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ブラジル王子パペイス社の紹介
王子イメージングメディア株式会社 技術部
秋元真也

OPE 社は中南米の感熱紙・ノーカーボン紙の製造を牽引するメーカーである。同社は，王子ホールディング
ス（当時王子製紙）がフィブリア社より事業買収を行う２０１１年以前より，同情報用紙に関する技術供与を受け
ており，現在，ブラジル国内において，およそ８０％ のシェアを占める。設備については，抄紙機を２台，塗工
機を３台有しており，１年の生産能力はおよそ１２０，
０００t である。近年，中南米諸国における需要増加が予想さ
れることから，増産投資を検討中である。
OPE 社の感熱紙は，ファックス用紙，レシート用紙，ATM・クレジット用紙，ラベル，チケット，宝くじ券
のラインナップがあり，レシート用紙，ATM・クレジット用紙に関しては，品質差を判別しやすいように色分
けを行っており，事実上の業界スタンダードとなっている。また，ラベル，チケット及び宝くじ券用途の製品に
関しては，保存性を付与するための，保護層のコーティングを行っており，ユーザーの要求に合った製品作りを
行っている。
OPE 社の他事業所との関わりについては，親会社である王子イメージングメディアに属する海外事業所３拠
点（OPE 社除く）と，日本国内の神崎工場との間で，定期的に交流ミーティングを実施しており，生産技術面・
販売面での情報交換を実施し，コストダウンや品質改善に取り組んでいる。
先に述べたとおり，王子イメージングメディアは海外４ヶ所に情報用紙の製造・販売拠点を有しており，その
中でも OPE 社は，中南米地区における重要な拠点である。今後も関連事業所の協力を得ながら，技術力を高め，
中南米地域での更なる収益向上を目指していく。
（本文６ページ）

UV インキ印刷物のリサイクル性に関する検討
日本製紙株式会社 総合研究所
乙幡隆範，豊田和昌，平原知香，福岡 萌，後藤至誠

洋紙の需要減による国内の古紙発生量の減少，並びに中国や東南アジア地域への古紙輸出増加により，再生紙
の原料となる古紙は不足している。一方，印刷技術の発展により印刷物は多様化が進んでおり，特に UV 照射
によりインキを硬化させる UV インキ印刷は，環境問題（溶剤フリー）や短納期化への対応等の観点から，商
業印刷の分野でも普及しはじめている。今回，各種上物系古紙サンプルについて，ダートの発生しやすさ（リサ
イクル性）をラボ高濃度離解機及び PFI ミルを用いて評価した結果，従来 UV インキ印刷物のほか，UV ニス
やポリスチレンのオーバーコート品のリサイクル性が大きく劣っていることを確認した。省エネ UV インキ印
刷物は従来 UV インキ印刷物に比べリサイクル性は良好であったが，印刷時の UV 照射条件に大きく影響され
ることがわかった。また，これら印刷物について，印刷面の IR スペクトルの違いに着目し，従来法よりも精度
よくリサイクル性を予測できる ATR―IR を用いた簡易判別法を開発した。この方法により，工場で古紙ベール
に含まれる印刷物のリサイクル性を効率よく判別できることから，脱墨パルプ製造時のダート低減，品質向上に
つながると期待される。UV インキ印刷物を含めた各種古紙のリサイクル率向上に向け，業界を挙げて技術開発
に取り組んでいくことが，今後ますます重要になると考えられる。
（本文１
０ページ）

TMP 設備能力増強による電力費削減の取り組み
中越パルプ工業株式会社 生産本部 二塚製造部
杉本武志

近年の化石燃料価格の高騰を受け，中越パルプ二塚製造部は微粉炭ボイラを２０１
０年６月に停止し，発電単価
の安価なバイオマスボイラ１缶１基運転体制に移行した。その結果，自家発電力は TMP 製造設備以外の設備で
２
０
１
６年４月
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すべて消費され，TMP 製造設備の運転に用いる電力はすべて買電電力を使用する体制となった。
TMP の製造には非常に多くの電力が消費され，買電単価の高い平日昼間帯は可能な限り TMP 製造設備を停
止するよう努めたが，貯蔵能力および生産能力の限界による原料バランスのため，平日昼間帯の TMP 製造設備
運転は完全には回避できなかった。
そこで平日昼間帯 TMP 製造設備運転の完全回避を図るため，遊休設備を利用した TMP 生産能力増強・貯蔵
能力増強を実施した。この結果平日昼間帯における TMP 製造設備の操業を完全に停止できた。このことにより
買電の契約電力量は設備増強実施前との比較で５０％ 削減され，電力費のトータルコストが大幅に削減された。
停止した中越パルプ二塚微粉炭ボイラは北陸地区最大級の遊休発電設備であったが，東日本大震災後の電力不
足による需要に対応し，電力会社への電力供給のために２０１１年７月より再度稼働することとなった。今回紹介
する TMP 製造設備能力増強の副次的な効果として，再稼働した微粉炭ボイラの電力のすべてを電力会社に供給
することが可能となったため，安定して北陸地区へ電力を供給できる体制が得られている。
（本文１
４ページ）

板紙マシンへのサーモコンプレッサー導入による省エネ事例
レンゴー株式会社 八潮工場 製紙部製紙課
伊藤由梨

レンゴー八潮工場は，工場をあげての省エネルギーに取り組んでおり，その活動は社会的にも様々な面で認め
られてきている。本報では，その活動の一環として行った，余剰蒸気の回収を目的としたサーモコンプレッサー
の検討・導入について述べる。
レンゴーの抄紙機ではサーモコンプレッサーの使用経験が無かったが，最低限必要な制御機器の構成を見出す
ことができ，操業の妨げになるような問題も無く，電力を消費することなく余剰蒸気の回収が可能であるという
結果が得られた。サーモコンプレッサーを用いた余剰蒸気の回収は，今回は必ずしも最適な設計とはならなかっ
たが，抄紙機条件によっては非常に有効なシステムになると思われる。
（本文１
９ページ）

４号抄紙機 ドレネージシステム改造による省エネ
エム・ピー・エム・オペレーション株式会社 製造部
遠藤 哉

三菱製紙八戸工場４号抄紙機では，他号機に比べ蒸気原単位が大きく劣る状態にあった。
要因は，マシン使用蒸気の大半を占めるドライヤパートでの蒸気量の差によるものであり，問題点は，根本的
なドレネージ設備の効率の悪さ及びドライヤ操業条件と既設ドレネージフロー，バランスとの相違によるもので
ある。
これらの諸問題を解決すべく，２
０
１３年１２月にドレネージシステム改造を実施し，大きな省蒸気効果を上げる
ことが出来ている。
本報告では，従来の問題点として，
① ドレネージバランス崩れによる再発生蒸気の再使用量減少
② ロータリーサイフォンによる高差圧化，ブロースルースチーム量増加
③ CD 内部スポイラーバー不足による乾燥効率低下
ドレネージシステム改造概要として，
①ステーショナリーサイフォン（以下，SS）化及びタービュレーターバー設置
②メインセクション再発生蒸気の自己循環化
③ドレネージ配管フロー適正化
及びその省蒸気効果について紹介する。
（本文２
４ページ）
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セルロースナノファイバーの実用化に向けた検討
―機能性添加剤の開発―
日本製紙株式会社 研究開発本部 CNF 事業推進室
河崎雅行

セルロースナノファイバー（CNF）の製造および用途開発が世界的に行われており，当社も新しいバイオマ
ス素材として CNF の実用化に向けた開発に注力している。CNF は結晶性の高いナノ繊維で，軽量・高強度，低
熱線熱膨張などの特長を有しており，様々な用途が考えられている。その中で，食品，化粧品，日用品などの増
粘剤やゲル化剤のような添加剤としての利用は，粉末セルロースや CMC など既存のセルロース製品と類似して
おり，早期実用化が見込まれる。
当社の CNF の製造は，TEMPO と呼ばれる有機触媒を用いた酸化処理またはモノクロロ酢酸でエーテル化す
る方法を主に検討している。パルプをこのような化学処理することでより低い解繊エネルギーでナノレベルまで
微細化することが可能となる。当社は岩国工場に設置した実証機（生産量３０t／年）を用いて，量産化に向けた
技術開発および用途開発向けのサンプル提供を行っている。
現在，CNF は数％の低濃度の水分散液として製造しているが，添加剤として実用化するためには固形化する
ことが求められる。しかし，CNF 水分散液を単に脱水・乾燥すると CNF 同士が強く凝集するため，固形化し
た CNF に再度水を加えても元の分散体の透明性，粘性を示さない。再分散が可能な CNF 水分散体の固形化方
法として，pH 調整，水溶性高分子の添加などの方法を見出し，ユーザーへの CNF 粉末品のサンプル提供も開
始している。
機能性添加剤として既存の粉末セルロースや CMC，HEC などとは異なり，CNF はナノオーダーで結晶構造
を維持した繊維状態で分散している。この違いから CNF は添加剤の特徴として，チキソ性が高く分散安定性，
乳化安定性に優れていること，曵糸性がなく肌に塗布した際にべた付き感がないこと，高強度のゲル化が容易で
あることなどが見出されている。このような特性を利用して，食品，塗料，日用品，化粧品などへの添加剤とし
ての展開を検討している。
今後は，CNF の量産化技術の確立と CNF を利用するユーザーとの連携をさらに強化するとともに，産業用
素材としての CNF の品質規格や安全性の評価を早期に確立する必要がある。とくに機能性添加剤で食品や化粧
品の用途を考える場合，安全性は重要な評価であり，これについては大学，公的研究機関との連携が不可欠と考
えている。
（本文３
０ページ）

溶解パルプ製造をベースとしたバイオリファイナリー事業の概要
王子ホールディングス株式会社 バイオリソース開発センター
内田洋介

王子グループでは，事業構造転換の一環として２０１４年５月より，王子製紙㈱米子工場にて広葉樹溶解パルプ
の製造，販売およびフルフラールの製造実証試験を実施している。今後，国内での紙需要の縮小が予想される中，
世界的な人口増加を背景に，衣服の綿繊維の代替となりえるレーヨン繊維，液晶テレビ等の液晶フィルムの原料
となるセルロースアセテート，薬の錠剤の賦形化剤等に使用される微結晶セルロース等の需要増が見込まれ，こ
れらの原料となる溶解パルプの需要増が期待されるためである。
溶解パルプの製造方法としては，一般的にサルファイト法（DSP）と前加水分解―クラフト法（DKP）の２
種が知られているが，既存の製紙用クラフトパルプ製造設備を最大限に活用するため後者の方法を選択し，前加
水分解設備を挿入して溶解パルプを製造している。なお，チップ原料には，持続可能な植林木であるユーカリを
用い，前加水分解時に発生するキシラン分解物の有効利用方法として，フルフラールを同時製造する方法につい
ても実証試験を実施している。
本発表では，王子製紙㈱米子工場におけるバイオリファイナリー事業として，前加水分解クラフトパルプ化法
による溶解パルプ製造と，前加水分解液を用いたフルフラール製造の同時製造の試みについて報告する。
２
０
１
６年４月
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（本文３
５ページ）

８マシン室給気バランス改善による防虫対策
日本製紙株式会社 大竹工場 工務部
森田裕一

白板紙を生産する大竹工場８マシンは食品容器用途の製品を抄造しており，製品への虫混入はユーザーからの
信用を失墜しかねない致命的な問題となる。８マシン建屋内で捕獲した虫を分析したところ，外部侵入由来の虫
が全数の３／４以上を占めており，虫の侵入防止対策が重大な課題となっていた。
外部からの虫侵入は建屋の陰圧が高いことが主原因と考えられたため，給気バランス改善による陰圧改善に取
り組んだ。防虫効果としては「陽圧化」が理想的であるが，給気ダクト敷設等の設置スペース確保が困難であり，
また設備費が高額であったため，「差圧ゼロ化」案を採用した。なお，給気ユニットのタイプとしてはダクト敷
設を要さないものを選定し，室内の空気流れを考慮して１２台を配置した。またフィルタ連続洗浄機能付給気ユ
ニットとしたことで，フィルタ目詰まり掃除の手間を省けており，安定した給気が継続できている。
差圧ゼロ化の工事後，虫の室内捕獲数を激減させることに成功し期待以上の効果を上げている。また虫捕獲数
がピーク値を示していた春から梅雨時期および秋時期においても大幅に削減できており，年間を通して低いレベ
ルまで抑えることができている。
本稿では，工事前に行った調査内容，給気ユニット配置検討の考え方および工事効果について報告する。
（本文３
９ページ）

２
０
１
５年度低炭素社会実行計画フォローアップ調査結果
（２
０
１
４年度実績）と温暖化対策関連情報
日本製紙連合会
先名康治

日本製紙連合会は日本経団連加盟の他の業界団体と共に，１９９７年より環境自主行動計画を策定し，毎年その
取り組み状況を公表して来た。２
０
１
３年度からは２０２０年度に向けて新たな環境行動計画として「低炭素社会実行
計画」を策定し，地球温暖化防止に積極的に取り組んでいる。主な活動目標は以下である。
９万 t
・２０
２０年度に化石エネルギー由来 CO２ の排出量を，BAU 比（２００５年度の CO２ 排出原単位基準）で１３
削減する。
・森林資源の確保と CO２ 吸収のため国内外の植林事業を推進し，２０２０年度までに植林面積を７０万 ha に拡大
する。
２
０
１５年度のフォローアップ調査結果（２０
１
４年度実績）によると，２００
５年度の化石エネルギー由来 CO２ 排出
８０５万 t となり，削減率は２７．
６％ であった。また，CO２ 排出
量２，
４
９
１万 t に対し，２
０
１
４年度の CO２ 排出量は１，
原単位は，２
０
２
０年度の目標値０．
８
５
２t に対し，２０１４年度の実績値は０．
７８１t となった。これは，各社が省エネル
ギー対策や，非化石エネルギー源であるバイオマス燃料への燃料転換対策等を積極的に推進してきた結果である。
但し，再生エネルギーの固定価格買取制度により近年バイオマスボイラーが多数設置されており，今後はバイオ
マス燃料の調達が計画通りに進まない懸念があるため，２０１６年度に低炭素社会実行計画のレビューを行う予定
である。
本報告ではこの調査結果を報告するとともに，現在の日本の紙パルプ産業のエネルギー事情や２０２１年度以降
の２
０
３
０年度に向けた温暖化防止対策となる低炭素社会実行計画（フェーズⅡ）の概要，さらには温暖化防止対
策に関する最近の情報を紹介する。
（本文４
４ページ）
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稿

日本・カナダナノセルロース国際シンポジウム参加報告
―２
０
１
６年１月２
６日カナダ大使館にて開催―
紙パルプ技術協会
宮西孝則

カナダ大使館はカナダから科学者とプロジェクトリーダーを招聘して「日本・カナダナノセルロース国際シン
ポジウム」を主催し，日本の企業，大学，研究機関，政府から約１００名が参加した。本報告では講演の概要を紹
介する。
森林製品産業（木材，紙パルプ，燃料）は持続的で再生可能な循環型産業であり，次世代製品としてバイオエ
ネルギー，バイオ燃料，バイオ化学製品，バイオマテリアル（例えばナノセルロース）を挙げている。カナダに
は８つの研究開発グループを統括する国家戦略研究ネットワークがあり FIBRE と呼ばれている。大学，研究機
関，企業がメンバーとなり，大学教授１
０
０名，大学生・博士研究員４００名が参加している。バイオエコノミーに
関する研究ネットワークとしては世界最大であり，FPI イノベーション（旧カナダ紙パルプ研究所：PAPRICAN）
と強い協力関係にある。ArboraNano はセルロースナノクリスタル（CNC）の用途開発を行う研究ネットワー
クで２５のプロジェクトから構成されている。
カナダの大学はナノセルロースの基礎科学を重視し，CNC を汎用品の代替ではなく新規物質として可能性を
研究している。ブリティッシュコロンビア大学（UBC）は，バイオ製品研究開発のリーダーシップを発揮でき
る人材を育成することを目的として，大学院に新しい修士課程を設け，エンジニアリング，森林科学，経営学を
必修にしている。ナノセルロース研究開発のアプローチは，日本とカナダでそれぞれ特徴があり今後の展開に期
待したい。
（本文６
２ページ）

寄

稿

仮想技術による抄紙機の改良
ピーター・フェゼラ，エリック・バーグフリーダー
翻訳：宮西孝則

多くの抄紙機は数回増産工事を行う。復旧，換気平衡，排熱，蒸気システム，コンデンセートシステムなどさ
ほど重要だと見做されていない工程には特に関心が払われていないが，省エネルギーの概念は劇的に変化してい
る。エネルギー効率，紙品質，生産性の相関関係が複雑なため，乾燥工程を深く解析せずに抄紙機の消費エネル
ギーを最適化することは不可能であり，抄紙機の仮想モデルを数式で表すことが最短で最も効率的な道である。
設備投資を実施して抄紙機の乾燥効率を向上させ省エネルギーまたは増産を図る場合，工事開始前にその効果
を効率的に実証する唯一の方法がコンピューターシミュレーションである。改造工事が始まってから不測の事態
を招かないように事前に設計を最適化しファインチューニングする。メーカーが保証するパラメーターを抄紙機
のモデルに入力し動かしてみることによって，このモデルが有効な解析ツールであり，全ての技術的課題の解決
を支援し，プロジェクトリスクを著しく減少させることが明らかになる。コンピューターシミュレーションはプ
ロジェクトのコストを低減させ，最適な解決策を提供し，短期間の立ち上げを実現しプロジェクトに高収益をも
たらす。
尚，本報告の一部は Tokyo Paper２０
１５でフェゼラ氏が発表し，オーストリア大使館の要請で全文を翻訳し
て紙パ技協誌に掲載する。
（本文６
６ページ）

２
０
１
６年４月

― 027 ―

Executive Summary

寄

報文概要一覧

稿

国際製紙及び塗工化学シンポジウムと国際紙物性会議参加報告
―２
０
１
５年１
０月２
９日〜１
１月１日東京大学にて開催―
紙パルプ技術協会
宮西孝則

２
０
１５年１０月２９日〜１
１月１日の４日間にかけて Tokyo Paper２０１
５が東京大学にて開催された。本学会は，
第９回国際製紙及び塗工化学シンポジウム（IPCCS）と国際紙物性会議（IPPC）との共同開催である。
IPCCS は，スウェーデンとカナダのコロイド化学，界面化学の研究者が中心となって約３年毎にスウェーデ
ンとカナダで交互開催されてきた。IPPC は紙物性に関する国際会議であり，IPCCS と IPPC の共同開催は，
２
０
１
２年に次いで２回目である。参加総数は１
４
８名で，そのうち海外からの参加者が６０％ であった。研究発表の
割合は海外の研究者が７
５％ に達し，近年国内で開催された紙パルプ研究に関する国際会議では最大規模であっ
た。主な参加国はスウェーデン，カナダ，フィンランド，中国，フランス，韓国，オーストリア，タイ，ノルウェー，
ドイツで，米国，英国，オーストラリア，スイス，ルーマニア，ブラジルからの参加もあり，日本を含めて１７
か国の国際会議となった。
日本からは，東京大学，京都大学，九州大学，筑波大学，東京農工大学，高知大学，東京家政大学，慶應義塾
大学，王子ホールディングス，日本製紙，北越紀州製紙，大王製紙，荒川化学工業，栗田工業，星光化学が貴重
な研究成果を発表し，活発に質疑応答を行った。開会式では，実行委員長である東京大学大学院磯貝明教授が開
会挨拶を述べ，続いて紙パルプ技術協会が日本の紙パルプ産業の現状について特別講演を行った。開会式終了後，
参加者は２会場に分かれ，IPCCS は東大キャンパス弥生講堂一条ホールにて，IPPC は中島ホールにて口頭発
表を行った。全部で７
８件の口頭発表と２８件のポスター発表があった。IPCCS の発表はナノセルロースが多く，
大きな関心を集めた。
（本文７
０ページ）

シリーズ

日本の製紙産業の技術開発史
第６回

和紙産業の対応及び環境への意識
飯田清昭

和紙の生産は，江戸時代では以下のようであった。
製法は，基本的には古くからの踏襲で，楮，三椏を原料として，手作業で，手漉きであった。しかし，各藩は，
重要な産業として保護し，育成していた。その紙をベースに，木版印刷による出版文化が栄えた。
明治になり，新しい生活様式として活字印刷と紙器が持ち込まれると，それに適した品質の洋紙が輸入され，
和紙は印刷紙としての用途を失った。しかし，ここから和紙の反撃が始まる。藩の統制がなくなった自由な雰囲
気の中で，吉井源太に代表される技術開発が行われ，円網抄紙機の導入，新製品開発，開かれた技術交流等で，
生産を維持，１
９
１
５年頃（最初の洋紙生産から４０年後）まで，洋紙を上回る生産（金額）を行った。代表的な製
品が，コッピー紙として統計に載せられている薄紙で，タイプライター用紙や典具帖紙であり，１９１３年の統計
で輸出量が３
５
０トンであった。
しかし，１
９
２０年を境に，急速に生産が減少した。木材パルプを原料として，大型抄紙機で生産する洋紙とは
価格と供給能力で競争できなかった。その中で，和紙の特徴を生かした高機能紙が新しく開発されてきている。
これはまた別のテーマである。
（本文７
７ページ）
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日本の紙パルプ産業の現状
―Tokyo Paper２
０
１
５特別講演―
紙パルプ技術協会
宮西孝則

紙パルプ産業は世界で最も歴史のある産業の一つで，環境に調和しながら文化の担い手として素晴らしい素材
と製品を提供している。紙は幾多の技術革新を経て進化を続け，その伝統は現代に引き継がれている。日本の紙
パルプ産業は，省エネルギー，バイオマス燃料への転換，エネルギー効率の高い設備の導入などによって二酸化
炭素排出量を１
９
９
０年と比較して著しく削減している。ブラジルでは，遺伝子組み換えユーカリが開発され，Suzano 社は政府の認可を得て商業規模の植林テストに乗り出す予定である。成功すれば収量が増加し伐採期間が
短縮され製紙産業に大きな波及効果をもたらすであろう。
先進国では，オンディマンドデジタル印刷が急速に伸びており，カタログの４０％，ダイレクトメールの５０％
が数年以内に切り替わると予測されている。特にインクジェットの伸びが著しく，製紙会社はそれに対応した用
紙を開発している。
米国では，TAPPI が高歩留まり化学パルプ，省エネルギー型黒液濃縮法，プロセス排水の再利用，抄紙機ド
ライヤー入口水分の低減，ナノセルロース，高付加価値バイオ製品を次世代研究テーマに挙げている。ヨーロッ
パでは，CEPI が共晶溶媒を最優秀テーマとして選定し，木材からリグニンを選択的に抽出し，化学パルプや機
械パルプに代わる新しいパルプ化法を開発する。日本では，経済産業省が主導してナノセルロースフォーラムを
立ち上げ，会員相互の情報交換を密にして実用化を加速させ，既に様々な企業，大学，政府機関など２６０以上の
団体と個人が会員登録している。
先月，東京大学大学院磯貝明教授と齋藤継之准教授が，セルロースナノファイバー TEMPO 触媒酸化に関す
る画期的な研究業績により，フランス国立科学研究センター西山義春博士と共に，アジアで初めてマルクス・
ヴァーレンベリ賞を受賞した。この賞は，「森林・木材科学分野のノーベル賞」と言われている。心からお慶び
申し上げるとともに，本学会の成功を祈念する。
（本文９
０ページ）

本號の表紙繪美人紙漉の圖について
この繪は橘珉江筆，彩色職人部類からとつた。浮世繪師珉江は，名は正敬，玉樹軒と
號し，初め縫箔師であつたが，寶暦，明和の頃から彩筆を採り，新たに摺込の描法を工
夫して世に知られ，春信風の美人畫が好評を博した。摺込の方法は普通に合羽刷と猖称
されるもので，型紙によつて色彩を摺込むのである。本號に帖付したものは止むなく原
色版によつたが，原画は彩色あくまでも鮮麗で，普通の版畫とは自ら類を異にしてゐる。
職人部類は安永三年に初版を上梓し，次で天明四年に蜀山人の序文を添へて再版し，こ
れが専ら世に行はれてゐる。著者の生歿年月は詳らかでない。
（パルプ紙工業雑誌第１巻第１號２
６頁）
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