
There are two technical issues concerning the practical application of a completely process-less CTP for newspaper printing. 
One is the improvement of run length; another is the prevention of edge scum. Thus, we adopted conventional technologies 
of process-less CTP for commercial printing and processed CTP for newspaper printing. Moreover, we developed three new 
technologies: (1) HDN technology to accelerate the polymerization reaction of the photosensitive layer, (2) MGZ technology to 
improve the adhesion between the photosensitive layer and the support, and (3) SHC technology to improve hydrophilic proper-
ties of the plate edge.

Abstract

1.	 はじめに

　近年，印刷市場では，コスト削減，環境対応，生産性向上
が強く求められており，これらを同時に達成するためには材
料，工数，エネルギー，排出物，水などの観点から無駄をな
くしていく省資源の考え方が有効である。環境対応の評価
方法として，LCA（Life Cycle Assessment）の考え方に基づ
き，製品の原材料調達から廃棄までの全工程で排出された温
暖化ガスの総量をCO2に換算して表示するCFP(Carbon Foot 
Print)を始め， EFP(Environmental Foot Print)，WFP(Water 
Foot Print)等，さまざまな環境評価手法が発表され，印刷業
界も対応を進めている。
　当社は印刷業界向け商品の環境配慮設計に早くから着手
し，CTPはPCR(Product Category Rule)に則り，2009年末
に「サーマルCTP」で業界初のCFP認証を受けて表示を開始
した。また，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”システムの提
案や，減圧蒸留により現像廃液を濃縮するXR技術や自動現
像機の処理能力を向上させるLBL技術をはじめとする廃液削
減処理システムの提案1)など，幅広く環境配慮設計・製造技
術の開発等を行っている。中でも，完全無処理サーマルCTP

は，印刷機上で未露光の感光層がインキ中に微分散されなが
ら刷り出しの紙面へと排出されるので，自動現像機による現
像処理工程が不要で，処理液，廃液，水（希釈，洗浄），自
動現像機の駆動エネルギー（電気），スペース（設置場所，
補充装置，薬品保管，パーツ保管），メンテナンス工数すべ
てがゼロとなるため，刷版工程における究極の省資源効果を
もたらす技術である。そして，2015年4月に，省資源ソリュー
ションの世界ブランド「SUPERIA」を発表し，7月に新聞向
けのシリーズとして，かねてから要望の高かった新聞用完全
無処理サーマルCTP「SUPERIA ZN」を発表した（Fig.  1）。
本稿では，新聞用完全無処理サーマルCTPの開発経緯や新
たに開発した技術を中心に報告する。
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Fig. 1　Completely process-less thermal CTP “SUPERIA ZN” for 
newspaper printing
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2.	 新聞用完全無処理サーマルCTPの開発経緯

　当社は2004年に新聞用サーマルCTP「HN-I」を発売して
以来，品質を向上させるとともに，プレヒートレス，プレ水
洗レス，合紙レス，現像・ガム廃液削減など工数削減，省資
源化の技術を開発することで，環境対応とコスト削減に貢献
してきた(Fig.  2)。そして，新聞社にさらなる環境配慮効果，
コスト削減効果をもたらす技術として，新聞用完全無処理
サーマルCTPの実用化が熱望されていた。これは刷版工程
において現像・ガム廃液が一切排出されないことから環境対
応型CTPの最終形であると言える(Fig.  3)。

　商印（商業印刷）向けとしては，十数年前から完全無処理
サーマルCTPを開発しており，世界で初めて現像処理を不
要にした第1世代の「ET-S（PRO-T）」の販売から品質向上，
安定化の改良を重ね，H27.5に「SUPERIA ZP」を発表した。
しかし，商印向けに開発した完全無処理サーマルCTP技術
を単に新聞印刷に転用するだけでは，以下2つの品質問題に
より，実用化することはできなかった。1つ目は，新聞輪転
印刷機の高速・ロングラン印刷に耐える「高耐刷性」が不足
していること，2つ目は新聞印刷ではCTPのプレート幅より
も紙の幅が大きいために，プレートのエッジ部に付着したイ
ンキが紙に転写する「エッジ汚れ」が発生してしまうことで
ある。
　今回，課題①「高耐刷性付与」に対して，感光層の重合反
応を効率化させたHDN技術（Hyper Dimension Networking 
Technology， 超次元ネットワーク技術）と，感光層と支持体
との密着性を向上させるために支持体最表面のマイクロポ
アを精密に制御するMGZ技術（Multi Grain Z Technology，
マルチグレインZ技術），課題②「エッジ汚れ防止」に対し
て，プレートエッジ部のみを選択的に親水化させるSHC技
術（Superfine Hydrophilic Coating Technology， 極細親水化
コーティング技術）を新たに開発し，新聞用完全無処理サー
マルCTP「SUPERIA ZN」の実用化に成功した。

3.	 新聞用完全無処理サーマルCTPの開発技術

3.1	 当社の従来の完全無処理サーマルCTPの技術
　当社の従来の商印用完全無処理CTPは，CTPセッターで露
光後，印刷機上で非画像部の感光層を刷り出しのインキとと
もに除去する機上現像方式を採用している。印刷機上で湿し
水とインキを供給すると，未露光の感光層（＝非画像部）に
湿し水が浸透し，支持体と感光層の界面に水膜が形成されて，
支持体と感光層間の密着力が低下する。そして，インキの粘
着力によって密着力の低下した感光層が支持体から引き剥が
され機上現像が完了する。引き剥がされた未露光の感光層は
インキ中に微分散されながら紙を介して，系外に排出される
(Fig. 4)。これを可能にしているのがFPD技術（Fine Particle 
Dispersion Technology， 細粒分散技術）とRSS技術（Rapid 
Stable Start-up Technology， 高速安定画像形成技術）である2）。

Fig. 2　History of environment-friendly CTP systems

Fig. 3　Completely process-less thermal CTP system

Fig. 4　On-press development mechanism
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これは，感光層内にミクロゲル粒子を均一に分散させること
で，感光層内への湿し水の浸透速度を格段に向上させて支持
体と感光層の界面に湿し水を呼び込みやすくするとともに，
未露光の感光層を微分散させることで素早い機上現像を可能
にしている。
　今回，新聞用完全無処理サーマルCTPに，商印用完全無
処理サーマルCTPで培ったFPD技術とRSS技術と，既存の
新聞用有処理サーマルCTPに採用しているPCS技術（Profi le 
Controlled Slit Technology， 形状制御スリット技術）を継承
させるとともに，新たに3つの技術を開発することで新聞印
刷への実用化を可能にした(Fig. 5)。

3.2	 HDN技術（超次元ネットワーク技術）
　新聞輪転機の高速印刷に対応するには，既存の新聞用有処
理サーマルCTP「SUPERIA HN-NV」同等の耐刷性を得るこ
とが必要だった。そのためには，CTPセッターの照射光エネ
ルギーを効率的に重合に結びつける，つまり，固めてつなぎ
合わせる（＝ネットワーク化する）ことが重要である(Fig. 6)。
　「SUPERIA ZN」では，「SUPERIA ZP」の感光層に使用して
いる材料を見直し，新たな開始反応促進剤を導入することで

CTPセッター露光時の感光層内のラジカル発生量を増加させ
た(Fig. 7)。さらに重合性成分も最適化することで，重合効
率を商印用完全無処理CTP比約3倍に高めて(Fig. 8)，耐刷
性向上を実現した。

3.3	 MGZ技術（マルチグレインZ技術）
　当社には，支持体表面に複数の波長の凹凸構造を形成して，
耐汚れ性と耐刷性のバランスを両立することが可能なMGV
技術（マルチグレインV技術）と呼ばれる支持体粗面化技術
があり，新聞用有処理サーマルCTP「SUPERIA HN-NV」，商
印用完全無処理サーマルCTP「SUPERIA ZP」等に採用され
ている。このMGV技術を極限まで高めたMGZ技術（マルチ
グレインZ技術）を，新聞用完全無処理サーマルCTP用に最
適化して，耐汚れ性を犠牲にすることなく，耐刷性を底上げ
することに成功した。
　MGV技術では，プレートの感光層下にある支持体の表面
に，波長10μmの大波を深く均一に，波長1μmの中波を
滑らかに大きく，さらに波長100nmの小波を一面に満遍な
く重畳付与させている。さらに，陽極酸化皮膜に5～ 10nm
径のマイクロポアを精密に形成させることで保水性（耐汚れ

Fig. 5　Layer confi guration and technology of completely process-less thermal CTP for newspaper printing

Fig. 6　Effi  ciency of the polymerization reaction
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性）と密着性（耐刷性）を向上させている(Fig. 9)。しかし，
MGV技術では新聞輪転印刷機の高速・ロングラン印刷で耐
刷性が不足していた。感光層との密着力を向上するにはマイ
クロポア径の拡大が有効な手段であるが，耐汚れ性が犠牲と
なってしまう。
　そこで，われわれは陽極酸化皮膜のマイクロポアをより
精密に制御するMGZ技術3)で耐刷性の底上げを可能にした。

具体的には，5～ 10nm径の小径孔部の上に，10nmを超え
る大径孔部を有する多段構造を形成している。10nmを超え
る大径孔部が感光層と支持体との密着性を高めて耐刷性を向
上させるとともに，大径孔部の深さを浅くして下層との連通
径を5～ 10nmと小さくすることで，下層深くまで感光層，
印刷インキが入り込むのを抑制している(Table1)。

Fig. 7　Improvement of the initiation reaction rate Fig. 8　Improvement of the polymerization reaction rate

Fig. 9　Cross-section of MGV

Table 1　Confi guration and eff ect of MGZ
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3.4	 SHC技術（極細親水化コーティング技術）
　既存の新聞用有処理サーマルCTPでは，エッジ部の汚れ
を防止するために，エッジ部を滑らかに精度よく曲面化す
るPCS技術（Profi le Controlled Slit Technology， 形状制御ス
リット技術）を用いている。曲面加工した際に物理的ダメー
ジ（エッジ部の疎水化）を受けるが，自動現像機のガム処理
工程（エッジ部の親水化）を経ることで，エッジ部へのイン
キ付着を防止し，エッジ汚れ防止を可能にしている。しかし，
完全無処理CTPでは，自動現像機の工程がないため，エッジ
部の親水化が施されず，エッジ汚れが発生してしまう。この
問題は，解決難易度が極めて高く，新聞用完全無処理サーマ
ルCTP実用化の大きな壁であった。そこで，われわれはエッ
ジ汚れを防止するために，新たにSHC技術（極細親水化コー
ティング技術）を開発した。これはプレートエッジ部を親水
化する成分をあらかじめ，エッジ部だけに選択的にコーティ
ングしておく技術であり，PCS技術による曲面加工とSHC技
術によるエッジ部親水化を融合することで(Fig. 10)，新聞用
完全無処理CTPのエッジ汚れを防止することが可能となっ
た(Fig. 11)。

4.	 まとめ

　新聞用完全無処理サーマルCTPの実用化には，①「高耐
刷性付与」と②「エッジ汚れ防止」が技術的課題であった。
そこで，商印用無処理サーマルCTPで培ったFPD技術とRSS
技術を継承するとともに，課題①「高耐刷性付与」に対して，
感光層の重合反応を効率化させたHDN技術（超次元ネット
ワーク技術）と，感光層と支持体との密着性を向上させるた
めに支持体最表面のマイクロポアを精密に制御するMGZ技
術（マルチグレインZ技術）を新たに開発した。
　また，課題②「エッジ汚れ防止」に対して，既存の新聞用
有処理サーマルCTPに採用しているエッジ部を滑らかに精
度よく曲面化するPCS技術と，新たに開発したプレートエッ
ジ部のみを選択的に親水化するSHC技術を融合させること
で，新聞用完全無処理サーマルCTP「SUPERIA ZN」の実用
化を実現した。
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Fig. 10　Cross-section of the edge of completely process-less 
thermal CTP for newspaper printing Fig. 11　Surface confi guration of edge after press
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