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4 紙の印刷適性 
インキが紙に接触することが印刷の第 1 段階であるが、接触しただけではイン

キは紙に定着しない。その後のインキの広がり、すなわち浸透が第 2 段階として

起こり、最後の段階が定着である。ここではインキが浸透する過程を測定・解析

する上で基礎となる液体の吸収理論及びその測定技術を中心に論ずることにす

る。また併せて、紙の持つ様々な特性が液体浸透のどのような影響を及ぼすのか

も見ていくことにする。ここで扱う液体の吸収性は、印刷だけではなく紙を製造

する際のサイズプレスや塗工工程での原紙の吸水挙動を推測する上でも重要で

ある。 

4-1 液体吸収性 

4-1-1 基礎理論 

液体の吸収・浸透に関連した理論をここでは扱う。 

4-1-1-1 Lucas-Washburn 式に基づく毛管吸収 
ルーカス-ウォッシュバーン（Lucas-Washburn）の式（以下 L-W 式と略記）が

古くから適用され、現在でも液体浸透の解析の基本式として用いられる。これは

次の式(1.1)で表される。 

trl
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θγ
2
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=  (Lucas-Washburn の式) 式 (20) 

ここで、l:浸透深さ、r:毛管半径、γ:液体の表面張力、θ:接触角、η:粘度、t:時

間である。 

L-W 式は次のようにして求められる。非圧縮性ニュートン流体に対する運動

の基礎方程式はナビエ-ストークス(Navier-Stokes)の式と呼ばれ、空間上の xyz で

示される直交座標軸で考えると、z 軸方向には次式で示される。 
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式 (21) 

ここで、v は液体の速度で添え字 x,y,z は空間上の直交座標軸方向、ρは液体の

密度、ηは液体の粘度、gz は重力加速度の z 軸方向成分である。 

図 78 で示されるような半径が r で長さが l の円管内を粘度ηの液体が安定し
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図 78 円管を流れるハーゲンポア
ゼイユの流れを示す模式図

図79 左端に張った白金線をマイ
ナス極とし、流れの中で電
圧をかけると、白金線から
水素の微小な気泡が発生
し、それが右方に流され
る。電圧をパルス的に加え
ると、図のような放物線上
の気泡の列ができる。これ
から上下の平行な壁面で
流速は0であることが判断
できる。 

て一定速度で流れる（定常流という）場合、水平に置かれた円管では x,y 方向に

流れがなく vx=vy=0 となる。また、z 方向には速度勾配がないので∂2vz/∂z=0 が、

また定常流であることから∂2vz/∂t=0 が成り立つ。よって、 
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式 (22) 

これを極座標で表示するには次のように置き換えればよい。 
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式 (23) 

これを式(22)に代入し、 

1 1 12

2 2

2

2μ
∂
∂

∂
∂

∂
∂θ

dp
dz

v
r r

v
r r

vz z z= + +
 

式 (24) 

この座標系の方が変微分の計算がやりやすい。どのθの位置でも vzは一定なの

で∂2vz/∂θ2=0 が成り立ち、また dp/dz は一定なので、次のようになる。 
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ここで、初期条件として dvz/dr=0（r=0 のとき）とおき、積分する。さらにも

う 1 度積分し、図 79 に示されるように壁面では液体の粘着性のために vz=0（r=R

のとき）となる初期条件を考慮する。ただし、円管の内壁の半径を R とする。す

ると、 

( )v dp
dz

r Rz = −
1

4
2 2

μ  
式 (26) 

流量（体積速度）Q を求めるには r に関して 0 から R まで積分し dp/dz=－P/l を
代入すると、 

l
Q

η
π
8
Pr 4

=  (Hagen-Poiseulle の式) 式 (27) 

が得られる。ただし、R をもう一度 r におきなおしている。これがハーゲン-

ポアゼイユ(Hagen-Poiseulle)の式である。 
液体が界面張力によって浸透していくときは、図 80 に示されるように、界面

張力γの進行方向成分の分力γcosθが作用している。メニスカス全体円管の内壁の

全周囲に作用しており（F）、それを円管の面積（S）で割るとメニスカスに作用

する圧力差 P は、 

P=2γcosθ/r 式 (28) 

となる。これを式(27)に代入する

と L-W 式(20)が得られる。 

L-W 式の意味するところは、半径

が r の毛管内を流れる液体の浸透

（流動）距離 l は、毛管の半径、液

体の表面張力、液体と毛管壁の間に

できる接触角のコサインのそれぞ

れ平方根に比例し、液体の粘度の平

方根に反比例することを示す。また

浸透経過時間の平方根に比例して

浸透が浸透することを示している。 

オイルのように紙を膨潤させな

い液体の場合は、図 81 に示すよう

に時間の平方根に比例して液体が浸透する。また図 73 に示すように液体の表面

θ
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r

図71 円管内にできる液体のメニスカスに
作用する力。界面張力によって液体
が浸透する。
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張力と粘度で時間軸を補正すると、どの液体であってもほぼ同一の直線にのるこ

とから L-W 式に従うことがわかる。なお、これらの液体では接触角θはすべて 0

である。接触角についての詳細は後述する。 

4-1-1-2 Fick の法則に基づく拡散吸収 
水の場合は L-W 式だけでは説明がつかない複雑なメカニズムか作用しており，

現在でもまだ完全な理論式はない。水の場合は、①ポア内での蒸気の拡散輸送、

②ポア内での液体の毛管輸送、③ポア内での表面拡散、④繊維壁内部での液体の

移動、が吸収メカニズムとして働いていることが提唱されている。②の“ポア内

での液体の毛管輸送”だけを L-W 式は表現している。①の蒸気の拡散や③の表

面から水蒸気が拡散する速度は一般に Fickの法則として知られている。これは、

たとえば水蒸気が乾燥空気中を拡散していく速度は水蒸気の濃度勾配に比例す

るという法則である。拡散による輸送では、含水率の高いパルプ繊維より、含水

率の低いパルプ繊維の方が速く水の転移が起こることを意味する。この関係から

微分方程式を解くと、 
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α  (Fick の第 2 法則) 式 (29) 

が導かれる。ここで C は、1 次元距離 x および時間 t における物質の濃度、D

は拡散係数、αは定数である。水蒸気の供給がパルプ繊維表面で一定と仮定する

図 81 種々の有機液体をコピー用
紙に吸収させたときの吸収
速度。時間（横軸）は平方
根目盛で表している。 

図 82 横軸に ηγt の値をプロッ
ト。液体の表面張力と粘度
で補正したことになる。 
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と、x=0では C=C∞（一定）とおくことができ、C は exp(t-1)に比例することにな

る。これを 0＜x＜∞の範囲で積分すると、時間の平方根に比例して水が輸送さ

れることになり、見かけ上 L-W 式と同じになる。しかしそれは初期だけでやが

て全体が含水率 C∞に近づく。拡散が始まる前の紙の含水率を C0、ある調湿条件

での最大含水率（平衡に達したときの含水率で紙の極表層では時間 t=0 でも C∞

とする）を C∞と考えると、 
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Ctは時間 t での位置 x おける含水率である。時間 t で紙の表面積 A を通して拡

散する全量 mt は、x に対して微分し得られた式を t に対して積分すれば得られる。 
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表面積 A で厚さ L の紙が無限時間後に拡散する水分の量 m∞－m0は、AL(C∞－

C0)であるから次式が得られる。 
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ここで F は時間 t に拡散した水分（不均一であるが見かけの含水率）の平衡状

態に達したときの含水率に対する割合である。この式でもやはり時間の平方根に

比例して水が輸送されることになり、見かけ上 L-W 式と同じになる。 

浸透した液体の実際の紙への水の収着（吸収と吸着を合わせた用語）は極めて

複雑でこれらの理論を組み合わせてもはっきりと定義することは不可能である

が、幾つかの提案があった。水の収着は 2 段階に分かれており、最初は毛管浸透、

その後繊維へのゆっくりした拡散が始まると当初考えられた。その後サイズ紙で

は 2 段階を分けるのは不可能であり、またサイズ紙では繊維への拡散か主要な吸

収メカニズムであると考えた。これに対し、吸収速度を決定するのは拡散である

と考え、水の輸送速度は液体/気体の界面のすぐ前で起こる表面拡散で決まると

する説も現れた。ポア壁の親水性基のところで蒸気が液化し、また蒸発・液化を

繰り返すのが主要な輸送プロセスであり、そのあと繊維内部での浸透が起きると

した。このような表面拡散は次節の濡れ時間の概念へと引き継がれた。 
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4-1-1-3 濡れ時間 
図 83 に示すようにブリストー

（Bristow）によって初めて濡れ時間

の存在が提案された。水の場合は水

と紙の表面が接触してもしばらく吸

収が始まらない遅れ、すなわち濡れ

時間が存在し、そのあとは L-W 式に

従って吸収が進行することを示した。 

ここで、V は液体転移量 、Vrは粗

さ指数、Ka は吸収係数、T は接触時

間、Twは濡れ時間である。 

また、接触時間 0 に外挿した点 Vr

は紙表面にある凹凸を埋めるのに必

要な液体量を示す。Vrが他の方法で測定した表面粗さと相関が高いことがわかっ

ている。 

しかし、必ずしも明確な濡れ時間がブリストープロットに現れるとは限らず現

在ではその存在を疑問視する声が強い。Eklund らは濡れ時間という概念を認め

ずにブリストープロットを説明し、空気抵抗、液体/気体界面での蒸気相輸送、

膨潤および繊維内への水の浸透の影響を考慮して数式化している。ポアが外気と

通じる通路が極端に小さい場合には空気抵抗が生じ L-W 式より浸透が遅くなる。

しかしこの場合でも空気抵抗が小さいときには L-W 式に従い、大きいと時間に

対し直線関係となって吸着が進むことを理論的に導いた。また空気抵抗が大きく

てもポア半径か小さいと、L-W 式になるとした。蒸気層からの水分子の吸着に

関しては吸着が律速段階だと時間に対して直線的に収着し、水の圧力が高いと時

間の平方根に比例することを導いた。また接触角が小さい液体は L-W 式に従う

とした。 

現在もブリストーのプロットに現れる濡れ時間とはどういう現象なのかの議

論が続いている。濡れ時間に関連して、液体の表面張力が Zisman プロット（後

述）によって求められた紙の臨界表面張力より小さいときに浸透が始まるという

考え方があり、液体の表面張力が紙の臨界表面張力に近づくに連れて濡れ時間が

0 に近づいていくという研究結果もある。しかし、固体表面での自発的な液体の

濡れ広がりは接触角θ=0°で起きるが、毛管吸収はθ＜90°で起きる違いが指摘さ

 式 (33) 
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図 83 クラフト板紙でのブリストー
プロット。オイルでは濡れ時
間が存在しない。 
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れており、濡れ時間とは接触角θが

90°より小さくなるまでの時間、とい

うことになる。その接触角の変化は次

のようにして起こると推測される。つ

まり紙表面で水の拡散が起こると、自

由エネルギーを減少させるために内

部に向いていたアモルファスセルロ

ースの水酸基が外側に向くように回

転する。すると、図 84 のようにセル

ロースの表面張力γs が大きくなって

いき、また界面張力γi（の絶対値）が

小さくなっていく。その結果γs-γiが負

から正へ転じる時間すなわち接触角θが 90°になる時間 t が濡れ時間と定義され

る。この辺の議論は接触角の項を参照。 

4-1-1-4 接触角 
液滴を水平な固体表面におくと、固体表面全体に拡がってしまう場合と、一定

の形で平衡を保つ場合がある。一定の形を保つときには、液体の表面は曲面にな

り、その端は図 84 の右下図に示すように、固体表面と液体の表面が一定の角度

をなす。この角度を液体の内側で測ったものが接触角θである。ここで、普通θ

＞90°のときには、液体が固体表面を濡らさず、0°＜θ＜90°のときには固体表

面を濡らすといっている。この接触角を最初に導入したのはヤングである。ここ

で、ある接触角が保たれているとき図 85 の右下図にあるように作用する力がつ

り合っていると考えられる。固体の表面には固体の表面張力γSが、液体と固体の

界面には界面張力γiが、それに液体の表面にはその表面張力γLが作用していると

すれば、作用する力の水平成分がつり合っているための条件は 

0cos =+− θγγγ LSi  式 (34) 

になる。これをヤングの方程式とよんでいる。接触角θはこのヤングの方程式

から決まるわけである。γS＞γi+γLであると、このような接触角は存在せず、液体

は固体表面を自然に拡がって完全に濡らしてしまう。 

ヤングの方程式は、固体面が平坦であると考えた場合に適用できる。しかし、

普通紙（非塗工紙）やカレンダリングした塗工紙ですら、その表面はある程度の

粗さをもっている。この面の粗さを多少誇張して書くと、図 85 のようになる。 

Time 

θ 

γi γs 

γs

γi γi

0
t

図 84 毛管吸収の発生を示す水とセル
ロースの界面張力γiおよび紙の
表 面張力γsの時間変化。t は濡
れ時間、破線はγs-γiを示す。 
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ヤングの接触角は図のθで与え

られるように、実際の面との接触

角になるはずであるが、平均的に

見た面との見かけの接触角は図

のθ’で与えられる。ウェンゼル

(Wenzel)は、このような凹凸のあ

る面の粗さを表わすのにこまか

い凹凸の面積を入れた実際の面

積が見かけの面積よりも大きく

なることを利用した。ウェンゼルは見かけの滑らかな面の面積 1 cm2 に対する実

際の面積が r cm2 であるとき、ヤングの接触角θに対し、見かけの接触角θWが 

θθ coscos rw =  式 (35) 

で与えられるという関係を提案した。このθW をウエンゼルの接触角という。

これは粗面ではθ＜90°ときθW＜θとなるので、濡れやすい面は粗くするともっと

濡れやすくなり、θ＞90°ときθW＞θとなるので、濡れにくい面は粗くするともっ

と濡れにくくなることを意味する。オフセット印刷では版面を金剛砂などで粗く

するが、画線部では印刷インキ（油性）により濡れやすく、非画線部ではインキ

により濡れにくくする合理的な処理であることがわかる。 

塗工紙の表面では主に顔料とバインダーが露出することからわかるように、固

体表面はー般に不均―であり、このような面は複合面と考えられる。見かけの接

触角θCは、 

2211 coscoscos θθθ QQC +=  式 (36) 

で与えられるとも考えられる。θ1、θ2 は物質 1、2 の滑らかな面に対するヤン

グの接触角で、Q1、Q 2 は、実際の表面を物質 1、2 が占める割合である（した

がって Q 1+ Q 2＝1）。この式をカッシー(Cassie)の式とよび、θCをカッシーの接触

角とよんでいる。紙の中には撥水性物質であるサイズ剤がパルプ表面に表面に吸

着している。サイズ剤が全面を覆わなくとも十分サイズ効果があることがこの式

からわかる。また、物質 2 が空気であったとすると接触角θ2=180°と考えられ（水

は空気中に浮いているときは球形になる）、式は 

211211 coscoscos QQQQC −=+= θθθ  式 (37) 

となる。織物、水鳥の羽、蓮の葉などは空気の割合が非常に大きく、Q 2≒1、

図 85 粗い表面上の液滴。θ:真の接触角、
θ’:見かけの接触角 
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Q 1≒0と考えれば物質 1がどんなに濡れやすい場合でもθC≒180°となり非常に

濡れにくいことがわかる。紙でも粗い面の方が空気の割合が大きいのでサイズ剤

含有量が同じでも濡れにくくなる。 
実際の接触角についてはもっと複雑な現象がある。液滴が動いているときには

ニ種の接触角が観測される。液滴が前進して行く方の接触角を前進接触角、後方

のものを後退接触角θR という。θA－θR は常に正であるが、鋼鉄の上の水銀では

θA－θR＝154°に達する場合がある。この現象は接触角履歴(ヒステリシス)とよば

れている。接触角履歴現象は粗い面の特徴で、固体面が粗かったり、不均一であ

ったりすると、局所的な自由エネルギーが極小になるようないくつかの接触角が

存在していて、これらが準安定な状態になり、液滴の進行にともなって、これら

の準安定な接触角から次の準安定な接触角に移って行くためであると考えられ

ている。また、このような局所的な極小値に対し、ウェンゼルやカッシーの接触

角というのは、絶対的極小値に対応するものとみられる。準安定状態と準安定状

態の間のエネルギー障壁と液体が、これをのりこえるエネルギーをどの程度もっ

ているかということでこのような履歴現象がおこるのであろう。 

 ウェンゼルやカッシーの接触角は、ヤングの接触角とは異なっているがγS や

γi の値が滑らかな平らな面に対して定めた見かけの値であれば、見かけの接触角

θWやθCがヤングの方程式に従うことになる。 

固体の表面上に液体があると、固体の表面のー部は液体と固体の界面になって

いる。このようにして、固体表面のー部が液体/固体界面でおきかえられる現象

を“濡れ”という。そこで。固体/液体界面を等温可逆的に消失させて、そのか

わりに新しく、単位面積の固体表面と液体表面を生成させるのに必要な仕事は 

iLSAW γγγ −+=  式 (38) 

になる。この仕事を付着仕事または接着仕事という。この式を用いると、ヤン

グの方程式は 

( ) AL W=+ θγ cos1  式 (39) 

という形に書き換えられる。この式をヤング・デュプレ(Young-Dupré)の方

程式という。WAが大きいほど、液体/固体界面を消失させにくいわけであるから、

WAはこの液体による固体表面の濡れやすさを表わしているといえる。θが小さい

ほど WA は大きくなるので、接触角が小さいほど濡れやすいということになる。

これは印刷インキが最初に紙に接触するときの仕事量に関係する。 

液体の固体面上の拡張係数（拡張濡れの仕事に負の符号を付けたもの）WSPは、 
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)( iLSSPW γγγ +−=  式 (40) 

と書ける。これは、固体表面の上においた液滴が、固体の表面を消失させなが

ら、新しく液体表面と同時に固体・液体界面を生成して行く傾向の強さを表わす

ものである。言い換えると、γSがγi+γLよりも大きいと、液体は固体面をひろがっ

て膜状になるということである。この式を用いるとヤングの方程式は、 
( ) SPL W=−1cosθγ  式 (41) 

となる。θ＝0 のとき WSP＝0、θ＞0 のとき WSP＜0 となるので、接触角が 0°
の時だけ液体膜が固体表面上を自発的にひろがって行くということになる。WSP

はいったん紙に接触したインキが面（横）方向に拡がるとき、あるいは毛管の中

で壁だけを伝わって内部に空気を残しながら濡れ拡がる時の仕事に相当する。 

ー般には、液体がある固体表面の上をひろがるかどうかということは、式(40)
の拡張係数 WSP が正か負かということで

決まるわけで、γL だけでは決まらないし、

また接触角θも、液体の表面張力だけでは

決まらないで、γi にもよるわけであるが、

表面工ネルギーの小さい固体、特に有機物

の場合には、cosθが液体の表面張力γLだけ

の一次関数になるということが見いださ

れている。そうすると、ある値より表面張

力の小さい液体は、すべてこの固体表面の

上を拡がることになる。ジスマン(Zisman)

はこのγL のある値のことを臨界表面張力

γCと名づけた。図 86 にこの考え方を示し

てある。 

主な液体の表面張力γL、固体の臨界表面張力γC を表 11 に示す。固体の臨界表

面張力より小さい表面張力をもつ液体がその固体表面上を濡れ拡がる（θ＝0°）

ことを意味する。 

紙への液体浸透を表わすには、L-W 式と接触角の変化を組み合わせる理論が

色々と研究された。液体の前進接触角は時間により変化し、浸透速度は蒸気層か

らの吸着に支配される部分もあるという説である。したがって、この分子吸着が

律速段階とすると液体の浸透は時間に比例した関数となる。サイズ紙について水

と粘度の高い CMC 水溶液の一定厚さまでの透過時間がほぼ同じである結果から

図 86 臨界表面張力γCは、色々な液
体との接触角を測定し cosθ
=1 との交点から求める。 
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すると、L-W 式で

示されるようなメ

カニズムではない

ということになる。

しかし、これはブリ

ストー装置が考案

される以前の結果

であり、いずれにし

ろ水分子の吸着と

それに伴う膨潤（次

節で詳述）は水の吸

収を考える上で重

要な因子である。 

4-1-1-5 膨潤 
水または水系の液体が紙に浸透したときは、セルロースの細胞壁にも水が拡散

によって拡がっていき結果的に壁の体積が大きくなる。これは膨潤と呼ばれる。

膨潤は水の拡散に伴って生じる繊維の形態変化の現象といえる。どのように膨潤

するかを推測した図及び走査型電子顕微鏡写真を図 87 に示す。膨潤と並行して

パルプ繊維間の結合が一部切断されるためネットワーク構造（全体の構造）にも

大きな変形が起こる。 

表 11 主な液体と固体の表面張力 

液体 表面張力
(mN/m) 固体 臨界表面張力 

(mN/m) 
水銀 486.5 テフロン 18.5 
水 72.75 ポリエチレン 25 
グリセリン 62.6 スチレンブタジエンラテックス 25～30 
エチレングリコ－ル 48 ポリスチレン 33 
ベンゼン 29 ポリビニルアルコール 37 
1-プロパノ－ル 23.7 ポリエチレンテレフタレート 39 
メタノール 22.5 デンプン 40～42 
エタノ－ル 22.27 ナイロン-66 46 
ヘキサン 18.42 セルロース 46 
パーフルオロペンタン 9.89 炭酸カルシウム 70 

図 87 パルプ繊維の細胞壁が膨潤する様子。右は走査型電子顕微鏡写真。乾燥時
に収縮しないように溶媒置換した後、固定処理して断面を作製した。 

1μm
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図 88 板紙の吸水による厚さ変化と吸水量変化の関係及び図の見方 
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膨潤量を推測するために Bristow はコブサイズ試験法（水を入れた容器の上に

紙を置き、密着した蓋をする。逆さにして吸水させ一定時間経過後戻す。紙を取

り出し重量増加を吸水量とする。）を用いて板紙に対する水の収着速度と厚さ変

化量との関係を調べた。図 88 に両者の関係をプロットした図を示す。この図か

ら、水の収着を繊維の膨潤による水の吸収と毛管力によるポアへの浸透の 2 つに

分けてそれぞれの量を計算した。その前提として、液体の収着量はポアに進入し

た液体量と繊維の膨潤量の和に、さらにセルロースの膨潤がポアの体積を変化さ

せる項を考え、それらを合わせた式を考えた。しかしその項は実測不可能である

ため零と仮定した上で、吸水量とシートの厚さ変化の関係を考察した。その結果、

未サイズ紙では図の右に模式的に示してあるように繊維へ収着方向とポアへの

収着方向の中間の角度で両者は進行するため、ポアと繊維への収着が同時に起こ

ると考えた。サイズ紙の場合は初期の収着は繊維へ収着方向に沿って進行するの

で繊維壁への拡散が主となって起こるが、サイズ剤の働きでポアには水が存在せ

ず、繊維が飽和してからポア内の流動が起こると結論した。しかしコブサイズ試

験器の接触時間は数秒以上となりブリストー試験のような 1 秒以内の浸透で起

こる膨潤量の測定には適用できない。強サイズ紙の場合初期の収着は繊維への拡

散によって起こると Bristow が主張した理由は、初期の急激な厚さの増加が測定

されたためであるが、この厚さの増加はコブ法－マイクロメータによる厚さ測定

が表面にできるマクロなうねりであるしわも含めて計測しているおそれかある。 
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図 89 に示すような差動トランスを用いた装置で、紙面上の微小な点(直径約 l 
mm)でのオンライン連続測定ではこのような初期の急激な厚さ増加は観測され

ず、水との接触後、数秒後以後の厚さ増加の速度はコブ法－マイクロメータで測

定したものと同じであった。図 90 は厚さ増加と水の吸収量を対比させた測定結

果である。Cobb と示されているコブ法－マイクロメータ厚さ計測では点線（水

吸収量変化は紙の厚さ増加とー致する、つまり水の吸収が繊維の膨潤だけによっ

て起こるプロセスを示す）に沿って吸収が進行する。差動トランス法では初期に

立ち上がりがあり、初期段階では水が吸収されても繊維の膨潤はなく、繊維間の

ポアへの浸透を意味する。この違いをマイクロメータによる厚さ測定の欠陥に起

因するものであると考えた。膨潤現象を正確に計測しようとする試みとして、図

91 に示す装置で水の浸透距離と紙の厚さ変化を同時に測定した例がある。L-Ｗ
式と実験データの相違を膨潤現象により説明し、蒸気拡散、表面拡散、水の繊維

図90 コブサイズ法および差動トランス法
における水の吸収量と厚さ増加量
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図 91 水系液体の浸透距離と紙の厚さ
変化を同時に測定する装置 

図 89 差動トランスを用いた紙厚変化オンライン測定装置 
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内への浸透などの拡散プロセスが接触角を減少させることによってポア内の水

の輸送か決定されるとした。そして L-W 式に Bristow の提唱した濡れ時間 tw（拡

散の場合は表面に単分子層を作り接触角を減少させるのに必要な時間）を考慮し

た式に、さらに膨潤による厚さ変化の項 KΔZ（K=定数、ΔZ:時間 t における厚さ

増加)を加えた修正式を提唱した。これを次式に示す。 

( ) ZKttrl w Δ−−=
η

θγ
2
cos

 式 (42) 

KΔZ の項を実験的に決定することを試みた。まず Fick の拡散方程式から導い

た式に一定時間後の厚さ増加量と、厚さ増加が飽和した時点での最大厚さ増加量

を代入することによって見かけの拡散係数 D を求めた。そしてこの(Dt)1/2 がΔZ

に対してある程度の直線関係を示すことを実験的に証明し、L-W 式に加えて紙

の膨潤を考慮すればよいことが明らかになった。 

4-1-1-6 0lsson-Pihl の式 
印刷で用いられる式に次のオルソン-ピル（0lsson-Pihl）の式がある。 

tprrl
η
θγ

4
cos2 2+

=  

tprl
η4

2

= （毛細管力を無視できる場合） 
式 (43) 

ここで、l:浸透深さ、r:毛管半径、γ:液体の表面張力、θ:接触角、η:粘度、t:時

間、p:印刷ニップ圧である。L-W 式では液体に加わる圧力として毛細管力だけを

考えたが、オフセットなどの商業印刷方式では印刷ニップでインキに加わる圧力

が存在するのでこの項を加えたものである。通常、印刷圧力 p が毛管圧力 2γcosθ/r

（図 80 参照）よりはるかに大きいので第 2 式に近似することが可能である。 

4-1-1-7 Buras の式 
また綿繊維タオルなどへの水の吸収で用いられる式として古くからブラス

（Buras）の式が適用されている。 

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−−= t

Q
I

Q
q exp1   or  t

Q
I

Q
q

=⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−− 1ln  式 (44) 
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ここで、t:時間、q:時間 t における吸水量、Q:平衡状態（飽和）での吸水量、I: 
初期の吸水速度である。これは毛管浸透という考え方ではなく、サイズ剤がまっ

たくない綿繊維の場合は膨潤量が大きく拡散によってのみ浸透が進むという考

えから導かれたものであり、吸収量は比較的短時間のうちに飽和する。この式は

式(32)とまったく同じものになる。上式を変形した右側の式で実験値を使い、t
に対して－ln(1－q/Q)をプロットすると直線関係が成り立てばこの式に従って吸

収することになる。高吸水性タオルは、よくこの式に従うことが分かっている。

インクジェット用紙のインキ受容層はポリビニルアルコールを膨潤させること

によりセットすることが 1 つのメカニズムであるが、このプロットにより確認で

きる。 

4-1-1-8 Szekely の式 
紙分野ではまだ適用されたことはないが、ゼキリ（Szekely）が L-W 式の修正

式を提案している。 

0
2

2

=−−⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
++Δ− EvWwPghu

ρ
 式 (45) 

ここで、u:流体の速度、ρ:密度、w:質量流体速度、W:周囲に対して行われる仕

事の変化率、Ev:液体内の摩擦力に対して行われる仕事の変化率である。L-W 式

では時間 0 の時に無限大の浸透速度を示すことになる欠点に着目したもので、初

期の急激な液体の吸収に伴う液体の運動エネルギーを考慮してエネルギー的バ

ランスから式を導いた。綿繊維に対する吸収ではこの式がもっともよく合うこと

が示されている。 

4-1-2 各種測定装置及び方法 

4-1-2-1 ブリストー法 
短時間での液体吸収量の測定法と

してもっとも普及し，紙パルプ技術

協会（Japan Tappi）の標準法として

も規定されている。発案者の Bristow

をはじめ，種々の紙での液体浸透機

構の研究に用いられている。図 92 に

示すように固定された液体ヘッドが

L

v

V

図 92 ブリストー装置。少量の染色液体
を入れ、紙の上を走査し、トレー
ス長を計測する。 
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紙面を走査し，紙面上のすべての位置に対して同一の条件で水を浸透させること

ができ，紙と水との接触時間をきわめて短時間まで正確に計算できる。液体は水

の他あらゆる液体が使用できる。水の場合はマラカイトグリーン、ブリリアント

グリーンなどの染料で染色し、蒸発後もトレース長が測定できるようにする。接

触時間は液体が供給されるヘッドの開口部長さ（走査方向）を L（通常 1 mm）、

ブリストーホイールの周速 v から L/v として求められる。また液体がなくなるま

で走査したあと紙試料に残ったトレース長を D、トレース幅を w（通常 15 mm）

とすると、充填した液体の体積 V から、V/Dw が液体の単位面積あたりの浸透量

となる。ブリストーホイールの周速 v を数段階に変えて V/Dw をプロットすると

接触時間に対する液体転移量を知ることができる。図 91 及び図 92 がそのプロッ

ト例である。同様な原理で，ヘッドに液体供給ノズルをつないで反対側の終端に

液体タンクを置くことで液体に加圧することが可能で、計測管内を泡が移動する

距離から転移量を読みとることができる改良型ブリストー装置もある。 
さらに試料をホイールの周囲ではなく側面に置いて、レコードプレーヤで針が

なぞるようにらせん状に走査する装置（Dynamic Scanning Absorptometer）も東京

大学で開発された。これを図 93 に示す。液体転移量もメニスカスが動く速度を

光センサーで読みとるため測定は全て自動化されており、B5 サイズ 1 枚の試料

を使用し、数分でブリストープロットが得られる（通常 2 時間程度を要する）。

この装置は液体浸透中にヘッド内

の液面が下がることによる液体の

圧力の変化を避けることができ、ま

た水を染料で染色したり、紙面に残

ったトレースを読み取るというよ

うな操作を不要とする。インクジェ

ット用紙のごく初期（8～50 ms）の

吸液速度が速いと印刷品質が向上

することなどがこの装置を使った

結果から明らかになっている。 

4-1-2-2 電気（静電）容量法 
2 枚の板状金属電極の間にある水の量を、その電極がコンデンサであると考え

たときの電気容量変化から読みとる方法は、水の浸透量を測定する一種のセンサ

ーと見なすことができる。水を電導度の高い塩溶液にしたときにこれを一方の電

極と見なし、直接液が接触しないように被覆した金属板電極をもう一方の電極と

図 93 らせん走査型ブリストー装置
(DSA)。迅速な測定を可能にした。 



江前敏晴, 紙の基礎と印刷適性(Part 3). 

 17 

する。液体の浸透とともに一方の電極の面積が大きくなるため電気容量は変化す

る。このような形で液量を測る方式もあり、この方がはるかに感度がよくなる。

2 枚の板状金属電極をコンデンサとした時のセンサー方式で測定する例を図 94
に示す。各種の布に対して測定した例がある。2 枚の平板電極の間に布を挟み下

端から水を吸収させる。印刷、塗工などを想定した場合は面からの浸透を測定す

るが、この方法はエッジからの浸透を測る。 

4-1-2-3 ラローズ法 

繊維分野でよく用いられる手法で、連通管に液体を通し、一方の側にはガラスフ

ィルターが取り付けられ，水が満たされている。もうー方の側には径の均一なガ

ラス管を取り付けた装置を用いる。水平に保たれたガラスフィルター上に紙など

の試料を置き，水の吸収とともにガラス管内を動くメニスカス位置の変化から液

体の吸収量を測定する。これを図95に示す。この方式はメニスカス位置の移動を

光学的に読み取る装置と組み合わせた装置である。 

①方形波発生器 ②IV コンバータ ③全波整流器 ④AD コンバータ ⑤BCD コンバータ ⑥
デジタル表示器 ⑦RAM ⑧同期回路 ⑨モニター用オシロスコープ ⑩DA コンバータ ⑪レ
コーダ ⑫光センサ(LED 及びフォトトランジスタ) ⑬電気容量用電極 ⑭ステッピングモータ
及びリニアヘッド ⑮ステッピングモータ用ドライバ及びコントローラ⑯容器⑰試料 
 
図 94 電気容量法による水の浸透測定のための実験装置図 

① ② 
③

④

⑤ ⑥

⑦

⑧

⑨

⑩ 

⑪

⑫ ⑯ 

⑬ 

⑭ 

⑮

⑰ 
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4-1-2-4 電気電導度法 
紙を平板上の電極で挟

み、水の層でつながった電

極間の抵抗が小さくなっ

ていく現象を利用する手

法で、Warren 法として知

られている。また電極を紙

層内に埋め込んで浸透深

さを計測する方法もある。

多層抄きを利用して紙の

厚さ方向にー定距離の間

隔で電極を埋め込んでおく。紙の表面から水が浸透していったときに各電極に到

達する時間を測定し、電極の紙表面からの距離との関係を求める方法で、図 91
の装置でもこの方法を利用して水系液体の浸透深さを測定する。また同様の方法

で横方向への浸透を測定している例もある。 

4-1-2-5 膨潤圧測定

法 
Skowronskiらは図 96

の装置を開発して水の

浸透に伴う膨潤圧の変

化を測定した。厚さ方

向に紙を圧縮し、十分

に応力が緩和して一定

応力となってから水を

浸透させる。密度が高

い紙、上質紙より中質

紙の方が大きな膨潤応力を発現することなどが明らかとなっている。水の浸透量

を測る装置ではないが、膨潤現象が発現するメカニズムを知る上で興味深い。 

4-1-2-6 超音波 
超音波の減衰は紙パルプ分野でパルプ濃度の測定などに応用されてきたが、水

の浸透に伴って超音波のエネルギーが減少することを利用して浸透の評価を行

うことができる紙の厚さ方向に伝搬する超音波のエネルギー減衰が水の浸透に

図 96 水の吸収に伴って発生する膨潤圧測定装置 

⑧ 

⑨ 

⑩ 

⑦ 

⑥ 

⑤ 

④ 

③ 

② 

① Assembly View

To Pressure 
Transducer 

①栓 ②底面プレート ③心合わせ用支柱 ④ガラスディスク 
⑤上面プレート ⑥ボール軸受け ⑦栓 ⑧ホースコネクタ ⑨
蒸留水リザーバ ⑩水調節用栓 

図95 ラローズ法及びメニスカスを追随する光センサ
ーシステムを組み合わせた液体吸収試験器 

Optical Sensor 
Glass tube 

Meniscus 

Sample 

Filter Reservoir 
Liquid 
Container 

Personal 
Computer Amplifier 
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連れて増大することを利用

した装置が東京大学で考案

された。図 97 にその模式図

を示す。この超音波の最も

顕著な減衰は空気の存在に

よって起こるが、水の浸透

中に紙層内に残されていく

空気の微小な粒による散乱

のために起こることが推測されており、水の浸透速度との相関が高い。 

4-1-2-7 光の反射率変化 
紙の表面に滴下された液滴表面の反射率が浸透が進むに連れて下がっていく

現象を利用して、一定量の液体が紙の内部に浸透するまでの時間を測る手法で、

オイルの液体吸収速度を測定する方法として JIS の規格にもなっている。この方

法は一定量が浸透する時間を測ることが可能だが、浸透量の経時変化を測ること

はできない。経時変化を測定する方法として浸透させる側の反対側から光の反射

率変化を測定する方法もあり、Kubelka-Munk の式から浸透率を計算する。この

ような方法は塗工カラーからの脱水速度の測定法としても応用されている。裏側

から光の反射率変化を光ファイバーによって測定するシステムも開発されてお

り、小型化できるため、小さい試料にも適用することができる。また時間分解能

も 10μs という高速測定を可能にした。各種 BKP 手抄き紙の水浸透速度は基本的

には密度に支配され、また同じ密度

でも細孔分布によって差があること

を明らかになっている。高粘度の着

色オイルを塗工紙に浸透させ、所定

時間経過後表面を拭き取り、表面の

反射率変化を測定した。紙を膨潤性

させないオイルを浸透させる場合は、

L-W 式に従うので、浸透時間を変え

ていき、余剰分のオイルを拭き取っ

たあとのインキ濃度を測定すること

で浸透速度を測定することができる。

図 98 に示すように、塗工紙の場合は

塗工層と原紙層の 2 層構造であるの

図98 着色オイル浸透法による吸収
曲線。両面塗工紙では 3 層構
造であることが分かる 

図 97 超音波が紙を厚さ方向に横切るときに
エネルギーが減衰することを利用して
浸透を評価する装置 
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で、速度が大きく変わる点（変曲点）が現れる。それぞれの層での浸透速度を測

定できる。同時に浸透量も重量変化で測定することにより塗工層の空隙率を計算

できる。古典的な方法であるが、簡便で精度が高く捨てがたい。 

4-1-2-8 空気の排除体積 
紙を密着させてセルに挟み、一方の側から液体を浸透させる。液体の浸透に伴

って紙の裏面から空気が追い出されていくが、この空気排除体積量の変化をガラ

ス管内の液滴の移動を追跡して記録する方法である。これは IGT penetration 
volumeter として知られている。オイルを浸透させた場合は浸透時間の平方根に

対してプロットすることにより塗工層と原紙層に対応した 2 段階の直線になる

ことが分かっている。 

4-1-2-9 液体の吸収不均

一性 
また著者が開発した紙の

吸収速度の面内分布を測定

する装置も液体吸収量はメ

ニスカスの移動を光センサ

ーで読み取る方式を採用し

た。この装置を図 99 に示す。

この装置は平均的な紙の吸

液速度ではなく、面内の吸液

速度の分布を測定する目的

で開発した。地合の悪い紙ほ

ど吸液速度の変動が大きい

ことが明らかとなった。 

4-1-3 紙と水との相互作用 
これまでに述べてきた液体吸収理論はサイズ度や含水率のような紙の性質が

変わればまた変化していくべきものである。例えば L-W 式における毛管半径 r

は、紙の特性によって決まるのであり、また接触角θは紙及び液体の表面エネル

ギーによってきまる。このようなパラメータは紙の何が影響しているのかをここ

では考えていくことにする。具体的には紙の性質と水の吸収挙動との関係を主に

実験結果から示すことにする。 

Fixed

Stainless
steel tube

Movable
vertically

Glass capillaryTeflon
tube

Transient
Memory

 Step
 Motor

Personal
Computer

Sample Stage

Applicator head φ1.0mm
Paper sample

Optical Sensor
MeniscusGlass capillary tube φ0.5mm

図 99 紙面内の液体吸収速度プロファイル(吸収
性のムラ)を測定する装置（上）と液体ヘ
ッド付近の拡大図（下） 
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4-1-3-1 紙の特性と吸水性 

(a)  サイズ度と吸水挙動 

サイズ剤は抄紙時にパルプスラリーに添加して使用される内添サイズ剤（ロジ

ン、AKD など）と、いったん抄紙されたあとにサイズプレスによって塗布され

る外添サイズ剤（デンプンなど）がある。いずれも本来親水性パルプ繊維に撥水

性を与える目的で用いられるが、外添の場合はオフセット印刷時に繊維がインキ

にむしり取られないように強度を与える効果もある。図 100 はブリストー装置に

よって測定した吸水曲線である。左図は内添サイズのよく聞いたコピー用紙の場

合で、一般的に言われる濡れ時間(完全な水平部分は得にくい)の後、接触時間の

平方根に比例して吸収が進行する。右図はでんぷんのサイズプレスを施した弱サ

イズ紙に対する場合で、接触時間の平方根に比例した吸収を示さず、初期の急激

な吸収の後むしろ接触時間に比例して吸収が進行していることがわかる。この弱

サイズ紙への吸収は、L-W 式に基づいた毛管吸収だけでは説明がつかず、膨潤

や水蒸気の吸着現象を考慮しなくてはならない。 

(b)   紙の含水率と吸水挙動 

水分子の繊維壁への吸着が吸水速度に影響すると考えられるので、紙の含水率

によって吸水速度は大きく変わることになる。紙の含水率（紙の調湿時及び測定

時の雰囲気の相対湿度）とブリストー装置によって得られた吸水曲線との関係を

図 101 に示す。強サイズ紙（左）では、紙の調湿条件を相対湿度 20%及び 65%
にした場合を比較すると吸収速度はほぼ同じであったが、95%にすると吸収速度

は小さくなった。拡散によって吸水の一部が進むとすればあらかじめ紙を高い含
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図 100 紙のサイズ度が吸水挙動（ブリストー曲線）に与える影響。強サイ
ズ紙（左）及び弱サイズ紙（右）の場合。 
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水率に調湿しておけば含水率の（紙と水の）濃度差が小さくなるので拡散速度も

小さくなることで説明できる。また弱サイズ紙（右）では、含水率が上昇するに

連れて吸水速度も大きくなった。これは水分子の繊維表面への吸着が接触角

（L-W 式のθ）を小さくし吸水速度を大きくした、と解釈できる。ただし、それ

ぞれが強サイズ、弱サイズ紙の主要な吸水メカニズムと言うことではなく、含水

率の差がその吸水メカニズムに影響を及ぼすと言うことである。なお、同様の調

湿条件でオイルを吸収させた場合、吸油速度に違いは見られなかったことからポ

ア（毛管）半径が大きくなるといったような空隙構造の変化は影響しない程度の

大きさであったと言える。 

(c)   塗工による吸水挙動の変化 

通常の高級印刷用紙は全て顔

料塗工が施してある。この加工

の詳細については第Ⅱ講で詳し

く述べるが、平滑度、白色度、

不透明度を上げることにより印

刷品質を向上させる。これによ

り非常に細かい空隙構造を持っ

た塗工層が原紙の上に形成され

る。表層側にある塗工層の液体

の吸収性は当然のことながら印

刷用紙の品質を大きく左右する。

図 102 は粒径の大きい（3.9 μm）

図 101 紙の含水率が吸水挙動（ブリストー曲線）に与える影響。強サイズ紙
（左）及び弱サイズ紙（右）図中の数値は調湿時の相対湿度を示す。 
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図 102 塗工層の空隙構造が吸水挙動に及ぼ
す影響。粒径の大きい炭酸カルシウム
の比率が上がると塗工層は多孔構造
となる。 
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炭酸カルシウムと小さい（1.8 μm）クレーを顔料として配合して調製した塗工紙

のブリストー曲線である。塗工により塗工層の空隙に水が浸透していく時間が約

0.5 秒存在し、初期に迅速な吸水が起こっている。原紙層への浸透が始まる前に

濡れ時間がわずかに見られ、浸透が進むと原紙の場合と同じ吸水速度になること

が分かる。平滑度はどの試料もほぼ一定であったので式(33)の粗さ指数 Vrは一定

と見なすことができ、実際に接触時間 0 に外挿するとほぼ同じ位置に来る。 

(d)   カレンダリングによる吸水挙動の変化 
図 102 の塗工紙のうち炭酸カ

ルシウムの比率 20%の試料をカ

レンダリング処理した試料に対

する吸水挙動を測定した。これ

を図 103 に示す。塗工層を浸透

していると考えられる最初の約

0.5 秒間の液体転移量がカレン

ダリングによってごく少量にな

り、原紙の場合の濡れ時間を示

す部分との区別が難しくなる。

一般に市販塗工紙の吸水挙動は

このようになることが多い。カ

レンダリングによって原紙層もかなり圧縮されているはずであるが、原紙層を浸

透しているときの吸水速度はカレンダリングによる影響を受けない。浸透過程で

繊維壁を膨潤させたり、繊維間結合の切断が浸透中に常に起こっているので繊維

間のポアもカレンダリング前の形状にかなり回復しながら吸水が進行するもの

と考えられる。 

(e)  パルプの叩解と膨潤 

紙のネットワーク構造が吸水によりどう変化するかを見る方法として、水で紙

を膨潤させた後凍結乾燥を行って空隙状態を保存し、紙の断面の構造を走査型電

子顕微鏡で観察する方法がある。膨潤前後で観察してみると、厚さが 1.5 倍程度

増加し、それは叩解の程度によらない。しかもその厚みの増加は主として繊維間

空隙の拡大であり、繊維壁の膨潤も影響している。紙層構造全体の膨潤メカニズ

ムを考えると、繊維自体の膨潤、および繊維間結合の一部の切断によって引き起

こされる繊維間空隙体積の増加の両方が考えられるが、繊維間空隙だけの体積増

加量を次のような算出法で求めることが提案されている。 

Contact time, ms  (root scale) 

線圧 (kgf/m) 

図 103 カレンダリングが吸水挙動に及ぼす影
響。
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(膨潤による繊維間空隙体積の増加)=(吸水)-(吸油)-(紙の保水値) 
この式の繊維間空隙体積の増加量は叩解が進むに従って減少することを示し

た。図 104 のように、この量は叩解の程度によらず吸水前の紙に存在した繊維間

空隙量と同程度である（すなわち２倍になる）ことを見いだした。 

(f)  パルプの種類と膨潤圧 
図 105 に示す装

置で測定された膨

潤圧の測定では、市

販紙に関しては軽

量塗工紙（LWC）

の 原 紙

（BK40%/MP60%）

よ り 新 聞 用 紙

（BK10%/MP90%）

の方が膨潤圧が早

く発現し、また平衡

膨潤圧も大きかっ

た。漂白クラフト

（BK）パルプから作った手

抄き紙は市販紙ほど大きな

膨潤圧は現れなかった。この

理由として機械パルプは微

細繊維が多いことが 1 つの

要因と考えられる。クラフト

パルプから作ったシートで

も微細繊維だけから調製し

たシートでは図 105 に示す

ように高い膨潤圧を示す。密

度の低い手抄き紙では長繊

維の間隙で微細繊維の膨潤

を許容してしまうため圧力

か低いのではないかと推測

される。従ってシート密度も

図 104 広葉樹漂白クラフトパルプ（LBKP）から調製
した手抄き紙での水の吸収および膨潤挙動に
与える叩解の影響 

Vo
lum

e, 
ml

/g 

Freeness, ml c.s.f

Absorbed water
Absorbed oil
Water retention value 
Increase in interfiber pore volume 

図 105 微細繊維だけおよび長繊維だけから
なる手抄き紙の膨潤圧の発現（漂白ク
ラフトパルプシート） 
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また重要な要因となる。また機械パルプ（MP）から作ったシートにカレンダリ

ング処理を行うと膨潤圧が大きくなったが、クラフトパルプから作ったシートで

は影響がなかった。これはパルプ繊維（の断面形状が様々な製紙工程で扁平なリ

ボン状に変形して行くが、MP ではカレンダリングでこの変形が顕著に起こり、

KP ではウェットプレスや乾燥工程で顕著に起こるため、カレンダリング工程で

はほとんど変化がないのがその理由である。このような繊維形態の変化は次節で

詳述する。 

4-2 表面ラフニング 
表面ラフニング（surface roughening）とは、紙の表面が水または水を含む液体

などで濡れた際や高湿度下に置かれた場合、表面の粗さが増加し、光沢が失われ

る現象を指す。親水性材料である紙には避けられない現象であり、産業的観点か

ら見ても、印刷適性を損なうなど重要性が大きい問題である。この現象は吸水（吸

湿）の結果として起こる紙の構造・形態変化であると捉えることができる。 

4-2-1  印刷品質に与える影響 
実際にラフニングが顕著に発現するのは、水系のコーティングカラーを塗布す

ることによって塗工紙を製造するプロセス、オフセット印刷の際に湿し水が紙に

浸透していくプロセス（印刷中に伸びることにより見当ずれを起こす他、印刷光

沢などを下げる）、紙を高湿度、または湿度変化の大きい場所で保管するプロセ

ス、インクジェット印刷のように水系インキを使って印刷するプロセス（印字部

にしわが寄るなどの問題が発生）などである。特に近年各種雑誌の創刊が相次い

でいるが、雑誌の本文によく使用される中質紙を原紙とする微塗工紙は、オフセ

ット印刷の際に湿し水により、表面ラフニングが発生しやすい。これは次の節で

も述べるが、中質紙の場合はリグニン量が多く、繊維間の結合が弱い上に繊維自

体も剛直であるため、水に濡れた場合に繊維間結合の破壊が起こりやすい。した

がって繊維の 1 本 1 本が浮き上がって来る毛羽立ち現象（fiber rising）が起こり

やすくなる。図 106 は金蒸着などの導電化処理をする必要がなく鏡筒内で水を見

ることができる環境制御走査型電子顕微鏡（ESEM）で微塗工紙（機械パルプが

含まれている）を観察した写真で、吸水によって繊維が塗工層を持ち上げている

様子（fiber rising）が分かる。再乾燥すると、形状記憶合金のように元の位置に

もどっている。塗工層にはひび割れを残す。fiber rising を起こすのはおそらく剛

直な機械パルプの繊維と考えられ、一般に化学パルプではなく機械パルプの繊維

がこのような挙動を示す。 
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4-2-2  発生メカ

ニズム 
紙の表面ラフニン

グ現象が起きる要因

として考えられてい

るのは、模式的に示

した図 107 にあるよ

うに、繊維壁内に水

が拡散していくこと

による膨潤、繊維間

結合の破断、繊維の

形状が扁平なリボン

状から管状に復元す

ること、内部応力

（Internal stress）の解放な

どが挙げられる。 

繊維形状の回復は繊維

の剛直さと関係がある。

各製紙工程でどのように

（断面）形状が変化して

いくかを図 108 に示す。

機械パルプ（Mechanical 

pulp）ではウェットプレス、

乾燥工程で繊維が扁平に

なることはほとんどなく、

カレンダリング工程で初

めて扁平化する。水に浸漬

するとすぐに管状に回復

する。一方化学パルプは乾

燥が終わった段階で既に

繊維は扁平な形状を呈し、

カレンダリングでさらに

強く扁平化する。水に浸漬

すると繊維壁に水分子が

Fiber rising in ESEM

D ry W e t

R e d ry

Cooled
below dew

point

Returned to
room temp

w a t e r

U n c a le n d e r e d  L W C

図 106 微塗工紙を環境制御走査型電子顕微鏡（ESEM）
で観察。通常の状態（左上）から鏡筒内の試料ス
テージを冷却して水を凝結させ試料表面を濡ら
す（右上）。温度を上げ再乾燥する（左下）。 

Stress
relaxation Debonding 

Coating 

Fiber 
swelling Recovery to uncollapsed 

original shape 

図 107 表面ラフニングの発生要因を示す模式図 

 

 
 

 
 

 

 
  

    
 

Re-drying 

Drying 

Re-wetting 

Calendering 

Wet-pressing 

Chemical pulp Mechanical pulp

Pulping 

図 108 機械及び化学パルプ繊維の製紙工程での
断面形状変化 
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拡散し膨潤する。このときはごくわずかに管状を回復するものもあるが、その程

度は小さい。しかし膨潤した繊維壁も再乾燥とともに再び収縮し扁平な形状に戻

る。その意味では湿潤－乾燥過程の形態変化は可逆的であると言える。図 109 は、

臭素付加して固定した中質紙（TMP とクラフトパルプの両方を含む）の繊維形

態変化を走査型電子顕微鏡で観察した例である。機械パルプではカレンダリング

によって繊維が扁平化し、さらに湿潤－乾燥過程で形態を回復するが、クラフト

パルプではいずれも扁平なままであることが観察される。 

表面ラフニングメカニズムの 1 つとして指摘されている内部応力とは、紙に張

力を加えながらの乾燥したときに繊維が引き伸ばされた状態で保持されるが、そ

の時の応力が繊維に、あるいはネットワーク構造に蓄えられたものだと考えるこ

とができる。そのため乾燥応力などと呼ばれることもある。乾燥応力の大きい紙

を水に浸漬してから再乾燥すると、大きな収縮が起こるのもこの応力解放の 1 つ

の結果であると考えられる。しかし、このような乾燥応力はすべて（厚さ方向で

はなく）面方向に作用する力である。ラフニング現象は表面位置の厚さ方向の変

動が大きくなる現象と解釈されるので、厚さ方向に作用する応力がラフニングに

Fiber Shape recovery
Mechanical pulp

Before
supercalendering

Supercalendered

After soaking in
water for 2 s

After 97 % RH
for 24 h

(Forseth, T. et.al.,NPPRJ 12(1):67-71)

図 109 機械パルプ繊維がカレンダリング処理及び浸水処理で断面形状が変化
していく様子。写真中の M が機械パルプ C が化学プルプ。化学パルプ
はカレンダリング前に既に扁平になっており浸水処理でも大きな変化
がない。 
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密接な関係を持つはずである。実際いろいろな紙で水に浸漬－乾燥処理を行った

あと厚さと表面粗さの変化率を比較するとほぼ比例関係にあることが分かる。厚

さ用方向に作用する応力は、製紙工程ではウェットプレスとカレンダリング工程

で発生する。このような応力が内部応力として蓄えられるのは、管状形態をとっ

ていた繊維が潰れて扁平な形状に変化することであり、繊維の断面形態として保

持されるものであると考えられる。その場合ウェットプレスでは繊維壁内あるい

はルーメン内での水素結合の生成に寄与するため、カレンダリングによる場合と

比較して、水に浸漬したときの厚さ方向の内部応力の解放は少ない。ウェットプ

レスと乾燥を同時に行うプレスドライングではさらに解放は少なくなる。 

4-3 印刷品質の評価 
印刷物の仕上がりがよいか悪いかという問題は、印刷物を見る人の目や判断の

特性と関係がある。人の肌色はわずかに違っていても敏感に異なった印象を受け

るが、背景などは多少色が異なっていても許容されることが多い。このような品

質に関係する紙の適性及び品質に評価方法について見て行こう。画像処理による

ドットの解析や自動印刷品質モニタについても簡単に触れる。 

4-3-1 インキの転移・セットと表面強度 
印刷において画像が形成されるまでの過程を順に考えてみると、インキによる

紙の濡れ・付着→インキの広がり→インキの吸収→インキの開裂（インクジェッ

ト方式では起こらない。ここまででインキ転移が完了。）→インキのレベリング

→インキのセット→インキの乾燥、となる。インキのセットは完全な乾燥とは異

なり、インキフィルムはまだ濡れているもののタックが低下して別のシートを積

み重ねたときに裏移りが起こらない状態を指す。 

このような印刷工程を紙が問題なくスムーズに流れるかどうかということは

作業性という意味で重要であり、これを紙の印刷適性（印刷作業適性と呼ぶべき

か）と呼ぶことが多い。また、よい印刷品質に仕上がるかどうか（印刷品質適性

と呼ぶべきか）に関連する要素も印刷適性の範疇にはいる。いずれも印刷物の品

質評価そのものとは区別されるものである。 

印刷作業適性には紙の剛度（1 枚ずつ給紙する枚葉印刷で重要）、紙力（輪転

印刷では巻き取り紙が引っ張られる）、表面強度（印刷胴から紙が離れる際にイ

ンキのタックにより紙表面の一部がはぎ取られないように）、のような力学的な

特性や伸縮度、カール、紙くせ、紙粉、異物、ファンアウト（湿し水を吸った紙

がニップで潰されながら横方向に伸びていく現象で見当ずれが起こる）、シワな
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図 110 RI テスターで印刷試験を行った塗工紙の
印刷結果。塗工紙はラテックス配合量及
び乾燥温度が異なる。白い部分がピッキ
ングが起きた箇所。 

どがある。印刷品質適性と言えるものには、白色度、不透明性、光沢度、平滑性、

地合、厚さの均一性、サイズ度、吸油性（インキを裏面までにじませない、つま

り裏抜けしないような適性）などの紙そのものの特性、インキセット速度（印刷

後のインキ濃度を測る）、インキ乾燥速度、裏移り、オフ輪皺、擦れ汚れ（別の

紙とこすり合わせたときの汚れ）などのインキ・印刷条件との関連で生じる適性

がある。 

図 110 は手塗りで調製した塗工紙を RI テスター（3.2 参照）で試験印刷した結

果で、塗工紙は 20℃乾燥でラテックス配合量を増やしていった（5～30 pph）試

料と、ラテックスを 15 pph 配合して乾燥温度を上げていった（5～100 ℃）試料

間でそれぞれ比較した。ラテックス配合量が少ないと顔料粒子間の結合が十分で

はないのでインキのタック（粘着性）により顔料が引き剥がされ、図では白く見

える。通常塗工用のバインダーラテックスは造膜温度が 25～30 ℃に設計されて

いるのでこの温度以上では膜状となり顔料粒子間によく広がって接着効果が大

きくなる。したがって 5 ℃乾燥ではピッキングが起きやすい。高温乾燥になる

と、塗工カラーが十分原紙に

浸透する時間がないうちに乾

燥したため塗工層と原紙の界

面での接着力が弱くなり、界

面で破壊が起きた。この塗工

紙はコピー用紙を使用したた

めサイズ度（撥水性）が高く、

浸透が押さえられたが、通常

の塗工原紙はサイズ度が低い

のでこのような現象は起こら

ない。 

4-3-2 試験印刷機の種類

と印刷方法 
印刷の評価を行う場合は実

際に使用する印刷機を用いて

試験印刷するのが望ましいが、

紙の条件、インキの条件、印

刷速度などの印刷条件を変え

ながら試験を行うには膨大な

図 3.28 RI テスター。一度に 10 枚程度
の試験片を同時印刷し比較で
きる

25 pph

5 pph

10 pph

30 pph

20 pph
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12 pph
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時間、労力及びコストがかかる。そのため特に開発段階では試験印刷機を用いて

印刷評価を行うのが普通である。このような装置を印刷適性試験機とも呼び、図

111 に示す万能印刷試験機（FOGRA、Proof-Bau、Vandercook ともいう）や IGT
印刷適性試験機などが代表的である。重量法により版面上インキ量及びインキ転

移量を測定することができる。図 112 に示す RI テスターは同時に 10 枚程度の試

験片を並べて一度に印刷できるので試料間の比較に向いており、湿し水の乳化試

験、複色トラッピング試験なども可能である。また、インキセット速度を測定す

る試験もよく行われ、印刷した後一定時間インターバルを取ってから印刷面にア

ート紙などを重ねてもう一度ニップを通す。アート紙にどの程度転移したか（イ

ンキ濃度を測定）で裏移りの程度を評価する。 

4-3-3 画像再現性と網点の解析 
印刷品質は、いかに原稿に忠実に

（あるいは意図したとおりに）紙面に

再現できるかを評価して決定される。

評価の方法は現場の印刷事業所では

目視によって行うことが多い。通常測

定機器類を用いて測定するようなパ

ラメータまでが目視で判断されるこ

ともある。例えば印刷光沢（インキの

のった面の光沢）、印刷平滑性、印刷

不透明性などである。また着肉ムラ

図 111  万能印刷試験機（左）と IGT 印刷適性試験機（右）。速度・印
圧・インキ量など広く条件を変えてベタ印刷ができる。 

図 112 数本の試験片を同一印刷条件
で印刷して比較を行うことが
できる。
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（特にアイのムラ）などは目視による評価が普

通で、装置によりムラを判定することは難しい。 

その他印刷物の総合的な品質特性として、階

調再現性、鮮鋭度、コントラスト、不均一性、

色再現性などが重要である。これらの品質特性

を客観的に評価する方法として品質管理用ゲー

ジを印刷して評価する方法がある。判断は目視

でも実際の風景画像や人物画像の比較評価と違

い判断に個人差が出にくく客観性が高い。図

113 は、品質管理用ゲージの例である。上のス

ラーゲージは縦と横の万線で構成されたもの

で、下のスターターゲットはくさびを放射状に

配列したタイプのものである。このようなゲージで判定できる項目は以下の通り

である。 

4-3-3-1 スラー 
スラーとは紙と版面が接触する瞬間紙がずれて文字の線、画像の縁などが汚れ

て不鮮明になることを指す。スラーが生じると印刷方向に対して直角な方向が太

り、縦方向と横方向の濃度差となって現れる。 

4-3-3-2 ドットゲイン 
ドットゲインは網点面積の増加の現象で、物理的なドットゲインはスラーとつ

ぶれの合わさったものと考えられている。図 113 のような中心に向かうほど線数

が大きくなるスターターゲットを使うと、ドットゲインが生じた場合中心部がつ

ぶれることで判定できる。 

4-3-3-3 明部のとび・暗部のつまり 
網点のとびは網点が明部で部分的にとぶ現象で、上記のゲージとは異なるが明

部側の均一な網点部を持ったゲージが評価に用いられる。網点のつまりは暗部に

生じ、網点の不規則な太りによって網点が接近して目づまりが生じる現象で、網

点面積率 70%付近とべタ部が評価に用いられる。 

4-3-3-4 不均一性（粒状性） 
不均一性は様々な原因によって発生し、原稿には存在しない不均一な模様が印

図 113 品質管理用チャート。
スラーゲージ（上）と
スターターゲット（下） 

1 mm 



江前敏晴, 紙の基礎と印刷適性(Part 3). 

 32 

刷面に生じることである。一般に不均一性の判定や測定には、広いべタ部や網点

部、スラーゲージが用いられる。 

4-3-3-5 印刷コントラスト 
ベタ部の濃度が高くしかもシャドー部のつぶれの生じない印刷物は再現性が

良く、コントラストが良好であるといわれている。コントラストを高く保つには、

ドットゲインの起こる直前のべタ濃度を定め、それを維持することが必要である。 

4-3-3-6 解像力 
解像力は、画像の２次元的な明暗の空間的分布微細部再現性であり、スタータ

ーゲットで判定することもできる。 

4-3-3-7 階調（調子）再現性 
原稿－印刷物間の濃度強弱の再現性で、網点のゲージを使う。 
網点の解析では、最も頻繁に評価されているのはドットゲインと真円度である。

その他印刷方向への広がり（スラー）が発生している場合は長軸と短軸との比な

どが評価される。図 114 はインクジェットプリンタ PM-750C で黒色インキを使

い紙質の異なる 4 つの試料に印字した部分の拡大画像である。試料は市販スーパ

ーハイグレードインクジェット専用紙、市販ハイグレードインクジェット専用紙、

コピー用紙、中質紙（機械パルプを含む印刷用紙）である。ドットの評価を王子

計測機器 DA-5000S により、自動 2 値化→欠けたドットの消去→穴埋め→網点の

パラメータ計算、の手順で行った。

表 12 はドットの基本的な評価例と

して、面積、周囲長、形状係数、ラ

フネス、伸長率を示す。それぞれ各

ドットの平均値である。インクジェ

ットの場合はにじみによってイン

キが面（水平）方向に広がることが

品質を低下させる主な原因となっ

ているが、この結果は紙質が悪いほ

どドットは横長になるようににじ

んでいることを示している。これは

拡大画像による観察結果ともよく

合う。 

100 μm 

図 114 インクジェット印字の拡大画像。スー
パーハイグレード専用紙（上左）、ハ
イグレード専用紙（上右）、コピー用
紙（下左）、中質紙（下右） 
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表 12 インクジェットによるドットの評価 

 面積

(μm2) 
周囲長

(μm) 
形状係

数 
ラフネ

ス 
伸長率 

スーパーハイグレー

ド 
30335 745 1.46 1.10 2.08 

ハイグレード 36800 885 1.72 1.17 3.06 
コピー用紙 40005 1076 2.34 1.25 5.12 
中質紙 44809 1246 2.77 1.32 6.55 
ここで、形状係数は(周囲長)2/(4π×面積)で、凹凸の度合い

を表す。真円で 1、周囲がにじむほど大きくなる。ラフネスは、

周囲長/凹凸周囲長（右図参照）。伸長率は長さ/幅で、長細いも

のほど大きくなる。 
最近では網点の配列に着目したも画像処理ソフトウェアも

市販されるようになっている。 
機器的な分析、画像処理によるドット解析などと視感的な評価を結びつける上

でもっとも難しいのは鮮鋭度（シャープネス）と印刷むら（濃淡コントラスト）

の評価であると考えられる。鮮鋭度は画像中の色や濃淡の変わり目であるエッジ

部分のコントラストの大きさを指す。インキを使用した画像の再現ではエッジの

部分が劣りやすいので、意図的に濃淡をつけるなどの処理を行う。従来は色分解

機に光学的な副アパーチャーを装備して行ってきたが最近ではデジタル化によ

り計算によるフィルタ処理でこれを実現している。人間の視覚感度が対象物の空

間的な大きさにより異なることに着目し，視覚の MTF（Modulation transfer 

function ＝ 変調伝達関数）を使うと官能評価と一致した鮮鋭度やむらの評価で

きる。 

一般的に MTF は周波数（印刷の細かさのレベルで線数などに対応する）の関

数になっており、式(3.1)で現される。 

( ) ( )
( )ν
νν

A
AR

′
=  式(3.16) 

ここで、υ: 空間周波数、R(υ): MTF 関数、A(υ): 正弦波的に変化する光分布を

もつ原稿からの入力（振幅）、A’(υ): 印刷結果としての出力（振幅） 

紙の違いによる MTF 関数を次のような方法で簡易的に求めることができる。

正確に等間隔で引かれたバーコード状の縞を原画像としてインクジェットなど

で出力する。十分解像度の高いスキャナーやビデオマイクロスコープを用いて拡

大画像を取り込み、そのヒストグラムの明部、暗部のピークの差を取って 255 で

割る。縞の周波数（例えば 1mm あたりの線数）を変えて取り込むと MTF 関数と

凹凸周囲長 
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なる。 
人間の目の解像度は 1mm あたり 10 本程度と言われている。また画像のむらと

の対応を見ると視覚の MFT 関数の極大値付近の（すなわち識別能の高い）周波

数で濃淡むらが大きいときに、最もむらのある印刷であると判断されたとする実

験結果がある。 

4-3-4 装置による印刷品質検査 
印刷産業においては、顧客の要求する印刷品質がきびしくなっており、印刷の

最終段階における印刷品質管理作業は必須である。また印刷機の高速化に対応し

た効率的管理作業でなくてはならない。 
従来から行われている目視検査の比率については、約 65％の印刷事業所が専

門の検査部門をもっており、高級カラー出版物及び高級商業印刷物では特に目視

検査率が高い。目視の対象は色調不良が最も多く、その他、汚れ、見当不良があ

る。  
一方これに代わって、計測器を用いてだれにでもわかるような数値的な品質管

理を行うことは重要であるが、検査装置は、比較的規模の大きい企業では 1 割強

が保有しているに過ぎず、オフセット輪転機による高級カラー出版物や高級商業

印刷物対象としていることが多い。油たれ等の汚れとごみ付きを主な対象として

おり、色調不良が対象となることは少ない。装置としては色調不良判定機能も持

っているが、実際には検査装置の性能が現状では十分ではないため色調不良の検

査に対しあまり効果がないためと考えられる。品質検査装置が普及するには、オ

ンライン測定と不正紙の自動排出機能の装備が必要である。 

実際の装置として、例えば東芝㈱製印刷品質モニタ装置TIME-600を例に取る。

オフ輪印刷を対象としており、具体的には、給紙段階では巻き取り紙の不良(す

きむら，すき不良)、破れ、しわを、印刷段階では濃度不良・色調不良(濃淡むら，

色むら，色変わり，刷版不良等)、色バランス不良(ローラー目，ギヤ目，ゴース

ト，ショック目，ダブリ，壺上がり)、色見当不良、欠け(文字欠け，インキ欠け)、

ゴミ(ヒッキー，ピンホール，虫付き，異物混入)、汚れ(地汚れ，水上がり不良，

インキ飛び，水たれ，浮き汚れ)を、乾燥段階では油たれ、乾燥不良(乾かない)、 

ブロッキングを、折り加工段階では裁断位置不良、折り位置不良、破れ、しわ、

キズ(キズ，コスレ)を検査項目としている。 

装置の動作原理は次の通りである。濃度検出センサにより，印刷物 1 ライン分

の濃淡画像を取り込み（色についても不十分ながら濃淡検出で対応させる）、輝

度レベルを決定する。印刷方向に走査し全面を画像データとして記憶する。印刷
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物の正紙(基準画像)から取り込んだ輝度データを基準値メモリとして記憶して

おき，両者の差が，画素毎に与えた許容値以内にあるか否かを判定し，越えてい

る場合にその画素を欠陥(印刷品質不良)と判定する。１ライン目の入力位置を正

確に決めるために、1 面分の画像データは印刷胴の一回転信号を基準として取り

込まれる。この信号は，張力変動，乾燥中の長さ変化等により，実際の印刷物の

流れ方向に数 mm のずれを発生する場合がある。このずれを補正する方法として，

印刷絵柄中から頭だしをする方法を採用している。またライン毎の取り込みタイ

ミングを確実に得るために印刷機械軸にエンコーダを直接取り付けている。 

4-4 印刷光沢 
印刷光沢は、基本的には印刷前の白紙光沢を反映する。しかし、それは非塗工

紙など、表面が粗い紙で、表面の凹部をインキがどれだけ被覆するかに依存する

場合である。印刷光沢が問題となる高級塗工紙（A2 以上）では、白紙光沢と無

関係な印刷光沢となることも珍しくない。1960 年代から、印刷光沢は、インキ

ビヒクルが塗工層表面にどれだけ（吸収されずに）保持されているかが、紙やイ

ンキ面の平坦な部位の平滑度よりも関係がある、と言われてきた。印刷面全体の

平滑度を高く保つにはビヒクルを保持することが重要で、インキ保持性の低い塗

工層はインキから溶剤を選択的に吸収してしまう。しかし、なぜ"インキ保持性"

あるいはその反対の概念である"インキセット速度"が印刷光沢と関係があるの

か？ 2 通りの考え方ができる。インキフィルムのレベリング（平坦化）がその 1

つで、もう 1 つが、インキ顔料粒子間に生じるメニスカスの形成である。メニス

カスは塗工層の細孔がビヒクルをインキ顔料粒子間から引張り込もうとして生

じるものである。しかし、実際に支配的なのはインキのレベリングである。 

図115はニップ型印刷での印刷光沢に影響する種々の因子を整理したものであ

る。インキ及び印刷条件のパラメータなどが複雑に絡み合って印刷光沢が発現す

図 115  塗工紙の印刷光沢に影響する要因 

塗工条件 カレンダー条件 インキ組成 インキ量 

塗工面の形状 塗工層の構造 ｽﾌﾟﾘｯﾄﾊﾟﾀｰﾝ生成 

印刷速度 

被覆 

白紙光沢 白紙平滑度 ビヒクル浸透速度 スプリットパターンのレベリング 

タック 

印刷面平滑度 

印刷光沢 

ラテックス 

吸溶剤性 通紙方向(MD/CD) 

印刷圧力 原紙異方性 
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ることを示す。 
このような印刷光沢の発現過程は、試験印刷機で印刷した直後の試料を光沢度

計に移し、光沢の経時変化を連続的に記録すること及びビデオマイクロスコープ

下に移して印刷面の微細な形状の変化を観察することによって把握することが

できた。印刷ニップを出た直後に、インキフィルムは開裂し、一部が紙に転移し

あとは版面に残る。この開裂はインキ転移量が周期的に変動して起こるので波状

のスプリットパターンが紙面に残る。このパターンがインキ層の流動によってレ

ベリングするとき、印刷光沢が徐々に上がっていく。しかし、非塗工紙や塗工層

の被覆が十分でない塗工紙では繊維間の大きな間隙にインキの一部が陥没して

表面の平滑性が下がるので印刷光沢が低下する。この2つの作用が同時に起こる

といったん上昇した印刷光沢が途中から低下に転じる現象が起きる。ある程度白

紙光沢の高い塗工紙ではこのようなインキ層の陥没による光沢低下は少なく、生

成したスプリットパターンの大きさとそれが消える速度によって最終的な印刷

光沢が決定される。 

ビデオマイクロスコープでスプリットパターンを撮影したビデオ画像（後述の

図122参照）では、印刷方向に対して主に直角方向に生じた長さ0.5 mm程度の筋

が時間とともに消失していく様子が分かる。この消失とともに印刷光沢が上昇す

る。この白い筋の面積を画像処理により計算すると光沢との相関が高いことがわ

かった。なお、この白い筋はインキの盛り上がりではなく、インキフィルムが谷

状に欠如している部分であり、共焦点型レーザー走査顕微鏡（レーザーテック 

1LM21DW）で表面形状プロファイルを観察・測定すると図116のようにくぼみ

であることが確認された。 

以下、図2に示す要因について、順次検討する。 

4-4-1 塗工層構造の影響 

4-4-1-1 ラテックス配合部数 
インキセット速度は塗工層の細孔構造によっておおかた決まるが、これは印刷

光沢に影響する重要な因子である。著者らは既報で、SBラテックス配合量だけ

を変えた塗工紙では、配合部数を多くすると、白紙光沢は低くなるが、印刷光沢

は高くなることを報告した。図117に示すように動的な印刷光沢の測定結果では、

ラテックス配合部数が多いほど印刷直後からの上昇が急で、早く一定値に達した。

これは、ラテックスの配合部数を増やすと、空隙率及び細孔径が小さくなり、イ

ンキ溶剤の吸収が遅くなったためである。溶剤の吸収が遅い方がインキの粘度は
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低く保たれるので、スプリッ

トパターンのレベリングが速

く進行する。なお、これら一

連の実験は表13～15に示す条

件で行った。また、図118に示

すように印刷後10秒及び2日

が経過してからの表面形状も

共焦点型レーザー走査顕微鏡

（ライカ TCS NT）で測定した。

インキの流動状態を固定化す

るため、所定経過時間後に液体窒素

中に試料を浸せきし、-20℃で真空乾

燥してから行った（通常の凍結乾燥

と同様の処理）。印刷10秒後では、

ラテックス配合部数の減少ととも

にスプリットパターンの溝が深く

なる傾向が見られた。2日経過する

と溝が浅くなっていることがわか

った。 

以上の結果とまったく反対に、深沢

らは、ラテックス配合部数を増加させ

るとインキセット速度は遅くなるが、

印刷光沢が下がると報告しており、ラ

テックス配合部数が別の性質に影響し

ている可能性がある。 

4-4-1-2 顔料の粒径と塗工層細孔径 
Ishleyらは、粒径0.55 μmで分布幅の小さい紡錘形炭酸カルシウムからなる塗工

層は、超微細クレーの塗工層と比較するとはるかに空隙率が大きく、そのために

表 13 塗工カラー組成 
材料 配合量（部） 

炭酸カルシウム(UW-90) 100 
デンプン 3 
SB ラテックス 18, 13, 10 or 8 
分散剤 0.1 
NaOH 0.1 
固形分 62 %, pH 9  

表 15 標準印刷条件 
試験印刷機 万能印刷試験機(熊谷理機工業) 
インキの種類 オフセット平判用藍 
インキ盛り量 0.4 cc 
印刷速度 2 m/s 
印刷圧力 12.3 kN/m 
印刷面積 200 mm(印刷方向)×40 mm(幅)  

表 14 塗工条件 
上質原紙坪量 104.7 g/m2

塗工量 15 g/m2

乾燥温度 150 ℃ 
カレンダリング線圧 なし, 58.9 or 98.1 kN/m 
カレンダリング温度 50 ℃  
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図 117 SB ラテックス配合量の異なる塗工
紙での印刷光沢経時変化 

図 116 共焦点型レーザー走査顕微鏡で観察・測
定した印刷面の微小な筋状の窪み 
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印刷による光沢増分（印刷光沢－白紙光沢）は小さくなると報告している。

DoniganとIshleyらは、印刷光沢と塗工層構造の関係を明らかにするため、粒子径

だけが0.19～0.45 μmと異なる一連の炭酸カルシウムを用いて塗工紙を調製した。

空隙率には差がほとんどなかったが、水銀圧入法による平均細孔径が小さいほど

光沢増分は小さくなった。小さい細孔が多くある場合ほどインキ溶剤だけを引っ

張り込む力が強く働く、と彼らは推測している。鈴木らは、インキセット速度が

速いほど、インキのスプリットパターンのレベリングを速く止めるので、印刷光

沢は小さくなると述べている。その前報で、寺尾らは、ベタ印刷後一定時間が経

過してから、セットしていないインキを平滑なフィルムに転写し、光学濃度を測

定した。光学濃度から計算した転写面積と経過時間の平方根の間に直線関係が成

り立ち、その傾きをインキセット速度と考えた。インキセット速度と0.13 ～ 0.15 

μmより小さな径の塗工層細孔容積との間の相関が高かった。この領域の細孔が

インキの溶剤を選択的に吸収しインキの固化を効果的に促進するためだと考え

た。 

4-4-1-3 カレンダリング 
図119にカレンダリング処理の有

無による動的な印刷光沢変化の違

いを示す。未カレンダーの場合、印

刷後50～100秒で光沢値のピークが

あり、その後徐々に低下した。未カ

レンダー表面には幅100 μm、深さ5 

μm以上の大きな凹部が存在し、厚

40

60

80

100

0 200 400 600
Elapsed time after printing, s

75
° p

rin
t g

lo
ss

18 pph, 98.1　kN/m cal.
18 pph, Uncal.
8 pph, Uncal.
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図 119 線圧の異なるカレンダがけ塗工
紙での印刷光沢経時変化 

0 100 200 300 400 500
Position in XY direction, μm
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２ μm 10 s after printing
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図 118 SB ラテックス配合量の異なる塗工紙にベタ印刷して 10 秒及び 2 日経過した試料を
低温固定化処理し、共焦点型レーザー走査顕微鏡で測定した表面形状プロファイル
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さ3 μm程度のインキ層では十分覆いきれず、非塗工紙の場合同様陥没が起きたと

考えられる。 

4-4-2 塗工層の化学的要因 
バインダーの表面エネルギーなどの化学的要因もインキ溶剤の吸収には大き

な影響を及ぼす。特にラテックスポリマーの化学的因子が変化すると印刷光沢に

影響することが知られている。Gilderらは、溶剤の吸収によるインキのタック上

昇速度がラテックスポリマーの溶解度パラメータと関係があることを示した。架

橋ポリマー（高ゲル分率）は、直鎖状ポリマーと比較して、溶剤に膨潤しにくく、

直鎖状ポリマーでも表面エネルギー（極性）が大きくなるように化学修飾すれば、

インキ溶剤との相溶性が低下し、タック上昇速度を下げることができた。桑村ら

i)は、SBラテックスのゲル分率とポリマーの極性（アクリロニトリル量）が光沢

増分と密接な関係にあることを示した。また、水中にあるラテックスフィルムの

インキ溶剤との接触角（二液法）が光沢増分と直線関係にあったことから、塗工

層中のラテックス表面に吸着している水分子の層がインキ／塗工層間の相互作

用に影響していると考えた。 

4-4-3 印刷条件 
図120は、練りロールに盛るオフ

セット用インキ量を変えてA2コー

ト紙に印刷したときの印刷光沢の

経時変化を示す。インキ量が多いほ

ど立ち上がりの印刷光沢は低いの

でスプリットパターンも大きいこ

とがわるが、その後の上昇が長く続

く。不動化していないインキ層が流

動性を長く保ってレベリングする

ためと考えられる。 
印刷速度を変えた場合、2、4及び 

6 m/sの比較すると、印刷速度が速い方が印刷光沢は低くなった。高速になるほ

どインキ転移率が下がること及び初期スプリットパターンが大きい（動的印刷光

沢変化の立ち上がりが遅かった。）ことが原因と考えられる。 

印刷圧力を変えた場合は、印圧の増加に伴って印刷光沢は高くなった。これは

印圧の大きい方が、紙の凹部のより深くまでインキが浸入し、不動化する部分が
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図 120 インキ盛り量を変えたときの印刷
光沢経時変化 
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増加することによりインキ転移率が大きくなったためと考えられる。 
Glatterらは、理論的にスプリットパターンのレベリングを解析し、細かな凹凸

は速く、大きな凹凸はゆっくりレベリングするとした。非吸収性PETフィルム上

での挙動をビデオ画像でとらえ、光沢の経時変化を測定したところ、印刷速度が

大きいほど、またインキフィルムが厚いほど大きな凹凸が生じ、それがゆっくり

レベリングすることを示した。 

4-4-4 通紙方向による印刷光沢異方性 
MD及びCD方向にA2コート紙を

通紙したときの印刷光沢の経時変

化を図121に示す。また、図122に印

刷してから2、10及び120秒経過後の

ビデオマイクロスコープでとらえ

た印刷表面の画像を示す。2秒後の

ビデオ画像では、通紙方向に関わら

ず、同程度の多数の白い筋（スプリ

ットパターン）が観察された。時間

が経過するに従い、その数が減少し

ており、スプリットパターンがレベ

リングしていることを表している。

図122 A2コート紙に印刷したときのスプリットパターン消失過程をとらえたビデオマ
イクロスコープ画像 

Gloss 6210 s Gloss 76120 sGloss 34 2 s 

1mm PPrriinnttiinngg  ddiirreeccttiioonn  

MMDD  

Gloss 4010 s Gloss 49120 sGloss 29 2 s 

PPrriinnttiinngg  ddiirreeccttiioonn  

CCDD  

図 121  A2 コート紙を用い、ＭＤ又は
CD 方向に通紙して印刷したとき
の印刷光沢の経時変化 
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MD方向に印刷した場合、10秒後にはその白い筋がほとんどなくなっているのに

対して、CD方向に印刷した場合、白い筋の幅は細くなるものの、長さはほとん

ど変わらない。これらの変化は、印刷光沢の経時変化によく対応しており、CD
方向に印刷した場合は印刷光沢の上昇が緩慢であった。なお、光沢はそれぞれ通

紙（印刷）方向に測定している。 
紙の通紙方向によって生じる印刷光沢異方性は、繊維配向性又は塗工方向など

が何らかの原因となっているはずである。印刷2秒後の画像からもわかるように

初期の印刷光沢には大差がないことから、スプリットパターンのレベリング過程

で溶剤吸収の異方性が存在するものと考えられる。白紙面での光沢の異方性はご

くわずかであるので、表面の形状に大きな異方性があるとは考えにくい。また、

その他の理由として、印圧下で弾性的な伸びがあったとしても瞬時に収縮すると

考えられ、むしろスプリットパターンの方が遅れて生成するであろう。また、イ

ンキのタックによる塑性的な伸びも原因となる可能性はあるが、実測した結果、

MD/CDとも伸びは無視できる程度であった。アート紙でも同様の印刷光沢異方

性が測定されたが、異方性の程度はA2コート紙ほどではなかった。これは印刷

光沢異方性が原紙の異方性に影響される可能性を示唆する。 
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