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Abstract

The basic nature of offset printing is repulsion between oil (ink) and water (fountain solution). Regarding
the fountain solution, its key function is said to depend on its low dynamic surface tension and high viscosity,
which come from VOC compounds in it. And it is well known that when replacing VOC by other
compounds, it is very difficult to achieve the same value of surface tension and viscosity.

However, we found that surface tension and viscosity is not actually essential for the fountain solution
and thus we were able to create a novel formula composed of only non-VOC components.

1. はじめに

近年，地球環境への関心が国際的にも高まっている。
国内でも CO2や揮発性有機化合物（VOC : Volatile
Organic Compounds）削減のため，法的な規制，環境負
荷の少ない商品を評価できるような情報開示，経済的
インセンティブの付与（環境税など），自主的な取り組
みへの誘導など，さまざまな働きかけがなされている。
オフセット印刷の業界においても，特に，インキにお

いて大豆油インキやnon VOCインキなどを使用した印
刷物が増えている。今回は，湿し水における環境対応と
して，non VOC化への取り組みについて報告する。
印刷での湿し水供給において，連続給水方式が主流と

なって久しい。この給水方式で十分な印刷性能を引き出
すため，IPA（イソプロピルアルコール）が使用されて
きたのは周知の通りである。このIPAは，国内において
労働安全衛生法の有機則規制対象物質に指定されて
（1989年）おり，国際的にも使用量の削減が求められて
きた。現在，市場で使用されている湿し水は，IPAの機
能をエチレングリコールやプロピレングリコールのアル
キルエーテル溶剤で代替したものが一般的となってい

る。しかしながら，これらの溶剤はVOCであり，さら
なる環境対応技術が望まれる。

2. 湿し水の機能

湿し水により制御される機能として，版面への十分な
水供給，アルミ表面の版面保護・濡れ性付与，インキと
混和した際の物性制御，また，一部の版材では画像部へ
の着肉性付与などの機能が盛り込まれている。このうち
で，版面への十分な水の供給は，印刷版上でインキ画像
を形成するための必須要件である。現在，主流の印刷機
では，高速で回転する複数のローラーを介して均一な薄
膜の状態で水を供給している。湿し水としてIPAの添加
が有効である理由は，以下の2点の機能を持つためと考
えられてきた。①表面張力の低減によるローラーや版面
への濡れ性向上と，②増粘によるローラー間の通過量増
加である1），2），3）。実際，水に IPAを混和させると，
Fig. 1のように物性の変化が確認される。
湿し水のnon VOC化を目指すに当たり，まずこの版

面水量をいかに確保するかを検討した。

Fig. 1  Surface tension and viscosity.
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3. non VOC湿し水設計

環境対応型の湿し水として，non VOCでの設計を目指
す場合，先にあげた動的表面張力と粘度の観点からは原
理的な困難に直面する。

3.1 動的表面張力

水，10％IPA水溶液，それぞれ2％希釈した市販の湿
し水を，静的・動的表面張力の観点でマップ化したもの
がFig. 2である。高速で回転する印刷機上での濡れ性を
確保する目的で，動的表面張力を下げる設計がされてい
る。静的な表面張力を低下させる材料としては，水溶性
の有機溶剤（一般的にはVOC）以外に，界面活性剤な
どを使用することができる。一方，動的表面張力を低下
するためには，界面活性剤では不十分な場合が多い。界
面活性剤分子は溶液の気液界面に配向することで表面張
力を低下させるが，次々に新たな界面が形成される動的
な状況下では，表面に配向する速度が追いつかない。
従って，動的表面張力低下には，低分子量で配向の速い
有機溶剤が有効である。Fig. 2でも，低動的表面張力を
示すものは溶剤含有量が高いものが多い。従って，一般
論では，動的表面張力を低下させるという観点からは
「non VOC」での設計は容易でない。

なっている。2％のnon VOC湿し水のみでこれと同等の
粘度とするためには，原液の粘度を極端に高く設計する
必要がある。

Fig. 2  Static/Dynamic surface tension map.

Fig. 3  Dosage and viscosity.

Fig. 4  Amount of water on the plate and viscosity.
{Measured by DMS (grapho metronic)}

3.2 粘度

加圧されたローラー間の流体の通過量は，粘度が高い
ほど増えると言われている（EHL理論）。しかし，国内
で湿し水は2％前後に希釈使用されているため，増粘剤
を使用しても実使用液濃度では十分な高粘度は保てな
い。Fig. 3は，弊社の湿し水と，国内で最も原液粘度の
高い（35cp）A社湿し水の粘度を示したが，2％濃度で
はほとんど粘度に差はない。
non VOCでの湿し水設計では，従来の湿し水と同様に
2％前後の希釈濃度で同等の性能を出すことをねらって
いる。それに対し，IPAは5％ほどで使用され，また，
2％ほどの湿し水原液と併用されており，粘度は高めに

版面上の水量に対する湿し水粘度の影響を，実際に印
刷機上で測定したものがFig. 4である。水量の測定は印
刷機に赤外センサを取り付け，反射の吸光度を測定して
検量線よりg/m2の単位に変換した。常に版の同一部測
定をしており，版胴一周当たり1回測定している。図中
の各点は約100個の測定点の平均値である。
増粘剤を用いて湿し水粘度を高くしていくと，予想に

反し版面上の水量が少なくなってしまい，増粘を設計指
針とすることは必ずしも有効でないことがわかった。



20 環境対応型湿し水の開発

以上より，湿し水設計の基本とされてきたIPAの機能
である動的表面張力と粘度の観点からは，non VOC湿し
水の設計指針の参考とならない。

4. 環境対応型湿し水“non VOC Ecolity”

われわれが開発した non VOC湿し水（non VOC
Ecolity）は，このむずかしい課題をクリアしたものであ
る。表面張力や粘度といった物性値でなく，成分の構造
因子に着目し，素材の観点から処方を設計した。例えば，
Fig. 5で示されるように，材料成分の濃度アップで版面
の水量を高めることができる非溶剤系の素材を見出し
た。ただし，Table 1のように，実際に印刷で使用され
る湿し水の濃度（2％）において，弊社の溶剤（VOC）
を使用した代表的製品に対し，動的表面張力は高く，粘
度も高くない。

Fig. 6 Amount of water and ink on the printing plate.
{Measured by DMS (grapho metronic). Not only the amount
of water on the non-image area, but the amount of water
and ink on the image area was also measured.}

5. おわりに

本研究は，従来言われてきた動的表面張力や粘度の観
点ではなく，ゼロベースから素材の分子構造因子に着目
して設計を進めてきた。今後は，分子構造からミクロ物
性，マクロ物性へと観点を拡げ研究を進めていきたい。
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Fig. 5 Amount of water on the printing plate and substance
concentration.
{Measured by DMS (grapho metronic)}

Table 1  Physical Properties of Fountain Solution.

Fig. 6に，“non VOC Ecolity”を用いて印刷機上で版面
水量を測定したデータを示した。VOC成分を含有する
弊社湿し水製品と同等の水量が版面上で得られている。
また，印刷物紙面上でのインキ地汚れ，網点部分の絡み
汚れが発生する水目盛りの下限値の比較においても同等
の性能である。


