＬ、日本ダイオネクス社製）を用いて、分離カラムを陰イオン用カラム（Ｉ
ｏｎＰａｃ　ＡＳ４Ａ、日本ダイオネクス社製）とし、溶離液を１．８ｍＭ炭酸水素ナト
リウム（ＮａＨＣＯ３）及び１．７ｍＭ炭酸ナトリウム（Ｎａ２ＣＯ３）とし、流量を１
．５ｍＬ／分（目盛８０）とし、サプレッサをＡＭＭＳ－１（再生液０．０２５Ｍ硫酸）
とし、検出器を電気伝導度として測定することができる。アンモニウムイオン（ＮＨ４

＋

）、マグネシウムイオン（Ｍｇ２＋）などの陽イオンの含有量を定量する方法として、例
えば、ノンサプレッサ方式の高速液体クロマトグラフィ（ＴＲＩ　ＲＯＴＡＲ－ＩＩ、日
本分光社製）を用いて、分離カラムを陽イオン用カラム（Ｓｈｄｅｘ　ＩＣ　ＹＦ－５２
１、３５℃、昭和電工社製）とし、溶離液を５．０ｍＭ酒石酸及び１．０ｍＭジコピリン
酸とし、流量を１．０ｍＬ／分とし、検出器を電気伝導度として測定することができる。
なお、イオンクロマトグラフィを用いて定量する場合には、まず、試料を蒸留水で抽出す
る。その後、得られた抽出液を有機酸又は陰イオンの含有量を定量する場合は、０．２２
μｍのフィルターで濾過を行い、また、陽イオンの含有量を定量する場合は、０．４５μ
ｍのメンブランフィルターで濾過を行い測定することができる。
【実施例】
【００６８】
　次に、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、例中の「部」、「％」は、特に断らない限りそれぞれ「質量
部」、「質量％」を示す。なお、配合において示す部数は、実質成分の数量である。なお
、有機酸又は該有機酸のマグネシウム塩の含有量は、前述のイオンクロマトグラフィを用
いる方法で定量した。作製したはがき用紙から絶乾１ｇを５ｍｍ角に裁断し、該試料を２
０ｍｌの蒸留水で冷水抽出を常温で一昼夜行った。得られた抽出液を０．２２μｍのフィ
ルターで濾過して、濾過液中の有機酸又は該有機酸のマグネシウム塩の濃度を、有機酸成
分の濃度として前述のイオンクロマトグラフィ装置及び測定条件で定量した。以下、有機
酸を単独で使用する場合、有機酸のマグネシウム塩を単独で使用する場合又は有機酸と有
機酸のマグネシウム塩とを併用する場合のいずれにおいても、表記上は、有機酸の合計含
有量とする。
【００６９】
（実施例１）
＜基紙の作製＞
　表面層のパルプ配合を広葉樹漂白クラフトパルプ４０．０部と未叩解上質系古紙パルプ
６０．０部（表面層の離解フリーネスＣＳＦ５００ｍｌ）とし、中間層のパルプ配合を広
葉樹漂白クラフトパルプ２０．０部と未叩解上質系古紙パルプ８０．０部（中間層の離解
フリーネスＣＳＦ５００ｍｌ）とし、裏面層のパルプ配合を広葉樹漂白クラフトパルプ１
００部（裏面層の離解フリーネスＣＳＦ５００ｍｌ）とし、各層のパルプ原料に対して、
表面層、中間層及び裏面層共通でカチオン化澱粉（ネオタック４０Ｔ、日本食品加工社製
）を１．００部と、酸性ロジンサイズ剤（ＡＬ１２１２、星光ＰＭＣ製）０．１０部と、
液体硫酸バンド２．００部と、灰分５％になるよう添加量を調整したタルク（ＮＴＬ、日
本タルク社製）と、を配合して紙料を得た。中間層の紙料には、該坪量の１／２に当たる
４０ｇ／ｍ２分の自己回流損紙を更に配合して紙料とした。この紙料を各々長網抄紙機に
て抄造し、表面層坪量５０ｇ／ｍ２、中間層坪量８０ｇ／ｍ２、裏面層坪量５０ｇ／ｍ２

の３層を抄き合わせ、１８０ｇ／ｍ２の紙匹を得た。
【００７０】
＜サイズ液の塗布・表面処理＞
　酸化澱粉（王子エースＡ、王子コーンスターチ社製）を８％含む糊液をサイズ液とし、
前記紙匹の両面に乾燥塗工量が片面当たり１ｇ／ｍ２となるようにサイズプレスで塗布し
、シリンダードライヤーで乾燥した。その後、スチールカレンダーを用いて、線圧４０ｋ
ｇ／ｃｍ、２５℃、２ニップ１パスの条件で表面処理を行い、基紙とした。
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【００７１】
＜インク受容層用塗工液の調製＞
　合成非晶質シリカ（ニップジェルＢＹ４００、東ソーシリカ社製）１００部と、水と、
ｐＨ調整剤として酢酸０．５０部と、を配合し、カウレス分散機で固形分濃度が２８％の
顔料スラリーを調製した。この顔料スラリーに、バインダーとしてポリビニルアルコール
（ＰＶＡ－１１７、クラレ社製）１５．０部及びポリエチレン酢酸ビニルバインダー（ス
ミカフレックス４５０、住友化学社製）３５．０部と、インク定着剤としてカチオン性高
分子（ＳＲ１００１、田岡化学社製）１５．０部と、有機酸としてリンゴ酸（リンゴ酸フ
ソウ、扶桑化学工業社製）３．００部と、を添加・攪拌し、更に水を添加して固形分濃度
が２０％のインク受容層用塗工液を得た。
【００７２】
＜インク受容層の形成＞
　得られたインク受容層用塗工液を前記基紙の表面層上に、乾燥塗工量が８ｇ／ｍ２とな
るようにエアナイフコーターで塗工し、エアドライヤーで熱風乾燥した。さらに、ソフト
カレンダーを用いて線圧３０ｋｇ／ｃｍ、２５℃、２ニップ１パスの条件で表面処理を行
い、多層抄きインクジェット用はがき用紙を作製した。ここでの基紙全体の古紙パルプの
配合割合は４４％、はがき用紙全体の有機酸の合計含有量は１６１ｐｐｍとなった。
【００７３】
（実施例２）
　表面層のパルプ配合を広葉樹漂白クラフトパルプ２０．０部と未叩解上質系古紙パルプ
８０．０部（表面層の離解フリーネス５００ｍｌ）とし、中間層のパルプ配合を広葉樹漂
白クラフトパルプ０部と未叩解上質系古紙パルプ１００部（中間層の離解フリーネス５０
０ｍｌ）とし、裏面層のパルプ配合を広葉樹漂白クラフトパルプ１００部（裏面層の離解
フリーネス５００ｍｌ）とした以外は、実施例１に準じて多層抄きインクジェット用はが
き用紙を作製した。ここでの基紙全体の古紙パルプの配合割合は５７％、はがき用紙全体
の有機酸の合計含有量は１５５ｐｐｍとなった。
【００７４】
（実施例３）
　表面層のパルプ配合を広葉樹漂白クラフトパルプ０部と未叩解上質系古紙パルプ１００
部（表面層の離解フリーネス５００ｍｌ）とし、中間層のパルプ配合を広葉樹漂白クラフ
トパルプ０部と未叩解上質系古紙パルプ１００部（中間層の離解フリーネス５００ｍｌ）
とし、裏面層のパルプ配合を広葉樹漂白クラフトパルプ１００部（裏面層の離解フリーネ
ス５００ｍｌ）とした以外は、実施例１に準じて多層抄きインクジェット用はがき用紙を
作製した。ここでの基紙全体の古紙パルプの配合割合は６４％、はがき用紙全体の有機酸
の合計含有量は１５３ｐｐｍとなった。
【００７５】
(実施例４)
　表面層のパルプ配合を広葉樹漂白クラフトパルプ０部と未叩解上質系古紙パルプ１００
部（表面層の離解フリーネス５００ｍｌ）とし、中間層のパルプ配合を広葉樹漂白クラフ
トパルプ０部と未叩解上質系古紙パルプ１００部（中間層の離解フリーネス５００ｍｌ）
とし、裏面層のパルプ配合を広葉樹漂白クラフトパルプ８５部と未叩解上質系古紙パルプ
１５部（裏面層の離解フリーネス５００ｍｌ）とした以外は、実施例１に準じて多層抄き
インクジェット用はがき用紙を作製した。ここでの基紙全体の古紙パルプの配合割合は７
０％、はがき用紙全体の有機酸の合計含有量は１４８ｐｐｍとなった。
【００７６】
(実施例５)
　表面層のパルプ配合を広葉樹漂白クラフトパルプ５部と未叩解上質系古紙パルプ９５部
（表面層の離解フリーネス５００ｍｌ）とし、中間層のパルプ配合を広葉樹漂白クラフト
パルプ０部と未叩解上質系古紙パルプ１００部（中間層の離解フリーネス５００ｍｌ）と
し、裏面層のパルプ配合を広葉樹漂白クラフトパルプ９０部と未叩解上質系古紙パルプ１
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０部（裏面層の離解フリーネス５００ｍｌ）とした以外は、実施例１に準じて多層抄きイ
ンクジェット用はがき用紙を作製した。ここでの基紙全体の古紙パルプの配合割合は６６
％、はがき用紙全体の有機酸の合計含有量は１４５ｐｐｍとなった。
【００７７】
（実施例６）
　表面層の坪量５０ｇ／ｍ２とし、中間層の坪量１００ｇ／ｍ２とし、裏面層の坪量３０
ｇ／ｍ２とし、中間層には、１／２に当たる５０ｇ／ｍ２分の自己回流損紙を使用した以
外は、実施例４に準じて多層抄きインクジェット用はがき用紙を作製した。ここでの基紙
全体の古紙パルプの配合割合は８０％、はがき用紙全体の有機酸の合計含有量は１３８ｐ
ｐｍとなった。
【００７８】
（実施例７）
　インク受容層用塗工液に添加するリンゴ酸の添加量を１．５０部とした以外は、実施例
１に準じて多層抄きインクジェット用はがき用紙を作製した。ここでの基紙全体の古紙パ
ルプの配合割合は４４％、はがき用紙全体の有機酸の合計含有量は７１ｐｐｍとなった。
【００７９】
（実施例８）
　インク受容層用塗工液に添加するリンゴ酸の添加量を１０．０部とした以外は、実施例
１に準じて多層抄きインクジェット用はがき用紙を作製した。ここでの基紙全体の古紙パ
ルプの配合割合は４４％、はがき用紙全体の有機酸の合計含有量は５４０ｐｐｍとなった
。
【００８０】
（実施例９）
　インク受容層用塗工液に塗工するリンゴ酸の添加量を０．５０部とした以外は、実施例
１に準じて多層抄きインクジェット用はがき用紙を作製した。ここでの基紙全体の古紙パ
ルプの配合割合は４４％、はがき用紙全体の有機酸の合計含有量は２６ｐｐｍとなった。
【００８１】
（実施例１０）
　インク受容層用塗工液に添加するリンゴ酸の添加量を１５．０部とした以外は、実施例
１に準じて多層抄きインクジェット用はがき用紙を作製した。ここでの基紙全体の古紙パ
ルプの配合割合は４４％はがき用紙全体の有機酸の合計含有量は８１５ｐｐｍとなった。
【００８２】
（参考例１１）
　インク受容層用塗工液に添加する有機酸をクエン酸（精製クエン酸、扶桑化学工業社製
）に変更した以外は、実施例１に準じて多層抄きインクジェット用はがき用紙を作製した
。ここでの基紙全体の古紙パルプの配合割合は４４％、はがき用紙全体の有機酸の合計含
有量は１６３ｐｐｍとなった。
【００８３】
（実施例１２）
　インク受容層用塗工液に添加する有機酸を有機酸のマグネシウム塩であるリンゴ酸マグ
ネシウムに変更した以外は、実施例１に準じて多層抄きインクジェット用はがき用紙を作
製した。ここでの基紙全体の古紙パルプの配合割合は４４％はがき用紙全体の有機酸の合
計含有量は１５５ｐｐｍとなった。
【００８４】
（実施例１３）
　インク受容層用塗工液に添加した有機酸のリンゴ酸３．００部に加えて、更に有機酸の
マグネシウム塩としてリンゴ酸マグネシウム３．００部を添加した以外は、実施例１に準
じて多層抄きインクジェット用はがき用紙を作製した。ここでの基紙全体の古紙パルプの
配合割合は４４％、はがき用紙全体の有機酸の合計含有量は３２１ｐｐｍとなった。
【００８５】
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（実施例１４）
　インク受容層用塗工液に添加する有機酸をリンゴ酸１．５０部とクエン酸１．５０部（
精製クエン酸、扶桑化学工業社製）とに変更した以外は、実施例１に準じて多層抄きイン
クジェット用はがき用紙を作製した。ここでの基紙全体の古紙パルプの配合割合は４４％
、はがき用紙全体の有機酸の合計含有量は１５３ｐｐｍとなった。
【００８６】
（実施例１５）
　インク受容層用塗工液に添加した有機酸のリンゴ酸３．００部に加えて、更に有機酸で
あるクエン酸３．００部（精製クエン酸、扶桑化学工業社製）を添加した以外は、実施例
１に準じて多層抄きインクジェット用はがき用紙を作製した。ここでの基紙全体の古紙パ
ルプの配合割合は４４％、はがき用紙全体の有機酸の合計含有量は３３２ｐｐｍとなった
。
【００８７】
（実施例１６）
　インク受容層用塗工液にリンゴ酸を無添加とし、サイズ液に有機酸としてリンゴ酸を０
．２％添加し、リンゴ酸の乾燥塗工量が片面当たり０．１ｇ／ｍ２となるように塗布した
以外は、実施例１に準じて多層抄きインクジェット用はがき用紙を作製した。ここでの基
紙全体の古紙パルプの配合割合は４４％、はがき用紙全体の有機酸の合計含有量は３６１
ｐｐｍとなった。
【００８８】
（実施例１７）
　インク受容層用塗工液にリンゴ酸を無添加とし、サイズ液に有機酸としてリンゴ酸を０
．４％添加し、リンゴ酸の乾燥塗布量が片面当たり０．２ｇ／ｍ２となるように塗布した
以外は、実施例１に準じて多層抄きインクジェット用はがき用紙を作製した。ここでの基
紙全体の古紙パルプの配合割合は４４％、はがき用紙全体の有機酸の合計含有量は７３５
ｐｐｍとなった。
【００８９】
（実施例１８）
　インク受容層用塗工液にリンゴ酸を無添加とし、表面層と中間層との間に０．７％のリ
ンゴ酸水溶液を、リンゴ酸の乾燥塗布量が０．２ｇ／ｍ２となるように噴霧した以外は、
実施例１に準じて多層抄きインクジェット用はがき用紙を作製した。ここでの基紙全体の
古紙パルプの配合割合は４４％、はがき用紙全体の有機酸の合計含有量は３５７ｐｐｍと
なった。
【００９０】
（実施例１９）
　インク受容層用塗工液にリンゴ酸を無添加とし、表面層と中間層との間に１．４％のリ
ンゴ酸水溶液を、リンゴ酸の乾燥塗布量が０．４ｇ／ｍ２となるように噴霧した以外は、
実施例１に準じて多層抄きインクジェット用はがき用紙を作製した。ここでの基紙全体の
古紙パルプの配合割合は４４％、はがき用紙全体の有機酸の合計含有量は７２１ｐｐｍと
なった。
【００９１】
（実施例２０）
　インク受容層用塗工液に、更に塩化マグネシウム３．００部と塩化アンモニウム３．０
０部とを添加した以外は、実施例３に準じて多層抄きインクジェット用はがき用紙を作製
した。ここでの基紙全体の古紙パルプの配合割合は６４％、はがき用紙全体の有機酸の合
計含有量は１６６ｐｐｍとなった。
【００９２】
（実施例２１）
　インク受容層用塗工液に添加する有機酸をマロン酸に変更した以外は、実施例１に準じ
て多層抄きインクジェット用はがき用紙を作製した。ここでの基紙全体の古紙パルプの配
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合割合は４４％、はがき用紙全体の有機酸の合計含有量は１５９ｐｐｍとなった。
【００９３】
（実施例２２）
　インク受容層用塗工液に添加する有機酸をマロン酸マグネシウムに変更した以外は、実
施例１に準じて多層抄きインクジェット用はがき用紙を作製した。ここでの基紙全体の古
紙パルプの配合割合は４４％、はがき用紙全体の有機酸の合計含有量は１５１ｐｐｍとな
った。
【００９４】
（参考例２３）
　インク受容層用塗工液に添加する有機酸をクエン酸マグネシウムに変更した以外は、実
施例１に準じて多層抄きインクジェット用はがき用紙を作製した。ここでの基紙全体の古
紙パルプの配合割合は４４％、はがき用紙全体の有機酸の合計含有量は１５８ｐｐｍとな
った。
【００９５】
（実施例２４）
　インク受容層用塗工液に添加する有機酸を酒石酸に変更した以外は、実施例１に準じて
多層抄きインクジェット用はがき用紙を作製した。ここでの基紙全体の古紙パルプの配合
割合は４４％、はがき用紙全体の有機酸の合計含有量は１６０ｐｐｍとなった。
【００９６】
（実施例２５）
　インク受容層用塗工液に添加する有機酸を酒石酸マグネシウムに変更した以外は、実施
例１に準じて多層抄きインクジェット用はがき用紙を作製した。ここでの基紙全体の古紙
パルプの配合割合は４４％、はがき用紙全体の有機酸の合計含有量は１５４ｐｐｍとなっ
た。
【００９７】
（実施例２６）
　インク受容層用塗工液に添加する有機酸をタルトロン酸に変更した以外は、実施例１に
準じて多層抄きインクジェット用はがき用紙を作製した。ここでの基紙全体の古紙パルプ
の配合割合は４４％、はがき用紙全体の有機酸の合計含有量は１５９ｐｐｍとなった。
【００９８】
（実施例２７）
　インク受容層用塗工液に添加する有機酸をタルトロン酸マグネシウムに変更した以外は
、実施例１に準じて多層抄きインクジェット用はがき用紙を作製した。ここでの基紙全体
の古紙パルプの配合割合は４４％、はがき用紙全体の有機酸の合計含有量は１６１ｐｐｍ
となった。
【００９９】
（実施例２８）
　表面層の坪量３０ｇ／ｍ２とし、中間層を３層としその各々の坪量４０ｇ／ｍ２とし、
裏面層の坪量３０ｇ／ｍ２とし、中間層には各々１／２に当たる２０ｇ／ｍ２分の自己回
流損紙を使用した以外は、実施例２に準じて５層から構成される多層抄きインクジェット
用はがき用紙を作製した。ここでの基紙全体の古紙パルプの配合割合は７０％、はがき用
紙全体の有機酸の合計含有量は１３５ｐｐｍとなった。
【０１００】
（比較例１）
　表面層のパルプ配合を広葉樹漂白クラフトパルプ０部と未叩解上質系古紙パルプ１００
部（表面層の離解フリーネス５００ｍｌ）とし、中間層のパルプ配合を広葉樹漂白クラフ
トパルプ１００部と未叩解上質系古紙パルプ０部（中間層の離解フリーネス５００ｍｌ）
とし、裏面層のパルプ配合を広葉樹漂白クラフトパルプ７５．０部と未叩解上質系古紙パ
ルプ２５．０部（裏面層の離解フリーネス５００ｍｌ）とした以外は、実施例１に準じて
多層抄きインクジェット用はがき用紙を作製した。ここでの基紙全体の古紙パルプの配合
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割合は４４％、はがき用紙全体の有機酸の合計含有量は１６５ｐｐｍとなった。
【０１０１】
（比較例２）
　インク受容層用塗工液のリンゴ酸を無添加とした以外は、実施例１に準じて多層抄きイ
ンクジェット用はがき用紙を作製した。ここでの基紙全体の古紙パルプの配合割合は、４
４％、はがき用紙全体の有機酸の合計含有量は検出限界以下となった。
【０１０２】
（比較例３）
　パルプ配合を広葉樹漂白クラフトパルプ５６．０部と未叩解上質系古紙パルプ４４．０
部（表面層の離解フリーネス５００ｍｌ）とし、１８０ｇ／ｍ２の基紙を単層抄きで製造
した以外は、実施例１に準じて単層抄きインクジェット用はがき用紙を作製した。ここで
の基紙全体の古紙パルプの配合割合は４４％、はがき用紙全体の有機酸の合計含有量は１
５７ｐｐｍとなった。
【０１０３】
（比較例４）
　表面層のパルプ配合を広葉樹漂白クラフトパルプ７５．０部と未叩解上質系古紙パルプ
２５．０部（表面層の離解フリーネス５００ｍｌ）とし、中間層のパルプ配合を広葉樹漂
白クラフトパルプ０部と未叩解上質系古紙パルプ１００部（中間層の離解フリーネス５０
０ｍｌ）とし、裏面層のパルプ配合を広葉樹漂白クラフトパルプ１００部（裏面層の離解
フリーネスＣＳＦ５００ｍｌ）とした以外は、実施例１に準じて多層抄きインクジェット
用はがき用紙を作製した。ここでの基紙全体の古紙パルプの配合割合は３８％、はがき用
紙全体の有機酸の合計含有量は１６３ｐｐｍとなった。
【０１０４】
　以上のようにして得られた実施例の多層抄きインクジェット用はがき用紙、及び比較例
の多層抄きインクジェット用はがき用紙及び単層抄きインクジェット用はがき用紙につい
て、２３℃－５０％ＲＨの恒温恒湿室で２４時間調湿後、同環境下でそれぞれ次に示す方
法によって、評価を行い、評価結果を表１に、裏面層の表面（以下、宛名面と称す。）の
夾雑物評価、宛名面のインクジェット印字適性、宛名面のペン書きサイズ度評価、宛名面
の印刷適性（印刷強度及び作業性）及び通信面の油性インキとの接触部の変色度合い評価
を示した。また、表２に実施例の多層抄きインクジェット用はがき用紙、及び比較例の多
層抄きインクジェット用はがき用紙及び単層抄きインクジェット用はがき用紙について、
古紙パルプの配合割合を示す。
【０１０５】
＜夾雑物測定及び視感評価＞（宛名面の夾雑物）
　紙塵測定装置（ＤＦ１０００　Ｖｅｒ３．００、王子計測機器社製）を用いて、宛名面
の夾雑物の合計面積を測定した。なお、測定条件として、Ｍ．Ｄ．Ａ．（ｍｉｎｉｍｕｍ
　ｄｅｔｅｃｔｉｏｎ　ａｒｅａ）＝０．０５ｍｍ２、しきい値を３４とした。
【０１０６】
　前記結果及び視感評価を基に次に示す要領によって記述することにした。
　◎…夾雑物の視感が非常に少なく、夾雑物の合計面積が３．０ｍｍ２／ｍ２未満（実用
レベル）、○…夾雑物の視感が少なく、夾雑物の合計面積が３．０ｍｍ２／ｍ２以上１０
．０ｍｍ２／ｍ２未満（実用レベル）、△…夾雑物の視感がやや多く、夾雑物の合計面積
が１０．０ｍｍ２／ｍ２以上２０．０ｍｍ２／ｍ２未満（実用下限レベル）、×…夾雑物
の視感が非常に多く、夾雑物の合計面積が２０．０ｍｍ２／ｍ２以上（実用に適さない）
。
【０１０７】
　＜インクジェット印字適性＞（宛名面のＩＪ適性）
　市販のフルカラーインクジェットプリンター（ＰＭ－９００Ｃ、セイコーエプソン社製
）を用いて、宛名面にブラックインクだけで文字を印字し、フェザリングなどを目視観察
してインクジェット印字適性を評価した。
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【０１０８】
　前記インクジェット印刷適性の評価は、次に示す要領によって記述することにした。
　◎…優れている（実用レベル）、○…良い（実用レベル）、△…やや劣る（実用下限レ
ベル）、×…劣る（実用に適さない）。
【０１０９】
＜ペン書きサイズ度評価＞（宛名面のペン書きサイズ度）
　Ｊ　ＴＡＰＰＩ紙パルプ試験方法Ｎｏ１２－７６で規定する測定方法に従い、宛名面の
ペン書きサイズ度を測定し評価した。
【０１１０】
　前記試験方法に従って、０から６等級で報告したものを、次に示す要領によって記述す
ることにした。
６（実用レベルであり、良好）、５（実用下限）、４以下（実用に適さない）。
【０１１１】
＜印刷適性評価＞（宛名面の印刷適性）
　実機枚葉印刷機（リョービ３３０２Ｍ、リョービ社製）を用いて、郵便番号枠、切手貼
り付け枠及びテストパターンを印刷し、白抜け部（ピック）及び／又は剥けの有無によっ
て印刷強度を評価した。また、ブランケットの汚れ及び／又は版汚れの程度によって作業
性を評価した。
【０１１２】
　前記印刷強度及び作業性の評価は、次に示す要領によって記述することにした。なお、
印刷強度は印刷面のピック、剥けを、作業性はブランケット汚れ、版汚れを目視評価した
。
◎…実用レベル以上、○…実用レベル、△…やや支障あり(実用下限)、×…印刷不可（実
用に適さない）。
【０１１３】
＜変色度合い評価＞（通信面の油性インキによる変色）
　さらに、印刷適性評価で印刷した後の印刷山（枚葉印刷機で印刷物を積み重ねた物）を
２３℃－５０％ＲＨ環境下で一週間放置した後の通信面のうち印刷インキと接した部分の
変色度合いを評価した。なお、印刷インキは、油性インキ（ＶａｌｕｅｓＧ紅、ＤＩＣ社
製）を使用した。
【０１１４】
　前記通信面のうち印刷インキと接した部分の変色度合いの評価は、次に示す要領によっ
て記述することにした。ＪＩＳ　Ｐ　８１５０：２００４で規定する該通信面の明度指数
Ｌ＊、知覚色度指数ａ＊及びｂ＊から算出する方法を用いて、印刷インキが接した部分と
接していない部分とのΔＥ＊で変色度合いを評価した。ΔＥ＊は、数２から求めた。ｎ数
は、５とした。
【数２】

なお、数２において、印刷インキが接していない部分の値をＬ＊ｘ、ａ＊ｘ、ｂ＊ｘと表
記し、印刷インキが接した部分の値をＬ＊、ａ＊、ｂ＊と表記する。また、測定機器は、
色彩色差計（ＰＦ－１０、日本電色工業社製）を用いて測定した。
【０１１５】
　前記印刷インキによる変色度合いを、次に示す要領によって記述することにした。
◎…ΔＥ＊の平均値が１．０以下（実用レベル）、○…ΔＥ＊の平均値が１．０を超え２
．０未満（実用レベル）、△…ΔＥ＊の平均値が２．０以上４．０以下（実用下限）、×
…ΔＥ＊の平均値が４．０を超える（実用に適さない）。
【０１１６】
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【０１１７】
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【表２】

【０１１８】
　表１に示すとおり、実施例１～２８で得られた多層抄きインクジェット用はがき用紙は
、いずれも古紙パルプの配合割合が４０質量％以上であり、宛名面は、夾雑物が少なく、
かつ、インクジェットプリンター印字後の滲みがなく、かつ、水性ペンでの筆記性に優れ
、かつ、蛍光によるバーコード読み取りの問題を生じさせず、更には、郵便番号枠、切手
貼り付け枠などを油性インキで印刷した場合に、通信面のうち印刷部と接する箇所の変色
が少なく、印刷強度などの印刷適性が良好な多層抄きインクジェット用はがき用紙であっ
た。
【０１１９】
　一方、比較例１は、裏面層の古紙パルプの配合割合が過剰であったために、通信面及び
宛名面の夾雑物が多く、インクジェット印刷適性に劣り、水性ペンでの筆記性にも劣った
。さらに、各種印刷適性にも劣った。比較例２は、有機酸又は該有機酸のマグネシウム塩
を添加しなかったため、通信面のうち印刷部と接する箇所に変色が見られた。比較例３は
、単層抄きであったため、通信面及び宛名面の夾雑物が多く、インクジェット印刷適性、
水性ペンでの筆記性及び各種印刷適性が劣った。さらに、通信面のうち印刷部と接する箇
所に変色が見られた。比較例４は、通信面及び宛名面の夾雑物、水性ペンでの筆記性、各
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種印刷適性及び通信面の変色度合いは実用範囲内である。しかし、古紙を再利用し、リサ
イクル率を高め環境に配慮するという本発明の目的を達成できたとはいい難い。
【産業上の利用可能性】
【０１２０】
　本発明に係る多層抄きインクジェット用はがき用紙は、古紙パルプを多量に含有させて
も、宛名面の夾雑物が少なく、宛名面の水性ペンでの筆記性に優れ、古紙を含ませたとき
の増加する蛍光によるバーコード読み取りの問題を生じさせず、更には油性インキによる
変色、印刷強度などの印刷適性が良好であり、すべてバージンパルプを用いたはがき用紙
と同等の性能を得ることができた。したがって、本発明に係る多層抄きインクジェット用
はがき用紙は、古紙パルプを配合したはがきへの利用可能性を有する。
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