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東レ水なし平版 Q&A
1. 版の構造

1
i

東レ水 なし平版の 版構造は、従来版 と全く異なり ます。こ
こでは、版の構造に関する質問にお答えします。

生版の構造
カバーフィルム
シリコーンゴム層
感光層
プライマ層

画線部
非画線部

アルミ基板

刷版
生版

図1

東レ水なし平版の版構造

カバーフィルムは何のためにあるのですか ?

A

カバ ーフィ ルム がな ければ、版材の 表面は シリ コー ンゴム 層
になります。
シリコー ンゴムの上 にはボールペ ンでトンボ などを書く こと
がで きま せん。また、シリコ ーン ゴム は粘 着性 をもっ てお り、
かつ非常に平滑な表面になっていますので、その上にポジ
フィ ルムを 重ね て焼 くと部 分的 に空気 だま りが でき、その 部
分に焼きボケや網ムラが発生したり、ベタになったりします。
さらに、シリコ ーンゴムは柔ら かく、かつ層の厚 みが約 2um し
かな いため、硬い異 物で 引っか くと 傷が入 りや すく なって い
ます。
以上のシ リコーンゴ ムの問題点を 改善するた めにカバー フィ
ルムがか かってい ます。このカバ ーフィルム の表面に は、さら
に真 空密着 を良 くす るため の加 工がな され てい ます。従来 の
PS版にも、感光層の表面に直接同様の加工がなされています

シリコーンゴム層の役割は何ですか ?

A
2
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シリコー ンゴム層を もってい ることが、従来 の PS 版との 大き
な違 いとな って いま す。シリコ ーン ゴムは 液体 をは じく性 質
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をもって います。従っ てインキも はじきます ので、印刷で は従
来印刷方 法の湿し水 の役割を果 たし、非画線 部を形成し ます。
あら かじめ、均一な 水膜 が非画 線部 にある と考 える とわか り
やすいでしょう。
しかし、印刷 時どんな インキでも はじくので はなく、いろ いろ
な制約が あります。例えば、実際に従 来版用イン キを使用 して
印刷する と、極めて低 い温度で印 刷した場合 を除き、地汚 れが
発生します。

感光層の役割は何ですか（ポジタイプ）?

A

光の 当た った 部分 の感 光層 が反応（光 重合）し、す ぐ上 のシ リ
コー ンゴム 層と の接 着力が 強ま ります。光 の当 たら なかっ た
部分 はもと もと 接着 力が弱 いの で接着 力の 差が 生じま す。露
光済 版を現 像す ると、光の当た って いない 接着 力の 弱い部 分
だけ 現像ブ ラシ でシ リコー ンゴ ム層が こす り取 られ、感光 層
がむ き出し にな りま す。感光層 自身 はイン キが くっ つきま す
ので、このシリ コー ンゴ ム層が 取れ た部分 が印 刷に おいて 画
線部とな ります。つま り、版の構造は 画線部が凹 んだ平凹 版と
いうことになります。
一方、従来の PS 版の 場合、光の当 たっ た部分 の感 光層 が反 応
（光分解）し、溶剤に対する 溶解性が 大きくな ります。露光 済版
を現 像する と、光の 当た った溶 解性 の大き い部 分だ けが溶 け
だし、非 画線 部で ある アル ミ面 が露出 しま す。つま り、版の 構
造は画線部が凸の平凸版ということになります。
従来版 (PS 版 )

インキ

東レ水なし平版

湿し水
シリコーンゴム
感光層
感光層
プライマー層
基板

平凸版

基板

版構造

平凹版

図 2 従来版との版構造比較

プライマー層の役割は何ですか ?

A

感光 層がア ルミ 基板か ら簡 単には がれ てしま わな いよう に、
しっかり とくっつ ける役目を 果たします。また、点細りの 原因
とな るアル ミ基 板側 からの 光の 反射を 起こ させ ないた め、基
板側へ入 り込む光 を遮断する 役目もあり ます。ただし、もとも
と光反応 は感光層の 表面部分だけ で良いため 基板側へ到 達す
る光の量は少なくなっています。

東レ水なし平版 Q&A
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刷版作成 Q&A
1. 露光

2
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露光工程では、従来と同じ設備が使用できます。ただし、版
の違いによる注意点はいくつかあります。ここでは、露光機
および作業工程に関する質問にお答えします。

刷版室の環境は今まで通りでかまいませんか ?

A

水なし平 版は従来の PS 版と同じ く、紫外〜可 視短波長領 域の
光に反応 する感光 材料です。した がって、その波 長域の光 があ
たれ ば、例え室 内灯 のよ うな弱 い光 でも時 間を かけ れば感 光
（反応）しま す。生版を取扱 う時に、室内 灯が黄色 灯であれ ばこ
れに よる光 カブ リは 全く起 こり ません が、白色 灯の 場合は 紫
外〜可視 短波長領域 の光が強いの で光カブリ を防止する 上で
は不 適当 です。また、紫外 線防 止灯 の場合 も、紫外 光は カッ ト
されます が可視短 波長領域の 光がでてい るので、ある 時間（10
分程 度）以上 の版 材放置 で光 カブ リに よる 現像不 良（網ム ラ・
網とび）が発 生します。特に露光光源 の光では数 秒で影響 が出
ますので、焼枠付近では特に注意して作業してください。

殖版機は今まで通り使えますか ?

A

版材 を固定 する のに、裏面から 吸着 するタ イプ では 今まで 通
りで問題 ありませ ん。ただし、テープ で版材を固 定するタ イプ
では、あらかじ めテ ープ を貼る 部分 のみ版 材の カバ ーフィ ル
ムを剥がしてある、C タイプカバーフィルムの版 を使用してく
ださい。カバ ーフィル ムの上から テープを貼 ると、多面焼 きの
時にカバ ーフィルム の下に空気が 入り現像す るとその部 分が
ベタになる可能性があるからです。

トンボを書くのにケガキ針は使えますか ?

A

ケガ キ針を 使用 する とカバ ーフ ィルム がカ ギ裂 きにな り、露
光し てもそ の部 分の 光反応 が進 まず、現像 する とベ タにな っ
てしまいます。必ず、ボールペンを使用してください。

露光作業時間は今までと変りありませんか ?

A
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水なし平版の標準焼度は PS版の５段クリアーに対し、7 〜 9 段
白ベタに なってい ます。基準の焼 度は異なり ますが、露光 時間
とし てはほ ぼ同 程度 になり ます（版 材品種 によ り異 なりま す
ので版材切替時には露光時間を設定しなおしてください）。
真空密着 時間は微小 点重視でない 限り従来通 りで問題あ りま
せん。

刷版作成 Q&A 1. 露光

露光時の温度の影響はありませんか ?

A

水な し平版 は光 重合 タイプ の感 光層で でき てい ます。光重 合
反応 は温度 に影 響を 受け、温度 が低 い程反 応速 度が 遅くな り
ます。露光時の版材の適温は 25〜 35℃で、温度が 15℃を下回る
と感 度がか なり 低下 し、シリコ ーン ゴム層 と感 光層 との接 着
が不 十分と なり、現像で シリコ ーン ゴム層 が剥 がれ る場合 が
あり ます。冬場 の立 上が りには 暖房 や空焼 きに より 焼枠を 暖
めるようにしてください。

露光済の版を焼きだめできますか ?

A

1 日程度な ら現像 性に全 く問題 はあり ません。ただし、露光 済
版を 長い間 放置 する と徐々 に現 像しに くく なり ますの で、な
るべく早く現像するようにしてください。

なぜ水なし平版の方が焼細りが少ないのですか ?

A

焼細りは、感光層に到 達したとき に網点内に 周り込む 光と、ア
ルミ基板 側から反射 して網点内に 回り込む光 によって起 こり
ます。従来の PS 版の場合、アルミ基板表面に保水性を高めるた
め砂目立 て・陽極酸化 を施してあ るので、表面は 粗面で光 散乱
が大きく、この散乱光で焼細りが起こります。
従来版 (PS 版 )

非画線部
透過光量

東レ水なし平版

基板への
到達光量

感光層
プライマー層

光反応部分

基板

非画線部
透過光量

感光層

基板

図3

基板への
到達光量

従来版との焼細りの差

水なし平 版では基板 側からのもの はプライマ ー層の所で 述べ
たように、ほとんどありません。しかし、感光層の上にシリ
コー ンゴム 層と カバ ーフィ ルム がある ため、この部 分での 光
の回り込 みは従来 版より大き くなってい ます。しかし、光反応
が影 響の出 ない うち に終わ るの で、従来版 の基 板側 からの も
のよ り焼度 に対 して網 点サ イズの 変化 が少な くな ってい ま
す。
なお、カバーフィルム上の 光散乱成分を多く した ものが HV
（DV）
タイプで、この版を使用すると従来版並に焼き細ります。

東レ水なし平版 Q&A
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刷版作成 Q&A
2. 現像

i

現像工 程では、従来と 全く異なる方 法をとります。こ こで
は、専用自動現像機および作業工程に関する質問にお答えし
ます。

自動現像機
自動現像機は状来品を使用できないのですか ?

A

画像 形成機 構が 従来 と全く 異な ります ので、水なし 平版専 用
の自動現像機が必要となります。
表 1 自動現像機機種
自動現像機
TWL-400
TWL-650V
TWL-860F
TWL-1160F

水洗ユニット
なし
TWU-650V
一体
一体

最大幅
400mm
620mm
860mm
1160mm

縦通し
横通し
四六四裁
菊半裁 四六四裁
菊全
菊半寸延
A倍
四六全

自動現像機でどの様に現像されるのですか ?

A

前処理（前 処理液）→現像（水道水）→後処理（後 処理液）の工 程
で現像します。

現

前処理

像

後処理

図 4 現像処理工程

前処理工程の役割は何ですか ?

A

露光 済みの 版に 前処 理液を かけ ること によ り、光の 当たっ て
いないシ リコーンゴ ム層と感光層 との界面の 接着力をさ らに
弱め、次の現 像工程で 取れやすく します。液の疲 労はほと んど
なく、版が次の 槽に 持ち 込むこ とに よって 減少 した 分だけ 補
充すれば 良くなっ ています。この 液は、水の混入 により性 能が
極端に低 下しますの で誤って水を 混入させな いようにし てく
ださい。

現像工程の役割は何ですか ?

A
6
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水を かけな がら 現像 ブラシ で版 面をこ する こと によっ て、光

刷版作成 Q&A 2. 現像

の当たっ ていない接 着力の弱い部 分のシリコ ーンゴムを 機械
的に かき取り ます。水の 役目は、ブラシによる傷 の発生防止
（潤滑）とかき 取ったシリ コーンカス をブラシ 内に残らな いよ
うにする ことです。シリコーンカ スは、ポンプに よる液循 環途
中の フィル ターに 集め られま すの で、定期的な交換（1000 〜
2000 版に１回）が必 要になります。水は 版を通すごとに自 動的
に供給され、余分はオーバーフロー口から排水されます。

後処理工程の役割は何ですか ?

A

後処理液 をかけなが ら現像ブラシ で版面をこ することに よっ
て、こすり取 った網点 部分の形状 を整えなが ら、同時に検 版性
を上 げるた め染 色し ます。液の 疲労 はあり ませ んが 染色濃 度
の低下は あります。しかし、減少した 分だけ補充 すればほ ぼ濃
度は保てるようになっています。

処理液の交換頻度は ?

A

基本 的には 使用 する 前処理・後処理 液は減 量分 の定 期補充 の
みで 交換は 必要 あり ません が、前処 理液に 空気 中の 水分が 多
量に混入した場合、現像性低下の原因とな りますので、1 年に 1
回程度の全量交換をお勧めする場合があります。
なお、現像に使 用す る水 道水は 自動 給水機 構で 常に 新水が 供
給されており、交換の必要はありません。

現像処理時間は今までと変わりありませんか ?

A

数年前ま で、従来の PS 版に比べ現像 処理時間 がかなりか かっ
てい まし た。しか し、現状 最新 シス テムで は、自動 現像 機に 水
洗ユニ ットを 付加し、新前・後処理液 (PP-F/PA-F) を使用し て、
従来版現像機並の処理が可能になっています。

オートストッカーは使用できますか ?

A

水洗 ユニッ トの 付加 で、オート スト ッカー が使 える ように な
り、これ までの よう に現 像機を 出た ところ で合 紙を 挟まな く
ても良く なりまし た。ただし、長時間 放置すると シリコー ンゴ
ム層 自身の 粘着 性の ためや や粘 着傾向 にあ りま すので、印刷
までに半日以上ある場合は合紙を挟むようにしてください。

現像不良版の救済手段はないのですか ?

A

例え ば、カバー フィ ルム を一部 残し たまま 現像 する とその 部
分が現像 されずに 出てきます。このような時 には、もう一 度自
動現像機 を通すと 現像されま す。同様に、殖版機 露光での 溝の
焼き ボケや、弱い光 カブ リによ る網 とびが 発生 して いる場 合
も、もう一度 自現機を 通すとよく なる場合が あります。２回現
像機を通った部分の網点サイズの変化はありません。

東レ水なし平版 Q&A
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刷版作成
3. 検版･刷版

i

検版工 程では、加筆は同 じですが不要 画線部の消去は 従来
と全く異なる方法をとります。ここでは、消去・加筆および
できあがった刷版についての質問にお答えします。

消去
消去方法はなぜ PS版と違うのですか ?

A

従来の PS 版の場合、汚れ は版面に感 光層が残 っているた め起
こります ので、消去液 によりこの 部分を溶か して水洗・除去す
れば 良く なっ てい ます。一方、水な し平版 の場 合に は、汚れ は
感光 層の上 にあ るシリ コー ンゴム が取 れてい る部 分なの で、
そこ に消 去液（シ リコ ーン ゴム 液）を塗布 し、穴を ふさ いで イ
ンキを反発させます。
なお、消去した後の水洗は必要ありません。

先端チップは何のために使用するのですか ?

A

単に カート リッ ジに 穴を開 けた だけで は、液が たれ たり薄 膜
で均一に塗布することが難しいので、これを改善するため
チップを 使用します。チッ プの種類（C,FC,MC の３種類あ りま
す）を変えることにより塗布線幅を変えることができます。
C
FC
MC
図5

消去チップの種類

先端チップの交換頻度はどれくらいですか ?

A

チップに 液がついた まましばらく 放置すると チップ内部 で液
が固まり、カートリッ ジを押さえ ても液が出 なくなり ます。液
の出 が悪く なっ たら チップ を交 換して くだ さい（チ ップは 使
い捨てです）。

カートリッジ先端部で液が固まらないようにするには ?

A

8
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長い 時間放 置す る場 合には、カート リッジ から チッ プをは ず
し、先端の穴に長めの針をつきさしておきます。

刷版作成 3. 検版･刷版

インキが付着した上から消去液を塗布しても良いですか ?

A

機上で消去するときには、原則として専用プレートクリー
ナー(PC-1) でインキ を除去し てから にしてく ださい。ただ し、
非常に細 い傷でイン キを除去する と場所がわ からなくな る場
合には、インキの付着した状態でもかまいません。

消去液を塗る厚みのめやすは ?

A

消去液の 青い色が判 別できる程度 の極めて薄 い厚みで十 分で
す。刷り枚 数が多い ときには やや厚め にし、よく乾 燥（硬化）さ
せます。

消去してから何分くらいで印刷可能ですか ?

A

基本的に は、３分程度 要します。時間 が短かすぎ ると接着 が不
完全となり、特にベタ・画線部分がはがれやすくなります。

誤って画線を消去してしまったときの対処方法は ?

A

ただ ちに指 の腹で こすり とり、その後手 現像液 (HP-7N)、また
はPC-1を脱脂綿などに含ませ、軽くこすり取ります。

比較的大きな文字の消去で良い方法は ?

A

カレ ンダー の店 名差 替部分 の消 去には、中 面積 消去 用チッ プ
ＭＣ を使用してください。消去液の塗布幅は 8〜 10mm 程度あ
ります。

大面積の消去方法は ?

A

多面 焼きの 一面 消去 のよう な、大き な面積 を確 実に 消去す る
方法 はあ りま せん。ただし、印刷中、湿し水に よる 紙の 伸縮 か
らく る見当 不良 はあ りませ んの で、大面積 消去 の頻 度は非 常
に少なくなっています。

絵柄・文字付近の消去方法は?

A

消去チップに極細消去チップ ＦＣ を使用 してください。なお、
絵柄 に極め て近 い場 合は、念の ため 画線部 をセ ロテ ープな ど
でマスクすると良いでしょう。

画線内に入った傷の処置は ?

A

残念 ながら、現在 絵柄内 を消去 する方 法はあ りませ ん。しか
し、発売 初期の 版に 較べ シリコ ーン ゴム層 の強 度は 数倍向 上
していま すので、粗雑 な扱いさえ しなければ、今までのよ うに
簡単には傷が入らなくなっています。

東レ水なし平版 Q&A
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プレートクリーナーで傷がなくなりますか ?

A

水なし 平版用プ レートク リーナー(PC-1) で洗浄 しても傷 は取
れません。PC-1の主用途は版面のインキ除去です。

加筆
加筆はどうするのですか ?

A

表面 のシリ コー ンゴ ム層を 取り 除けば、イ ンキ が付 着する の
で鉄 筆など で版 表面 をひっ かき、シリコー ンゴ ム層 に傷を つ
ければイ ンキが付 着します。イン キの乗りが 悪い時に は、その
部分にインキを埋込めばインキが付着するようになります。

ベタを作る方法は ?

A

アル コー ル
（エタ ノー ル）を脱 脂綿 などに 含ま せ、ベタ の必 要
な部分を こすれば、シリコーンゴ ム層がはが れます。余分 なと
ころをは がさないよ うにセロテー プなどでマ スクすると 良い
でしょう。
ショ ートラ ンで もう 少し簡 便に ベタを 作り たい 場合に は、ベ
タツクリテープ ADT-1 を版面に貼りつけます。

刷版
ガム引きは必要ないのですか ?

A

通常 の条件 下で、非画線 部であ るシ リコー ンゴ ム層 が感脂 化
（インキ が付着）するこ とはあり ません。また、非画線部を 手で
触っても指紋の跡にインキが付着することはありません。
従って、ガム 引きは必 要ありませ ん。ガム引きす ると印刷 で汚
れの原因となります。

耐刷力はどのくらいあるのですか ?

A

ごく標準的な 条件で、10 万通し以上 もちますが、シリコ ーンゴ
ム層が摩 耗しやす い条件、例えば ブランケッ ト上への 紙粉・パ
ウダーの 堆積、版／ブ ランケット 間の周速の ずれ・印圧過 大な
どでは耐 刷力は低下 します。耐刷力 が必要な オフ輪など では、
高耐刷グレード版（DGシリーズ）を使用してください。

保存版はできるのですか ?

A
10

東レ水なし平版 Q&A

印刷前・後に かかわら ず、版が粘着し ないよう間 に紙をは むだ

刷版作成 3. 検版･刷版

けで、保存し ておくこ とができま す。印刷の前段 階での長 期保
存では、画線 部の着肉 性が低下し た場合には、印刷前にも う一
度現像機を通すか、手現像液 (HP-7N) で軽くこす ると着肉は回
復します。

刷版画像面積読取計に対する適性は ?

A

あり ますが、そのま まで は誤差 が大 きく多 少の 調整 が必要 な
ものもあ ります。なお、刷版の画線部 を染色した 染料が時 間と
とも に感光 層内 に拡 がりに じん できま す。印刷 には 全く影 響
があ りませ んが、この状 態で読 取計 にかけ ると 読取 誤差が 大
きく なりま すの で、デー タは刷 版作 成後早 めに 取る ことを お
勧めします。

水なし平版の方がドットゲインが少ない理由は ?

A

感光層の ところで 述べたよう に、従来版が平 凸版に対 し、水な
し平版は 平凹版構 造になって います。したが って、インキ が版
から ブラン ケッ トに 転移す ると き横拡 がり が押 さえら れ、網
点サイズはほぼ１：１で転移します (図6)。
一方、従来版 の場合は 平凸版構造 なので、版から ブランケ ット
にインキ が転移する とき版の画線 部がブラン ケットに押 し付
けられ、横拡 がりが発 生します。この 横拡がりは 印刷濃度 が高
いほ ど大き くな り。特に 中間か らシ ャドー 部の 階調 で差が 大
きくなります。
東レ水なし平版
平凹版構造

従来の PS 版
平凸版構造

フィルム上網点

インキ

インキ

シリコーン層

湿し水
版

感光層

刷版上網点

版
感光層

版胴

版胴
フィルムより
やや細る

ブラン上網点

ブランケット
ブラン胴

ブランケット
ブラン胴

刷版と比較し
ほぼ 1:1 やや太る
紙

紙
紙上網点

圧胴

圧胴
刷版と比較し
やや太る
太る
=
フィルムと比較し
ほぼ 1:1 太る

図 6 版構造の違いによる印刷時網点太りの差
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印刷 Q&A
1. 専用インキ

3
i

印刷で使 用する インキ は水な し平 版専用 品を使 用しま す。
ここでは、専用インキおよびその使いこなし方に関する質問
にお答えします。

東レ水なし平版専用インキ
なぜ専用のインキが必要になるのですか ?

A

イン キ反発 の機 能を 湿し水 では なく、刷版 表面 のシ リコー ン
ゴム 層が担 って おり、このシリ コー ンゴム 層と 良く 反発す る
イン キ組成 が必 要に なるか らで す。従来印 刷用 イン キをそ の
まま使用 すると、ごく 低温で使用 する場合を 除き、全面に 地汚
れが発生します。

専用インキはどのメーカーから販売されていますか ?

A

国内 インキ メー カー のほと んど から供 給さ れて います。一般
油性枚 葉・オフ輪用 インキ、厚紙 用インキ、合成紙・フィル ム用
イン キ、ＵＶ インキ、昇 華 転写 用イ ンキ な どが 市販 さ れて お
り、中間 色・金銀・蛍光な どの 品揃 えや 特練の 納期 は各 社対 応
が異なりますので、インキメーカーにお問い合わせください。
表 2 東レ水なし平版専用インキ販売会社
大日本インキ
SAKATA INX
内外インキ
三星インキ

東洋インキ
大阪印刷インキ
東京インキ
合同インキ

T&K TOKA
INCTEC INC
大日精化工業
女神インキ

どのメーカーのインキの性能が最も良いですか ?

A

現在市販 されてい るインキは、それぞれ特徴 があるも のの、以
前のよう なメーカー による性能差 は非常に少 なくなって きて
います。した がって、どの インキが印 刷現場の作 業環境に あっ
ているかが選定のめやすとなります。

インキトラブル発生時の対応が難しいのでは ?

A

12
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印刷 に湿し 水を 使用 しない こと により、ト ラブ ル源 の情報 が
ほとんど 印刷紙面か ら把握する ことがで きます。したが って、
問題発生 時の原因究 明が迅速かつ 正確に行え るようにな り問
題点とその対策が整理しやすくなります。

印刷 Q&A 1. 専用インキ

専用インキの温度と性能との関係は ?

A

専用インキの性能は図 7 に示すように、最適な 使用温度条件が
あり、上限温 度を越え ると地汚れ が発生、下限を 下回ると いろ
いろな印刷障害が発生します (表3)。
表 3 専用インキの最適使用温度条件
下限以下
適正使用温度域
印刷障害発生
温度幅
光沢、着肉、ツブレ不良
カール、コスレ、裏着き
約５〜７℃
紙ムケ、版･ブラン残り

上限以上
印刷障害発生
地汚れ
目状汚れ

最適な使用温度幅のめやすはほぼ 5 ℃程度です。10 年ほど前は
冷却仕様 の印刷機が ほとんどなく 地汚れが問 題の一つで した
が、現在では 冷却仕様 の印刷機が 普及してお り、問題は機 械の
冷過ぎや 冬場の朝の 立ち上がりに よる低温障 害の方が多 いよ
うです。
下限

上限

( 幅約 5 ℃ )

適正使用温度域

エッジピック

高
タ
ッ
ク・
粘
度

値

ー

ロ

フ
光沢不良
ゴースト

低

地汚れ

着肉不良

低

インキ温度
図7

高

専用インキの性能

インキのタイプ分けはどのようになっていますか ?

A

C.T.I.
（Critical Toning Index: 地汚 れ指数）
により管理され てお
り、おおよその目安を図 8 に示します。なお、イン キメーカーに
よって インキのタ イプをあ らわす記 号表示 (L,M,S,N,H etc) は
まち まちな ので、必ずイ ンキメ ーカ ーに問 い合 わせ るよう に
して下さい。
タイプ 15
冬場用
軟口
中口
硬口

20

版面温度 ( ℃ )
25
30

35

40

図 8 インキの硬さ ( タイプ ) と適正使用温度域
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C.T.I（地汚れ指数）
と実際に本機で汚れる温度の関係は ?

A

ある 一定 の条件（室 温、印刷 速度・絵 柄面 積・印 刷濃 度）で版 面
を加温・印刷 していっ たたとき、印刷 紙面に地汚 れが発生 しだ
す版 面温度 を指 標に したも ので す。本機で は同 じ温 度条件 で
も表 4 の条件により地汚れ発生温度は多少 変動します。機械の
周速（版 胴と揺動ローラー）のズレがある場合、揺動着ロー
ラー（ゴース ト止め）の装 着や着ロー ラーのニッ プ幅設定 不良
以外、C.T.I.以下の温度で汚れることはまずありません。
表 4 地汚れ温度の印刷条件依存性
地汚れしやすい条件
低速
高濃度
大面積
強い

印刷条件
印刷速度
印刷濃度
絵柄面積
仕上ローラー
ニップ

地汚れしにくい条件
高速
低濃度
小面積
軽い

水なし専用インキのタック値は変わりませんか ?

A

従来 印刷の 場合、湿し水 を使用 しま すので 乳化 の程 度差に よ
るタ ック値変化が起 こります。しかし、水なし平版印刷 の場
合、湿し水を 使用しな いため、インキ ツボから最 終印刷紙 面へ
のイ ンキ転 移の 過程で タッ ク値が 変化 するこ とは ありま せ
ん。ただ し、従来 イン キと 同じ く、温度 変化や しま りが 発生 し
た場 合など はタ ック 値が変 化し ます。水な し平 版ユ ーザー で
はほ とんど の水 なし 印刷用 印刷 機にイ ンカ ー冷 却装置（恒 温
装置）を 装備 され てお り、また、水なし 専用イ ンキ 自身 もし ま
り防止の ため機上安 定性を重点的 に考慮した 設計となっ てお
りま すので、ロング ラン 印刷時 にお いても タッ ク値 は非常 に
安定し ていま す。水あり 印刷で も、印刷機 の高速 化およ び IPA
レス 化が計 られ てい る現在、機械の 初熱量 は以 前に まして 大
きく なって おり その 打開策 とし て、水なし 平版 印刷 の知見 を
生か し、印刷 機に イン カー 冷却 装置（恒温 装置）を 標準 装備 す
る動きが 国内メーカ ーのみならず 海外メーカ ーにさえ現 れ始
めています。

地汚れが発生したときの対処のしかたは ?

A

温度上昇に伴なう地汚れの発生は表 5のように進行します。
表 5 地汚れの進行状況
ブランケット
非画線部が汚れている
非画線部がかなり
汚れている
非画線部と画線部の
見分けがつかない

14
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進行
⬇(1)
⬇(2)
⬇(3)

印刷紙
本紙に汚れはない
くわえ部分に地汚れが
起こる
全面に地汚れが起き
網にインキがからむ

印刷 Q&A 1. 専用インキ

インキ交換のタイミングは (2) の状態で徐々に硬いタイプのイ
ンキをツボに追 加していくか、なけれ ば地汚れ防止液を 1% 程
度イ ンキに 練り 込み ます。水冷 付き の印刷 機の 場合 には冷 却
水設定温 度を下げ ます。ただし、機械 要因による 汚れと区 別す
るため版面温度がC.T.I. 以上になっていることを必ず確認して
くださ い。簡易的に 判別す る方法と しては、図 9 を参考にし て
ください。
くわえ汚れ

ローラー目状汚れ

最低速度にすると
汚れは ?
拡大

全面汚れ

インキ不適合
( 軟らかすぎ )

消滅

インキ
着ローラー 着ローラー
( 地汚れ限界 ) ( ジャンプ ) ( 横振れ )

ローラー
洗浄溶剤残り

インキ
( 盛りすぎ )

図 9 地汚れの原因

従来インキの助剤は使用できますか ?

A

レジュー サ・コンパウ ンド・乾燥抑制 剤などほと んどが使 用可
能で す。ただし 低粘 度助 剤の多 量の 使用は 地汚 れ発 生のも と
になりますので使用量は控え目にしてください。
助剤 1%の添加で、地汚れ温度は約 1〜2℃低下します。

地汚れ防止液の使用方法は ?

A

インキに 添加・練り込 むことによ って粘度を 高め、地汚れ 発生
温度を上昇させるものです。一般油性インキ用 AT-50とフィル
ム・合成紙 用 AT-100 とがありま す。ただし、地汚 れ防止液 添加
でイ ンキの 機上 安定 性がや や低 下する こと と、効果 に経時 変
化があることに注意してください。
地汚れ防止液1%の添加で、地汚れ温度は約2〜3 ℃上昇します。

東レ水なし平版 Q&A
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印刷 Q&A
2. 印刷機

i

印刷機 はインキロー ラー冷却仕様 のものを使用し ます。こ
こでは、印刷機およびその条件設定に関する質問にお答えし
ます。

水なし平版専用印刷機
水なし平版専用印刷機と従来印刷機との違いは ?

A

基本的に は、揺動ロー ラーに通水 機構がつい ているの が「水な
し対 応機 また は兼用 機」と呼 ばれ てい ます。この機械 のう ち、
湿し 水供給 装置 をあ らかじ め組 込んで いな いも のが「水な し
専用 機」と呼 ばれ てい ます。通水機 構付き 印刷 機は 国内、外国
製印刷機の大部分に装備可能となっています。

付属装置
自動版交換装置は問題ありませんか ?

A

機械 メーカ ーで 考慮し てい ただい てい るので 使用 可能で す。
実績としてはかなりの台数があります。

印刷機付属のヒッキーピッカーで版面に傷は入らないで
すか?

A

ヒッキーピッカー先端ゴムブレードを専用品（ま たはシリ
コーンゴム）と交換すれば、傷の発生はありません。

自動ブラン・ローラー洗浄装置は問題ありませんか?

A

洗浄 に使用 する 溶剤 の揮発 性が 低いと、残 存溶 剤が インキ に
混入し、刷り だし時に 地汚れを起 こすことが あります ので、乾
燥性の良い物を選択してください。

ローラー
ニップ幅設定は印刷機の基準通りで問題ありませんか ?

A
16
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とく に問題 はあ りま せんが、より地 汚れを 起こ しに くいロ ー
ラー設定 がありま す。まず、練りロー ラー関係で は良く練 られ

印刷 Q&A 2. 印刷機

た状 態のイ ンキ が仕上 げロ ーラー 側に 流れる よう にしま す。
次に 着ロー ラー は仕上 げ側 のなら し効 果のあ るロ ーラー の
ニップ幅を対版・対バイブともに軽めに設定します (表6)。
表 6 仕上ローラーニップ幅設定
印刷機サイズ
26〜28インチ
32〜40インチ
44〜50インチ

仕上ローラーニップ幅
対バイブ
対版
2mm
2〜3mm
3mm
3〜4mm
4mm
4〜5mm

また、着ロー ラーの横 フレ・おどりは 必ず停止さ せるよう にし
ます。

ローラーニップ幅調整の頻度は ?

A

ご存 じの通 りロ ーラー は使 用に伴 ない 外径が 細っ てきま す。
月に 一度程 度は 確認 作業を 行っ てくだ さい。版面ニ ップ幅 の
確認は、画線 部上で行 うと見やす いです。練りロ ーラーの ニッ
プ幅確認はよく忘れがちになるので注意してください。
ローラー外径は使用温度によって寸法が変化します。した
がっ て調整 は温 度的 に安定 して いる状 態、つま り印 刷開始 時
より昼休みなどに行うのが良いでしょう。

ローラーのゴム材質・硬度は従来通りで良いですか?

A

とく に問題 はあ りま せんが、インキ の練り 効果 を考 えると ゴ
ム硬度 は最低で も練り ローラー が 35°、着ロー ラーで 30° は
必要とな ります。なお、新品ローラー と交換時に はゴム中 の可
塑剤がしみだしインキの地汚れ温度が下がる (地汚れが発生す
る)場合があります。
UV インキと兼用で使 用する場合には、弊社推奨の材質を 選択
してください。

ローラーの巻替頻度は従来通りで良いですか ?

A

従来通り で問題は ありません。ただし劣化ロ ーラー（表面 がひ
び割 れ状態）はなる べく 早く交 換す るのが ヒッ キー 発生防 止
にと って重 要で す。とく に呼出 ロー ラーや 外か ら観 察でき な
い内部の練りローラーは注意してください。

ヒッキー除去ローラーで版面に傷は入らないですか ?

A

使用して も問題あ りません。ただ し、ローラーの 説明書に 記さ
れて いるよ うに まめ に清掃 を行 ってく ださ い。放置 すると 逆
にヒ ッキ ーの 発生源 にな った り、固化 した インキ かす、砂粒、
アルミの バリなどが 付着している とロングラ ン印刷時天 地傷
発生の原因となります。

東レ水なし平版 Q&A
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ゴースト防止（揺動）
着ローラーは使用できますか ?

A

原則 的には 使用 でき ません。とくに 仕上ロ ーラ ーに 装着す る
と全面地汚れまたはローラー目状汚れが発生します。

ブランケットと胴仕立
胴仕立で注意すべき点はありますか ?

A

現在 使用中 の印 刷機 の胴カ ット ダウン、ベ アラ スキ の値お よ
び版・版下・ブランケッ ト・ブラン下 敷の厚み、標準仕立は 頭の
中に入っ ています か ? も しあやふや な場合はそ れぞれ確 認し
てください。
⑦= ①+② - ③
版胴オーバーベアラ

mm
版 ① 0.
mm
版下 ② 0.
mm
版胴オーバーベアラ

版胴

ベアラスキ ⑨

mm

mm
③ 0.
版胴カットダウン
ブラン胴カットダウン
mm
⑥ 2.

ブラン胴

ブラン胴オーバーベアラ
⑧ =④ +⑤- ⑥

⑤ 0.
ブラン下
ブラン
④ 1.90
mm

mm

紙厚 ⑪

mm

mm

mm

ベアラスキ ⑩

圧胴
版 / ブラン印圧
⑦＋⑧−⑨
圧胴オーバーベアラ
mm
⑨ 0.

mm

図 10 印圧の計算方法
水なし印 刷における 胴仕立は機械 の標準設定 でとくに問 題は
ありませ ん。ただし、版の 構造が平凹 版なので印 圧が低す ぎる
場合、ベタの ツブレが不 良となりま すので注 意してくだ さい。
印圧下限値は ブラン胴カットダ ウにもよりますが 0.1mm がめ
やす となります。印刷が水あり・水なしにかかわ らずブラン
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ケッ トや下 敷紙 はヘ タリが 発生 し厚み が減 少す るため、ブラ
ン胴のオ ーバーベア ラは必ずシリ ンダーゲー ジを用いて 定期
的に測定・下敷で調整するようにしてください。
表 7 ブランケットの種類と最適印圧設定
ブランケット圧縮特性
硬め
軟かめ
適正版 / ブラン印圧幅
下限
上限
下限
上限
浅い
(2.0mm)
0.08mm
0.13mm
0.10mm
0.15mm
ブラン胴
カット
中間 (2.4mm)
〜
〜
〜
〜
ダウン
深い (2.8mm) 0.10mm 0.15mm 0.13mm 0.18mm

水なし印刷に適したブランケットは ?

A

昔のイン キは非常 に硬く、ブラン ケットも低 圧縮（圧縮特 性が
硬め）の物でな いと ベタ のツブ レが よくな い結 果と なって い
まし たが、現在 のイ ンキ の硬さ は従 来版用 に非 常に 近くな っ
ています ので選択 の幅が広が っています。硬め、軟らかめ のブ
ラン ケット では 印圧 のかか り具 合が異 なる ため、軟らかめ の
物を使用するときには下敷紙の厚みを標準より 3/100 〜 5/
100mm程度オーバーに仕立てることがポイントとなります。
ブランケ ットの表面 が平滑なほど 網点形状は 美しくなり ます
が、一方で紙 粉・パウダー の影響を受 けやすいの で１胴目 には
あまりお勧めできません。

洗浄溶剤
ブランケット洗浄溶剤は従来通りで問題ありませんか ?

A

問題 ありま せん が、なる べく乾 燥性 の良い 物を 選択 してく だ
さい。なお、ブラ ンケット 回復液の中 にはブラン ケット表 面か
らにじみ 出て版面 を侵す（シリコ ーンゴム層 がはがれ る）物が
ありますので不要版で確認してから使用してください。

ローラー洗浄溶剤は従来通りで問題ありませんか ?

A

問題 ありま せん が、ロー ラー表 面に 溶剤が 残り やす く地汚 れ
が発 生しや すい 場合 には、仕上 げに 専用プ レー トク リーナ ー
(PC-1) を使用してください。日勤で仕事が 翌日にまたがる場合
には着ロ ーラーを版 面に着けた状 態で洗浄し てもかまい ませ
ん。ただし、着け ローラー に異物が多 数付着して いる場合 には
天地方向 に傷が多数 発生しますの で必ず不要 版で確認し てか
らにしてください。
ロー ラー洗 浄は 有機 溶剤単 独よ りも、水を 乳化 させ て使用 す
る洗 浄液の ほう が洗 浄効果 は高 くなり ます。この場 合は必 ず
PC-1 を最後に散布しローラー 表面を完全に乾燥させる ように
してください。

東レ水なし平版 Q&A
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印刷機の温度制御
なぜ水なし印刷では印刷機の温度制御が必要なのですか ?

A

つぎに述べる 3点の理由から必要になります。
1) 水なし専用インキの特徴
専用インキには適正使用温度域（通常温 度幅 5 ℃程度）があり、
上限 温度を 越え ると インキ 粘度 の低下 によ る地 汚れ、下限 温
度を下回 るとインキ が硬すぎるこ とによる種 々の印刷障 害が
発生しま す。そのため、適正使用温度 域におさま るように イン
キ温度をある幅で制御する必要があります。
2) 印刷機での発熱
印刷 機は運 転に 伴い 機械各 部で 発熱し ます。特に多 数のゴ ム
ロー ラー群 から なるイ ンカ ーでの 発熱 が最も 大き くなり ま
す。したがっ て、ここを通 過するイン キの温度が 上昇しイ ンキ
粘度の 変化（低下）が起 こります。また、インキと 常に接触 して
いる 版面の 温度 も上 昇しま す。温度 上昇に より 版面 の温度 が
高く なった りイ ンキ がある 一定 の粘度 以下 にな ると、版表 層
のシリコ ーンゴムが インキを反発 しきれなく なり地汚れ が発
生してし まいます。この地汚れを 防ぐ、つまりイ ンキの粘 度低
下を防ぐ ために冷却 により発生し た熱を奪っ てやる必要 があ
ります。
3) 従来版印刷の発熱状況
一方、湿 し水 を使 用し ない 従来 版印刷 では、湿し水（主 にそ の
中に含まれて いる ＩＰＡ）の蒸発に より熱が奪われま すので、
これが冷 却の機能 を果たして います。ところ が、最近の印 刷機
の高 速化 および 湿し 水の ＩＰ Ａ レス 化に より 発熱が 大き く
なっ てきて おり、水あり 印刷の 場合 もイン キ粘 度が 低下し 地
汚れ が発生 しや すく なった り、調子 の変化 が大 きく なった り
します。その ため、従来版 印刷の場合 にも温度制 御が非常 に重
要と なって おり、実際温 度制御 つき 印刷機 で印 刷し ている 場
合が多く見受けられます。

どのようにして印刷機の温度制御を行なうのですか ?

A
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印刷 機の温 度制 御装 置は、通常 着ロ ーラー 上の 揺動 ローラ ー
（2 本）の中に通水 することによって、その表面と接触す るイン
キの温度を制御しながら版面温度も制御します。印刷機に
よっ ては、さら にツ ボロ ーラー やそ の他の 揺動 ロー ラーに 通
水で きるも のも あり ます。普通 は温 度制御 装置 のこ とを冷 却
装置 と呼ん でい ます が、例えば 冬場 の冷え 込ん だ時 などは 逆
に暖める必要があるため、恒温装置と呼ぶのがふさわしく
なっています。

印刷 Q&A 2. 印刷機

機械によって異なる通水部揺動ローラーの表面材質は ?

A

印刷機メ ーカーに よっては通 水（冷却）部分の揺 動ローラ ー表
面材質 が銅メッキ とリルサ ンで被覆 したもの の 2 種類あ りま
す。リルサン 巻きは、従来 印刷でイン キ乳化によ るローラ ーは
げ防 止が目 的で あり 熱交換 の効 率が落 ちま すの で、水なし 専
用機 の場合 には 必ず 金属表 面の 方を選 択し てく ださい。その
ほうが冷凍機能力への負担が少なくなります。

温度制御装置（恒温装置）の必要能力は?

A

機械の大 きさと胴 数・印刷速度・印刷 ロットの長 さなどに より
発熱 量が変 わり ます。圧縮機冷 凍能 力およ び送 水の ポンプ 能
力がポイントとなり、必要能力のめやすを表 8に示します。
前提条件 : 運転昼夜、室温 30℃以下、平衡版温 30〜35℃
表 8 印刷条件と必要冷却能力
印刷機サイズ
26ｲﾝﾁ (菊半裁 )
32ｲﾝﾁ (四六半裁 )
40ｲﾝﾁ (菊全 )
44ｲﾝﾁ (四六全 )
50ｲﾝﾁ (Ａ倍)

印刷速度と必要冷凍能力
〜6000
〜12000
12000〜
1.5KW
2.2KW
3.75KW
3.75KW
5.5KW
5.5KW
7.5KW
7.5KW
5.5KW 2 台

ポンプ能力は、冷却ローラー1 本あた りの流量が半裁機 で毎分
5 ℓ以上、全判機で 10 ℓ程度 が確保でき るものが必要。ポンプ
自身の発 熱を考慮 し、配管内径・配管 距離に応じ て決定す る必
要があり、装置メーカーと相談してください。

温度制御装置（恒温装置）選定のポイントは?

A

次に述べる 5つの点を考慮してください。
1) 冷凍能力は機械の発熱量に応じ、余力があること
温度制御 装置は水な し専用機にと っては人間 の心臓と同 じく
最も 重要な もの です。能力が不 足す ると設 定水 温を 下げて も
まったく温度が下がらない状態になります。
したがって余力のあるものを選んでください。
2) 加温装置が付属
初期 の冷却 装置 は温 度上昇 によ る地汚 れ防 止が 目的で、確か
に冬場以 外の問題 はなくなり ました。しかし、冬場の立上 りで
は逆 に暖機 する 必要 があり、装置に ヒータ ー組 み込 みのも の
を推 奨します。また、さらに冬場の 立上りの迅速 化方法とし
て、ブラン・版胴 を直接熱 風で暖める 方法も一部 ユーザー でな
されています。

東レ水なし平版 Q&A
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3) ユニットごとの温度設定が可能
印刷機原 動機上や冷 凍機排熱部に 近いユニッ トでは温度 上昇
が他のユ ニットよ り大きくな ります。また、イン キ自身の 地汚
れ発生温 度も絵柄 面積・印刷濃度 等で変化し ます。これら 各ユ
ニットの状況に対応できるように、ユニット個別でコント
ロール可能な制御装置であることが実作業上便利です。
4) 印刷機の運転・停止で通水流量または水温制御が可能
印刷 機の印 刷速 度、一時 停止や 印刷 準備作 業ま での 運転時 間
により発 熱量が変 化します。特に、印刷機の停機 時と運転 時は
発熱 量がま った く異 なりま すの で、印刷機 停機 時に は冷却 を
停止 するま たは 弱め るよう な制 御が好 まし く、通常 印刷機 の
胴入 信号と 連動 させ通 水流 量や水 温制 御が行 なわ れてい ま
す。
5) 印刷機温度を実測しリアルタイムで表示・自動制御が可能
温度 をデリ バリ ー部 で容易 に確 認でき るよ うに、またその 温
度により 温度制御装 置を自動コン トロールで きるように なっ
てきており将来的にはすべてこの形となるでしょう。

版面温度および水温はどの程度に設定するのが好ましい
ですか?

A

次に設定水温のめやすと水温の決定方法をのべます。
1) 設定水温のめやす
印刷 機の発 熱に から む室温 や印 刷速度・印 刷ロ ット および 運
転時間な どの印刷環 境が各社千差 万別なので 最適な設定 温度
を紙面上で述べるわけにはいきませんが、これまで 100 社以上
からデ ータ採取し た結果か ら大体の めやすと して表 9 に示し
ます ので参 考に して くださ い。あと は実際 に印 刷し て微調 整
してください。
表9

水温設定例とその時のおおよその平衡版面温度

ロット＼
印刷速度・季節 〜6000
ショート
25
ミディアム
ロング
室温のめやす

設定水温
平衡版面温度
〜12000 12000〜
冬
春・秋
夏
20〜25 20〜25 25〜28 28〜33 32〜35
15〜20 15〜20 26〜30 28〜33 32〜35
15
15
32〜35 32〜35 32〜35
20〜25 25〜30 25〜30

2) 水温の決定方法
まず 第一に、使用す るイ ンキが 何度 で地汚 れし はじ めるか 調
べるため、冷却ポンプ を停止して 印刷します。冷凍機は上 記め
やす 水温に あら かじ め設定 して おいて くだ さい。ある版面 温
度に なると 実際 にく わえ部 分に 地汚れ が発 生し ます。この と
きに、仕上げ着 ロー ラー のニッ プ幅 を汚れ にく い設 定にし ま
す。さら に印刷 し運 転中 に再度 地汚 れが発 生し た版 面温度 が
イン キの上 限温 度で す。このと き通 水を開 始す ると 地汚れ は
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取れ るはず です。さらに 運転を 続け 版面温 度の 推移 を見て 水
温を上下させて調整します（図 11）
。

版
面

設定水温を下げる
地汚れ発生

温
度

設定水温を上げる

通水開始

冷却能力不足

設定水温

運転時間

図 11 印刷機冷却装置の温度設定

通水温度を設定する場合の注意点は ?

A

イン キの性 能上、地汚れ が発生 する 温度付 近が 最も 品質上 良
好と なりま すが、その温 度幅は 先に 述べた よう に５ ℃程度 あ
りま すので、刷り出 しの 印刷機 が低 速の時 に地 汚れ が発生 し
ない温度 に保てる よう水温（版面 温度）を設定す るのが損 紙を
減少させ るのに効 果がありま す。また、地汚れが 発生する のを
避け るため ただ 単に 冷やせ ば良 いとい うも ので はなく、冷や
しす ぎない よう に注 意して くだ さい。いろ いろ な印 刷障害 が
発生します。

印刷機運転中の温度管理のしかたは ?

A

最近では 印刷機に取 り付ける温度 センサーが 温度制御装 置に
付属して おり、印刷機 温度を装置 本体に表示 します。印刷 機側
の温度読 取り部分 は版面（上のイ ンキ温度）が最 も管理し やす
いでしょ う。温度セン サーがない 場合には、非接 触式温度 計を
準備 しそれ で確 認し てくだ さい。配管のつ まり など のチェ ッ
クにも使用できます。

その他の温度制御で重要なところは ?

A

一定 水温で 温度 制御を 行な った場 合の 平衡と なる インキ 温
度・版面 温度 は室 温と 比例 して 影響を 受け ます。そ のた め、印
刷機上の 排熱や室 温を一定に 保つ制御（冷暖 房）をするこ とも
重要 点のひ とつ です。オペレー ター が快適 に作 業で きる環 境
が最適です。

冷却装置メンテナンス上の留意点は ?

A

次に述べる 2点に注意してください。

東レ水なし平版 Q&A
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1) 配管つまり
あるユニ ットだけ 冷えない場 合、配管（特にロー タリージ ョイ
ントか らローラ ー内部 の配管。通常 10mm 以下）内部が錆な ど
で詰まっていないか調べる必要があります。運転中に冷却
ローラーの表面温度を計れば簡単に分かります。
2) 冷凍機の清掃
印刷室内 に設置さ れている場 合、パウダーや 紙粉、ホコリ が圧
縮機 や熱交 換配 管上に 堆積 してい るの をよく みか けます が、
効率が非 常に悪くな りますので必 ず定期的に 清掃するよ うに
して くだ さい。また、排熱 部周 囲を 物でふ さが ない よう に。ガ
ス高圧カットで冷凍機が停止します。

24

東レ水なし平版 Q&A

印刷 Q&A 3. 印刷用紙

印刷 Q&A
3. 印刷用紙
一般 的に、オフ セッ ト印 刷用紙 は水 あり印 刷適 性を 主体に 開
発さ れてい るた め、水な しで印 刷し た場合 に問 題が 発生す る
場合がありますので注意が必要です。

一般事項
静電気の影響が出やすい ?

A

水は紙の 静電気除去 に絶大な効 果を発揮 します。したが って、
水な し印刷 では 静電 気が帯 びや すく、特に 低湿 度に なる冬 場
で影響が 出やすく なっていま す。対策として は、環境面で 室内
の湿度アップ (50% 以上を推奨 )、機械面からはデリバリ吸引車
付近にトレカクロス ( 炭素繊維を編んだもの ) を貼りつけるな
どの方法 がありま す。なお、トレカク ロスについ ては弊社 販売
課にお問い合わせください。

冬場にインキが乾きにくい原因は ?

A

水なし・水あ りにかか わらず、インキ の乾燥には 温度が大 きく
影響 します。冬場に は紙 の温度 が低 下する ため に乾 燥が遅 く
なります ( インキの着肉も低下します )。
一般的に温度が 5 ℃低
下すると乾燥時間は 1 〜 2 時間遅くなるといわれ ています。対
策として は、早めに用 紙を室内に 入れ、温度を室 温並にし てお
いてください。また、紙の pH が低すぎても (pH<4.5) 乾燥が悪く
なりますので注意が必要です。

平滑紙の紙離れが良くないのですが ?

A

ブランケットの非画線部が激しく汚れている状態 (刷り出し低
速時にほぼ全面 時汚れする状態 ) では、ブランケットの 表面が
イン キ被膜 で平 滑に なりす ぎ、紙離 れを良 くす るた めに設 け
られ ている ブラ ンケ ットの 表面 研摩が 機能 しな くなり、紙離
れが 悪くな る場 合が ありま す。水温 設定も しく はイ ンキの タ
イプ 選定を 見直 し、非画 線部が 汚れ ない条 件で 印刷 してく だ
さい。

水なし印刷の方が見当精度が良い理由は ?

A

湿し水を 使用しない ため印刷時の 水分による 紙の伸縮が なく
見当精度は良好です。高精細印刷や 6 色、8 色機のように胴数が
増え るにし たが い、また は重ね 刷り の回数 が増 える にした が
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いその特徴は顕著にあらわれます。ただし、ブランケット / 圧胴
間で印圧 をかけすぎ ると特に薄い 紙で印圧に よる紙の伸 びが
発生 し見当の 入りが 悪くな ります。また、胴によってブ ラン
ケッ トの仕 立量 を大 きく変 えた 場合に も、印刷 長さ が変化 す
るため見当精度が低下します。

紙の種類
中質・更・新聞紙などの下級紙に対する印刷適性は ?

A

表面 強度の 弱い 紙の 印刷に つい ては、地汚 れが 発生 するた め
イン キの粘 度を 思い切 って 下げる こと ができ ませ んでし た
が、インキの 改良によ り更紙・新聞紙 程度の表面 強度には 十分
対処でき るように なっていま す。もし、紙ムケが 発生する よう
なら、本紙印 刷前にコ ート紙など の問題ない 紙を通紙 し、ブラ
ンケット 上にインキ を溜めた状態 で刷り出す と紙ムケが なく
なる場合がありますので、一度試してみてください。

和紙への印刷適性は ?

A

和紙 にもい ろい ろな 種類が あり、表面強度 が異 なり ますの で
すべ て可能 とは 言う ことは でき ません が、のし 紙や ふすま 紙
への印刷実績はあります。

中性紙への印刷適性は ?

A

酸性 紙の経 時劣 化防 止のた め、おも に長期 保存 を目 的とし た
公文 書など に使 用さ れる中 性紙 印刷は、湿 し水 の酸 性成分 が
大敵 です。水な し印 刷で は湿し 水を 使用し ない ので 紙その も
のの性質を変化させることなく永続性に優れています。

最近流行の非木材系パルプを使用した紙への印刷適性は ?

A

現在、森林保護 のた めお もにケ ナフ などの 木材 パル プ以外 を
使用 した紙 が上 市さ れてい ます。これらの 用紙 に対 する印 刷
は特 に問題 はあ りま せんが、紙によ っては 表面 の平 滑性が 劣
り、また 着肉 が均 一で ない もの があり ます。対 策と して は、そ
の紙の斤 量相当の上 質紙の厚み程 度に印圧を 追い込めば 改善
されます。

水溶性紙の印刷適性は ?

A
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機密文書印刷などに使用される水溶性紙 (文字どおり水につけ
るとと ける紙 ) への 印刷は通 常凸版 印刷で 行なわ れていま す
が、水なし平版を使えばオフセット印刷で印刷できます。

印刷 Q&A 3. 印刷用紙

インディアンペーパーなどの薄紙への印刷適性は ?

A

医薬品の 効能書や携 帯用辞書など に使用され る薄葉紙へ の印
刷は、湿し水を 使用 しな いため 印刷 が容易 でか つ印 刷濃度 が
安定 してい るた め、かな り以前 から 水なし 印刷 が好 んで用 い
られています。

アート・コート系用紙への印刷適性は?

A

紙自 身のセ ット 性の 違いか らく る注意 点が あり ます。詳細 は
銘柄の違いのところで後述します。

ダル・マット系用紙への印刷適性は?

A

ドラ イダウ ンが 少な く、品質面 で最 も水な し印 刷の 特徴の 出
る紙です。ただし、インキ のセットが 遅いので高 濃度印刷 を行
なう場合裏付きに注意してください。?

キャストコート紙への印刷適性は ?

A

表面 を鏡状 に加 工し た紙な どは、通常の塗 工紙 より 着肉性 が
劣る場合 があり、印刷時 に着肉ムラ が起こる 場合があり ます。
対策とし ては、合成紙 用インキを そのまま、ある いは一般 イン
キと混合して使うと改善されることがあります。

合成紙への印刷適性は ?

A

一部のピ ーチコート などの合成紙 は一般イン キで印刷が でき
ますが、基本 的には合 成紙用イン キを使用し てくださ い。一般
イン キで印 刷す ると、時間がた つと インキ の溶 剤に おかさ れ
印刷面が凹凸になります。

紙の銘柄
塗工紙の銘柄によって特性がかなり異なるようですが ?

A

種々の紙の銘柄をテストした結果、図 12 のようにセット性・光
沢値にか なりのば らつきがあ ります。まず、印刷 面のイン キ被
膜の光沢 は、インキ自身 の性能によ るものが 大きいので すが、
それ ととも に紙 自身 の特性 にも かなり 影響 を受 けます。イン
キの セット 性の 良好な 紙ほ ど光沢 値が 低くな る傾 向にあ り、
特に 棒積適 性を 付与 したセ ット の速い イン キ（最近 増えつ つ
あります）との組合せ では光沢が 得にくく、かつ セットが 速く
なり すぎて 印刷 途中 から着 肉が 低下す るこ とが ありま す。ま
た、逆にセッ トの遅い インキと紙 の組み合わ せでは、光沢 は良
好で すが裏 つき が多 発する こと があり ます（セ ット の遅い イ
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光沢値

良好

ンキは最 近あまりみ かけなくなり ましたので 裏つき頻度 はか
なり減少しています）。

遅い

セット性

速い

図 12 コート紙銘柄別セット性と光沢値との関係

印刷時の注意点に関する紙の特性についての情報源は ?

A

残念なが ら、各メーカ ー・銘柄の印刷 する場合の 注意点に つい
ては 印刷す るま で分 からな いと いうの が実 態で す。唯一メ ー
カー からの 情報 源と して紙 の見 本帳は あり ます が、ほとん ど
がデ ザイナ ー向 け情 報であ って、印刷時の 注意 点に ついて は
何も記載されていません。
多く の印刷 会社 では紙 の銘 柄を指 定す ること はで きませ ん。
した がって、紙にト ラブ ルが発 生し ても紙 の銘 柄を 交換す る
こと は不可 能に 近く、ほとんど イン キでカ バー して いるの が
現状です。そのため、よほ どのことが ない限りメ ーカーに は紙
の情報がフィードバックされずに終わっています。
印刷する 側からは、少なくとも作 業性に関す る紙のセ ット・乾
燥性 や表面 強度 につ いての 情報、望ましく は好 まし い印刷 条
件の情報 があれば事 前に対処が可 能でトラブ ルを未然に 防止
できます。
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印刷 Q&A 3. 印刷用紙
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