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1．はじめに

環境負荷の少ない印刷システム採用を促すなど日本印刷
連合会のグリーンプリンティング認定制度など，印刷業界
では環境負荷低減の取り組みが進められている1）。

当社は印刷版メーカーとして，産業廃棄物である現像廃
液の排出量が少ないCTP（Computer	To	Plate）システム
や，使用済みCTP版に用いられたアルミニウムを，再度
CTP用原材料にリサイクルする「Plate	to	Plate」システム
の開発を行なってきた。

Fig.	1はこれら，環境配慮システムを図解したものであ
る。平版印刷版のプロダクトライフサイクルを通じて，さ
まざまな環境対応への取り組みを行ない，印刷の環境負荷
低減を推進してきた。

この中でCTPシステムについては，まったく廃液の出
ない無処理CTPシステム「ECO＆FREE	SYSTEM	XZ-R」
や，現像液廃液量削減システム「XR-2000/5000」との組み
合わせで大幅に現像廃液量を低減できるサーマルポジ
CTP版「XP-Series」などの環境に配慮したCTPシステム
を提供してきた。

この中でも無処理CTPシステムは，版を印刷機に装着，
印刷開始時に，機上現像を可能としたことで，アルカリ現
像はもちろん，ガム処理などの処理工程を一切不要とし
た，究極の環境配慮設計のCTPシステムである。Fig.	2は
無処理CTPシステムのプロセスを図解したものである。
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Fig. 1   Example of our environmental conservation efforts.
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アルカリ現像CTPが必要とするアルカリ現像とガム処理の
両方が不要となるため，付帯する処理機器も不要となる2）。

このように究極の環境配慮設計を実現した無処理CTP
印刷版「XZ-R」は，アルカリ現像CTPと比較すると耐刷
性はさらなる向上が必要であった。そこで当社は，無処理
CTP印刷版の耐刷性をさらに向上させるため，陽極酸化皮
膜のナノオーダー形状制御技術を開発し，支持体に適用す
ることにした。

2．当社無処理CTP版支持体の特徴

Fig.	3は当社無処理CTP（XZ-R）の層構成を示す。無処
理CTPは，重層構造の感光層，陽極酸化皮膜と凹凸構造

（砂目）を設けたアルミニウム支持体から構成される。CTP
支持体に必要な機能は，画像部においては感光層との密着
性，非画像部においては，インキ剥離性・保水性・親水
性・耐傷性である。課題である耐刷性を向上するために，
無処理CTPの支持体では，非画像部の機能を低下させず
に，感光層との密着性を向上する必要がある。

3．当社CTP用支持体の設計方針

3.1　従来技術
従来CTP支持体であるMGV（Multi-Grain	V）は，①数

10ミクロンオーダーの波長を有する大波，②ミクロンオー
ダーの波長を有する中波，③サブミクロンオーダーの波長
を有する小波を重畳した複数の波長成分からなる凹凸構造
を付与している。Fig.	4は従来CTP支持体の破断面形状を
示す。

このように異なる複数の波長を用いることで，各波長の
形状を維持しつつ，各波長での形状を制御することが可能
となる。このため，設計の自由度が増し，トレードオフ関
係となる物性値のバランスを向上することができる。

性能に影響する支持体の物性値としては，表面積，急峻
度，Ra（算術平均粗さ），Dpn（局所的に深い部分の密度）
などの数値が用いられる。表面積は耐刷に影響し，急峻度
は汚れ難さや水/インキバランスに影響する。Raは印刷水
上がり視認性に影響し，Dpnは感度などに影響する。Fig.	
5はこれら物性値の意味を図解したものである3）。

各波長設計のポイントを説明する。

（1）大波
湿し水の保水性を向上することで，印刷水上がり視認性

が向上する。Raを大きくすることで保水性が向上するが，
大きすぎると感光層膜厚がより不均一となり，感度に影響
が出る。Dpnを抑制することで，大波の均一分散化が可能
である。

（2）中波
中波は，汚れ難さや水インキバランスに関与する。中波

の急峻度を下げることで，インキの引っかかりが抑制さ
れ，汚れ難い支持体となる。一方，中波の急峻度を低下さ
せると，感光層との密着性に影響する表面積も低下し，耐
刷が低下する。つまり，最適化の範疇では汚れ難さと耐刷
はトレードオフになる。

（3）小波
汚れ難さに影響しない，サブミクロンオーダーの小波

を，急峻度を下げた中波に重ね合わせることで，低急峻度
と大表面積の両立が可能となる。これにより，汚れ難さと
耐刷のトレードオフ脱却を実現している。
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Fig. 3   Configuration of CTP plate (XZ-R).

表面積：投影面積に対する実面積の増加率

Dpn：局所的に深い部分の密度
Ra：Ra＝1/L・∫｜f（x）｜dx
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Fig. 5   Physical property parameters of substrate.

Fig. 4   Cross section of MGV.
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Fig. 2   Process-less CTP system.
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3.2　新規技術　ナノオーダー形状制御
従来，無処理CTPは大波，中波，小波を持つMGV支持

体を使用している。無処理CTPの耐刷を支持体から向上
させるため，大きな波長に小さな波長を重畳することで高
表面積，低急峻度を達成してきた支持体開発の考え方を展
開し，新たに陽極酸化皮膜のナノオーダー構造制御技術を
開発した。

まず，従来の支持体設計方針を応用し，サブミクロン
オーダーの小波より波長の短い凹凸構造形成を検討した。
そのために，従来は耐傷性付与を目的としていた陽極酸化
皮膜の，数ナノオーダーの微細構造であるマイクロポアを
利用することにした。Fig.	6は，従来の大波，中波，小波
の波長と，陽極酸化皮膜のマイクロポア径の大きさを図示
したものである。

しかし，陽極酸化皮膜のマイクロポアは表層径が5 ～
10nmで小さく，この孔に感光層は追従しない。そこでマ
イクロポアを拡大することで感光層の孔内部への追従を検
討したが，大きな問題が発生した。すなわち，マイクロポ
アの表層径を拡大することで，孔内部に感光層を追従させ
ることはできたが，感光層が奥まで入り込むことで，機上
現像性が著しく低下した。また，機上現像ができた場合で
も，非画像部になった部分は，印刷中，拡大された孔の内
部にインキが入り込むため汚れが発生しやすくなった。

Fig.	7は表層径が5－10nmである従来のマイクロポア
を持つ陽極酸化皮膜と，マイクロポアの表層径を10nm以
上に拡大した陽極酸化皮膜の構造を模式的に示した概念図
である。

これに対し，陽極酸化皮膜のナノオーダー形状制御技術
を開発し，大径孔部（表面側）と小径孔部（底部側）から
なる陽極酸化皮膜の多段構造を形成可能とした。Fig.	8は，
陽極酸化皮膜の多段構造を示した概念図である。

表面に近い大径孔部は，ポア内まで感光層が追従するこ
とで，感光層と接触する表面積が大きくなり，耐刷性を向

上する機能を持たせる。一方，小径孔部は，径が小さく，
マイクロポアの底まで感光層やインキが浸入しない。大径
孔部と小径孔部からなる多段構造とすることで，現像性や
汚れを悪化させることなく耐刷性を向上できる。

さらに，従来の大波，中波，小波形状を変形させること
がないため，従来支持体の特徴，特に急峻度を維持したま
まで表面積の向上が可能である。Fig.	9は従来支持体と新
規支持体の表面の電子顕微鏡写真であり，新規支持体が従
来の大波，中波，小波形状を変形させることなく，表面に
大径孔部が形成できていることを示す。

汚れ難さに影響する中波の急峻度と，表面積の関係を
Fig.	10に示す。従来技術に比べて，同じ急峻度であって
も，より大きな表面積が可能であることがわかる。

3.3　無処理CTPの性能
無処理CTP感材での性能評価を行なった結果，無処理

CTPの重要な性能である機上現像性と，汚れ難さを維持し
ながら，耐刷を向上できることが分かった。（Table	1）

また，この技術を工業的に実施可能とする見込みを得
た。
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Fig. 6   Size of each wave.
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Fig. 7   Anodic aluminum oxide and pore widening.
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Fig. 9   Surface configuration of MGV and new one.
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Fig. 8   Configuration of new micro-pores.
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4．まとめ

CTP支持体に適用可能な，アルミ陽極酸化皮膜のナノ
オーダー形状制御技術を開発した。技術内容は以下であ
る。

●	陽極酸化皮膜に形成されるナノオーダーのマイクロポ
アを大径孔部，小径孔部からなる多段構造にする。

●	表層の大径孔部は，感光層と接触する表面積を増加さ
せることで，耐刷性を向上する。

●	内部の小径孔部は，マイクロポアの底部にまでの感光
層やインキの滲入を抑止することで，現像性や汚れ難
さを低下させない。

無処理CTPに適用した場合，機上現像性や汚れ難さを
維持しつつ，耐刷を大幅に向上できる。

本技術により，印刷市場における環境対応に従来以上に
貢献できるものと考える。
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新規支持体 MGV
露出感度 120mJ/cm2 120mJ/cm2

耐刷性（指数） 150 100
機上現像性 ○ ○
汚れ難さ ○ ○

Table 1   Performance of new plate.
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Fig. 10   Steepness and surface area.




