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新規孔版印刷用サテリオマスターの開発 
Development of Satelio master for stencil printing 
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要   旨 

孔版印刷の画像を飛躍的に向上させることができる孔版印刷用マスターを開発した．従来マス

ターの構造では不穿孔やインキ通過性の阻害がさけられず，また，吐出インキ量を制御すること

が不可能であった．サテリオマスターはフィルムと和紙の間に微細で均一な多数の孔を有する多

孔性樹脂層を設けたことにより，フィルム面の高平滑性が保たれ，フィルム表面への和紙繊維及

び接着剤の直接接触が無くなり，かつ印刷用紙の表面に転移するインキの厚さと量を均一に抑制

できる構造となっている．このサテリオマスターを用いることにより以下の具体的な効果が得ら

れた． 

1) 製版穿孔不良がなくなり，白抜けが改善される 

2) インキ転移量のムラが少なく画像濃度の均一性が高いため，写真画像の品質が向上する 

3) インキ転移の厚さを薄く均一にできるため，裏移りが少なくなる 

4) インキ転移量を20％削減できる 

ABSTRACT 

Stencil printing quality was considerably improved with the newly-developed master. With conventional 

master structure, it is impossible to avoid film perforation error and uneven ink distribution. Moreover, it 

doesn’t have ink penetration control function. 

Satelio master has fine uniform porous layer between film and tissue. Because of this structure, film 

side smoothness is high, tissue or adhesive doesn’t contact film directly, ink transferring thickness and 

quantity to paper is uniform. 

Tangible effects of adopting the Satelio master are as follows: 

1) White spots are reduced, as there is no film perforation error. 

2) Photo image quality is improved because of even ink transfer and even image density . 

3) Setoff is reduced as ink transferring thickness is thin and uniform. 

4) Ink consumption rate is reduced by 20%. 
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 1．背景と目的 

ガリ版から始まった孔版印刷は一枚当りの印刷コストが

非常に安価なため，多数枚印刷を行う文教市場や軽印刷分野

で最も多く使用されている．しかし，画像はボサツキが多く

写真画像を印刷すると人物が判別困難なレベルの画質であり，

判れば良い程度の情報伝達手段としての位置付けであった． 

近年，デジタル情報ネットワークの整備とインターネッ

トの急速な普及により，オフィス文書はもとより学校や一般

家庭でも印刷物の高画質化が求められている．これに伴い，

孔版印刷分野でも判れば良い程度の画像では許容されなく

なってきた． 

Fig.1は孔版印刷機の全体構成図である．印刷の原紙とな

る孔版印刷用マスターは製版部でサーマルヘッドにより感熱

フィルムを熱溶融し穿孔製版され（インキ通過孔の形成），

印刷用ドラム外周面に給版巻付け装着される．その後，印刷

ドラム内部から供給されたインキがドラム外周部に装着され

たマスターの穿孔部を通過して，給紙された印刷用紙表面に

転移し浸透乾燥され印刷画像が形成される． 

従来のマスターはインキ通過孔を開ける感熱孔版印刷用

フィルムと補強のための和紙を接着剤で貼り合わせただけの

構造となっており，貼り合わせ時にフィルムが和紙繊維の凹

凸にならうことによる平滑性の低下と，フィルムとの接着面

への和紙繊維や接着剤の介在がさけられない構造となってい

る．マスターの平滑性が悪いと，製版時にフィルムとサーマ

ルヘッドの密着が不十分となり穿孔不良が発生し，フィルム

との接着面への和紙繊維や接着剤の介在は印刷時のインキ通

過性を阻害する．これらのことが従来マスターで画像品質を

低下させる主な要因となっていた．また，和紙繊維の空隙部

分が不均一なため吐出インキ量を均一に制御することが不可

能であり，過剰に転移したインキは短時間で浸透乾燥されな

いため，印刷直後に画像部を手で擦れば汚れてしまい，排紙

積載部では下の印刷物画像インキが上の印刷物裏面に付着す

る「裏移り」を起こしていた． 

これらの不具合を解決するため，和紙繊維の微細化，抄

紙時の和紙繊維分散性改善，接着剤の選定及び塗布量の低減

など種々の改善活動が行われたが，従来のマスター構造では

限界があることが判った．そのため，マスターを構成してい

る各要素を機能分解し製造コストも加味した上で再構築した

結果，フィルムと和紙の間に微細で均一な多数の孔を有する

多孔性樹脂層を設けるというまったく新しい概念のマスター

の開発に到った． 

ここでは，新規孔版印刷用サテリオマスターの構成と商

品化実現のための主な技術を紹介する． 

 

Fig.1 Stencil printing machine overall view． 

 2．技術 

2-1 サテリオマスターの特徴と製法 

従来マスターとサテリオマスターの構造を比較したもの

がFig.2である． 

 

Fig.2 Conventional stencil master and Satelio master． 

サテリオマスターではフィルムと和紙の間に和紙に比べ

て微細で多数の孔を有する多孔性樹脂層を設けることにより，

貼り合わせ時の平滑性低下を防止でき穿孔不良を低減，かつ

フィルムと和紙の直接接触を無くすことによりインキ通過性

を改善，また，インキが微細で均一な多孔性樹脂層を通過す

ることで吐出インキの均一拡散と吐出量の制御を可能にし，

印刷用紙に転移するインキの厚さを薄く均一にコントロール
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できるという効果を得るものである． 

Fig.3は多孔性樹脂層と和紙断面のSEM画像である．この

多孔性樹脂層は，フィルム表面に均一に塗布した後で乾燥工

程を経ることによって形成されるが，これは「分子や微粒子

の自己組織化に基づく微細組織形成法」を活用している． 

また，独自開発の特殊なラミネート方式を採用したこと

で，フィルムの高平滑性を損なうことなく接着することを可

能とし穿孔性の向上を図っている． 

 

 

Fig.3 Cross-sectional micrograph of the Satelio master． 
（SEM） 

サテリオマスターの製造工程は以下の5工程からなってい

る．Fig.4 

①油相作製・水相作製工程 

多孔形成用樹脂を溶媒中に溶解し油相作製．水相粘度調

整用樹脂を水に溶解させ水相作製． 

②乳化工程 

界面活性剤を油相に溶解させた後，水相を混合・乳化． 

③塗布工程 

フィルムに多孔性樹脂層形成用塗布液を塗布・乾燥． 

④ラミネート工程 

塗工フィルムの多孔性樹脂層側に和紙を貼り付け． 

⑤スリット工程 

マスター幅ごとにスリットし製品とする． 

2-2 多孔性樹脂層の開発 

多孔性樹脂層は乳化工程で作製されたエマルションを

フィルム上に塗布・乾燥することによって得られる．エマル

ションは油相に水相を分散したW/O型であり，油相は主に

有機溶剤，樹脂，界面活性剤で構成されている．フィルム上

に塗布されたエマルションは乾燥過程で水相癒合が連続的に

起こるとともに，油相体積が減少する．これにより連続的な

空隙を有する多孔性樹脂層が形成される．Fig.5 

Fig.4 Manufacturing process． 

Fig.5 Forming process of porous resin layer． 

そのため，高空隙率で常に均一な多孔性樹脂層を形成す

るためにはエマルションがある一定の大きさで均一でなけれ

ばならず，しかも塗工直後から水相癒合が連続的に起こるよ

うな不安定性が要求される． 
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2-2-1 乳化安定化／エマルション径制御 

一般的にエマルションの乳化はプロペラ攪拌によるバッ

チ方式で行われるが，エマルション粒径不均一やエマルショ

ンの安定性不足による塗工時の液分離，ロット間や乳化ス

ケールによる変動などの問題が有る．エマルションの安定性

向上のためには界面活性剤量を増やすことが有効であるが，

そうすると乾燥過程での水相癒合が進みにくくなり，得られ

る多孔性樹脂層の孔径が小さくなり，印刷時のインキの通過

性が低下してしまうだけではなく，界面活性剤が可塑剤とし

て作用し膜強度が低下すると言う不具合が発生する． 

そのため，不安定さが要求されるエマルション乳化法と

してインライン式乳化システムを構築した．Fig.6 

 

Fig.6 Inline emulsifying system． 

乳化ヘッドには流速で乳化力を制御できるインラインミ

キサーを用いた．このシステムでは油相と水相を直接インラ

インミキサーに送りこんで乳化を行うため常に同じ粒径のエ

マルションが得られ，乳化力を変更することによりエマル

ション粒径を制御できる．Fig.7 

 

Fig.7 Emulsion droplet size distribution． 

また，塗工部の配管内での淀みと乳化後の液劣化を防ぐ

ため，塗工液供給部にインラインミキサーを設置した循環シ

ステムとし，塗工ヘッド内および塗布液タンク内での液劣化

を解消することができた． 

2-2-2 多孔性樹脂層形状制御 

多孔性樹脂層はフィルムと和紙の直接接触を防止すると

ともに，印刷時のインキ拡散と吐出量制御の役割を担ってい

る．多孔性樹脂層の空隙形状はインキ通過性に影響する． 

 

Fig.8 Structure of porous resin layer． 

Fig.8は多孔性樹脂層の空隙形状の比較である．空隙が小

さいとインキを吐出しにくくなり印刷画像が薄くかすれ，大

きいとインキが出過ぎるため吐出量制御ができなくなり裏移

りが悪化する．そのため，インキ転移量と厚さをコントロー

ルするためには多孔性樹脂層の空隙が常に一定で均一でなけ

ればならない．この空隙は塗工液のエマルション粒径で変化

するが，塗工後の油相溶剤蒸発速度を変え水相癒合速度をコ

ントロールすることによっても制御可能なことがわかった．

そのため，塗工後の乾燥プロセス（乾燥ステップごとの乾燥

温度，乾燥時間，その他の条件）の最適化を行い空隙の大き

さを制御している． 

2-2-3 ラミネート／フィルム平滑性確保 

フィルム表面平滑性は，製版穿孔に影響を与える． 

一般的に平滑性が低ければ穿孔不良になる確率が高くな

り印刷画像に白抜けが発生する．フィルムと和紙の間に多孔

性樹脂層を設けることによりフィルムと和紙が直接接触しな

いことでフィルム平滑性は良くなるが，更に硬化に時間のか

かる従来の接着方法ではなく，独自開発のラミネート方法を

採用し瞬時に接着剤を硬化させ和紙との貼り合わせを行って

いる．そのため，貼り合わせ後もフィルム平滑性の径時劣化

の防止が可能になった． 
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 3．成果 

3-1 穿孔確率向上 

Fig.9 Perforation comparison of Satelio master with 
conventional master． 

Fig.9は完成したサテリオマスターと従来マスターの穿孔

状態を比較した写真である．フィルムに穿孔されたひとつの

穴よりも小さな開口の集まりからなる多孔性樹脂層をフィル

ムの裏側に設けたことで，従来のマスターで発生していた和

紙繊維との接着部で起こるインキ通過性の不具合を無くすこ

とができた．また，フィルム表面の平滑性も従来マスターよ

り格段に高くなっており，サーマルヘッドとの密着性も向上

され，発熱体との接触不良による穿孔不良も大幅に低減でき

ている． 

3-2 ドット再現性向上による高画質化 

Fig.10 Print comparison of Satelio master with 
conventional master 

Fig.10は実際にインキを通過させ印刷を行った印刷物の比

較である．サテリオマスターの印刷品質に対するポテンシャ

ルの高さをわかりやすくするために600dpi機で製版印刷した．

右側の従来マスターでは所々ドットが欠けているのに対し，

左側のサテリオマスターはドット欠けが無い．画像に忠実な

穿孔が，従来マスターと比較し格段に改善されていることが

確認できる．また，インキ通過の均一性が改善されムラの少

ない画像が得られる事により，写真画像品質が向上している． 

3-3 裏移り低減 

サテリオマスターを従来マスターと比較するとインキ転

移量のムラが少ないために同じ画像濃度を達成するためのイ

ンキ量を20％減にできる．そのため過剰なインキ転移量の発

生がなく，裏移りも大幅に改善されている． 

 

 4．今後の展開 

サテリオマスターには従来マスターにはない多くのメ

リットがある．今後は，更なる高精細化を進めカラー化対応

の検討も行いたい．また，多孔性樹脂層形成プロセスの簡素

化を進め生産性の向上および低コスト化も検討していきたい． 
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