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はじめに111

環境負荷の少ない印刷システムの採用などを促す日本
印刷産業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への取り組みが進められ
ている。

当社で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CTP版の支持体であるアルミニウム廃材のク

ローズドループ・リサイクルシステム「PLATE to 
PLATE システム」の開発，および包装材料である外装
の段ボール，内装の合紙やボール紙の使用量削減，など
を行なってきた。

このなかでCTPシステムについては，まったく廃液
のでない無処理CTPシステム「ECO & FREE SYSTEM 
XZ-R」や，現像廃液削減装置「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

高耐刷サーマルポジCTPシステム「XL-T」の開発

青島　徳生＊，渡辺　則章＊，藤井　重克＊＊，有冨　隆志＊＊＊，
荒　陽一郎＊，倉本　守＊，田口　貴規＊＊＊＊，安原　祐一＊＊＊＊＊

Long Run Length Positive Thermal CTP System “XL-T”

Norio AOSHIMA*,  Noriaki WATANABE*,  Shigekatsu FUJII**,  Takashi ARIDOMI***, 
Yoichiro ARA*,  Mamoru KURAMOTO*,  Yoshinori TAGUCHI****,  and  Yuichi YASUHARA*****

Abstract

We have developed a positive thermal CTP (Computer To Plate) plate “XL-T”, which employs high 
durability urethane resin for the photo sensitive layer. XL-T is suitable for long run length jobs, for example, 
printing of forms, ledgers, magazines, and so on. We have also formulated special developer  “XL-D” and 
replenisher  “XL-DR” for XL-T, which can be used in a highly concentrated state. Together with the 
apparatuses for reducing waste developer/rinse water  “XR-2000/5000”, the XL-T system realizes reduction 
of waste solutions equal to that with the XP-series, which are standard positive thermal CTP systems. 
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テムのラインアップを広げてきた1）。
しかし，伝票，帳簿や雑誌など，印刷部数の大きい高

耐刷用途には対応するCTP版がなく，本報告の高耐刷
サーマルポジCTP版「XL-T」の開発に至った（Photo 1, 
Fig. 1）。

Photo 1   Positive thermal CTP plate XL-T.

現像液/水洗水廃液量 (処理量1,000m2/月)

XZ-R

耐
刷
指

数
（X

P
-
F
＝

10
0)

サーマルポジCTP

XL-T
バーニング

XL-T

XP-L

XP-F

100

150

200

300

200L 25L なし

無処理CTP

高耐刷

Fig. 1   Quality target for XL-T.

サーマルポジCTP版における耐刷性向上1211
の課題

標準的な耐刷力を持つサーマルポジCTP版「XP-F」
の感光層は重層構成をとっている。サーマルポジCTP
版の画像形成は，ノボラック樹脂の水素結合を画像露光
時に発生する熱により解除し，アルカリ現像液に対する
溶解性を向上させることで行なわれている。しかしなが
ら，アルミ支持体付近の感光層は支持体への熱拡散によ
り露光時の到達温度が低く，十分な水素結合の解除が行

なわれずに低感度となる。このため，到達温度が高い上
層が画像形成を担い，下層は未露光でも現像性を高く設
計したアクリル系樹脂が用いられている。また，高感度
に画像形成するために上層は薄く，かつ画像形成能力に
優れるノボラック樹脂を用いる必要がある2）。ノボラッ
ク樹脂の耐刷性はアクリル樹脂に劣るため，上層の耐刷
性への寄与率は下層の1/4にとどまる。

上層は画像形成を担うため，素材や塗布量の制約が大
きく検討の余地が小さい。耐刷性への寄与が高く，また
画像形成上の制約が少なく設計の自由度が高い下層の耐
刷性向上を検討した。

下層の耐刷性を向上するには，アクリル樹脂の塗布
量を上げることが最もシンプルな考え方であり，XP-F
の約1.5倍の耐刷性を持つXP-Lの耐刷力はこれにより実
現している。しかし，下層の塗布量を上げることによる
課題もある。下層は，現像液に浸漬されている12秒の
うちに，露光部は現像により除去され，未露光部は画像
部サイドより進入してくる現像液に侵されずに残る必
要がある。よって下層の塗布量を上げる場合は，露光部
と未露光部の現像速度差（ディスクリミネーション）を
より大きくとらないと，露光部が現像除去しきれずに感
光層が残存（残膜）して印刷汚れを引き起こしたり，未
露光部の周囲が現像液に侵され画像面積が小さくなる，
いわゆるサイドエッチングの問題が生じてしまう2）

（Fig. 2）。
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Fig. 2   Mechanism of side-etching.

XL-Tの目標であるXP-Fの約2倍の耐刷性を，すべて
塗布量を上げることで達成するためにはアクリル樹脂の
耐刷力とディスクリミネーションでは不足であり，下層
に用いる樹脂の耐刷性を向上させ塗布量を抑える必要が
あった。

本報告では，耐刷性とディスクリミネーションを両立
するための，CTP版XL-T，現像液「XL-D」および現
像補充液「XL-DR」の設計について，詳細に報告する。

CTP版XL-T2111
耐刷性の高い樹脂には，印刷中に画像部の感光層にか

かるインキローラーやブランケットからの応力に対して
ダメージを受けにくい特性が求められる。例えば，硬度
を増して変形や磨耗を抑えたり，粘弾性を利用して応力
を緩和するようなことが考えられる。今回，アクリル樹
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脂と同じ現像性でも高い耐刷性を示し，検討した耐刷性
の高い樹脂のなかでは現像性とのバランスに優れるウレ
タン樹脂を採用した。応力緩和の寄与が大きいと考える
ウレタン樹脂は，硬く高密度な樹脂と比べ現像液の浸透
性に優れ，現像性が有利になったと考える。また，フォ
トポリマータイプのCTP版で使用実績があることも，
選択のポイントとなった。

アクリル樹脂にかえて下層にウレタン樹脂を用いる場
合，改良すべき課題は，ディスクリミネーションとUV
インキ耐刷性の2点である。ディスクリミネーション不
足の原因は，上層のノボラック樹脂と下層のウレタン樹
脂の極性が近いため，上層塗設時の塗布溶媒に下層を溶
解しない溶剤を選択できず層が混合してしまうこと，お
よび下層に溶解抑制効果がないことである。UVインキ
耐刷性不足の原因は，UVインキとウレタン樹脂の極性
が近く，ウレタン樹脂がUVインキのダメージを受けや
すいことである。改良するためには，ノボラック樹脂や
UVインキの極性から遠ざけ，XP-Fで用いるアクリル樹
脂のように，より高極性側に設計することが重要であっ
た（Fig. 3）。
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Fig. 3   Process of enhancing dipole moment.

高極性にするために，二つの施策を用いた。
一つは，XP-Fの下層で用いるアクリル樹脂に高極性

の特性を付与する構造を，ウレタン樹脂に導入すること
である。この構造はアルカリ現像液に対する溶解性を向
上する機能も兼ねるため，現像性を損ねることがなく導
入量の制約が小さいことが特長である。これにより，
UVインキ耐刷性は目標レベルに到達した。しかし，上
層塗設時の層混合は抑制できず，ディスクリミネーション
は改良されなかった。

二つ目は，ウレタン樹脂の酸基とのイオン的相互作用
の形成である。これによりさらに極性を高めることがで
き，層混合は改良された。

また，この相互作用の形成により酸基が保護されるた
め，ウレタン樹脂の現像液に対する溶解性を抑える現像
抑制効果も発現する。上層のノボラック樹脂と同様に，
画像露光で発生する熱によりこの現像抑制効果が解除さ
れるため，下層にディスクリミネーションを付与するこ
とができる。

この現像抑制剤の極性，分子サイズ，および親疎水性
を最適化することでディスクリミネーションを最大化
し，後述する専用現像液との組み合わせにより，残膜や
サイドエッチングのないXP-F同等の感度を有するCTP
版を設計することができた。

Fig. 4に現像抑制剤を下層に添加した場合のディスク
リミネーション拡大効果を示す。添加量に比例し，未露
光部の感光層が現像液に侵されない時間が延びているこ
とがわかる。
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Fig. 4   Effect of development inhibitor.

Photo 2にAMスクリーンの50％網点の電子顕微鏡写
真を示す。改良前にはサイドエッチングにより網点サイ
ズが小さくなり，画像部の縁に残った上層のひさしが折
れてカスになっていたものが，改良されていることがわ
かる。
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Photo 2   Effect of side-etching control.

また，ウレタン樹脂は現像後に行なわれる加熱処理
（バーニング）の温度領域で熱硬化性を示すように構造
設計している。この効果により耐刷性はさらに1.5倍以
上向上し，UVインキやその洗浄剤などに対する耐性も
大幅に向上する。仕事の内容によりバーニング処理を選
択できることは，XL-Tの特長の一つである（Fig. 1）。
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現像液XL-D，現像補充液XL-DR2121
耐刷性の高いウレタン樹脂は，前項で述べた技術を導

入しても，XP-Fで用いるアクリル樹脂と比較してディ
スクリミネーションが不足し，現像液への分散性も劣る。
このため，XP-F用の現像液XP-Dで現像すると，現像
が遅れて感光層カスが残り残膜が発生する。逆に露光部
の残膜発生を抑制するために露光部現像性を上げる設計
とすると，未露光部の現像液耐性が不足し溶解が発生す
る（Fig. 5）。
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この関係から抜け出すために，現像液側からディスク
リミネーションの拡大を図った。

現像液として，未露光部の現像は抑制し，露光部の現
像を促進する特性が必要となる。この特性を現像活性調
整剤で実現した。この素材は，未露光部では上層のノボ
ラック樹脂表面と相互作用し現像液の浸透を抑制する。
一方で，露光部では現像性が向上したノボラック樹脂の
溶解が優位となり上層の現像が進む。さらに下層に現像
液が浸透したところでウレタン樹脂と相互作用し，下層
の溶解，拡散を促進する。現像抑制，現像促進の相反す
る特性を，上層および下層の樹脂との相互作用力を適切
に制御することで実現している（Fig. 5, Fig. 6）。
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Fig. 6   Development mechanism of XL-T.

Fig. 7に現像液に浸漬したXL-Tの，感光層の溶解・
拡散シミュレーションの結果を示した。XP-Dでは現像
性が不十分なため，感光層が塊状に拡散しながら現像が
進行するのに対し，XL-Dではきれいに溶解しているこ
とがわかる。
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Fig. 7   Dispersion promoting effect of XL-D.

現像された感光層の現像液中での安定性にも優れるた
め，自動現像機内の汚れも少ない。Photo 3に長期連続
使用のテストを実施した前後の自動現像機の現像浴の状
態を示す。テスト後も感光層のカスはなく，洗浄は水で
流すだけで十分であり，現像液交換時のメンテナンス性
に優れる。

Photo 3   XL-D keeping developer bath clean.

また，XP-Seriesの特長である現像廃液量の少なさを
実現するため，現像活性調整剤は高pHでイオン濃度が
高い条件でも塩析しにくいものを選択した。この特性に
より，現像補充液XL-DRの高濃度化が可能となり，オー
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バーフローの廃液量を削減することができる。減圧蒸留
により現像廃液を濃縮する現像廃液削減装置XR-2000/ 
5000についても，水洗水廃液とあわせて約1/8の量まで
濃縮を可能とした（Fig. 8）。

XL-940/1310

 

Fig. 8   Systematic view of reducing waste developer/rinse water.

おわりに311

本報告のXL-Tは，産業廃棄物となる現像廃液の排出
量を従来品同等に抑えながら，耐刷性を大幅に向上させ
た。さらにバーニング処理も可能で，伝票，帳簿や雑誌
など印刷部数が大きい仕事に最適なCTP版である。

これで，環境に配慮したサーマルポジCTP版のラ 
インアップが完成し，商業印刷市場を広くカバーできる
ようになった。これらの商品で，印刷業界の環境負荷低
減に貢献できることを期待している。
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（本報告中にある “ECONEX”，“PLATE to PLATE” は
富士フイルム（株）の登録商標です。）


