
We have developed the “ECONEX NEWS LL-6KIT” for the newspaper printing industry. The LL-6KIT reduces the amount 
of waste fluid by improving the processing performance of thermal negative CTP processing systems. By installing the LL-6KIT 
in an existing machine, the processing performance of a conventional newspaper CTP system can be increased by a factor of 
six. We have decreased the number of waste fluids in two ways. The first is by designing a new circulation that redistributes pre-
cipitates in the developer tank; an additive is introduced to control accumulation of aluminum when washing in clear water. The 
second is a technology that involves distillation to concentrate waste fluids of both developer and washing water. Additionally, 
some machine parts have been newly designed. Consequently, it is now possible to extend liquid exchange every six months, 
and the amount of exhaust CO2 is reduced because of the significant reduction in the amount of waste fluids.

Abstract

1.	 はじめに

　近年，印刷業界では環境負荷低減の取り組みが進められて
おり，日本印刷連合会のグリーンプリンティング認定制度な
ど環境負荷の少ない印刷システム採用を促す活動が広がって
いる。
当社は印刷業界向け商品の環境対応に早くから着手し，オフ
セット印刷版のプロダクトライフサイクルを通じて幅広く環
境配慮設計や製造技術開発等を行ってきた。特に，新聞市場
に向けた環境対応商品を以下に挙げる。

＜富士フイルムグラフィック市場（新聞分野）向け環境配慮
システム＞
・省エネ，省スペースのオーブンレスサーマルネガCTP版
「HN-N」（2004年） 1）

・プレ水洗レス，合紙レスで省資源，廃棄物削減を実現した，
CTP（Computer To Plate）版「HN-NⅡ」（2007年）2）

・産業廃棄物である現像廃液を濃縮する廃液削減装置 ｢XR-
2000/5000｣（2009年日本新聞協会技術奨励賞受賞）3）

・印刷性能の向上により，損紙減を追求した，CTP版材
「HN-NV」（2009年）
・CTP版の支持体であるアルミニウムを同じCTP版支持体
にリサイクルする「PLATE to PLATEシステム」（産業環境

管理協会2012年度資源循環技術・システム表彰奨励賞受
賞）

・ダウンサイジングによる，省資源型4×1印刷機向け自動
現像機「LP-940NEWS」（2012年）

　これらの取り組みの延長として，今回，新聞印刷用サーマ
ルネガCTP版HN-NVシステムに，処理能力向上による環境
性能を付与する，新聞用自動現像機ロングライフ化キット
「ECONEX NEWS LL-6KIT」を開発した（Fig. 1）。
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Fig. 1　ECONEX NEWS SYSTEM & LL-6KIT

54 新聞 CTP ロングライフ処理システムの開発



2.	 開発コンセプト

　国内新聞分野において，「紙面品質向上」と「省資源」（材
料・工数・エネルギー・排出量・水使用量等の削減）は重要
な課題である。
　新聞用CTP版は，「LP-1310NEWSⅡ」自動現像機との組
み合わせで1ヶ月（または3,000㎡）毎の母液交換（全浴同時）
を推奨しているが，複数の刷版製作ラインを所有する新聞社
では液交換頻度が多く（4ライン所有ならほぼ毎週），刷版
現場の大きな負荷となっていた。商業印刷向け環境対応CTP
システム「ECONEXⅡ」で実現した6ヶ月（または30,000版）
と同様の処理能力アップが実現できれば，液交換作業の負荷
低減以外に，液交換時に発生する母液廃液および一次洗浄廃
液の削減により，環境負荷低減と廃液処理コスト削減，およ
び薬品コストの削減が期待できる。また，既存の版・処理液
は変更せず，既存自現機は入れ替えず，簡素なアップグレー
ド改造で対応できれば，顧客の不安も少なく設備投資の抑制
や廃棄物低減にも貢献でき，安心して導入が可能となる。さ
らに，液交換に関わる作業員の負担軽減と本作業に関わって
いた作業工数を他の作業に充塡でき，作業効率アップにも貢
献できる。
　そこで，新聞用CTP版処理システムにおいても，6ヶ月（ま
たは18,000版）のロングライフ化を実現し，環境対応，省
資源に貢献することを目標にECONEX NEWS LL-6KITの開
発に着手した。

3.	 新聞CTP処理システムの特徴と課題

　現行新聞用処理システムは自動現像機（Fig. 2）内の現像
浴中に青色沈殿物（Fig. 3）が発生し，この堆積量により処
理能力1ヶ月（または3,000㎡）が設定されている。
　新聞用CTP版のラジカル重合方式の感光層は，赤外感光
性増感色素，ラジカル発生剤，重合性モノマー，アルカリ可
溶性バインダー，着色剤等から成る。赤外レーザー露光で励
起された増感色素からラジカル発生剤に電子移動することで
ラジカルが発生し，重合性モノマー間のラジカル連鎖反応に
て画像形成する。刷版に必要な検版性を付与する着色剤は，
重合禁止作用のない着色剤を使用しているが，一方でアルカ
リ現像液に不溶なため，現像液中に沈殿してしまう。

　課題明確化のため，現行システムによる長期処理テストを
行ったところ，最も沈殿しやすい部分は現像浴内の循環液流
の弱い部分，かつ刷版搬送ラインが浴底部に近い部分であり，
2ヶ月（かつ6,000㎡）時点で搬送ラインに近い高さまで堆
積することが判明した。社内評価ではこの時点での沈殿物に
よる外観性能および印刷性能の劣化は認められなかったもの
の，さらに堆積が進んだ場合の処理版への悪影響や自動現像
機内の汚れ堆積による洗浄性劣化が懸念された。
　また，並行して実施した市場調査では，現像浴沈殿物堆積
の他に，数年使用した自動現像機の水洗部で配管詰まりが散
発していることが判明した。
　これらのことから，現行システムの処理ロングライフ化で
は，現像浴内の感光層均一分散，水洗浴循環系（およびドレ
イン配管内）の析出抑制，および自動現像機内の疲労現像液
乾燥固着抑制の3点を技術開発課題とした。

4.	 ECONEX	NEWS	LL-6	KITの技術

4.1	 現像浴内の感光層均一分散技術
　過去に非溶解性着色剤の沈殿物を取り除く研究を行った
が，濾過方式や沈殿方式などの除去装置は予想した効果が得
られず断念した。そこで，現像浴内の着色剤分散性向上によ
り沈殿を抑制し，オーバーフロー廃液と共に排出するシンプ
ルな沈殿物除去メカニズムを考案した。設計のイメージ図を
記す（Fig. 4）。

Fig. 2 The plate processor & developing process for newspaper 
CTP plate

Fig. 3　Precipitation in a present developer tank

Fig. 4　Model chart of precipitation decentralization
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　現状，現像浴内の攪拌性が弱い後方部の循環流量を高め，
現像浴全体の攪拌性も均一化し，かつ沈殿速度を遅らせるた
めに，循環ポンプの容量をアップした。さらに，最も効率よ
く置換できるような沈殿物誘導循環流路を考察し，液中スプ
レーの形状と配置を再設計した（Fig. 5）。
　最も沈殿物が堆積しやすい現像タンク浴中央部の沈殿物高
さの変化を示す（Fig. 6）。

4.2	 水洗浴循環系（およびドレイン配管内）の水酸
化アルミ析出抑制技術

　水洗浴循環配管や廃液配管が詰まるトラブルは数社から指
摘があり，析出物を解析した結果，水酸化アルミニウムであ
ることが判明した。今回，処理ロングライフ化で液交換サイ
クルが長期化することから，水洗配管内の析出防止策を検討
した。発生メカニズムは，「アルカリ現像液中に刷版からア
ルミニウムが溶出，高アルカリ液である現像液中では溶解し
ているものの，版面を介して水洗部に持ち込まれた現像液中
のアルミニウムは，pH低下により水酸化アルミニウムとなっ
て水洗部の配管に析出している。」と推定した。水洗水のpH
が低下しても析出を抑制するため，キレート効果のある水洗
水添加剤「HN-T」を商品化し，水洗浴に定量添加を行うこ
ととした。
　ランニング時の水洗水中アルミニウム濃度の変化を調べ，

キレート能の最低必要量を明確化し，水洗水添加剤の添加量
を設定した。従来システムとECONEX NEWSシステムのキ
レート能シミュレーション結果を示す（Fig. 7）。

4.3	 自動現像機内の疲労現像液乾燥固着抑制
　現状1ヵ月毎の液交換周期では途中メンテナンスを行って
いないケースが多いため，目標の6ヶ月（または18,000㎡）
運用でも途中メンテナンス不要を目標とした。
　ロングライフ化の技術として，フィニッシャーローラーの
自動洗浄機能や駆動ギア乾燥防止機能等の自動現像機内乾燥
抑制構造を採用したほか，感光層成分を含む疲労現像液が付
着と乾燥を繰り返す部分の部品も乾燥抑制機構を組み込んで
再設計し，連続3日停止を含む6ヶ月の洗浄不要を可能とし
た。

5.	 まとめ

　現行自動現像機LP-1310NEWSⅡに環境対応性能を付与
することが，ロングライフ化キットECONEX NEWS LL-6KIT
開発の目的であり，廃液削減装置 ｢XR｣，再生水再利用装置
｢XR-R｣ と組み合わせ，ECONEX NEWSシステムを構築した
（Fig. 8）。

Fig. 5　Re-blueprint on circulation style in developer tank

Fig. 6　Amount of precipitation in developer tank

Fig. 7　Change in chelating capacity by HN-T

Fig. 8　Image of ECONEX NEWS system
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　このシステムで達成した大幅な廃液量削減について，CO2
排出量（LCA値）を用いて比較検証した結果，狙い通り処理
剤廃棄工程でのCO2排出量を大幅に削減できることを確認し
た。結果を以下に示す（Fig. 9）。

6.	 おわりに

　本報告のECONEX NEWS LL-6KITは，現行自動現像機LP-
1310NEWSⅡに取り付けることにより，これまでと同じ品
質を維持しながら，処理剤廃棄時のCO2排出量を約1/4に削
減し，新聞CTP版の環境性能を飛躍的に向上させる，画期
的な処理システムである。
　このシステムが多くの新聞社の自動現像機に取り付けら
れ，国内新聞分野における「省資源」（材料・工数・エネルギー・
排出量・水使用量等の削減）に大きく貢献できることを期待
している。
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Fig. 9　Carbon-dioxide emissions of ECONEX NEWS system
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