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澱粉の工業利用

一製紙，段ボールへの利用を中心として-

1 はじめに

日本では各種工業製品に澱粉が利用されているが，その

中でも製紙工業と段ボール工業が大半を占めている。従っ

てここでは製紙と段ボールへの利用を中心に解説したいと

思う。

2.製紙工業への利用

2ム f紙Jと「澱粉Jのかかわり

紙は中国の回大発明の lっとして良く知られているが，

日本には西暦 610年に伝わってきたと日本書紀に記されて

いる O それ以前の日本では格(こうぞ)や麻布を細かく踏

り設してから漉(す)いて，石管や石灰の粉末を表面に塗

布(とふ)したり，墨のi参み防止のために澱粉糊を塗布し

たりしていたそうであるO 鎌倉時代には澱粉を紙中に漉き

込む(現在のj殿粉内添法に当たる)糊入紙が製造されてい

たとの記述もある O 江戸時代には紙(和紙)が庶民にも浸

透し， 1827年に日本発の「抄紙(しょうし)会社(現在の

王子製紙の前身)Jが設立された。ちなみに和紙，洋紙と

いう言い方があるが，現在は厳密には区分されておらず，

和紙は吉来日本で使われてきた三極(みつまた)，雁皮(が

んぴ)などの原料を用いて伝統的道具と技法で漉かれた

紙，洋紙は散米の原料を用いて明治時代に伝わってきた機

械による製造方法で漉いた紙ということになる。昭和に

入ってからの澱粉の使われ方を 1932年に発行された「製

紙工業jから一部引用してみたいo r製紙工業に使用せら

るる澱粉類は，その種類少なからざれども，主として馬鈴

の澱粉なり。その他，小麦，甘藷，葛等の澱粉も使用

す。澱粉粒IJの製紙に及lます作用は，填料(てんりょう)の

分留を増加せしむるに効ある事，なほ繊維の粘着剤として

作用し，紙質を緊締し，所謂ラットル性を与え，殊に遊離

状繊維を硬聞となす効あり。また， (，殿粉糊を適当に調合せ

る紙は，カレンダ一機に掛くるときは，表面を美くし，印

刷機に掛くるも塵の発散する恐少なし。調合の割合は，繊

維の種類，及ぴ填料の量等によりて異なれども，紙の重量

によヒし 5% を超する事なし。普通 1~3% の聞なり，過剰に

調合すれば乾燥機の表面に貼付する恐れ有り。 j殿粉を糊化

するには，澱粉の l封度(ポンド)に対し水 2ガロンの割

合に混じ蒸気を喰入し煮沸せざる桂度に 15~20 分間加

熱すれば良し。徒に長時間加熱するは，その粘度を減少せ

しむるの恐れあり O 普通， {殻粉梅の歩留り(製紙業界では

歩留まりではなく歩留りと標記する)は大約 50%位なれ

砂由美和(すなだよしかず)
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ども，半ば織化せる澱粉は，その歩留りなお大なりと

う。然れども，粉j化完全ならざる澱粉は，その効能乏しき

は勿論なり。j現在の澱粉の使用方法と基本的な部分はほ

とんど変わっていないところが興味深い。

2ム「紙」について

ここでは簡単にはll~J について記してみたいと思う。「紙J

とは， JIS規格の紙・板紙およびパルプ用諾では「植物繊

維その他の繊維を!毘着(こうちゃく)させて製造したも

の」で，さらに，広義には「素材として合成高分子物質を

用いて製造した合成紙のほか，融維状無機材料を配合した

紙も含むJと定義されている O 一放的には木材ーなどから取

り出した繊維状物貿(パルプという)を水の中に分散さ

せ，網などの上に薄い層になるように漉き，税水後，乾燥

し，その工程仁¥-1で各種物質を中に漉き込んだり，表面に

塗ったり，物理的に表面を平滑にしたり，型を付けたりし

たものというところであろうか。

一般的に「紙Jというのは紙全般の総称として使われる

ことが多いが，和紙に対して洋紙のみのことを指したり，

板紙に対する言葉として使われたりする場合もある。 i手紙

は通商産業省生産動態統計ーでは紙と板紙に大分類され(紙

と板紙の区分に明確な定義はなく，厚い紙，重い紙を板紙

としている)，紙は新聞巻取紙，印脱.'1育報用紙，包装用

紙，衛生用紙，雑種紙に分類され，印刷・情報用紙は非塗

工印服用紙，徴塗工印刷用紙，塗工印刷用紙，特殊紙印崩

用紙，情報用紙に分かれ，非塗工印融紙は上級印刷紙，中

級印刷紙，下級印刷紙，薄葉印刷紙に分かれている O 生産

動態統計では分類されていないが，語業ベースでは更に中

級印刷紙はセミ上賀紙，印席。用紙 B，印崩用紙 C，グラピ

ア用紙に分かれている(表 1)。

2ふ製紙用澱粉

製紙における澱粉の利用は紙の乾燥強震の向上，紙の用

途先における印刷，加工，包装適性の改善が主な目的であ

る。紙の品質はいうまでもなくメイン原料であるパルプの

良し悪しで決まり，澱粉はその補助として使われてきた

が，昨今は紙のリサイクルの推進 (60%以上)により古紙

の使用比率が増えてきて，澱粉のような補強材の利用が増

えている(表 2)。しかしここ数年は設備面の改良，技術の

進歩により逆に漸減傾向である O

澱粉は目的別に主に 4種の使われ方をされており1.

内添用， 2.外添用(サイスプレス用)， 3. 塗工用(コー

テイングパインダー用)， 4.寝間接着用(スプレ…府)が
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表1.紙の分類(一部)

小分類

非会工印刷用紙
微塗工印刷用紙
主主工印刷用紙
特殊紙印刷用紙
情報用紙

細分短

上級印刷紙
中級r:問IJ紙
下級印刷紙
薄紫印刷紙

商業分類

セミ上質紙
印刷用紙B

r:n¥jlIJJi1紙C
グラビア用紙

表2.紙・板紙の生産量推移と製紙用澱粉の使用量推移

製紙用澱粉の使用量
紙・板紙の生産量推移

推移(推定値)

1960 i手
1980 ij三
2005年

約450万トン
約 1，750万トン
約三100万トン

!i:'J 2 7Jトン
約 17万トン
約48万トン

ある。 日本における各澱粉使用量の内訳は内i器用約 10%，

外添用 60%，塗工用 20%，層間接着用 10%と推定される O

ただし世界的には設工用より内添用の方が使用量が多い傾

向である o i殿粉の種類では EI本ではコーンスターチが約

73%，タピオカ i殿粉が約 21%，馬鈴薯j殴粉が約 3%，その

他となっており， @(州では馬鈴薯澱粉が約 47%，コーン

スターチが約 34%，小麦j殴粉が約 19%と馬鈴薯澱粉の比

率が高いのがq寺徴となっている O また製紙用澱粉は化学的

に修飾した加工澱粉が多く使用されるが，多くは酸化，エ

ステル化(アセチルイヒ，リン酸化など)，エーテル化(ヒド

ロキシエチル化，カチオン化など)の 3点、にほぼ集約され

る。ただし外添用や詮工JIJなどの低粘度化処理が必要な澱

粉は最近，安価に仕 l二げることができる自家変性システム

という未加工の澱粉や低加工皮の澱粉を製紙工場内で自家

変性澱粉に代わりつつある O 自家変性j殴粉は力11工澱粉と比

較して品質が落ちるので低グレードの紙に使用され場合が

多かったが，最近は設備の改善，技術の進歩により加工澱

粉が使用されてきた紙にも用いられるようになってきた。

2ふ1.抄紙工器概略

紙は原料である木材を機械的に磨り潰したり，化学薬品

で処理して細かくほぐしたりしてパルプにする工程(パル

プ化工桂)，パルプをその紙に適した長さ，ほぐれ具合に

して，薬品(澱粉を含む)を添加する工程(前成工程)，水

に分散したパルプをワイヤーに乗せ，脱水しながら，シー

トを形成させ，乾燥，巻取りを行う工程(1少紙工程:I豆J1) 

および必要に応じて紙の上に美しい印捌ができるように顔

料を塗る工程(塗工工程)の主に 4工程からなっている。

2ふ2.内添用澱粉

1960年代までは紙の内部強度の向上のために α化した

馬鈴薯澱粉が主に使用されていたが，歩留りが悪く，排水

負荷が高くなるなど内添用澱粉としてはあまり適している

図1.抄紙工程

ものではなかった。日本では 1970年以降，中性抄紙 (pH

を中性付近で、漉いた紙)が広がる中，中性サイズ斉IJ(諺み

防止剤:アルケニル1Wi71(コハク自主，アルキルケテンダイ

マーなど)の定着剤，填料(紙にj鹿き込む鉱物:炭酸カル

シウムなど)の歩留り向上剤としての機能を併せもつカチ

オン澱粉が使用されるようになってきた。カチオン ì[~t}は

内i誤用澱粉として適したものであったが，抄紙条件によっ

てはワイヤーパートにおける鴻水(ろすい)性(脱水時に

おける水切れ)が悪くなることがあり，この改善および中

性サイズ斉IJ，填;jBjの更なる歩留り向上を目指してカチオン

澱粉にアニオン基付加させた両性澱粉も開発された。だが

現在では紙原料の質が低下(古紙配合比の上昇など)して

おり， i殴粉がもっ機能だけでは対応は難しくなり，ほほ同

じ機能をもっポリアクリルアミドに代表される化成i171に代

替されつつあり，内i創刊澱粉の使用量は漸減傾向にある。

カチオン澱粉の多くは 4級アンモニウム基 (3-クロロ

2-ヒドロキシプロピルトリメチルアンモニウム塩化物など

で反応)を導入したエーテル澱粉であり，両性j殿粉は更に

リン酸基，カルボキシ基などのアニオン基を付加させた澱

粉であるが，一般的にはアニオン基はカチオン基よりも導

入量が少ないため全体としてはカチオン性を保っている。

澱粉の内添法は調成工程においてパルプスラリーに糊イと

した澱粉を添加し，紙の内部強度の向上，その他内添薬品

(サイズ斉IJ，填料など)の歩留り向上を目的とするもので

ある。そもそも紙の内部強度はパルプ繊維同士の粕み合い

とOH基による水素結合によって発現しているが，カチオ

ン澱粉はその名の通り陽性であることからパルプ繊維の

OH基とイオン結合することで凝集力が向上し強度が i二げ

ることができる。また内i添示される多くの1填嘆料料♂はアニオン性
のものが多いためパルフ

することにより填料の歩留りを向上させている。

2ふ3.外添用澱粉(サイズプレス用澱粉)

荷業印開では粘度の高いインキが使用される場合が多

く，印捌時，紙の表面はインキのタックによって引っ張ら

れ大きな負荷がかかる O このとき，表面の強度が強くない

と印刷時にインキによって紙表面が引き剥がされ，印刷の

りが悪くなったり，酷いときには紙の表面が破れたりし

てしまうこともある。このような事態を防止する呂的で表

面強度を上げるために澱粉などを紙の表面に塗布すること

をサイズプレス(外添)という O サイズプレスは澱粉の糊

i夜などを 2本のロールのi誌に液溜めを作り，その中を一端

乾燥させた紙を通して塗布したり，糊j夜などをロールに転

させて紙に塗布したりする方法が取られる O よってサイ
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ズプレス後は符湿するため，再度乾燥させる必要がある O

またサイズプレスは高速でかつ紙の表面に均一に塗布しな

ければならないため，サイズプレスに使用される澱粉は粘

度が低いものでなければならない。従って現在は予め低粘

度化処理された酸化澱粉が多く使用されているが，最近は

未加工または低加工度の澱粉を用いて製紙工場内で低粘度

化を行う自家変性システムによる自家変性澱粉が多くなっ

てきている O

酸化澱粉は酸化剤として次亜塩素酸ナトリウムが主に使

われ，グルコシド結合の切断， C-2， C-3の開裂によるカ

ルボキシ基，カルボニル基の生成が起き，老化しづらく住

い勝手が良い澱粉である。サイスプレスはその装置の特性

で、澱粉糊液の一部は系内を長時間循環するため，酸化澱粉

粉j液の経時安定性の高さは紙品質の安定性にもつながって

いる。

自家変性システムは苦手素変性と熱化学変性の 2タイプが

あり，酵素変性はかアミラーゼを澱粉スラリーに添加し

ておき，パッチクッカーでゆっくり加熱することにより糊

化と低粘度化を荷時に行っている。粘度のコントロールは

酵素添加量，温度，加熱時間などを制御することで、行われ

ている O 使用される澱粉は未加工のコーンスターチ，低加

工のタピオカ澱粉が多い。酵素変性澱粉はかアミラ…ゼ

で単純に加水分解しているだけなので，約j液安定性が悪く

使い勝手も良くないため，紙品質を維持するのに苦労があ

るが，安舗であることから昨今はこの方法が増えつつあ

るO 熱化学変性は澱粉スラリーに酸化剤として過硫酸アン

モニウム，過酸化水素などを添加してジェットクッカーを

用いて瞬間的に糊化と画変化を同時に行う。特に過硫酸アン

モニウムを使用した変性は APS変性と呼ばれる O 熱化学

変性澱粉は澱粉メーカーで製造する酸化澱粉とは異なり，

生成している官能恭量が根端に少ないため，糊液安定性は

良くない。また高温でクッキングするため着色が激しく使

用できる紙は限られている(白さが重要な紙には使用でき

ない)。

2ふ4.議工用j殿粉

カレンダーやカタログ雑誌などの紙は表面がツルツル，

艶々してみた目も印瑞写りも非常に良いもので，このよう

な紙は一般的に塗工紙と呼ばれている。塗工紙の表面には

1号機顔料(カオリン，炭酸カルシウムなど)が塗られてお

り，これらの顔料を紙に表罰に付着させるために接着剤と

して澱粉やラテックス， PVAなとなの水溶性パインダーが

使用される O 紙に塗布する前の顔料やパインダー，その他

の薬品(lfuJ水化剤， i骨剤など)を混合した塗料をコーティ

ングカラーと呼び，このパインダーに求められる機能は接

着力だけではなく，コーテイングカラーの流動性，粘性，

保水性および乾燥後の表面の仕上がり特性なども求められ

るため，必要に正、じて複数のパインダーが併用される場合

が多い。従来は澱粉が主，ラテックスが従であったが，ラ

テックスの品質向上に伴い，最近はラテックスが主体と

なっている。ただし澱粉にはラテックスにはない機能(保

。31令

図 2.短網長総コンピネーション板紙抄紙機(ワイヤーパート
部)

水性など)があり，全くなくすわけにはいかない場合が多

い。コーティングカラーはかなり高濃度にする必要がある

ことから，澱粉も低粘度にする必要性があり，サイズプレ

ス同様，酸化澱粉が最も良く使われる澱粉であるが，顔料

との相性がよく，カラー特性，塗工紙の印尉適性もよい尿

素1)ン酸化澱粉(リン酸塩，尿素を混合して乾式加熱反応

した低粘度澱粉)もよく用いられる。また品質的には

落ちるもののコスト部減対策として安価な自家変性澱粉も

使用されるケースが増えている。

2ふ5.層間接着用澱粉

板紙はj鹿き上げて乾燥する前のパルプシートに，別に漉

いたパルプシートを 2~8 枚重ね合わせることで作るが，

重ね合わせているだけなのでパルプ同士の絡みが少なく，

どうしてもシート間(層間)の強度が弱くなる傾向にあ

る。そこでこの層簡に接着剤としてj殿粉をスプレーして層

間強度を向上させることが行われる(国 2)。この層間接着

用の澱粉の使われ方は前記 3種と異なり，予め糊液とはせ

ず，澱粉スラリーをそのままスプレーすることが一散的に

行われている O 接着力はパルプシート中の水分とその後の

ドライヤーの熱で澱粉粒を膨i関させることで発現させる。

このような形で使用されるため， ドライヤーに入る前のパ

ルプシートの水分とドライヤー温度が重要なファクターと

なり，十分な水分と溢震があれば未加工の澱粉も使用でき

るが，温震が足りなければ低温でも膨i簡できるような澱粉

が必要となり，糊化開始温度を低くしやすい尿素 1)ン酸化

澱粉やアセチル化澱粉が利用される。またその目的からス

プレーされた澱粉は層間に留まっていなくてはならず，

シートに浸透してしまうとその意味をなさないことから，

粒径が大きく，物理的に表面に留りやすい馬鈴薯澱粉が効

果に優れているといわれているが，粒径が小さいコーンス

ターチでも尿素リン酸化澱粉ならそのアニオン性という特

性から電気的に表面に留まりやすくなり，馬鈴薯澱粉と遜

色ない留り効果を発揮する。また最近は紙原料の質の低下

からより接着力が求められ，合成系のポリアクリルアミド

の使用も増えてきている O

3.段ボール工業への利用

3.1.段ボールについて

段ボールは皆さんがよく自にして包装にもよく使ってい

る馴染みがある包装資材だと思う。構造は単純で、波状に加

工された板紙を両外側 2枚の板紙に挟んで接着しただけの
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ものである O この内側の波状の板紙を中芯，両外側の板紙

をライナーと呼び，中芯とライナーを接着しているのがi殿

粉である。またこの一番よくみかける構造の段ボール

(シート)を両面段ボール(国 3) と呼び，ライナーが片方

しかなく波状の中芯がみえているものを片面段ボールとい

う。その他，i，皮が2段になっている複両面段ボール(図

4)， 3段になっている 3層段ボールというものもある O

更に波の部分をよくみてみると波の間踊(密、度)が大き

いものと小さいものがあることに気づくと思う。大きいも

のから Aフルート， Cフルート， Bフル}ト， E， F， G 

フルートと呼ばれる(表 3)0cフルートがA，Bの間なの

は後から A，Bフルートの中間のものが作られたからであ

るO 特に E，F， Gフルートはマイクロフルートと日乎ばれ，

Gフjレートは一見しただけではただの板紙にしかみえない

が，板紙と段ボールではその強度は全く異なるものにな

るO

3ム段ボールの麓史(接着剤を中心に)

片面段ボールが生産され始めた明治の末;明から大正時代

は「上新粉」に 12~15 倍の水を加えて煮た「たきのり」

が使われていたが，大量の水分を飛ばさなくてはならない

ため，生産性は低かった。大正に入るとケイ駿ソーダ(水

ガラス)が使われるようになり，普及したが，ケイ酸ソー

ダはアルカリ牲のため，紙の変色，紙力の低下を把き，乾

燥後は硬いガラス状になるため後工程の断裁時の刃物の磨

耗が早いなどの欠点も指摘されていた。昭和 30年代に入

るとスタインホール方式と呼ばれる澱粉を用いた接着剤が

開発され，当初はグルタミン酸ソーダの副産物として安舗

で大量に生産された小麦澱粉が使用されていたが，グルタ

ミン酸ソーダが醗酵i去に移っていくに従い，小麦澱粉の生

産が縮小され，当時コーンスターチの生産が急増したこと

から，コーンスターチにシフトし，更に糊安定性に優れ，

高速化に対応した加工澱粉が使用されるようになり，現在

に至っている。

思 3.阿国段ボール

函4.複間前段ボ}ル

応用糖質科学第 1巻第 1号 (2011) 

表3.各フルートの段の高さと段数

段の高さ 30cm当たりの段数
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3ふ段ボールの貼合

段ボールを製造する際の中芯とライナーを接着すること

を貼合(てんごう)と呼び，接着剤である澱粉糊を調製す

ることを製粉o(せいこ)と呼ぶ(段ボールの j萱界は独特の

用語が多く，知らない人が聞いているとチンプンカンプン

である O よってこの解説文の中では r~ と呼ぶ」が額発す

る)。段ボールはコルゲートマシンと呼ばれる機械で波型

に成型した中芯の段頂に澱粉砂jを塗布し，まず裳ライナー

と接着させ(シングルフェーサー)，次に表ライナーを接

させる(ダブルパッカー)。シングルフェーサーの接着

は一瞬であり熱ロールで圧力と熱を加えて接着させる。そ

の後，数十秒養生した後，ダブルパッカー側の接着を行

う。ダブルパッカー側は熱版の上を通過させることで接着

と乾燥を行い，シングルフェーサー側の乾燥も同時に行う

(関 5)。

3.4.段ボール糊の製糊

製粉j方式は大きくツータンクシステム(スタインホール

法)とワンタンクシステムに分けられ，ワンタンクシシテ

ムは更にスタインホール法，プレミックス法，初j酸(ほう

さん)添加反応、法がある。段ボール用の糊斉IJは独特で、あ

り，キャリアと呼ばれる糊化させた糊液部とメインと呼ば

れる未糊化澱粉部で構成され，約j剤はj殿粉粉Ili夜中に未約j化

澱粉が分散している状態である O また構成成分は澱粉だけ

ではなく粘度調整および未糊化澱粉の沈降防止のために棚

砂(囲ホウ酸ナトリウム・ 10水和物)が添加され，糊化温

度のコントロールのために苛性ソーダも入り，耐ソ1<.性が必

要な場合は耐水化剤が添加される場合もある。

ツータンク・スタインホール方式は澱粉が段ボール用の

接着剤として使われ始めた頃からの方式で改良を重ねては

いるが，原理は現在でも閉じでベーシックな方式である O

この方式はキャワア部とメイン部を別々に仕込んで、から調

製することからツータンクと呼ばれ，米国の SteinHal! & 

片龍段ボール 荷車段ボール

で
き
あ
が
り

図5. コルゲートマシン
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Co.が恭本パテントを取得したことに由来する O

3.4.1.キャリア部とメイン部

キャリア部はアルカリ(苛性ソーダ)によって完全に楊

fヒされており，段ボール糊剤では極めて重要な役割を果た

す。その lつはメイン澱粉の沈降を抑え，適正な粘度をも

たせることであり，キャリアがないとメイン澱粉が沈i悲

し，糊剤が不均ーとなり，適正な粘度がないと糊ロールに

うまく乗らなくなる O もう 1つは保水力の付与であり， {殻

粉糠剤に保水力がないとライナーや中芯に塗布したと同時

に水分が紙側に吸われてメイン部の未糊化の澱粉が膨潤，

糊イとするのに十分な水分が足りなくなり，接着不良とな

る。またキャリア澱粉を糊化させるのに使用したアルカ 1)

はメイン澱粉の織化混度の調整の役割も果たす。

メイン部の未糊化の澱粉は接着剤としての主役であり，

キャリア部の助けとコルゲートマシンの熱(と加圧)に

よって糊化することで接着力を発揮する。メイン部の澱粉

はキャリア部から供給されるアルカリによって糊化温度を

コントロールしている。一般的に糊化温度が低いほど，糊

イヒに必要なエネルギーも下がりコスト的に優位で、あるが，

現実的には糊化温度を下げすぎると操業上のトラブルが各

種発生するため，そのマシンに合わせた糊化温度の設定

(アルカリ率)が必要である。

3.4.2.接着のメカニズム

接藩の基本的なメカニズムはシングルフェーサー，ダブ

ルパッカーともほとんど伺じであり界面接着，浸透接着お

よび澱粉の凝集接着の複合であるが，接着の条件はかなり

異なる O シングルフェーサー慨は界面接着(および澱粉の

凝集接着)が主となり，瞬間的(1/500秒以下)に圧力と

熱をかけ，ダブゃルパッカーで完全接着させるまでの一時的

な接着力を発現させる。議着力はショルダーと呼ばれる部

分が主に担当する(留め。ダブルパッカー側は浸透接着

(および澱粉の凝集接着)が主となり，ほとんど加圧は行

わず密着程度の圧力でシングフェーサーより低温，長時間

(数秒)で接着を行う。シングルフェーサー側の最終的な

接着はダブルパッカーの熱で乾燥することにより行われ

るO

4.おわりに

製紙用の澱粉はある意味成熟した用途で最近は碩期的な

令33~静
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技術開発は見受けられないが，まだまだ澱粉の必要性はあ

る分野と思われる O

段ボール用の接着剤は水ガラスから翻期的な開発ともい

えるスタインホール方式で澱粉系に移り，現在でも主とし

て澱粉が使われている歴史がある用途だが，技術が滞って

いたわけではなく，耐水澱粉接着剤，プレミックスタイ

プ，硝酸添加反応方式などを開発，またマシンに合わせた

澱粉糊剤の最適化，最近では時代の要誌によるホルマリン

フリーの耐水澱粉接着剤の開発，今まで難しいとされてき

た(業界では実際にできたらノーベル賞クラスといわれ

た)無棚砂糊剤の開発など確実に進歩している。日本で段

ボール用接着剤の開発を手がけている研究者はかなり少な

いと思われるので，若手の研究者の皆さん是非この分野に

足を踏み入れていただきたい。この分野は奥が深く，まだ

まだ未知の発見，新技術の発見があるかもしれないので期

?寺している O

最後となったが，今留はあまり皆様に馴染みのない分野

ということで，概説になってしまったが，次の機会に恵ま

れましたら，各項目についてもう少し詳細な解説をしたい

と思うので宜しくお願い申し上げる O
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