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高感度映画用カラーネガフィルム New Super F シリーズ の開発
西村

亮治 *，槙野

克美 *

Development of High Speed Color Negative Film Stocks “New Super F series”
for Motion Picture
Ryoji NISHIMURA* and Katsumi MAKINO*
Abstract
Fuji Photo Film Co., Ltd. has introduced New Super F series F-500T and F-250T/ F-250D Color
Negative Film stocks. The introduction of these new film stocks completes the upgrading of the entire line
of Super F series film stocks and offers cinematographers excellent image capturing capabilities and a
superior digital manipulation compatibility. These high speed color negative film stocks incorporate two
significant proprietary technologies which result in significantly improved granularity, sharpness, color
reproduction, exposure latitude and Telecine transfer characteristics.

1. はじめに
われわれが通常最も慣れ親しんでいる一般用のカラー
プリントは，カメラで撮影し現像処理したネガフィル
ム（ネガ像）をカラーペーパーに焼き付けたネガ／ポジ
システムである。一方，今日制作される映画のほとん
ども，観察対象が静止画と動画，プリントが反射と透
過の差があるものの，カラープリントと同様，撮影し
たネガフィルムをポジフィルムに焼き付けた後，スク
リーン上に投影して観察するネガ／ポジシステムである。
富士写真フイルム（株）は，1955 年にネガ／ポジ式の
映画用カラーネガフィルムを導入し，以来，当初 E.I.
(Exposure Index) 25 であったカラーネガフィルムの感度を，
1980 年には E.I.250，1984 年には E.I.500 と世界に先駆け
て高感度化し，以後，今日まで，技術の進歩を原資と
して高画質化を追求してきている。最近では，1998 年に，
E.I.500T １）（T ；タングステンタイプ）および E.I.125T/64D
（D ；デーライトタイプ）
，さらに 1999 年には E.I.250T/250D
と，これまでの Super F シリーズを一新し，あらたに
New Super Fシリーズ を完成し，市場導入した（Photo 1）
。
本報告では，最近の映画市場の概況，一般用カラー
ネガフィルムとの対比を織りまぜながら，この New
Super F シリーズ の特長とそれを可能にした技術につ
いて説明する。

Photo 1 New Super F series

2. 映画の動向
2.1 最近の映画産業の動向
映像産業は，近年のテレビ放送，ビデオパッケージ，
ゲームソフトなどのメディア技術の進歩とともに多様
化の一途をたどってきている。これにより，映画もま
た，さまざまな形態で活用されるようになってきた。
すなわち，映画の新作はまず封切りというかたちで劇
場公開され，その入場料が配給収入となるが，最近で
は Fig. 1 のように，劇場公開の後，映画は一つの映像ソ
フトとして著作権のある限り第二次マーケットで稼ぎ
続けていく仕組みになっている。いわゆる

本誌投稿論文（受理 1999 年 2 月 1 日）
* 富士写真フイルム（株）足柄研究所
〒 250-0193 神奈川県南足柄市中沼 210
* Ashigara Research Laboratories, Fuji Photo Film Co., Ltd.
Minamiashigara, Kanagawa 250-0193, Japan
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である 。特に，最近は映像技術の
２）

進展とともに，多メディア・多チャンネル化の時代に
突入しており，映画はこの多メディア・多チャンネル
に供給していく映像ソフトとして，その需要がますま
す高まってきている。

1

Fig. 4 に，最近の映画製作におけるフィルムと電子映
像技術との融合について示した。

Fig. 1 Sequence of utilization of motion picture film images

Fig. 2 に，映画の本場アメリカ国内での，映画産業に
おける収入の推移を示した。実線は，劇場公開による
配給収入，点線はその配給収入とその後の第二次マー
ケットで得られる収入の総和を示している。この図か
ら明らかなように，配給収入はここ 15 年間で約 2.3 倍，
総収入にいたっては約 5.7 倍もの著しい伸長を示してい
る。これは，配給収入以外の第二次マーケットでの収
入が漸増の一途をたどっていることを意味している。

Fig. 4 Integration of film and electronic image technologies in
motion picture production

現在の映画制作においては，デジタル映像技術との
融合が進み，カラーネガフィルムによる実写とコンピュー
ターグラフィックス（CG）により作成されたアニメーション
や効果（Digital Effect）を合成・加工し，現実には有り
得ない映像を創出することが盛んに行われている。こ
の結果，昔に比べてさらに魅力的な映画が観客の心を
とらえて離さないのである。
一方で，最新の映画動向では，劇場において従来の
ポジフィルムによる映写方式ではなく，ポジフィルム
を使用せず，デジタル情報を Texas Instruments 社の
DMD（Digital Micromirror Device）を用いたデジタルプロ
ジェクターにより映写する新たな方式，すなわち電子
映画（Electric Cinema）と呼ばれるシステムが開発されは
じめ４），映画フィルムと競合する領域も出現しはじめて
いる。

2.2 映画用カラーネガフィルムの高感度化
Fig. 2 Change in the revenue of motion pictures in USA

2.2.1 映画用フィルムの高感度化の歩み

また，国産品の映画用カラーフィルム（ネガ・ポジ合
計）の出荷量推移３）を Fig. 3 に示したが，出荷量も増加
傾向にあることがわかる。今後，日本国内においても
衛星放送の多チャンネル化がさらに進み，映画の映像
ソフト産業としての需要が相当高まっていくものと思
われる。

映画用カラーネガフィルムの歴史は，1950 年にイー
ストマン・コダック社（以下，EK と記す）が，タイプ
ナンバー 5247 を市場に導入したことに始まる。この最
初のカラーネガフィルムの感度は E.I.16 という，今から
見れば非常に低感度な感光材料であった ５）。ちなみに，
当時発売されていたアマチュア用カラーネガフィルム
の感度は ISO8 〜 16 程度であった。
Fig. 5 に，映画用カラーネガフィルムの歴史始まって
以来の主要な商品の発売年と感度を示した。ここに示
すように，映画用カラーネガフィルムの感度は，1984 年

Fig. 3 Trend of color film (negative and positive) shipment
Fig. 5 Speed increase in color negative films for motion picture
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までは直線 A で表されるような感度アップの推移をし
てきていたが，その後，傾きの緩やかな直線 B 上に移
っている。この時期から，技術進歩を高感度化から高
画質化に振り向けるような感材設計にシフトしたこと
を意味している。富士写真フイルムはこの間，この直
線 A の牽引車として，冒頭でも述べたが，1980 年に
E.I.250，さらに 1984 年には E.I.500 と世界に先駆けて高
感度化を実現している。しかしながら，直線 B の高感
度化のトレンドも緩やかではあるが着実に進んでおり，
最近では，超高感度フィルムとして 1998 年に EK より
E.I.800 が発売された。
これらの映画用カラーネガフィルムの高感度の歩みは，
当然のことながら一般アマチュア用カラーネガフィル
ムの歩みに呼応するように推移してきている。なお，
一般用カラーネガフィルムの高感度化と常用化の歩み
については，佐々木による詳細な報告 ６）があるので参
照して頂きたい。

2.2.2 高感度フィルムの常用化
Table 1 に，映画用カラーネガフィルムの感度別ライン
アップを示した。
Table 1 Lineup of the New Super F Series

作品に使用される比率が高くなってきたことがわかる。
映画用フィルムの高感度化は，それまで不可能であっ
た撮影領域を拡大し，また，アベイラブルライト
（available light）下での撮影を可能にし，映画製作に負担
になっている撮影用ライティング機材（lighting package）
の簡素化によるコストダウンなど，大きなユーザーメ
リットを有している。このような高感度化に対するニー
ズに対して，高画質の高感度感材を提供することが，
映画市場での高感度フィルムの常用化を実現している。

3. 映画用カラーネガフィルムの特徴
映画用カラーネガフィルムは，アマチュア用に対して，
その基本技術，たとえば主要成分である撮像素子とし
てのハロゲン化銀乳剤や発色色像を形成するカプラーな
どに共通部分が多く，層構成も酷似している。高感度
フィルム設計上のポイントは，撮影光源，フィルムの
高速走行適性などが挙げられる。

3.1 撮影光源
アマチュア用カラーネガフィルムがデーライトタイプ，
すなわち，光源の色温度が高い昼光色（約 5500°K）であ
るのに対して，映画用フィルムの多くは比較的色温度
の低いタングステン用（約 3200°K）に設計されている。
Fig. 7 に色温度の違いによるエネルギー分布の波長依存
性を示してある。

U.S.A.で発売されている American Cinematographer 誌
上に紹介されている映画作品において，撮影に使用さ
れたカラーネガフィルムの出現比率
（使用比率ではない）
を製作年度と感度について Fig. 6 にまとめた。
Wavelenghtg (nm)
Fig. 7 Relative spectral energy distributions of daylight and
tungsten light

タングステンのような色温度の低い光源を対象とす
る感材は，青色光のエネルギーが赤色光のそれに対し
て相対的に低くなるため，青感性層の感度を高く設計
する必要があることがわかる。
映画用フィルムの感度表示は，日ごろ耳慣れない E.I.
（Exposure Index ：露光指数）を慣用的に使用しているが，
われわれが慣れ親しんでいる ISO 感度とおおまかに対応
関係を示すと Table 2 のようになる。よって，たとえば，
Table 2

Approximate Relation between Exposure Index for
Tungsten Exposure and ISO Speed for Daylight Exposure

Fig. 6 Ratios of films with different speeds used in motion picture
production

映画作品中の使用比率ではないため，あくまでも参
考データではあるが，ネガフィルムを高感度化した新製
品を市場導入することにより，徐々に高感度フィルムが
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高感度フィルム E.I.500 を例にとると､実際に用いられる
青感性層には ISO 感度にすると ISO1600 相当の超高感度
領域の感光素子を使用している。

3.2 高速走行適性
通常 1 秒間に 24 コマ（約 50cm）の撮影がなされる映
画用カラーネガフィルムでは，カメラノイズ，カメラ
内で生ずる傷などのトラブルを起こさないように，優
れた走行性と非常に厳しい外的圧力に対する適性が要求
される。スローモーションにおける映画撮影では，1 秒
間に 120 コマ（約 250cm）程度の高速搬送が行われるた
め，フィルムにとってはさらに過酷な取り扱われ方が
なされるわけである。
映画用フィルムの特徴として，乳剤面と支持体（ベー
ス）をはさんで反対側にカーボンブラックを含む黒色
のバッキング層と称する層が設けられている。これは，
ハレーションを防止する目的とカメラ内で高速度に搬送
される環境に対応するために，滑り性，耐傷性，静電気
防止性を向上する目的で塗設されている。
Fig. 8 には，実際に映画撮影に用いられている映画用
カメラ（PANAVISION 社の PANAFLEX-X）とその内部
のフィルム搬送のルートを示してある７）。実際に，撮影
用フィルムは，この図のような曲折された搬送パスを
高速度で通過するのである。

4. New Super F シリーズの特長
今回開発した New Super F シリーズの特長は，
① 粒状性の飛躍的な向上
② 優れたシャープネス
③ 色彩度・色再現性の向上
④ 広い露光ラチチュード
⑤ Film to Tape 適性の向上
である。
本報告では，シリーズの中でも最も高感度である New
F-500 を例にとり説明する。

4.1 粒状性
高感度カラーネガフィルムに要求される画質性能は
いかに粒状性を良くするか と言っても過言ではない。
一般的に粒状性を改良するためには，感光素子である
ハロゲン化銀粒子のサイズを小さくすることが必要で
ある。しかし，単純に粒子サイズを小さくすれば感度
が低下するので，微粒子化したままで新たに感度を上
げる技術が必要となる。
Fig. 9 に，これまでの高感度 E.I.500 ネガフィルムの 3
世代（AX500:8514，F-500:8570，New Super F-500:8572）の
緑感性層における粒状性の進歩を，Fig. 10 には，これ
らネガフィルムの断面写真の変遷を示した。さらに，
Table 3 に，これら 3 世代の最高感度緑感性層に使用さ
れているハロゲン化銀粒子の体積，塗布銀量，単位面
積当たりの粒子個数の相対比較を示した。
粒子体積の減少と単位面積当たりの粒子数増加により，
Fig. 9 で示される飛躍的な粒状性の進歩が説明できる
が，このハロゲン化銀粒子の高感度微粒子化を実現し
たのが当社独自のスーパーユニフォームファイングレ
イン技術である。技術内容についての詳細は後述する。

Fig. 8 Example of a motion picture camera and its internal structure

3.3 感材設計のポイント
以上，幾つかの映画用カラーネガフィルムに関する
特徴を述べてきたが，特に高感度映画用ネガを設計す
る上でのポイントは，アマチュア用カラーネガフィル
ムの設計ポイントに加えて，青感性層の高感度化，圧
力耐性の付与であるといえる。
また，映画の撮影に用いられるネガフィルムは，撮
影環境に応じたフィルムの選択が行われるが，一般的
には数種類のネガフィルム，たとえば，感度の異なる
フィルムを併用して用いられることが多い。その場合，
1 作品の中で異なるフィルムを使用したカットごとがシー
ムレスにつながることが重要であり，これをインター
カット適性と呼んでいる。このインターカット適性に
とって重要な感材設計は，感材のラインアップが非常
に近い階調，色再現性・色彩度を有していることが必
要となる。
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Fig. 9 Improvement in RMS granularity of F-500
Table 3

Image Quality Improvement of High Speed Color
Negative Films
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1989 年
8514
AX500

1998 年
8572
New Super F-500

1991 年
8570
F-500
Fig. 10 Cross section of F-500

4.2 シャープネス
New Super F シリーズのシャープネスは，当社独自の
DIR 技術とスーパーユニフォームファイングレイン技術
との巧みな融合により，従来品に対して向上している
（Fig. 11）。
当社独自の DIR 技術であるスーパー DIR カプラー，
および 2 段タイミング DIR カプラーを高感度映画用ネガ
フィルムとして初めて採用し，エッジ強調による視覚
的なシャープネスを向上した。さらに，前掲した Fig.10
からもわかるように，New F-500 は，高感度映画用カラー
ネガフィルムとしては世界に先駆けて全層に平板粒子
を採用し，粒状の飛躍的な進歩とともにシャープネス
向上を達成している。これは，フィルム面に平行に平
板粒子を配向させることにより，入射光の散乱を極力
抑えて下層に直進させることができ，露光時の像のボ
ケを抑制することが可能となるためである。

の Yellow 味を取ることで，色再現上，より適正になる
ように改良し，色彩度は Green，Magenta および Yellow
の彩度を向上させた。この結果，色再現はより好まし
く，また，これまでのどちらかといえば彩度の低い画
に対して，鮮やかな画を提供できるように設計されて
いる。
また，前述したように映画用ネガフィルムでは，イン
ターカット適性が重要となるが，このNew Super Fシリーズ
（F-500T,F-250T/250D）の色再現・彩度はほぼ同様な性能
を有するよう設計してあり，インターカット適性にも
優れたラインアップとなっている。

Fig. 12 Color reproduction characteristics of F-250 and F-500

4.4 露光ラチチュード

Fig. 11 Sharpness (the CTF curves) of F-500

4.3 色彩度・色再現
Fig. 12 に適正（Normal）露光における新旧 F-500，New
F-250 の Lab 色度図の比較を示した。
旧タイプから Green の Cyan 味，Yellow の Red 味，Red
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Fig. 13 に特性曲線を示した。
従来品の優れた階調再現を継承しつつ，オーバー側
の直線性を向上して広い露光ラチチュードを達成して
おり，これは，アンダー側からオーバー側まで優れた
描写力が幅広いシーンで発揮できることを意味してい
る。Fig. 10 でも示したように，高感度側から低感度側
までの全領域にわたりスーパーユニフォームファイン
グレインを導入することで，幅の広い露光ラチチュー
ドを可能にしている。
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5.1.2 映画用フィルムへの SUFG 技術の展開
New Super F シリーズでは，映画用カラーネガフィル
ムとしては初めて，SUFG 技術を採用した。Photo 2 に新
旧 F-500 の最高感度赤感性層に使用しているハロゲン化
銀粒子の電子顕微鏡写真の比較を示した。写真からも
明らかなように，スーパーユニフォームファイングレ
インの名のごとく，粒子の形と大きさのよく揃った薄
型六角平板粒子であり，旧粒子に対して体積が約 1／3
程度に減少している。

Fig. 13 Characteristics curves of F-500

4.5 Film to Tape 適性
映画製作の工程の中には，映画用カメラで撮影し現
像したネガフィルムの画像を，テレビジョンなどの別
の映像媒体用に画像情報を変換することが，日常的に
行われている。これにより，映画用フィルムで撮影さ
れた作品が家庭用テレビで鑑賞できるのである。すな
わち，カラーネガフィルムの画像情報をテレシネ（Telecine）
と称する画像データ変換装置を用いて，ネガ画像をビ
デオ信号に変換しているプロセスが存在する。これま
での多くのテレシネ装置は青色成分の少ない光源を用
いており，加えて，カラーネガフィルムの青感性層の
濃度は赤，緑感性層よりも比較的高く設計されている
ために，テレシネ変換時に電気的な増幅ノイズによる
画質の劣化を招くことがわかっている。このテレシネ変
換時の電気的なノイズを極力抑制するために，青感性層
のマスク濃度の適正化と粒状性の飛躍的な進歩を行い，
Film to Tape 適性を向上させている。

F-500

NEW F-500

Photo 2 Super uniform fine grains

5.1.3 SUFG 技術による高感度化
一粒子の体積を一定にして粒子の厚みを薄くしてい
くことは，表面積を増加させ，より多くの分光増感色
素をハロゲン化銀粒子表面に吸着させることができる
ので，光吸収に対して有利となる。六角平板粒子は 2 枚
の双晶面の出た側面が存在し，成長条件の選択により
主表面より側面の成長を速くでき，高アスペクト比化
が可能となる。
しかし，一般的に粒子厚みを薄くしていくとその一
方で，粒子の単分散度が下がり，多分散な粒子となっ
てしまうのである。New Super F シリーズでは，これま
での平板粒子調整時の核形成条件をさらに見直し，核

5. New Super F シリーズを実現した技術

形成と熟成などからなる種晶形成とその種晶を育てる

5.1 スーパーユニフォームファイングレイン技術

成長過程を明確に分離し，それぞれを最適化すること

5.1.1 アマチュア用カラーネガフィルムにおける
SUFG 技術の導入
4.1 節でも触れたが､粒状性の飛躍的な進歩の担い手
は，スーパーユニフォームファイングレイン技術（以下，
SUFG 技術と記す）である。

により平板度と単分散度を両立させ，かつ個々の粒子
に内蔵させた構造をより均一にすることで，SUFG の開
発に成功した。
一方で，粒子表面の増加による多量の色素吸着は，
固有減感によるハロゲン化銀粒子の低感化を引き起こ

富士写真フイルムは，アマチュア用カラーネガフィル

すため，この固有減感の防止策として，六角平板のフ

ム分野で 1992 年に発売したフジカラースーパー G400

リンジ部に刃状転位の構造を内蔵させることが有効で

に，感光効率を高めるための構造を内蔵させた六角平

ある（Fig. 14）。転位は，マイクロ波光伝導などの測定

板状粒子を本格的に導入し，それ以降もさらなる改良

から，光電子の一時トラップとして作用することが確

を重ね，感度／粒状比の向上を追求し続けている。

認され，そのトラップによる光電子と色素正孔との再

1998 年には，同様にアマチュア用分野でフジカラー

結合抑制により，色素による固有減感防止が実現され

「Super400」/「Nexia H400」を発売し８），SUFG 技術を原

ていると考えられる。さらに，フリンジ部のトラップ

資とした，銀塩写真の魅力を最も表現できる「色」の

から再放出された電子は，六角平板の頂点の感光中心

再現性向上にポイントを置いた新世代のカラーネガフィ

に捕獲されて，潜像を効率的に作ると考えている。

ルムを完成している。
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Fig. 14 Dislocation in the super uniform fine grains

5.1.4 圧力耐性
映画用フィルムにとって，意図せぬ外的圧力に対し
て十分に配慮した感材設計が必要であることはすでに
述べた。しかしながら，フィルムに用いられるハロゲ
ン化銀粒子のサイズ，構造など種々の要因によってそ
の性質は異なり，一般的に粒子サイズの大きな領域の
ハロゲン化銀粒子を使用する高感度フィルムにおいて
は，露光前の状態に外的応力が加えられると，フィル
ムの露光・現像後において未露光部はかぶり，露光部
は減感作用を誘発することがしばしば観察される。
ヨウ臭化銀粒子の圧力性に関する報告は，古くは
King ９）, Farnell １０），杉本１１）らによって言及されており，
最近では占部による報告１２）がある。これらを要約すれ
ば，露光前に外部から加えられた圧力による減感作用
は，外的な圧力によって転位が原因の電子トラップが
導入されたことによると説明されている。すなわち，
先に述べたハロゲン化銀結晶粒子での潜像形成効率に
非常に重要な役割を果たしている転位は，外的応力に
対する性能変化の支配要因となっていることが示唆さ
れる。
高感度でありながら圧力耐性に優れるハロゲン化銀
乳剤の開発は，潜像形成効率を高め，かつ外的応力に
よる構造変化を起こしにくい乳剤設計のための最適な
設計とその制御を行うことで実現可能となっている。

5.2 DIR 技術
イメージシャープネスにとって重要なのは，エッジ
強調であることはよく知られている。
DIR 技術による鮮鋭度の向上について，佐々木６），須賀８）
らの研究報告を参照していただきたいが，今回の New
Super F シリーズでは，高感度映画用カラーネガフィルム
としては初めて，従来のスーパー DIR カプラーに加え
て当社独自の 2 段タイミング DIR カプラーを新たに採用
した。Fig. 15 に示すように，これまでの DIR カプラーに
対して，2 段タイミング DIR カプラーは，2 段階の反応
を通じて現像抑制剤を放出するように設計されており，
この反応速度を精密に制御することにより，現像抑制
剤の放出タイミングをコントロールし，よりエッジ強
調することが可能となる。
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Fig. 15 Edge profile formed with DIR coupler

Fig. 16 に新旧 F-500 のエッジ効果の比較を示すが，図
から明らかなように，New F-500 のエッジ効果が大きく
なっており，これによりイメージシャープネスを向上
している。

Fig. 16 Edge effect achieved by F-500

5.3 イエローフィルタ−用固体分散染料
New F-500, F-250/F-250D では，イエローフィルター固
体分散染料を新たに導入し，画質性能の向上を達成し
ている。従来，イエローフィルター層にはコロイド銀
を使用してきたが，その吸収がブロードで長波側に不
要な吸収があるために下層の感度を損なっていた。イ
エローフィルター固体分散染料を採用することにより，
長波側の不要な吸収による感度のロスを解消し，その
結果，感度／粒状比の改良を可能にしている。

6. おわりに
映画産業は，世界的に配給収入が増加し続けている
こと，衛星放送の多チャンネル化により映画ソフトへ
の需要が増加し続けることなどから，今後も成長し続
けるものと思われる。また，最近の映像制作ではデジ
タル技術との融合がさらに進み，現実にはあり得ない
映像がフィルム上に簡単に実現され，一作品中で重要
かつ時間的にも大きな部分を占有するようになってき
ている。映画産業は，この仮想体験（Virtual Reality）を
通じて夢を売る娯楽産業としてさらに発展していくと
予想される。
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今後も，映画が映像文化の中核であり続けるために，
映画用カラーネガフィルムの高感度・高画質化を追求
するとともに，映画制作の変化にも適応したフィルム
の開発にも邁進していきたいと考えている。
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New フジ G カラーフィルム Super FA-FC/FT の開発
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Development of New FUJI G-COLOR FILM SUPER FA-FC/FT
Hidekazu SAKAI* and Yasuhiro HAYASHI*
Abstract
In September 1998, Fuji Photo Film Co., Ltd. released a new color display material, “New FUJI G-COLOR
FILM SUPER FA-FC/FT”. This display material, as the first commercial product in the world, can be used for
a variety of exposure methods including not only contact and enlarging projection, but fast, digital scanning
with laser. This paper reports strategies and technologies in the development of this color display material.

1. はじめに
1998 年 9 月に弊社より発売された「New フジ G カラー
フィルム Super FA-FC（フジクリアー）／ FT（フジト
ランス）」
（海外名： FUJITRANS CRYSTAL ARCHIVE
DISPLAY MATERIAL）は，世界に先駆けて，従来の密
着焼き付けや引伸機を用いた露光システムが要求する
比較的低照度長時間の露光領域から，各種レーザー走
査露光装置などが要求する著しい高照度短時間の露光
領域まで，高品質の画像を安定に提供できるカラー感
光材料である。
本報告では，その設計思想および技術内容について
説明する。

2. 商品化のねらい
近年のコンピューターの急速な発達と安価化による
デジタル画像処理技術の発展と普及は，コマーシャル用
写真作製の現場を一変させつつある。一つの画像を作り
上げるのに必要な複数の画像の合成やロゴなどの合成は，
従来，覆い焼きや多重露光のような複雑で時間のかかる
方法で行われていた。ところが，最近ではこれらが
コンピューター上で比較的容易かつ短時間にできるよう
になった。それに伴い，コンピューター上で作製した
デジタル画像を表示媒体として，最も高画質なハロゲン
化銀感光材料に記録したいという要求が生まれ，それに
応える形でデジタル画像を直接ハロゲン化銀感光材料に
記録できるレーザー走査露光装置，および専用のハロ
ゲン化銀感光材料が開発された。しかし，過渡期である
現在，多くのラボは従来型の露光システムと新しい露
本誌投稿論文（受理 2000 年 1 月 18 日）
* 富士写真フイルム（株）足柄研究所
〒 250-0193 神奈川県南足柄市中沼 210
* Ashigara Research Laboratories, Fuji Photo Film Co., Ltd.
Minamiashigara, Kanagawa 250-0193, Japan
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光システムが共存している。ここでは，それぞれの方式
に応じた 2 種類のハロゲン化銀感光材料を準備する必要
があり，特に透過観賞用ディスプレープリントフィルムの
ような小量しか取り扱われない品種においては，在庫
管理などの煩雑さが生ずることになる。そこで，われ
われは従来からの密着焼き付けや引伸機を用いた露光
システムにおいて今まで以上の高画質を有し，かつレー
ザー走査露光装置を用いたデジタル画像データを直接
露光するシステムにおいても優れた濃度再現域および
階調再現性を有した，ユーザーの意向を忠実に再現で
きる高画質の透過観賞用ディスプレープリントフィル
ムの開発に着手した。

3. 本感材の設計思想と特徴
本感材の開発に当たって，以下の 2 点を満たす感材の
具備すべき性能を考察した。
① レーザー走査露光システム（以下，デジタル露光
と称する）および従来の引伸機などの露光システム
（以下，アナログ露光と称する）の両者に対応す
ること
② コマーシャル用途を目的とした透過観賞用ディ
スプレープリントフィルムとして，従来のアナ
ログ専用感材を越える画質を有すること
その結果，以下の 8 点に注目し，設計を行った。
（1）広い露光時間範囲で感度，階調の変動が少ないこと
（2）ハイライトからシャドーまでグレイ階調が整って
いること
（3）色再現性がより鮮やかであること
（4）純色のシャドーディテールが十分に再現できること
（5）ハイライトのぬけが良いこと
（6）文字品質が高いこと。すなわち，鮮明でにじみの
ない文字を表現できること
（7）画像堅牢性に優れること
（8）潜像安定性に優れること
以下，それぞれの注目点について説明する。
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3.1 感度，階調の相反則性の改良
アナログ露光に最適化された従来のハロゲン化銀感
光材料をレーザー走査露光装置で露光した場合，得ら
れた画像はアナログ露光の場合に比べ，最大発色濃度の
低下や階調の軟調化が生じる。これは以下の理由による。
レーザー走査露光装置では生産性を上げる観点から，
1 画素あたりの露光時間はきわめて短いものとならざる
を得ず，実用装置では 10−4 秒〜 10−7 秒の露光に相当する
時間となる。これは，アナログ露光の露光時間が 100 秒
オーダーから 1/10 秒オーダーであることから見ればきわ
めて短い。従来のハロゲン化銀感光材料に使用している
ハロゲン化銀乳剤は，アナログ露光の露光時間範囲で

性能が出るように設計されており，このような短時間
露光下では感度，階調の相反則不軌が大きくなる。した
がって，上記のような性能の劣化が生ずるのである。
そこで，本感材ではこの相反則特性を，従来に比べ
一段と優れるように設計した乳剤を使用した。すなわち，
これまでにない広い露光時間範囲で不軌の少ない安定
した相反則特性を実現することで，アナログ露光が要求
する低照度長時間露光域からデジタル露光が要求する
高照度短時間露光域まで，安定に高品質な画像を得る
ことができた。Fig. 1 に本感材の相反則特性を示す。従来
品（Fig. 2）に比べ，大きく改良されていることがわかる。

Fig. 1 Reciprocity performance of New FUJI G-COLOR FILM expressed by HD curve

Fig. 2 Reciprocity performance of the previous type expressed by HD curve
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3.2 整ったグレイバランスの実現
従来型のアナログ露光において，ハイライトから
シャドーまでのバランスの取れた自然な調子再現性を
実現することは観察感材設計の基本であり，特に背景
画像としてグラディエーションを使うことが多いコマー
シャル分野で用いられる感材では重要である。この点
において，本感材は従来のものと比べ，一段と優れる
ように設計した。また，デジタル露光においてもハイ
ライトおよびシャドー部の階調制御は難しいものである。
それゆえ，アナログ露光で階調バランスの取れた設計
にすることは，デジタル露光におけるハイライトおよ
びシャドー部においても階調バランスの取れた自然な
仕上がりが実現できる。

の両立ができる。Fig. 3 に補色発色の有無による，赤色
物のプリント画像の差を示す。後述する STR 技術による
補色発色機構を導入した本感材は，シャドーディテール
の再現性に優れていることがわかる。

3.3 鮮やかな色再現の実現
コマーシャル分野で用いられるディスプレイ画像は，
観察者の注意を引くためにより鮮やかな色再現が求め
られる。また，デジタル露光システムの画像ソースと
なり得る，コンピューターを利用した画像処理がなさ
れた画像や数値演算にて作製された画像（いわゆる CG）
の表現において，鮮やかな色再現性の実現は効果的で
あり，重要なファクターとなる。この点も十分考慮し，
従来からの当社 V カプラー導入によるマゼンタ系の色
のみならず，緑，青，黄色なども忠実性が上がり，自然
でより鮮やかな再現が可能なように設計した。これに
より，ディスプレイに適した彩度の高い仕上がりはも
ちろん，CG のなかに見られるような高彩度の画像にお
いても，制作者の意図に沿った仕上がりを得ることが
できる。

A : Current type
(with STR technology)

B : Comparative sample
(without STR technology)

Fig. 3 Shadow area rendition in red-tone images

3.5 ぬけの良いハイライトの実現
高品質の画像を得るためには，画像中のハイライトの
再現性は重要なファクターである。そこで，ハイライ
ト階調および階調バランスを最適化するとともに，未
露光部（白地）の白色度の向上を行い，ハイライトのぬ
けを向上させた（Fig. 4）。この面でも高画質の画像が安
定して得られる。
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3.4 純色のシャドーディテール再現の実現
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Old Type
6

b*

一般的に，透過画像の純色における高濃度部は色素
量差が色濃度差として観察されにくく，シャドーディ
テールが十分に表現されないことがある。特に，彩度の
高い色再現を得るために高彩度の色材を用いた場合，
この現象は顕著になる。この場合，彩度の高い色再現と
シャドーディテール再現性の両立は，純色の高濃度部に
補色を発色させることで解決できる。アナログ露光に
おいては，露光時にこのような操作をすることは困難で
あり，感材側にこのような仕組みの導入が必要となる。
他方，デジタル露光システムでは，このことを考慮し，
意図的に補色を発色させる露光がなされるため，感材
側での補色発色の仕組みは不要であるばかりか，場合に
よっては，ある濃度以上の画像中に急激に補色が入り，
不自然な画像となる現象（トーンジャンプ）の原因と
なる。本感材では，補色発色の方法と発色量を最適化し，
アナログ露光とデジタル露光の両者で最適なシャドー
ディテールの再現性が得られる設計とした。これにより，
鮮やかな色再現性を犠牲にすることなく，アナログ露光
画像における十分なシャドーディテールの再現性とデ
ジタル露光時におけるトーンジャンプのない自然な画像

New FUJI G-COLOR FILM
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Fig. 4 Hue of unexposed area in processed films(FT type)

3.6 文字品質の改良
コマーシャル分野の画像において，画像中の文字の
役割は非常に大きい。したがって，文字を鮮明に表示
することはきわめて重要である。これを実現するために，
アナログ露光で用いられるネガ感材やインターネガ感
材の色材の吸収スペクトルはもちろん，レーザー走査
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露光装置の露光波長も考慮した上で，露光時のイラ
ジェーションやハレーションを抑え，得られる画像の
鮮鋭度を高くする設計とした。これにより，あらゆる
露光条件下で鮮明な文字が実現できるとともに，オリ
ジナル画像の持つ情報を余すことなく再現することが
できる。

3.7 最高レベルの画像安定性
高画質の画像を長時間提供することは，写真感材に
託されたタスクの一つと考える。この面では，フジカラー
ペーパーで培った色像安定化技術を継承することで，
世界最高レベルの色像安定性を発揮するように設計した。
これにより，Fig. 5 に示されるように，ディスプレイに
要求される厳しい条件下での長時間の展示においても
画像濃度の低下が少なく，また，白地の変化の小さい
鮮やかな画像品質を保ち続けることができる。
1

Density(D)

0.9

0.8

4.2 AVC 技術（Advanced V-Coupler Technology）
カラーペーパーの色再現性を画期的に向上させた，
V-カプラー技術をさらに発展させた AVC 技術（Advanced
V-Coupler Technology ：カプラーの分子構造中に，発色性，
色相，発色色素安定性，処理安定性を高める効果のある
分子構造を組み込む技術）に基づく新 V-カプラーを導入
した。これにより，鮮やかな色から重厚な色まで，リ
アルに再現できる。

4.3 ハイブリッド画像安定化技術
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Color Patch at Density of 1.0
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Fig. 5 Light fading characteristics of dye images

3.8 優れた潜像安定性
ラボにおける品質の安定性およびプリントの生産性
を維持するために，前述の特徴を持たせつつ従来品と
同様に優れた潜像安定性を具備させた。これにより，
ラボにおいて安定に高画質な画像を生産することがで
きる。

4. 本感材を実現した技術内容
以下に本感材に導入した主な技術について解説する。
本感材はこれらの技術を含め，従来のカラーディスプ
レイ材料やカラーペーパー開発で得られた技術やノウ
ハウを結集して開発した。

4.1 PCL 技術（Photoelectron Controlling
Technology for Laser Exposure）
レーザー走査露光時のようにハロゲン化銀乳剤粒子に
高照度光が短時間照射された場合，粒子上に非常に高
密度な光電子が発生する。従来のハロゲン化銀乳剤では
この光電子を効率よく感光核に集めることができず，
このため，従来のカラーディスプレイ材料ではデジタル
露光時に高濃度が出にくいという問題があった。新しい
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フジカラーディスプレイ材料では，フジカラーレーザー
ペーパーで培った LPC 技術（Laser induced Photo-electron
Controlling Technology ：ハロゲン化銀乳剤上に高濃度に
発生する光電子を精密に制御し感光核に効率よく集中
させる技術）を導入することで，デジタル露光において
ハイライトからシャドーまでの豊かな階調を安定に再現
できるようになった。また，この技術はアナログ露光に
用いられる低照度光を比較的長時間照射する露光にお
いても，露光時間に対する感度および階調の安定化に
有効である。これにより，デジタル露光とアナログ露
光のいずれの露光方式においても高画質を実現できる。

このディスプレイ材料には，フジカラーペーパーで
培ったハイブリッド画像安定化技術を導入した。この
ハイブリッド画像安定化技術は，V-カプラーに代表さ
れるカプラー自身の優れた性能に加え，その性能を最
高に引き出す YSS 技術，VSS 技術および PPC 技術で構
成されている。
（1）YSS 技術（Yellow-coupler Super-Stabilizing Technology）
イエロー色素画像の安定性に対し，従来，シアン
カプラーに適用していたポリマープロテクト型カ
プラー分散技術を発展，応用し，さらに退色を促
進させる要因を除去する YSS 技術を組み込んだ。
この技術により，イエロー色素の熱，湿度，およ
び光に対するすべての堅牢性を向上させている。
（2）VSS 技術（V-coupler Super-Stabilizing Technology）
マゼンタ色素画像の光堅牢性に対し，異なる機能
を持った色画像堅牢化技術を組み合わせた VSS 技
術を組み込んだ。この技術により，V カプラーか
ら形成されるマゼンタ色素の全濃度領域にわたっ
て，光堅牢性を飛躍的に向上させている。
（3）PPC 技術（Polymer-Protected Cyan-coupler Technology）
色再現性と発色性に優れ，熱，湿度および光のす
べてに対して安定な新シアンカプラーを導入し
た。このカプラーにポリマープロテクト型カプラー
分散技術を組み合わせることにより，熱，湿度お
よび光堅牢性を，さらに向上している。

4.4 STR 技術（Saturated Color Tone Reproduction）
アナログ露光とデジタル露光の両者で最適なシャドー
ディテール再現性を得るため，従来のカラーディスプ
レイ材料やカラーペーパー開発で培った STR 技術
（Saturated Color Tone Reproduction ：高濃度域において補
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色の発色を促す技術）を最適化して導入した。これに
より，アナログ露光，デジタル露光ともに，色の鮮や
かさと，繊細なシャドーディテール描写の両立を実現
している。

5. まとめ
現在，イメージング分野は急速な発展と変革の渦中
にあるといえる。この点で，本報告で述べてきた「New
フジ G カラーフィルム Super FA-FC/FT」は従来方式で
あるアナログ露光と新しい方式であるデジタル露光の
両方式に高度に対応した，現在の変革期の中できわめて
有用かつユーザーメリットに優れた商品であると考える。
銀塩写真は，過去 100 年以上の歴史の上に成り立ち，
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現在においても色再現性や調子再現性を含めた総合的な
画像再現性で他方式の追随を許さない優れた画像再現
手段である。この優れた方式をさらに高度化していくと
同時に，次々に生まれる新技術に柔軟に適用させ，イ
メージング分野の変革に対応する独創的な商品を展開
すべく，さらなる挑戦を続けていきたい。
最後に，本感材を開発する上でご指導を頂いた方々，
およびご協力を頂いたすべての方々に感謝の意を表し
ます。
（本報告中にある フジ ， FUJI は富士写真フイルム
（株）
の商標です。
）
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画像耐光性向上新タイプ TA ペーパーの開発
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Development of a New Type of TA Paper
with a Superior Image Stability to Light
Shojiro SANO*, Kazumori MINAMI*, Akira IGARASHI*
and Masanobu TAKASHIMA*
Abstract
A new direct thermal full color recording system named “TA” (Thermo Autochrome) has been
developed. The TA system creates high quality continuous tone full color prints without accompanying any
waste such as an ink ribbon or an ink cartridge. In addition, the color image remains stable when brought
into contact with oil and plasticizer. This is because the color image of TA paper is formed within
microcapsules directly on the base paper with no transfer of coloring agents.
In this paper we will describe the light stability improvement technology for TA print. It is well known
that ultraviolet light adversely affects on the dye image stability. But in the case of TA which utilizes
ultraviolet light for image fixing, one cannot provide an UV absorbing layer until the completion of color
image formation. Therefore, an ultraviolet absorber generating layer was incorporated in the new type of TA
paper. This layer includes a precursor of UV absober capable of forming a UV absorber by the action of
light. Further, a layer with a low oxygen permeability was provided beneath the imaging layer to suppress
photo-chemical oxidation of image-forming dyes by oxygen. By adopting these two technologies, we have
succeeded in developing a new type of TA paper that can provide prints with an improved light stability.

1. はじめに
TA システム（Thermo Autochrome system）は，直接感
熱記録方式で濃度階調表現が可能な高画質フルカラー
プリントシステムであり，1994 年市場導入された。

TA ペーパーは支持体上にシアン，マゼンタ，イエロー
の 3 色の発色層を積層した構成になっている。TA ペー
パーはペーパー中に発色に必要な成分をすべて含んで
いるので，インクリボン，インクカートリッジなどの
消耗品を補給する必要がない。一方，この TA ペーパー
の特徴は，耐光性，とりわけ地肌の耐光性に関しては
不利なものとなる。本報告では，TA ペーパーの耐光性
を大幅に向上させた新技術について説明する。

2. TA ペーパーの構成と記録原理
TA ペーパーの層構成を Fig. 1 に示す。支持体上にイ
エロー，マゼンタ，シアンの三層の感熱記録層を有し，
最上層は耐熱保護層である。熱感度は上層のイエロー
が最も高く，支持体に近いシアン層が最も低くなるよ
Heat-resistant Protective Layer

Photo 1 TA Printer TX-70 and TA Paper
Yellow Layer (Diazo + Coupler)

本誌投稿論文（受理 1999 年 9 月 20 日）
* 富士写真フイルム（株）富士宮研究所
〒 418-8666 静岡県富士宮市大中里 200
* Fujinomiya Research Laboratories
Fuji Photo Film Co., Ltd.
Oonakazato, Fujinomiya, Shizuoka 418-8666, Japan
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Magenta Layer (Diazo + Coupler)
Cyan Layer (Basic Leuco Dye +
Phenolic Compound)
Base Paper

Fig. 1 Simplified cross-sectional view of TA paper
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うに設計されている。さらに，イエロー，マゼンタの
両層は，ジアゾニウム塩化合物とカプラーを発色成分
とする光定着型感熱記録層であり，イエロー層は 420nm
で，マゼンタ層は 365nm の紫外線で別々に定着が可能
である。シアン層は画像記録が最後になり定着の必要
がないので，塩基性ロイコ染料とフェノール誘導体か
らなる感熱記録層となっている。
ジアゾニウム塩化合物はカプラーとよばれる化合物
と反応しアゾ染料を形成する。一方，その吸収波長に
相当する光を照射することにより分解，カプラーとの
反応性を失う（Fig. 2）
。ジアゾニウム塩化合物はこのよ
うな特性を備えているものの，反応活性が非常に高い
ため，室温でもカプラーとの反応を起こしてしまう。
この反応を防ぐため，ジアゾニウム塩化合物はマイク
ロカプセル化され，カプセル壁によりカプラーや有機
塩基と完全に隔離される。カプセルとしてはポリウレ
タンポリウレアからなる熱応答性マイクロカプセルが
使用され，熱感度はカプセル壁のガラス転移温度によ
り調整される。発色層がガラス転移温度以上に加熱さ

Fig. 2 Diazonium salt compound reactions

れると，カプセル外のカプラーがカプセル内に浸透しジ
アゾニウム塩化合物とカプラーの発色反応が起こる
（Fig. 3）
。
TA ペーパーの各記録層がこのような機能を備えてい
ることにより，以下の手順でフルカラー記録を行うこ
とができる（Fig. 4）
。
① 低熱エネルギー（15 〜 40mJ/mm2）によるイエロー
画像の記録
② 420nm の紫外線によるイエロー画像の定着
③ 中熱エネルギー（40 〜 75mJ/mm2）によるマゼンタ
画像の記録
④ 365nm の紫外線によるマゼンタ画像の定着
⑤ 高熱エネルギー（75 〜 130mJ/mm2）によるシアン
画像の記録

Fig. 3 Heat-responsive microcapsule

Fig. 4 Image-forming process of the TA system

FUJIFILM RESEARCH & DEVELOPMENT (No.45-2000)
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3. 耐光性改良技術
3.1 UV プレカーサー層の導入
一般に，耐光性改良には UV 吸収層を設けるのが有効
である。しかし，TA ペーパーの場合，UV 吸収層を設
けると紫外線によるジアゾニウム塩の分解が阻害され
定着が不十分になってしまう。Fig. 5 は 365nmUV ラン
プの照射時間とマゼンタ発色濃度との関係を示してい
る。UV 吸収層があるとマゼンタ層の定着性が著しく低
下することがわかる。

Fig. 7 Absorbance change of UV absorber precursor at 340nm
caused by xenon lamp exposure

Fig. 5 Effect of the ultraviolet absorber layer for the magenta
color forming layer fixation

くなってしまう。種々の水素供与体を使用したときの，
光照射時間と UV 吸収能（340nm の吸光度）との関係を
Fig. 7 に示す。水素供与体としては，ハイドロキノン誘
導体，ヒドラジド誘導体，フェニドン誘導体，フェノー
ル誘導体，アスコルビン酸誘導体などが挙げられるが，
中でもハイドロキノン誘導体の効果が特に大きい。Fig. 8
に水素供与体としてハイドロキノン誘導体を用いたと
きと，水素供与体を用いないときの UV プレカーサーの
キセノンランプ（390W/m 2）照射によるスペクトル変化

この問題を解決するため，われわれは新たに UV プレ
カーサーを開発した。UV プレカーサーとは，ベンゼン
スルホニル基などの保護基の存在により光照射前は UV
吸収能がないが，光照射により保護基がはずれて UV 吸
収能を有する UV 吸収剤へと変換されるものである。
Fig. 6 に UV プレカーサーの UV 吸収剤への変換スキー
ムを示す。光照射によりベンゼンスルホニル基が脱離
し，残基が UV 吸収剤へと変換される。

Wavelenght (nm)

b) With
Hydrogen Donor

Fig. 6 Typical ultraviolet absorber precursor and its conversion
scheme to the ultraviolet absorber

この反応において水素供与体が重要な役割を果たす。
水素供与体が脱離により生じたラジカルに水素を与え，
UV 吸収剤を効率よく生成する。もし，水素供与体が存
在しないと，光照射により生じたラジカルから種々の
副生物を生成し目的とする UV 吸収剤への変換効率が低
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Wavelenght (nm)

Fig. 8 Comparison of the spectrum change of the UV absorber
precursor with or without hydrogen donor
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Fig. 9 Improvement of light stability by introducing an UV absorber precursor layer

を示す。光照射前は UV プレカーサーは 340nm に吸収を
もたないが，ハイドロキノン誘導体を用いたときは光
照射と共に 340nm の吸収が速い速度で増加する。この
ことは UV プレカーサーが光照射により迅速に UV 吸収
剤に変換されていることを示している。一方，水素供
与体を用いないときは UV プレカーサーの 340nm の吸収
の増加速度は遅い。UV プレカーサーと水素供与体はオ
イルに溶解しマイクロカプセル化されて，UV プレカー
サー層用に調整される。
UV プレカーサー層導入による画像および地肌の耐光
性向上効果を Fig. 9 に示す。画像耐光性は十分改良され
ている。Fig. 9 a) にはイエローの画像耐光性を示すが，
キセノンランプ（390W/m2）96 時間照射（屋外ばっ光 40
日に相当）後の画像残存率は 90 ％以上である。地肌着
色については Fig. 9 b) に示すように，改良はされている
もののまだ不十分なレベルである。地肌着色は，紫外
線をほぼ完全にカットしても可視光照射により生ずる
のである。

Fig. 10

Relationship between background coloration and
oxygen permeability of base paper

FUJIFILM RESEARCH & DEVELOPMENT (No.45-2000)

3.2 酸素遮断層の導入
可視光による光酸化反応を防止するため，支持体と
発色層との間に酸素遮断層を導入することを検討した。
酸素透過性が低いことで知られているポリビニルアル
コール（PVA）を用いて，酸素遮断層の地肌着色改良効
果を確認した。Fig. 10 に種々の PVA 層を設けた支持体
の酸素透過性と地肌着色との関係を示す。酸素透過性
は，25 ℃，50 ％ R.H.条件下で酸素電極法により測定した。
Fig. 10 の横軸には酸素透過性の指標としての酸素の還
元電圧を用いており，値が大きいほど酸素透過性が大
きいことを意味する。Fig. 10 は，酸素透過性を低くす
るほど光照射による地肌着色が少なくなることを示し
ている。その後の検討結果より，酸素遮断層としては
PVA より酸素透過性の低い雲母／ゼラチン層を採用し
た。
Fig. 11 に UV プレカーサー層と酸素遮断層とを導入し
た新タイプ TA ペーパーの地肌着色を示す。新タイプ

Fig. 11 Background coloration of the new type of TA paper
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TA ペーパーの地肌着色は旧タイプより大幅に改良され，
長時間ばっ光されても問題ないレベルである。Fig. 12
に新タイプ TA ペーパーの層構成を示す。

る TA ペーパー本来の特徴，簡易，安価，無廃棄物であ
ることに加えて，転写方式に比較して溶剤や薬品に対
して画像が堅牢である点も評価されている。これらの
特徴を生かし，フルカラープリント市場で TA ペーパー
の用途が今後ますます広がることが期待されるが，そ
のためにもさらに高い画像保存性技術を開発していき
たい。

参考文献

Fig. 12 Simplified cross-sectional view of the new type of TA paper
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230 万画素小型デジタルカメラ FinePix2700 の開発
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Development of 2.3M Pixel Small Digital Camera FinePix2700
Koji SAGAE*, Yoshihiko SATO* and Akihiko SASAKI*
Abstract
Fuji Photo Film has developed a new Digital Camera FinePix2700. FinePix2700 is composed of an
interline 2.3 million square pixel CCD, dual RISC processors and a digital signal processor LSI. Automatic
control mechanisms for image exposure, focusing and flash firing are built-in, too. The FinePix2700 Digital
Camera combines the simplicity of 35mm compact cameras with a superior image quality.

1. はじめに
近年パソコンを核としたマルチメディアが急速に発
展し，これに伴い映像入力装置であるデジタルカメラ
の市場も急激に拡大している。昨年はメガピクセルの
CCD を搭載したものが市場の半数以上を占め，民生用
デジタルカメラも高画質への変身を遂げてきた。
こうした市場の動向を先取りして，230 万画素 CCD
を搭載した，超高画質かつ超小型軽量で低価格のデジ
タルカメラ FinePix2700 を開発した。以下，FinePix2700
の概要と主な特長について述べる。

と，操作性向上のため操作釦類および液晶をすべて背
面に配置し，小型軽量でありながら高画質かつ操作性
の良さを実現した。

2. FinePix2700 の概要
FinePix2700 は昨年発売した FinePix700 の縦形デザイン，
ホールド性の良さを踏襲しており，さらなる改善ポイ
ントとしてレリーズの位置を低くし，操作性の向上を，
また，レンズバリア搭載による安心感の追求を図った
（Fig. 1 に FinePix2700 の外観を示す）
。
高画質化に対しては，新たに開発した 230 万画素
1/2inch 正方画素 IT 方式 CCD と，記憶色重視の色再現性
を確保するために分光特性の最適化を図った光学フィ
ルターの採用により実現している。
操作時間の高速化は 82MHz の高速 RISC-CPU を 2 基
搭載しているほか，ソフトの最適化を行い，起動時間は
もちろん，撮影インターバルも大幅に短縮した。また，
高い質感を持つスタイリッシュなアルミ合金製ボディ

本誌投稿論文（受理 1999 年 10 月 1 日）
* 富士写真フイルム（株）電子映像事業部 設計部
〒 351-8585 埼玉県朝霞市泉水 3-13-45
* Engineering & Designing Div.
Electronic Imaging Products Div.
Fuji Photo Film Co., Ltd.
Senzui, Asaka-shi, Saitama 351-8585, Japan
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Fig. 1 FinePix2700

3. FinePix2700 の特長
3.1 230 万画素 CCD
新規開発の 1/2inch 総画素 230 万画素（有効画素 216 万
画素）正方画素 IT 方式 CCD を民生用デジタルカメラで
初めて採用した。本 CCD は IT 方式であるため，メカ
シャッターを採用し，CCD 特有のスミアの発生を抑え，
高品質な撮影画像を提供している。
光学フィルターは G ストライプ R/B 完全市松方式の
原色フィルターを採用し，分光特性の最適化を果たし
たことにより，記憶色重視（緑色，肌色，空の色をより
写真的な表現へ近づけた）の色再現を実現している。

3.2 高性能フジノンレンズの採用
6 群 6 枚のレンズ構成と，リアフォーカス方式の採用
により，小型でありながら光学全長 26mm の薄型化を
達成した。また，ディストーションも 0.3%以下と性能
的にも 230 万画素 CCD の実力を余すことなく活かしきっ
ている。
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さらに，FinePix2700 では，レンズを保護するために
電源 ON/OFF で開閉する電動レンズバリアを採用し，携
帯時の信頼性を高めた。

3.3 オート技術
誰にでも簡単に高画質を提供するために FinePix2700
では撮影状況に応じてすべての設定を全自動で行う
AUTO モードと，撮影者の意図を反映させ，露出やスト
ロボの明るさ，およびホワイトバランスを設定できる
マニュアル撮影モードを採用した。
AUTO モードでは，その場の光量や色情報を認識して，
あくまで自然なホワイトバランスで撮影できる｢シーン
自動認識ホワイトバランス｣を採用し，あえてストロボ
を使わず，その場の雰囲気を大切にし撮影場所の雰囲
気を損なわない撮影を可能にした。
AF は，CCD AF により高精度で高速な AF を実現した。
FinePix2700 では 9cm（名刺サイズ）〜∞まで高精度な
オートフォーカスを達成した。
WB はマニュアル撮影モードの中にあり，通常の晴れ
モード以外に，日陰，蛍光燈 1，蛍光燈 2，電球のホワ
イトバランス設定を選択可能にしている。このような
固定式としたのは，忠実に自然色を撮影できるように
するためである。
ストロボはオートストロボで，自動発光・赤目軽
減・強制発光・強制 OFF が選択できるようになってい
る。また，日中シンクロ撮影や夜景をバックに撮影で
きるスローシンクロ撮影も搭載している。

3.4 高速化技術
FinePix2700 では，より快適な操作感を追求するため
に，DRAM を内蔵した 82MHz の RISC-CPU を 2 基搭載
すると共に，画像処理回路を徹底的に高速化すること
により，驚異的な起動スピードと，ストレスを感じさ
せない撮影インターバルを実現した。
また，高速化のかたわら消費電流を極限まで減らす
ことにより，FinePix2700 は小型充電式リチウムイオン
バッテリーを新たに開発し，製品の小型化を実現した。

3.5 画質設定
Quality は，FINE/NORMAL/BASIC の 3 モードを備え，
さなざまな用途に対応できるようになっている。
ファイルサイズは通常 1,800 × 1,200 画素であるが，
ユーザーの用途に合わせ，インターネットでの利用や
画像転送したい場合などは小さいファイルサイズが要
求される。これに応えて FinePix2700 では，1,280 ×
1,024，640 × 480 画素のモードも備えている。本モード
は 1,800 × 1,200 の画像データから 1,280 × 1,024，640 ×
480 の画像データを生成するので，通常の SVGA，VGA
画素サイズのデジタルカメラよりもはるかに高画質の
SVGA，VGA サイズ画像を得ることができる。

3.6 操作性
誰にでも簡単に操作できるよう大きなモードダイヤ
ルでフルオート撮影や再生などよく使うモードを簡単
に選択でき，しかもその他表示液晶やマクロ切り換え
釦など，すべて背面に配置することにより徹底的に使
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い易さを追求した。
さらに，FinePix2700 では OSD に GUI を採用し，見た
目のわかり易さも考慮している。本体の外装は，高い質
感を持つスタイリッシュなアルミ合金製ボディを採用
し，小型化，軽量化（230 ｇ）を実現するだけでなく，レ
リーズ釦位置を低くすることでグリップ性も向上させ
た。また，超高密度立体設計基板および専用部品の開発
により超小型化（80 × 97.6 × 33mm）を達成した。また，
見やすい 2 インチ 13 万画素低温ポリシリコン TFT 液晶
モニターや使い易いモードダイヤルと十字キーを採用
した。

3.7 電池寿命
新たに開発した小型充電式リチウムイオンバッテリー
は，公称 1,100mAh の高容量の上，メモリー効果がない
ので継ぎ足し充電が可能である。FULL 充電状態で約
250 ショット以上（液晶モニター OFF，ストロボ使用率
50%時）の撮影が可能なため，電池切れの心配なく撮影
に専念できる。万一，本体の電源を切り忘れたとして
も，無操作状態 2 分でパワーセーブモードに入るので知
らぬ間に電池が無くなったという事態も回避できるよ
うになっている。さらに，本体内充電機能を採用して
いるため，手軽に充電が可能である。
また，バックアップ電池にポリアセン二次電池を採
用することで，主電池なしで 1 時間以上内部メモリーの
バックアップを実現した。

3.8 リムーバブルメディア
従来機と同様 FinePix2700 においても，記録メディア
として SmartMedia を採用しているので，撮影枚数の多
いヘビーユーザーでも SmartMedia を準備すればいくら
でも撮影可能となる。当社では，2M/4M/8M/16M/32M
の SmartMedia のラインナップを揃えており，さまざま
なユーザーニーズに対応している。SmartMedia は，
Flash Path，PC CARD リーダーなどを介してノートパソ
コンや，パソコンに直接画像を取り込むことも可能で
ある。また，本体を使用し PC カードアダプターでパソ
コンに直接画像を取り込むことも可能である。
SmartMedia には，JPEG 方式で画像が記録されている
ので特別なソフトがなくても，パソコン上で画像を開
くことができる。さらに，当社では Exif ファイルフォー
マットを採用しているので，画像とともに，サムネイ
ル・撮影日時・露出条件も自動的に記録される。また，
SmartMedia に記録された画像は F-DI サービスによって，
銀塩プリント並みの高画質なプリントサービスが受け
られる。

3.9 その他の機能
本来の撮影系の機能としては，デジタルカメラならで
はの試し撮り撮影が可能なプレビュー機能や× 1.2，
× 2.5 撮影を搭載している。また，再生系の機能としては，
4 倍までの再生ズームやマルチ再生，自動再生，モノク
ロ，セピア，美肌−色白，美肌−日焼け，シルバーク
ロス，リサイズ機能と DPOF に対応し，本カメラで F-DI
サービスのプリント注文ファイルの作成機能など多彩
な機能を搭載した。
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4. 電子回路
4.1 回路構成
FinePix2700 のブロック図を Fig.2 に示す。新規開発し
た IT（インターライン）方式 230 万画素 CCD を採用し，
アナログフロントエンド LSI，信号処理・ CPU 周辺回路
を搭載したデジタル信号処理 LSI，DRAM 内蔵 RISCCPU 二基で構成される。
CCD は G ストライプ R/B 完全市松のカラーフィルター
を搭載した 230 万画素 1/2inch IT 方式を採用した。デジ
タル信号処理には 0.25μm プロセスで 17mm 角の 256pin
CSP（Chip Size Package）
，DRAM 内蔵 RISC-CPU は 14 ×
20mm 100pin の QFP を採用した。
消費電流は，S1 スタンバイ動作時が最大消費電流と
なり，信号処理 LSI が 90mA，RISC-CPU は 200mA × 2
で，低消費電力を実現するためにムービー時は RISCC P U の 一 基 を ス タ ン バ イ モ ー ド に す る こ と に よ り，
FinePix2700 では液晶モニター ON，ストロボ使用率
50 ％の測定条件下で 80 枚以上の撮影が可能であり，230
万画素でありながら低消費電力を実現した。

4.2 動作説明
本カメラの基本動作である記録／再生は，RISC-CPU
と信号処理 LSI を中心に実現している。
ムービー動作中には，TG によって CCD が 1/15 秒で駆
動され，相関 2 重サンプリング回路を通り A/D 変換器
で 10bit デジタルデータに変換後，信号処理 LSI に入力
される。
CCD データは，信号処理 LSI にて 10-8bit に変換され，
逐次 DMA 転送され 1 フィールド分の CCD データが
RISC-CPU 内の DRAM に格納される。その後，映像同期

Analog
Front-End

信号に同期しながら DRAM から読み出され，YC 変換さ
れてビデオ信号として出力する。それと同時に，次の
CCD データが RISC-CPU 内の DRAM に格納される。し
たがって，ムービー画像は 1/15 秒ごとに更新されてい
る。また，その間の垂直ブランキング期間を利用して
AE/AWB 制御も実行される。
撮影時には，A/D 変換された 10bitCCD データは，
RISC-CPU 内の DRAM をより高効率的に処理させるた
め，16bit に変換した後，DMA によって DRAM に格納さ
れる。
1 フレーム分の CCD データを 10-16bit 変換し，2 つの
DRAM 上に分割して格納される。格納された CCD デー
タ（約 2.6MB）は再度数ライン分読み出され，信号処理
LSI にて YC 変換後，再度 DMA を使って DRAM 上に格
納される。格納された輝度信号と色差信号は，ソフト
ウエアで JPEG 圧縮され，次の数ライン分が上記同様に
読み出され，繰り返し同様の処理が施される。
1 フレーム分の CCD データがすべて JPEG 圧縮された後，
Exif Ver.2.1 に準拠した記録フォーマットで SmartMedia
に記録される。
AE/AF に関しては，上記処理前に CCD データを取り
込み，検出，演算，制御を行い，シャッター半押し状
態で AE/AF ロックされる。AWB に関しては，上記で撮
影された CCD データより検出，演算，制御を行う方式
を採用しており，実際に撮影された画像を分析してよ
り精度の高い，適切な AWB を実施している。
再生時には，SmartMedia に記録された圧縮画像デー
タを RISC-CPU 内の DRAM に取り込み，ソフトウエア
で間引き伸長し，RISC-CPU 内の DRAM 上に VGA サイ
ズで展開する。その後，信号処理 LSI に転送し，再生画
像を表示する。

VBS
A/D
RS-232C

Signal Processing LSI
256pin-CSP
17mm

TG

SmartMedia
µ-COM

ROM

RISC-CPU
100pin-QFP
10 20mm

RISC-CPU
100pin-QFP
10 20mm

Fig. 2 Block diagram for FinePix2700
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Table. 1 Specification of FinePix2700
項 目
撮像素子
記録メディア
記録方式
記録画素数
撮影感度
レンズ
焦点距離
絞り
ファインダー
露出制御
ホワイトバランス
撮影可能範囲
フォーカス
シャッター
液晶モニター
ストロボ
ビデオ出力
デジタル入出力
電源
外形寸法
本体質量
付属品

仕
様
1/2 インチインターライン方式 230 万画素（総画素）
・正方画素原色 CCD
スマートメディア（3.3V，4/8/16/32MB）
JPEG 準拠（Exif Ver.2.1）DCF（Design rule for Camera File system）対応，DPOF 対応
1,800 × 1,200 ピクセル/1,280 × 1,024 ピクセル
（拡大撮影・リサイズ時のみ）/640 × 480 ピクセル
ISO120 相当
フジノン単焦点レンズ
f ＝ 7.6mm（35mm カメラ換算 35mm 相当）
F3.2/F8 自動切り換え
実像式光学ファインダー
TTL64 分割測光プログラム AE（マニュアル撮影時：露出補正可能）
オート（マニュアル撮影時： 6 ポジション切り換え可能）
標準：約 50cm 〜∞ マクロ：約 9cm 〜 50cm
オートフォーカス（マクロ切り換えあり）
1/4 秒〜 1/1,000 秒（メカニカルシャッター併用）
2 インチ低温ポリシリコン TFT カラー液晶モニター 13 万画素
調光センサーによるオートストロボ 最大約 2.5m
NTSC 方式（専用ジャック）
RS-232C/RS-422
充電式リチウムイオンバッテリー NP-80（付属）
80（幅）× 97.6（高さ）× 33（奥行き）mm（突起部含まず）
約 230g（NP-80，スマートメディア含まず）
充電式リチウムイオンバッテリー，AC パワーアダプター，ハンドストラップ
専用ビデオケーブル，使用説明書，保証書

５．まとめ
昨年はメガピクセルのデジタルカメラが大ブレイク
し，機能競争，コスト競争が激化したが，高画質化へ
の波は今年に入ってからますます激しくなる。
FinePix2700 は他社に先駆け，230 万画素 CCD を搭載し
ただけでなく，小型，低消費電力，高速，高画質のバ
ランスの良いカメラに仕上がった。最後に本開発を進
めるにあたり，ご指導頂いた当社電子映像事業部長
飯島執行役員及び関係各位に謝意を表します。
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230 万画素小型デジタルカメラ FinePix2700 の開発
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デュアルフォーマットレンジファインダーカメラ
TX-1 の開発
佐藤

徳次 *

Development of TX-1,
the Dual Format Rangefinder Camera
Tokuji SATO*
Abstract
Fuji Photo Film Co., Ltd. launched a new 135mm film range-finder, dual format camera [FUJIFILM TX-1]
and it’s interchangeable lenses [TX45mm F4 and TX90mm F4] on September 1998. Jointly working with
HASSELBLAD (Victor HASSELBLAD AB:SWEDEN). Fuji actively markets and distributes TX-1 in the
Japanese market, while HASSELBLAD concentrates on the rest of the world with it’s own brand (Xpan).
The goal of the joint development was to achieve an excellent image quality and camera durability expected
by professional photographers as well as by serious amateurs. TX-1 is also expected to provide an additional
creative input into image making. The following features are key to the success :
1) Top quality specification ensures superb image quality;
・ The dual-format facility providing a full panorama 24 × 65 mm format as well as the conventional
24 × 36 mm format on the same film
・ A specially designed interchangeable lens system with high quality performance covering 65mm,
similar to medium format
2) Variety of manual operation capabilities;
・ Basic design for manual focusing and mode dial operation
3) Sophisticated materials and design;
・ The aluminum cast in a sophisticated titanium crust realizes a lightweight, strong body highly
resistant to shock and corrosion

1. 概要
1998 年 9 月に，二重像合致式レンジファインダータ
イプ，フルパノラマ対応デュアルフォーマットを搭載
したレンズ交換式カメラ TX-1 を発売した。本機は，
スウェーデンの VICTOR HASSELBLAD 社との共同開発
であり，海外では，ハッセルブラッド XPan の名称で，
国内では富士写真フイルム（株）が TX-1 の名称で販売す
ることとした。
開発コンセプトは，プロ写真家，カメラ愛好家が求
める本格的な高画質，高級カメラの開発で，新しい写
真領域を充足することである。
本誌投稿論文（受理 1999 年 9 月 14 日）
* 富士写真フイルム（株）光学機器事業部 開発部
〒 351-8585 埼玉県朝霞市泉水 3-13-45
* Product Planning & Development Div.
Optical Products Div.
Fuji Photo Film Co., Ltd.
Senzui, Asaka-shi, Saitama 351-8585, Japan
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この条件を達成するための施策は次のとおりである。
① 最高の映像表現を得る高画質
・デュアルフォーマットによる標準（24 × 36）と
フルパノラマ（24 × 65）の切り替えを採用
・高画質なレンズ交換式カメラ

Photo 1
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② 使いこなす楽しみのあるマニュアル操作
・マニュアルフォーカスとダイアル操作を基本
③ 飽きのこない高品位
・チタン外装とアルミダイキャストボディを採用
（Photo 1）

特徴である横長ボディをしっかりとホールドさせる
ために，デザイン上のポイントとなるグリップには細
心の注意を払い，造形，ラバー素材に皮のテクスチャー
を加え，滑りを無くした。フロントグリップには，別
売附属品の天然木ウォールナット製ウッドグリップと
の交換を可能にし，道具としての魅力を演出した。グ
リップ取り付けの専用ステンレスねじをデザインのア
クセントとした。
外装は，対衝撃性，耐蝕性に優れた高級感のあるチ
タンを採用した。ダイヤルおよびその他のパーツには，
ダイカスト，アルミ，ステンレスを要所に使用し，金
属の心地よい感触と音，剛性感，高精密感のある品格
を持たせ， 長く所有し，実用機としてよく使うカメラ
を目指した（Fig. 1）
。

2. 各部の機構と特長
2.1 外観デザイン・基本レイアウト
不変の魅力を備えたカメラをコンセプトに造形から
材質の選択と処理，アクセサリーに至るまでこだわり
ある 道具 として仕上げた。
スタイリングは，レンジファインダーカメラのオー
ソドックスな形態を継承し，各所に黒塗装パーツを配
置することで全体を引き締めた。
上面ダイヤルは，親指での操作を前提とした造形と
し，表示は視認性の高い黒地に白文字とし，撮影状況
に素早く確実な対応ができるようにした。
Table 1 Fujifilm TX-1 Specification
項
目
形式
画面サイズ
使用フィルム

仕
様
35mm 判，距離計連動フォーカルプレーンシャッターカメラ
標準画面： 24 × 36mm フルパノラマ画面： 24 × 65mm
135 フィルム
標準
フルパノラマ
36EXP
36 枚
20 枚
24EXP
24 枚
13 枚
12EXP
12 枚
6枚

撮影レンズ

スーパー EBC フジノン バヨネット交換式
① 1 : 4 f=45mm
（6 群 8 枚構成）撮影距離 0.7 〜∞，フィルター径 : φ 49mm
② 1 : 4 f=90mm
（7 群 9 枚構成）撮影距離 0.7 〜∞，フィルター径 : φ 49mm
・ 標準サイズ（24mm × 36mm）画角
45mm : 対角 51.4 °，長辺 43.7 °
90mm : 対角 27.0 °，長辺 22.7 °
・ フルパノラマサイズ（24mm × 65mm）画角
45mm : 対角 74.4 °，長辺 71.0 °（35mm 判相当 f=25mm）
90mm : 対角 41.8 °，長辺 39.5 °（35mm 判相当 f=50mm）
＊ 絞り : F4 〜 F22 0.5 ステップ刻み
レンズフォーカスリングと連動する二重像合致式距離計
採光式ブライトフレーム（自然光）ファインダー パララックス自動補正
視野枠： レンズ交換により，45mm，90mm 自動切り替え
標準／フルパノラマ切り替えつまみで標準，フルパノラマ
切り替え
倍率 ： f=45mm ： 0.45 倍 f=90mm ： 0.66 倍
視野率； 85 ％以上
ファインダー内表示：露出インジケーター ＋○− の LED 照明
シャッター幕面ダイレクト測光
連動範囲： Ev4（F4）〜 Ev（F22）
（ISO100 時）
絞り優先 AE，マニュアル
± 2Ev 1/2 ステップセット
0.5Ev，1.0Ev 選択 標準→アンダー→オーバー
DX オートセット，マニュアルセット，ISO ： 25 〜 3200 1/3 ステップ刻み
順装てん，プレワインド式，自動巻き上げ，自動巻き戻し
給送モード： S（シングル）
，C（コンティニアス）

距離合わせ
ファインダー

露出制御
撮影モード
露出補正
オートブラケット
フィルム感度
フイルム給送
フィルムカウンター

カメラ上部液晶表示部に残数表示（バックライト照明付き）
最終コマ巻取り後 E 表示
標準・フルパノラマ自動切替（フルパノラマ時，P 表示）

液晶表示

裏蓋に表示
フィルム感度，シャッタースピード，オートブラケット，総ショッ
トカウンター，電池警告マーク，オートブラケット設定時残数不
足警告，セルフタイマーマーク，バックライト照明付き

電源
その他

リチウム電池 CR2 × 2 本（6V）
ホットシュー，シンクロソケット，ケーブルレリーズソケット，
三脚ねじ穴，フィルム在否確認窓

寸法・重量

ボディ単体 : W166 × H82 × D51mm 720g（電池別）
レンズ 45mm : φ 60 × 40（フランジ面から）mm 全長 47mm 235g
レンズ 90mm : φ 60 × 66（フランジ面から）mm 全長 73mm 365g
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Fig. 1 Mechanism arrangement

2.2 ファインダー
ファインダーは採光式ブライトフレーム付きの逆ガ
リレオタイプを採用した。ファインダー，距離計の光
学系の構成を図に示す（Fig. 2）
。

Fig. 2 Finder unit

距離計は実像式で，測距窓から入射した光を反射ミ
ラーで反射させた後，ダハプリズムで上下反転して反
射させ，可動測距レンズで視野枠と同位置にある測距
マスク上に結像させる。したがって，測距マスクの輪
郭がクッキリ見え，測距像がマスクの境界までクリア
に見えるため，二重像合致のみならず，測距部境界で
はスプリットイメージとみなすことができる。この場
合には副尺視力を用いることができるため，高い測距
精度が得られる。距離計の基線長は62.2mmあり，ファイン

デュアルフォーマットレンジファインダーカメラ TX-1 の開発

ダー倍率は，45mm 時 0.45 倍，90mm 時 0.66 倍で f45/F4，
f 90/F4 に対して十分な距離分解能を有している。
視野枠は 45mm 用の標準，フルパノラマ，90mm 用標準，
フルパノラマの 4 種類がある。45mm と 90mm のフレー
ム切り替えは，レンズ交換をすることにより，レンズ
マウントバヨネット部の切り欠き部と，カメラマウン
ト側に設けたレバーが連動し，接眼レンズが切り替わ
る倍率変更と，視野枠切り替えを自動的に行う。また，
標準，フルパノラマの切り替えは，ファインダーアイ
ピースの右側にある標準/フルパノラマ切り替えレバーに
より，フィルム露光部のマスクと視野枠の切り替えを
行う。もちろん，距離合わせに連動する，パララック
ス自動補正機構も搭載した。
ファインダー視野率は 45mm 標準/フルパノラマとも
に至近 0.7m で 100 ％，∞で 85 ％，90mm 標準/フルパノ
ラマ至近 1m で 100 ％，∞で 85 ％を確保した。
視野枠の採光には，多段式の凹面鏡と視野枠直前の
プリズムを用いて，効率良く採光するように構成した。
視野像，距離計像，フレームともに視度は，−1dpt に
設定し，通常視力では最適な認識性が得られる。また，
別売品として，アイピース交換式の視度補正レンズ
は＋2dpt，＋0.5dpt，−2dpt，−3dpt，−4dpt の 5 種類を用意
した。
これらの機能，性能を成立させるために，
① パノラマ画面に対応した広角ファインダーの見え
をよくするために，7 個所に高屈折率ガラスレン
ズを採用
② 温度変化および経時変化での距離計ズレを無くす
ために，ファインダーケースに金属ダイキャスト
を採用
③ 距離計像の見えの良化，測距精度，フレームの切
り替え精度，パララックスの補正精度を実現させ
るため，各部の部品精度を上げるとともに，11 個
所に及ぶ調整機構を設けた（Fig. 3, Fig. 4）
。

Fig. 3 Switching mechanism of finder
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Fig. 4 Field of view frame

2.3 露出制御
露出動作は，絞り優先 AE，マニュアル露出の 2 種類
から撮影状況に応じて選択できる構成とした。
測光は撮影レンズを通った光を，シャッター幕面中
央部の白色の塗装部で反射させ，カメラ底面にある
S P D（ シ リ コ ン フ ォ ト ダ イ オ ー ド ）で 受 光 す る T T L
（Through The Lens）方式の，実絞り中央部重点平均測光
である。
測光値より算出されたシャッタースピードは，レリー
ズの半押しにより背面（裏蓋部）の LCD に表示する。さ
らに，ファインダー内には LED により露出状態を表示す
る。絞り優先 AE に設定したときは，測光完了時，連動
範囲内は，ファインダー内 LED の ○ が点灯し，連動
範囲外では， − または ＋ が点滅し警告を発する。
マニュアル露出では，適正露光時は絞り優先 AE と同様
に ○ が点灯し， −○ または ○＋ が同時点灯
するように絞り値を設定すると，適正露出に対して
0.5EV ずれていることを示す。それ以上露出誤差がある
と， − または ＋ の点灯となる。連動範囲外では，
− または ＋ の点滅になる。シャッターボタン半
押し操作が維持されたままであれば AE はロックされる。
半押しを解除すると 10 秒間測光が繰り返される。
絞り優先 AE 時のシャッタースピード制御は，1/12EV
ステップで分割制御し，露出精度を上げた。ただし，
LCD に表示されるシャッタースピード値は，1/2 ステッ
プ刻みとなる。
レンズキャップを付けたまま，測光をするとファイン
ダー内の − が点滅して警告し，レンズキャップを
取り付けたままの撮影を未然に防げる。
シャッターを切ると，ファインダー内の点灯してい
る LED がシャッター作動に連動して，シャッター作動
時は消灯し，ファインダーを覗いている状態で，シャッ
ターの切れた瞬間が判るように配慮した。
露出補正は± 2EV で 1/2 ステップ刻みの補正が可能で
ある。また，AEB 機能（オート エクスポージャー ブ
ラケティング）を搭載し，3 駒自動露出補正を可能とし
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た。AEB は，± 1/2EV または± 1.0EV の選択が可能
で，標準→アンダー→オーバーの順で撮影する。露出
補正と AEB を併用した場合は，露出補正をした値を標
準としてオートブラケットが働く。
フィルム感度は，DX フィルムによる自動感度設定と
マニュアルにより，ISO25 〜 3200 まで 1/3 ステップ刻み
でセットができる（Fig. 5，Fig. 6）
。
Synchro terminal

示する。
撮影途中で標準からフルパノラマに切り替えた時は，
3 パーフォ分フィルムを送り，フルパノラマから標準に
切り替えたときは，規定パーフォ数より多く戻した後，
送り動作をし，常に一定の方向で停止することで，給送
精度を上げ，画面間隔を一定保持できるようにし，同一
フィルム内での画面サイズ混在を可能にした（Fig. 7）
。

Reset circuit
DC/DC
converter

EL drive circuit

Shutter

Control circuit

Switches
Motor control
circuit

Battery check circuit

Light metering Film loading
circuit
block

Fig. 5

Shutter block

Shutter drive Film advance
motor
motor

Electronic circuit block diagram

Fig. 7 Picture size switching mechanism

2.5 シャッター

Fig. 6 Angle of view characteristics

2.4 給送制御
給送方式は，フィルムを装填すると，初めにフィルム
を巻き取り室側に巻き取り，撮影終了ごとにパトローネ
に収納するプレワインド方式である。
給送制御は，フィルムレール面の上部に設けたフォ
トリフレクターで，フィルムのパーフォレーションを
検出し制御する。フィルム装填後，プレワインドをす
ることにより，使用フィルムの全パーフォレーション
数のカウントを行う。標準サイズでは 1 駒 8 パーフォ，
フルパノラマサイズでは 1 駒 14 パーフォを使用するの
で，全パーフォ数から画面サイズに対応するパーフォ
数を演算し，撮影可能枚数として表示する。シャッター
作動が終了すると，設定されている撮影モードのパー
フォ数分の 1 駒送りをし，残りの撮影枚数を LCD に表
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シャッターは，TX-1 専用に開発した 35mm 判フルパ
ノラマ対応の電子制御式フォーカルプレーンシャッター
を搭載した。
シャッター速度は，B，8 秒から 1/1,000 秒まで選択可
能とした。
基本のシャッター形態は，既存の高速一眼レフカメ
ラ用 1/8,000 秒の制御部を搭載し，シャッター幕には横
長（35mm 判の約 2 倍）の羽根群を開発設計した。この高
トルクの制御部を使い，慣性質量の大きな羽根の駆動
を 1/1,000 に留めることにより，余裕のある制御を可能
にし，クイックリターンミラーの衝撃音のない，レン
ジファインダーカメラの特長を生かす，静かなカメラ
に仕上げた。
レンジファインダーでレンズ交換式カメラに搭載す
ることを考慮し，シャッターチャージ時に，先幕（先羽
根群）と後幕（後羽根群）の両方が画面を覆う二重遮光方
式を取り入れ，遮光性を高め信頼性の向上を図った。
シャッター動作は，シャッターボタンを押すと，
シャッターチャージモーターによりシャッターを待機
位置から露光可能位置へ移動する。露光可能位置で
シャッターチャージモーターは停止し，先幕がスター
トする。その後，測光値より算出されたシャッタース
ピードの時間経過後，後幕がスタートする。露光が終
了すると，シャッターチャージモーターによりシャッ
ターを露出終了位置から待機位置まで移動する。

デュアルフォーマットレンジファインダーカメラ TX-1 の開発

また，測光は，レンズを通った光を幕面に反射させ
検知する TTL ダイレクト測光方式とし，先羽根群のレン
ズ側表面に白色の測光用塗料を塗布し，安定した測光
ができるようにした（Fig. 8，Fig. 9）
。

・ 十分な周辺光量を確保するため，カメラのマウト
でのケラレなどを避け，望遠タイプとし，望遠タ
イプでありながらパノラマ時に標準レンズ並みの
画角（横画面画角 39.5 ° 35 ｍｍ判相当 50mm）を達
成した。
・ 近距離での収差の悪化を補正するために，前玉繰
り出し方式（フロントフォーカス方式）を採用し，
無限から至近まで良好な画質を得る。
（Fig. 10，Fig. 11，Fig. 12）

Fig. 8 Shutter construction
Fig. 10 Lens construction f45mm/F4 8 elements in 6 groups

Fig. 9 Shutter mechanism
Fig. 11 Lens construction f90mm/F4 9 elements in 7 groups

2.6 交換レンズ
45mm，90mm の特長
・ SUPER EBC コーティングより，透過光量の向上，
フレアー，ゴーストを防止した。
・ 非点収差，コマ収差を有効に補正し，コマ収差を
小さくし，絞り開放から画面全域にわたり安定し
た解像力，コントラストの画質を実現した。
・ ディフォーカス像の色収差も考慮し，柔らかい自
然なボケ味が得られ，絞り込み時の自然なボケ味
を出すために，円形絞りに近い 9 枚の絞り羽根を
採用した。
・ フルパノラマ時，24 × 65mm の広いアパーチャー
を持つにもかかわらず，ファインダーのケラレを
無くすため，光学系，鏡胴ともにコンパクト化を
実現した。
＊ f=45mm（フルパノラマ時，横画面画角 71 ° 35mm 判
相当 25mm）
・ 距離系連動カメラであり，長いバックフォーカスを
必要としないため，収差の補正に有利な，凹レンズ
を前後部に用いた，前後対象タイプとし，歪曲収
差，色収差の低減を図り，十分な周辺光量を確保
した。
＊ f=90mm（パノラマ時 横画面画角 39.5 ° 35mm 判相当
50mm）

FUJIFILM RESEARCH & DEVELOPMENT (No.45-2000)

f=90mm

f=45mm

Fig. 12 Distortions

3. まとめ
市場導入より約 1 年以上経過し，市場の評価ではわれ
われが目標とした性能，品位に対し，ユーザーから高
い評価とご支援を頂いている。
（本報告中にある FUJIFILM ， Fujifilm ， フジノン は
富士写真フイルム（株）の商標です。）
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レンズ付きフィルム「写ルンです」の循環生産システム
鎌田
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祥一 **

Inverse Manufacturing System of
One-time-use Camera “QuickSnap”
Mitsuro KAMATA* and Shoichi UCHIDA**
Abstract
Nowadays, environmental protection has become the most serious concern from the viewpoint of
environmental problem such as earth warming, natural resource exhaustion, and various pollutions. The
conventional economic activity based on mass-production and mass-consumption has been one of the
instigators for such a concern. As a compromise, “Inverse manufacturing” has been advocated. In order to
realize the “Inverse Manufacture” of one-time-use camera “QuickSnap”, Fuji Film started a fully-automated
recycling system in 1992. Since then, we have been practically establishing essential technologies for
recollection and recycling as well as product design strategy consistent with inverse manufacture. In
November 1998, we have completed an “Inverse manufacturing factory” of no precedent in the world, in
Ashigara, applying all the integrated know-hows.
The concept of our “Inverse manufacturing system” consists of ;
① Brand-new “QuickSnaps” from used “QuickSnaps”.
② Initial product planning and design assuming inverse manufacture, and
③ Automation of recycling for efficient achievement of stable product quality.

1. はじめに
レンズ付きフィルム「写ルンです」は 1986 年の発売
以来，いつでも，どこでも，誰にでも手軽に写真が楽
しめる撮影ツールとして多くのユーザーに利用されて
きた。現在，レンズ付きフィルム全体の世界市場は年
間 2 億本を上回る規模にまで成長し，1998 年には，当
社の生産量は累計 6 億本を達成した。レンズ付きフィル
ムは，現像プリントのために，ユーザーの手により写
真店に持ち込まれる。その回収は早いもので販売後数
週間，多くは数ヶ月で回収が可能である。このように，
生産と利用，回収が迅速に行われる「写ルンです」は，
早くから「リサイクル・リユースシステムづくりと省
資源設計」に積極的に取り組んできた。1998 年 11 月よ
り稼動開始した循環生産工場（Fig. 1）はこれまで培って
きたリサイクル技術のノウハウをすべて投入し，リサ
イクル工程から製造工程までを統合した世界初の一貫

生産システムとなっている。本報告は，この循環生産
システムの開発内容についてまとめたものである。

Fig. 1 External view of “Inverse manufacturing factory”

本誌投稿論文（受理 1999 年 9 月 30 日）
* 富士写真フイルム（株）足柄工場 ＬＦ部
〒 250-0193 神奈川県南足柄市中沼 210
* LF Div., Ashigara Factory,
Fuji Photo Film Co., Ltd.
Minamiashigara, Kanagawa, 250-0193, Japan

** 富士写真フイルム（株）足柄工場 生産技術部
〒 250-0193 神奈川県南足柄市中沼 210
** Production Engineering & Development Div., Ashigara Factory
Fuji Photo Film Co., Ltd
Minamiashigara, Kanagawa, 250-0193, Japan
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3. 循環生産とは
これまでの，大量生産，大量消費により，資源は枯
渇の危機に直面している。一方で，消費後の大量廃棄
によるゴミ処理飽和問題が深刻化している。これらを
改善していくために「消費型経済システム」から「循
環型経済システム」への転換が必要と言われている。
地球は循環系として安定を保っており，資源を入手し
て製品を市場に放出するという現在の製造業は持続性
に欠けるという意味で不完全である。すなわち，使用
後の製品を有効に利用し再び新しい製品に再生する
「循環的な製品ライフサイクル」を構築する必要がある。
APS「写ルンです」

4. 「写ルンです」循環生産のコンセプト
「写ルンです循環生産工場」は以下の３点をコンセ
プトとしてシステム開発を進めた。
・「写ルンです」は「写ルンです」へ
・ 設計から始まる「写ルンです」
・ リサイクルの自動化

35mm「写ルンです」
Fig. 2 Line-up of “QuickSnap”

4.1 「写ルンです」は「写ルンです」へ
すなわち，クローズドループのリサイクルの実現
（Fig. 4）である。

2. 循環型商品「写ルンです」
レンズ付きフィルム「写ルンです」
（Fig. 2）は 1986 年の
初代モデルから「撮影後はこのまま現像にお出しくだ
さい」というメッセージを付けて販売してきた。これは，
「フィルムの装填，取り出しを一切行わない，誰にでも
やさしく使えるカメラ」という商品コンセプトに基づ
くスペックであった。この商品スペックが「写ルンです」
の循環性を創り出すキーとなった。すなわち，ユーザー
自ら現像所にカメラを持ち込む回収システムが最初か
ら商品スペックに織り込まれていた。われわれは，現
像所から工場へ戻る回収システムを構築することで，
いわゆる静脈にあたる回収の循環系を構築することが
できた。これに開発時点から循環を考慮した製品設計
とそれを実現する再生技術の開発を進め，現在の循環
型商品「写ルンです」に成長した（Fig. 3）
。

Fig. 4 Closed loop recycling

このように，そのままの機能を生かすリユース重視の
考え方をクローズドシステムのコアコンセプトとして
いる。検査で欠点が発見された部品はリペアしリユー
スユニットとして再生する。残った部材がマテリアル
リサイクルとなる。

4.2 設計から始まるリサイクル
クローズドループシステムを実現するには，企画・
開発段階からライフサイクル全体を捕らえた商品設計
を行うことが最も重要となる。その内容は，省資源の
観点，ユニット化，共通化，材料の統一の観点，設備
適性の観点がある（Fig. 5）
。
Fig. 3 Life cycle of “QuickSnap”

FUJIFILM RESEARCH & DEVELOPMENT (No.45-2000)

29

＜マテリアルリサイクル設計＞
これらユニット部を囲むカバー部材は傷がついたり
汚れたりするため材料に戻して使用するリサイクル
対象となる。リユース，リサイクル設計では材料統一
が重要なポイントとなる。「写ルンです」のボディの
樹脂は初代より同一グレードのポリスチレンの樹脂
を使用しており，世代を超える材料リサイクルが可
能になっている。

4.3 リサイクルの自動化
Fig. 5 Resource saving and reuse-recycling design

＜省資源設計＞
一例としてフィルムの予備スペースを利用して撮影
枚数を 3 枚増やしたことが上げられる。工場で精度
良くフィルムを装填することが可能な「写ルンです」
の特性を活かし，24 枚撮りのフィルムで 27 枚の撮影
が可能になった。また，コンパクト化による省資源
設計では重量，体積ともに現在の製品は初期の製品
の約 1/2 にすることができた。
＜リユース設計＞
Fig. 6 に最新機種「スーパースリムスター」における
リユース・リサイクル部品の構成を示した。主要な
機能部材，本体ユニット，ストロボユニット，レンズ
などがリユース対象で，電池も残留容量をチェック
して残っているものは社内利用している。リユース
設計のポイントはレンズ付きフィルムの構成を基本
機能で区切り，ユニット化することである。発光機
能/フィルム給送機能/シャッター機能/光学機能…など
のブロック化により，機種間の共通設計を図る。「写
ルンです」の構造としては，前カバーと裏カバーで中
身を包み込む通称モナカ構造を採用しており，
・ ・ ・
あんこの部分を保護すると同時に機種間で共通化し，
モデルチェンジ時の変更点を最小限にした設計構造
としている。

大量に，かつ高品質にリサイクルを行うには自動化が
必須である。「たった一度しかないシャッターチャンス
を確実に記録に残す」，これがフィルムの使命であり，
そのための品質保証システムを作り込むことがフィルム
製造の基本と考えている。したがって，リサイクル工
程の品質検査は全数検査を原則としている。ストロボ
ユニットだけで 40 項目の機能検査を最新の画像検査技
術を駆使し高速に行うことで，品質保証と効率生産が
可能となった。この自動化システムが高品質リサイクル
を支え，生産工程に直結する循環生産工場が実現した。

5. 循環生産工場とシステムの構成
Fig. 7 に 1998 年 11 月より稼働開始した循環生産工場
の構造を示した。8 階建工場には「写ルンです」の全商
品を設計開発する技術陣が上階におり，1 階からリサイ
クル品の搬入仕分け→分解検査→生産工程と上階に向
かって製品化する流れとなっている。これらの物流を
併設した自動ラックで管理している。

Fig. 7 Layout of the “Inverse manufacturing factory”

Fig. 6 Components of “Quick Snap”
Fig. 8 Process flow of the “Inverse manufacturing system”
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Fig. 8 に循環システムのフローを示す。枠内が循環生
産工場の機能であり，基本的にすべて自動で処理して
いる。回収された「写ルンです」は，他社品を含め数
十種が混在しており，まずこれを品種ごとに仕分ける。
他社とは相互交換契約を交わしており，他社品は各メー
カに戻している。当社品は分解工程にて分解され，リ
ユース部品と材料リサイクル部品に分けられる。それ
ぞれの部品は適切なクリーニングを施され，リユース
品については機能・外観を検査される。不良と判定さ
れたものでも，不良個所を修理するリペア工程により，
良品として使用可能となる。また，樹脂については，
樹脂再生工程を経て元の原材料と同様の樹脂ペレット
に再生する。これらの再生部品は成形，組立工程に投
入され，再び「写ルンです」として生まれ変わり出荷
される。Fig. 9, 10 に工程鳥瞰図を示す。

の粘着力との関係を示した。このように，粘着強度を
部分的にコントロールする包材設計により接着性と自
動機での剥離性の両立を図ることができた。

Fig. 11 Over-wrapping print on glue surface

Fig. 12 Removal force
Fig. 9 Sorting process

次に，新開発のラベル除去装置について紹介する。
ラベルには予め全幅にわたるミシン目を設けておき，
これを切断する。このとき，同時に一定量のラベルを
めくり起こすように専用のナイフを開発した。また，
ナイフの通る溝を予めボディ側に設けてある（Fig. 13）
。
次に，先述のめくり起こした部分を掴み，ラベルを
引き剥がす。この時，ワークボディを拘束するとシス
テムが複雑となるので，ラベルの剥がれに応じて自由に
ボディが回転できるシンプルな方式を開発した（Fig. 14）
。

Fig. 10 Disassembly and inspection process

6. 各工程技術
循環生産を実現する上で重要なリサイクル工程技術
について，代表事例を紹介する。

6.1 仕分け工程
回収された「写ルンです」はまず，仕分け工程にて
各品種別に仕分け集積を行う。この仕分け工程での重
要な役割は，包装材料の分離である。最新モデルは，
外観にラベルが巻かれている。小型化された本体に，
より密着してスリムさを強調するにはラベルが最も適
している。粘着原反の設計は，リサイクルでラベルを
剥がすか，剥がさず樹脂と粉砕溶融して行うかで異な
る。合成紙を用いたラベルはリサイクル工程で剥がす
設計を基本としている。曲面部は強固に粘着し，かつ
剥がし機で容易に剥がすための製品設計上の工夫とし
て，部分的に糊面印刷を行ったり，成形品表面性状（シ
ボ）を変えることで粘着力をコントロールしている。
Fig. 11 にラベル糊面印刷率を示す展開図，Fig. 12 にそ
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Fig. 13 Design for label removal

Fig. 14 Label removal method
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6.2 レンズ・クリーニング工程
最も汚れを嫌う部品としてレンズクリーニングを例
に取り紹介する。レンズのクリーニングは従来超音波
洗浄で行っていたが，環境負荷を少しでも低減するた
めに拭取り法を開発して実用化している。この方法は
極少量の水道水でレンズ表面を濡らし，ブラッシング
により固着した汚れを浮かせ，特殊なワイピングクロ
スで拭取る方式で，超音波洗浄同等以上の効果を確保
しつつ，表に示すように環境負荷を大幅に低減できて
いる。

にて治療をする仕組みと同じである。
ストロボの例では Fig. 16 のように検査パレットにメモ
リユニットを装備し，ここに検査情報を記録するシス
テムとしている。全検査終了後，メモリ内の情報に基
づいてリペア項目ごとに自動ソーティングを実施する。
リペア項目は約 20 項目に及ぶ。

Table 1 Environmental Impact Comparison
項 目
消費電力（kwh）
排水量（m3）
洗剤使用

新拭取り洗浄
22
0
なし

旧超音波洗浄
58
2.8
あり
（レンズ 1 万個あたり）

クロスは常に新しい部分をフィードできるようテー
プ状としており，これをリール供給・巻き取りとして，
洗濯後再使用可能としている。ただし，テープ状のため
レンズ上で連続的に回転できず，考案したのが Fig. 15
に示す往復回転方式である。
この方法のもう一つの利点は，大がかりな超音波洗
浄設備に代わり，自動検査部との結合により小型のク
リーニング検査一体設備として構成できることである。
これにより，海外リサイクル拠点などで容易にレンズ
リユースを展開できることになる。

Fig. 16 Repair system

修理工程では，不良部品の交換，変形の矯正，汚れ箇所
のクリーニングなどを実施する。部品交換に関しては，
半田付け部品の自動交換装置も実用化している（Fig. 17）
。

Fig. 17 Automated replacement of battery contact

6.4 樹脂再生
Fig. 15 Lens cleaning with wipping cloth

再生樹脂実用化における課題を Fig. 18 に示した。

6.3 リペア工程
検査により不良と判定されたものでも部分的な不良
が多く，その部分を修理すれば使用可能となるものが
多い。この修理工程をリペアと称して，積極的に導入
している。リペアのポイントは，要修理箇所の判定お
よび，実際の修理方法である。
修理箇所特定のために，検査工程において，個々の
ワークごとの検査結果を記憶しておいて，最後にどの
部位がどう悪かったのかを一括判定するシステムとし
ている。言わば，人間ドックで被検者がカルテを持っ
て各検査を回り，その後の検査結果に応じて必要な科
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Fig. 18 Problems for practical use of recycled resin
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6.4.1 品質保証上の課題 1（写真性）
「写ルンです」を再利用する場合，品質上最も懸念さ
れるのは感光材料を感光させる有害物質付着による汚
染である。ユーザーが無意識のうちに付けてしまう付
着物や回収ルートで付着しうる有害物質を想定し，写
真性能への影響調査を広範囲に行った。また，回収品
現物調査より付着する異物の 9 割は，ほこりやタバコ屑
でユーザー取り扱い時の付着であることが分かった。
これらの個体異物はブローにより排除，清浄可能である。
また，回収ルート上での異物付着ケースで写真性上最も
注意すべき有害物質はラボでの写真現像液であるが調
査サンプルでは確認されなかった。
これらの回収ルートも含めた循環経路で付着する異
物も想定し，再生工程では金属検出分離，洗浄を行い
再ペレット化している。再生樹脂は全ロット，水銀濃
度検出器チェックと写真性評価を行い品質保証を行っ
ている。

6.4.2 品質保証上の課題 2（物性/特性劣化）
「写ルンです」はフィルム装填部やカートリッジ取り
出し部がフック爪係合となっており，使用時の落下衝撃
に耐えるカメラ設計が必要となる。また，外観部品の
加飾ニーズからカラー化を実施してきた。これらの耐
衝撃性やカラーの再現性は樹脂リサイクルの重要なファ
クターとなる。Fig. 19 にカラー樹脂での再生樹脂の繰
り返し使用時の耐衝撃性評価結果を示す。

Fig. 20 Resin recycling flow

7. 循環生産の運用・管理
7.1 生産管理
リサイクル工程は製造工程にとって部品や材料の供給
元であるため，生産管理にリサイクル工程からの供給計
画を正確に組むことが必要となる。まず，販売計画から
生産計画立案と同時に回収予測を行い，リサイクル工程
の生産計画を立案する（Fig. 21）
。生産計画にリサイクル
工程からの出荷計画を差し引いたものがバージン品の購
入計画となる。リサイクル工程の原資は回収品である。
変動する回収状況を一元管理する情報システムの導入に
より迅速な計画変更対応が可能となった（Fig. 22）
。

「写ルンです」カラー樹脂リサイクル繰り返し物性解析

Fig. 21 Recollection estimation and production planning

Fig. 19 Characteristic evaluation of recycled resin

繰り返しテストより，物性劣化はほとんど見られず
再生適性があることが分った。成形性への影響懸念と
して，若干のメルトフローレートの変化が見られたが，
確認実験より成形条件変更を必要とするレベルでない
ことが確認された。再生材使用の「写ルンです」が回収
され，再びリサイクル使用される循環系では，再生回
数の管理は難しい。物性劣化保証のため，バージン樹
脂とのブレンドにより品質劣化を防いでいる（Fig. 20）
。
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Fig. 22 Recollection estimation method
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7.2 リサイクル履歴管理
リユース品には，リユース回数のマーキングを実施
しており，新たな回数の回収品を生産に使用する際に
はその都度品質評価し，評価部門の承認を受けるシス
テムとしている。

7.3 製品開発段階での環境アセスメントと循環
フローの検討
「写ルンです」は開発・設計の各フェーズごとに環
境アセスメント評価を実施している（Fig. 23）
。法的対応
はもちろん，新規化学物質の使用，新設備の導入影響
評価，包装アセスメント評価を実施している。
確
基本設計

認
会

フサイクル全体の環境負荷を捕らえ，最も有効な軽減
策を考察し，実施していく。

8.2 設計からデザイン（企画）への展開
循環生産システムでは，その商品と生産システムが
一体化した循環シナリオ作りが重要である。設計段階
よりさらに上流である長期的商品化構想の中に「環境
対応商品」という切り口でのビジョン作りがますます
重要となる。

9. おわりに

検
量産設計

討

量産開始

会

Fig. 24 Cycle of technology

Fig. 23 Recycling design procedure of “QuickSnap”

8. 今後の展開
8.1 LCA 評価と環境負荷低減課題の抽出
「写ルンです」循環生産システムは，その基本ルー
プが構築できたところである。より高い循環性を目指
して，回収率・得率の向上を図りその効率を上げる必
要がある。このためのカメラ信頼性の向上や工程安定
化が今後の課題である。現在，この循環システムの点
検および施策の環境影響度を定量的に捕らえるために
「LCA 評価」をトライアル中である。これにより，ライ
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「写ルンです」の循環生産は「モノの循環」だけで
なく，「技術の循環」という観点を大事にしている。商
品設計から生産，リサイクルへ製品と技術が流れ，そ
して回収された製品からの情報も含め，日々，リサイ
クルから商品設計へ技術のフィードバックが行われる。
このサイクルを太く，早く回すことが，より高度な循
環生産，環境対応商品実現の鍵と考えている。これら
のサイクルを継続させ「高品質リサイクル」の完成を
目指していきたい（Fig. 24）
。
（本報告中にある 写ルンです ， Fujifilm ， APS は富士
写真フイルム（株）の商標です。）

レンズ付きフィルム「写ルンです」の循環生産システム
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Development of Digital Minilab Systems “Frontier 350/370”
Yoshio OZAWA*, Naoyuki MORITA*, Kanenori OCHIAI*, Tomonori NISHIO*, Yoshinori MORIMOTO*,
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Abstract
We have developed full digital minilab systems Frontier 350/370 for photofinishing minilabs. This system
newly incorporates innovative technologies such as the Fujifilm’s proprietary laser exposure technology. F350/370 thoroughly satisfies the levels required for a standard minilab as for cost, installation space and operability,
while also providing an improved print quality and upgraded image processing compared with the previous
generation products through innovative technologies. Further, their expanded capabilities include large size print
output and large format (120/220) film handling. Now that personal computers and digital cameras have become
widespread, digital image service demand is increasing. In response to such a growing demand, F-350/370 has an
optimum system configuration not only for our current digital image service FDi, but also future digital services.
This paper describes the core of F-350/370 resulting from the above-mentioned technical innovations.

1. はじめに
当社は，世界初のフルデジタルミニラボである初代
フロンティアを 1996 年に発売し，レーザー露光技術や
各種画像処理技術による高画質プリントを特徴として
先進的なラボに導入し好評を博した。
今回報告するフロンティア F-350/370 では，初代フロン
ティアの基本技術をベースに新たな革新技術を盛り込
み，一般的なミニラボ店向けの中核となるプリンター
プロセッサーを開発した。
この機械は，コストや設置スペース，また，操作性と
いった通常ミニラボの要求レベルを十分に満足するとと
もに，さらなる高画質化や画像処理技術のレベルアップ
技術を搭載した。また，大サイズプリント適性や 120/220
フィルム適性といった機能の拡充についても実施した。
一方で，パソコンやデジタルカメラの普及によるデ
ジタル画像サービスの要求が拡大しているが，この要
求に対しても当社の FDi サービスというデジタル画像サー
ビス形態に最適なシステムを構築することができた。
本誌投稿論文（受理 1999 年 9 月 30 日）
* 富士写真フイルム（株）宮台技術開発センター
〒 258-8538 神奈川県足柄上郡開成町宮台 798
* Miyanodai Technology Development Center
Fuji Photo Film Co., Ltd.
Miyanodai, Kaisei-machi, Ashigarakami-gun,
Kanagawa 258-8538, Japan
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フルデジタルミニラボの中にはデジタルサービス機
能に重点を置き，本来の写真の機能である画質に対し
ては従来のアナログミニラボより劣った製品もあるが，
アナログ機を超える画質を実現すると同時に各種機能
についても従来機以上という方針で開発し，市場での
評価を高めている。
本稿では以上のような多くの技術革新によって生ま
れた F-350/370 の中核技術について解説を行いたい。

2．システムの概要
2.1 商品コンセプト
F-350/370 の商品コンセプトは「写真プリントサービ
スを全面的にデジタル化する商品」とし，次の基本方
針に従って開発を進めた。
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2.1.1 基本機能について
・ 現行アナログミニラボを超える高画質を実現する
こと
・ 簡単操作で従来機以上の高合格率を実現すること
・ 現行機以上の高能力生産性を実現すること

2.1.2 付加価値プリントサービス対応について
・ リバーサルプリントサービスが可能なこと
・ 大伸ばしプリントが可能なこと
・ 120/220 プリントサービスが可能なこと
・ 白黒/セピアプリントサービスが可能なこと

2.1.3 デジタル画像サービスについて
・ 将来増大するであろうデジタル画像サービスに対
し，十分な拡張性を持ったシステムとすること

3. 入力機スキャナー部
3.1 構成
入力機のスキャナー部は Fig. 1 に記載した構成になっ
ている。各種デジタルメディアやフィルムハンドリン
グが行いやすいようにデスク構造とするとともに，ほ
こりに対する耐性を考慮し撮像系を上方に，光源系を
下方に配置した。
さらに，操作から発する振動や外部からの振動に耐
えうるように，スキャナーの光学系は入力機の本体フ
レームに対し緩衝部材によるフローティング構造とし
ている。また，スキャナーの心臓部となる撮像素子は
高画質を得るため，新規に開発した専用のラインタイ
プ CCD を搭載した。

2.2 商品の構成
F-350/370 は，フィルムから画像を取り入れる入力機
とプリンターおよびペーパー現像機を一体にした出力
機で成り立っている。これは，今後の機能拡張や入力
機と出力機の独立した使用形態に柔軟に対応できるこ
とを目指しているためである。機種構成としては標準
タイプの F-350 と高能力タイプの F-370 を同時開発した。
この構成でのシステム仕様を Table 1 に記載する。また，
入力機と出力機は次のようなブロックで構成されている。

2.2.1 入力機
1）フィルムスキャナー部
2）フィルムキャリア部
3）画像処理部

2.2.2 出力機
1）プリンター部
2）レーザー露光部
3）出力機制御部
4）ペーパープロセッサー部
以下に各ブロックごとの解説を記載する。
Table 1 System Specification
項
入力機

目
方式
対応フィルム
フィルム形態
フィルム種
画像処理

表示
フィルムキャリア

出力機

本体寸法
方式
露光方法
ペーパーマガジン
プリントサイズ

インデックスプリント
搬送方式
処理時間
本体寸法
システム能力
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仕
様
5,000 画素 3 ライン CCD によるフィルム移動スキャ
ン方式
110, 126, IX240, 135, 120/220
ストリップス，ピース，マウント，カートリッジ
カラーネガ，リバーサル，B/W
色再現最適化処理，階調制御，顔表現向上，
ハイパートーン，ハイパーシャープネス，
粒状抑制，赤目修正
他
15 インチ CRT モニター
135 用オート，IX240 用オート，マルチフィルムキャ
リアの 3 種
幅 936 × 奥行 815 × 高さ 1,238
レーザープリンター，プロセッサー，ソーター体型
RGB レーザーによる走査露光方式
（B,G は固体レーザー）
2 個搭載可能
紙幅 89mm 〜 254mm
送り 89mm 〜 381mm
レーザー露光による 1 パスプリント
シート搬送方式
4 分（DRY to DRY）
幅 830 × 奥行 1,708 × 高さ 1,850
135 からＬサイズ同時プリント
F-350 1,300 枚／ H
F-370 1,550 枚／ H

Fig. 1 Image scanner

3.2 光学系
スキャナー部の光学系は以下のような技術を用いる
ことで，高速かつ高画質を実現している。
レンズは，倍率色収差，軸上色収差，像歪みなどの
収差を十分に補正するとともに，出力の必要画素数に
応じて光学倍率を変更可能としている。これにより，
既存のデジタル機では不十分といわれた四ツ切りサイ
ズ以上の大伸ばしでも，十分な読取り解像度を確保す
ることでアナログプリンター同等以上のシャープネス
を実現しており，同時に 110 フィルムからブローニーフィ
ルムまで最適な読取り分解能を得ている。
また，さまざまな厚みのマウントやカーリングによ
る凹凸形状を持つスライドフィルムを精度良く読み取
るため，オートフォーカス機能を搭載し，煩雑な焦点
合わせ操作を行なうことなく，常に最適な結像特性を
得ている。
さらに，結像光学系は，フィルム面からレンズまで
の光路中に上向きの光学部材を一切排除することで，

デジタルミニラボ Frontier 350/370 の開発

デジタル入力機で問題とされるゴミ付きに関してメン
テナンス性の良いシステムにしている。
照明は，十分な S/N で高濃度のネガフィルムを読み取
るため，大光量のスリット照明光学系を新規に開発し
た。光源として安定性の高いハロゲンランプを採用し，
コールドフィルター，光源絞り機構，ネガポジ分光補正
フィルター，拡散ボックスを通して，フィルムキャリア
内のスリット照明部を照明している。ここで大光量の
照明光をフィルムに照射するにあたり，フィルムの温
度上昇を防止するフィルム冷却機構や，フィルム保護
の制御を取り入れ，信頼性や安全性の高いシステムに
している。

3.3 ＣＣＤ
画像入力には専用の 5,000 画素× 3 色 LINE CCD を新
開発し，高画質・高速を両立している。
新開発 CCD および周辺回路の主な特長は下記の点で
ある。
（1）多画素 CCD により大サイズプリントでも十分な
読取り解像度を確保する
（2）広ダイナミックレンジ CCD によりフィルムの情
報を余すところなく読み込むことが可能
（3）高速動作によりノーマルネガでは約 1 秒/フレーム
で読み込み可能
（4）3 色独立の電子シャッター機能による感度可変で
様々な色バランス，濃度のフィルムから高画質で
読み込み可能
（5）オーバーフロードレインによる飽和電荷廃却機能
によりフィルムの任意の濃度域を読み込むことが
できる
（6）顔料フィルター採用により経時劣化のない高画質
な色再現を実現
（7）新開発 ASIC により CCD 各種補正をリアルタイム
で実施し，CCD 性能を引き出すことが可能

チ機構を搭載することにより実現している。
135 フィルムでは，短尺のピース駒で先後端が搬送ロー
ラー部を抜けるときの振動を排除するように，搬送ロー
ラーが徐々に解除や圧着動作が可能な構造を搭載した。
また，光軸部分でのフィルム位置を安定化するため，
搬送路の光軸部が屈曲している屈曲搬送を採用し，ピン
トの維持を実現した。
APS 用キャリアでは，APS カートリッジを不用意に
着脱し画像に悪影響を与えることのないように，完全
なカートリッジフルオートローディングおよびフルオー
トイジェクト機構を盛り込んでいる。

4.2 マルチフィルムキャリア
マルチフィルムキャリアは，リバーサルマウントや
120/220 など多くのフィルム形態のスキャニングを可能
とするため，原稿台移動方式を採用している。これも
多くのスキャニング速度における原稿台の一定速搬送
が要求されるため，高性能の 5 相パルスモーターによる
駆動系を採用している。
さらに，マルチフィルムキャリアの操作性を良くす
るため，小型 DC モーターによるフィルム駒の 1 駒送り
も実現している。

5. 画像処理部
5.1 画像処理アルゴリズムのハード化
画像処理を高速で行ない，かつ低価格で実現するた
めに 13 種 18 個の ASIC を新規に開発した。画像処理部
の構成は Fig. 2 に記載する。

4. フィルムキャリア
フィルムキャリアは，各フィルムタイプに応じて下
記 3 種のフィルムキャリアを選択できるような構成と
している。
（1）135 フィルム用オートフィルムキャリア
（2）APS フィルム用オートフィルムキャリア
（3）リバーサルマウントも含めた各種フィルム対応の
マルチフィルムキャリア

4.1 オートフィルムキャリア
オートフィルムキャリアは，135 用と APS 用の 2 種が
あるが，3 色ライン CCD を搭載した撮像系を採用する
ことにより一定速でのフィルム搬送機能が必要になっ
た。したがって，フィルム搬送は従来のキャリアのよ
うな間欠送りでなく，搬送速度変化を抑えた一定速搬
送を行っている。搬送速度はプレスキャンとファイン
スキャンの違い，さらにフィルム濃度の違いにより変
化させる必要がある。このため，5 相パルスモーターと
高精度な平ベルトおよびこれを切り替える電磁クラッ

FUJIFILM RESEARCH & DEVELOPMENT (No.45-2000)

Fig. 2 Image data processing block diagram

これらの ASIC は，画像処理アルゴリズムをパイプラ
インで構成することにより高速な画像処理を実現して
いる。また，2 次元の像構造処理を 1 次元に分割処理す
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ることにより大幅なコストダウンを達成している。さ
らに，この ASIC の制御には RISC CPU を用い，システ
ムのパフォーマンス向上を図っている。

5.2 画像設計
5.2.1 自動色濃度調整
1 件先読み方式により，条件出し不要の完全 1 チャ
ネル処理を実現している。色補正は 1 件情報をベース
に，異種光源シーンなどでは適応的にコレクションを
上げる処理を行っている。濃度補正は，アナログ機で
実績のある ACCS 方式に，顔抽出，背景除去の技術を
取り入れた。これらの技術により，当社の従来アナロ
グミニラボに対して合格率の向上を実現することが可
能となった。

5.2.2 粒状抑制シャープネス処理
初代フロンティアの色相関方式に加え，新たにモル
フォロジー方式の粒状抑制アルゴリズムを開発した。
これにより，さらに強力な粒状抑制が可能となった。

5.2.3 基本色再現処理
肌とグレーの階調はネガ，ペーパー系の階調をベー
スに，肌はよりハイライトの色のりが良くなるように
設計した。色再現は現シーンに忠実な再現となるよう
に設計した。特にブルーグリーン，グリーン，イエロー
グリーンの忠実性が向上している。

6. 出力機
出力機プリンター装置内レイアウトを Fig. 3 に示す。

6.1 プリンター
6.1.1 ダブルマガジン
多様化するプリントサイズに容易切替可能なダブル
マガジンを設置面積を取らない上下位置に配置してい
る。重量物であるマガジンを載せる台を引出し構造と
し，腰から下の高さに配置することで，マガジン交換
時負担の軽減を図っている。
プリントサイズは，4 ツサイズが可能な 254mm 幅ま
で可能とし，ユーザー要求に応えている。

6.1.2 シートペーパー画像記録
ゴミとなるペーパーロス削減やダブルマガジン短時間
切替を実現するために，まったくロスを発生させない
シート画像記録装置を開発した。
画像記録速度は，300dpi の画像記録をペーパー搬送速度
80mm/s という高速で記録を行うことで，高生産能力を
達成している。記録は 2 対の搬送ゴムローラー間でレー
ザービーム露光を行うツインニップローラー方式を採
用している。
ロスレス化の要点となる画像先端・後端への記録では，
上記ローラーへのペーパー先端突入，ペーパー後端離
間時にペーパーへの負荷・位置変動を発生させ，画像
に濃淡の縞模様となる 画像ムラ を発生させ易い。
後述の押えコロローラーを含め，ニップローラーを突
入・離間の前に上下動させることで，ペーパーへの影
響を最少化させ，ムラを低減させている。
カラーペーパーは一般に環境条件によりカール特性
が変化するために，高さ（深度）方向に浮き上がりレー
ザービーム画像記録位置が変化し， 画像ムラ が発生
し易い。カールを抑え，基準となる搬送ガイドへペー
パーを抑える 押えコロガイド を露光点直近に配し，
カール影響も排除している。
ローラー駆動部分については，高精度 5 相パルスモー
ターとスチールベルト減速・伝達系により，回転安定
性と送り精度を保証している。

6.1.3 ペーパー吸着による多列振分

Fig. 3 Paper path of the laser printer
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汎用である小サイズプリント（例： L サイズ，KG サ
イズ）を高生産能力で処理するため，露光に比べ，低速
なプロセッサー部へ多列に振り分けて投入することで，
小サイズプリント能力を高める振分機構を採用してい
る。振り分けは最大 3 列に行なう。
サイズごとに定められた列数に振り分けを行う機構
を少空間で達成させるために，シートペーパー画像記
録ユニットから送出されたペーパーを吸引し上方へ退避
し，次ペーパーが画像記録ユニットから送出される間に
各列へ振り分けるという新機構を開発した。
この吸着から左右への振り分けは，2 秒弱のサイクル
で実施される高速動作である。振り分けでのペーパー
搬送は左右２列の搬送ベルトを採用し，低速搬送のプロ
セッサーへの調速機構も兼ねており，当部分では，①
シートペーパー画像記録ユニットから送出されるペー
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パーの受け取り，②多列振分，③プロセッサーとの調
速機能をほぼプリントしうる最大送り長さ相当の狭い
空間で 3 機能両立を達成している。
プロセッサー内でのペーパー配置を考慮したペーパー
ハンドリングシーケンス制御を行うことで，CHP 混在
時でも最大限の能力が出せるように設計されている。

8. 出力機制御部
8.1 入力機出力機間通信
入力−出力機間通信は IEEE1394 を採用し，制御情報
は双方向，画像情報は入力機から出力機への片方向であ
る。速度は 200Mbps の高速シリアル通信であり，軽量で
安価なケーブルで大容量の画像データ転送を実現した。

7. レーザースキャナーユニット

8.2 出力機内制御

レーザースキャナーユニットは RGB の各レーザーを
光変調素子により高速変調を行い，それらの 3 本のレー
ザービームを高速搬送されているカラーペーパー上に
ポリゴンミラーと f θレンズで一定速度の走査露光を行
っている。G,B の SHG レーザー光源は弊社独自の個体
レーザー技術を使い，さらにカラーペーパーへの走査
露光用に最適化することにより長寿命と高安定性を両
立している。また，従来機種に比較して以下のような
技術を導入し，より高画質かつ安定な露光を実現して
いる。

プリンターとプロセッサーは，各々 CPU を持ち
RS422 で通信を行っている。プリンター用 CPU はシー
ト搬送制御，フレームメモリ制御，露光制御などを行
い，プロセッサー用 CPU は一連の現像処理（ペーパー
搬送，液温調，補充，乾燥，集積など）を行う。
プリンター部は，画像データを一時保管するメモリ
をもち（F-350:L サイズ 20 枚分，F-370:40 枚分），システ
ムの処理能力向上を図っている。さらに，大サイズ処
理の多いユーザー向けにオプションとしてメモリ増設
も可能としている。フレームメモリコントローラーは
画像の回転/レイアウト編集などを可能とし，画像デー
タは階調処理後 D/A 変換され，AOM ドライバーに接続
される。レーザードライバー部は光源（R:LD，G:SHG，
B:SHG）を一定光量で光らせ，AOM により変調された
光がペーパーに露光される（Fig. 5）
。

7.1 f θレンズの倍率色収差補正
RGB3 色のレーザースキャナーに使われる f θレンズ
は広い波長域（473nm 〜 685nm）での光学性能が要求され
る。特に，倍率色収差は光学的に補正を行おうとする
と，高価な低分散硝材などを使うことになるためコス
トアップとなってしまう。F-350/370 のレーザースキャ
ナーでは f θレンズの光学的な倍率色収差を安価な硝材
で可能な範囲までとし，それ以上の補正は色間の画像
クロックを異なる周波数に設定することにより，3 色間
の色ズレ量を画像上視認されないレベルまで抑制して
いる。また，この方法は f θレンズへの入射角度変化を
従来機より小さくできるので，3 色間の光量シェーディン
グを抑制する効果も同時に実現している。これにより，
安価なレンズコストで色ズレと色シェーディングとも
に従来機比較で半分以下にすることができ，より高品
質な画像を得ることができた。

7.2 ＡＯＭ駆動回路の高安定化
従来，AOM を駆動する回路ではショットキーバリア
ダイオードを用いたダブルバランスドミキサーを使っ
て振幅変調を行っていたが，ダイオードの温度依存性
が問題であった。本装置ではアナログ掛け算用の IC で
振幅変調を行い，その部分に簡易な温調を施すことに
より優れた温度安定性を得ることができた。構成図を
Fig. 4 に示す。

Fig. 4 AOM driver block diagram

FUJIFILM RESEARCH & DEVELOPMENT (No.45-2000)

Fig. 5 Laser printer block diagram

9. ペーパープロセッサー
今回プロセッサーに搭載した新機能を以下に記載する。

9.1 新補充システム｢フジカラーシンプルイット｣
｢フジカラーシンプルイット｣は，｢シンプル＆クリーン
オペレーション｣を基本コンセプトに，｢処理品質の信
頼性向上対応｣および｢環境規制対応｣を付加して開発し
た新補充システムである。このために，次の機能を開
発し実現した。また，補充部の配管系統図を Fig. 6 に示
す。
（1）処理剤補充キット装填管理機能： 1 処理剤キット
の補充液を 111 ㎡のプリント量で，P1/P2A/P2B が
同時に使い終わるように制御することにより，補
充液の一括装填・一括補給を実現した。これによっ
て，補充液の補給作業を容易にし，補給作業回数
を 1/3 に減らすことができた。
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Fig. 6 Replenishment system diagram

（2）自動開栓・自動調液・自動洗浄機能：補充液の補
給が必要な時に，プリント作業を中断せずに自動
的に検知し，処理剤キットを自動的に開栓し，自
動的に水で希釈・攪拌し調液する。また，この希
釈水で処理剤キット容器を自動洗浄・水切りする
ことによって，ユーザーがまったく液に触れずに
補充作業ができるようになるとともに，廃材のリ
サイクルが容易になった。
（3）補充吐出量自動校正機能： P1/P2A/P2B 補充ポン
プの吐出量および調液時の希釈水量を自動校正す
る制御を搭載したことにより，処理液の濃度を常
に最適値に保つことができ，また，ポンプ吐出量
校正作業をなくすることができた。

9.2 処理品質安定化
以下の技術を導入し，F-350 で 10 本/日，F-370 で 15 本/日
の少量処理と，さらなる処理品質の安定化を実現した。
（1）処理タンク・処理ラック界面部の開口面積低減設
計を施し，12 インチ処理現像機にて 98cm2 以下を
達成した。これによって処理液の劣化防止を大幅
に改善できた。
（2）クロスオーバーラック・ローラーで，特殊な工法
を開発し，キャリーオーバー量 28 〜 31ml/m2 以下
を実現した。
（3）蒸発補正機能を搭載し，蒸発によって減った各処
理槽の水量補給を自動的に行い，処理液の濃度を
最適値に保つことができた。
（4）補充タンク界面部のシール機能を搭載し，補充液
劣化・補充水腐敗を防止することができた。
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9.3 クリーンオペレーション化
｢フジカラーシンプルイット｣以外に，クロスオーバー
ラックの自動洗浄機能を搭載し，ラックのガイド・ロー
ラーを自動的に洗浄することによって，毎日終業時の
ラック洗浄作業を週 1 回に減らすことができた。また，
夜間間欠駆動機能を搭載し，未使用時の液中ローラーに
堆積した汚れを自動的に落とすことにより，ペーパーへ
の汚れ付着を防止することができた。

9.4 ペーパー多列搬送方式
処理能力を高めるため，シートペーパーの多列搬送
機能（89 幅： 3 列，102 幅〜 152 幅： 2 列，165 幅〜 254
幅： 1 列）・振り戻し機能・集積機能を搭載した。特に，
処理ラックには，ペーパー搬送時にたわみが少なく，
かつ均一なニップ圧が得られる特殊なローラを開発し，
機能を実現した。
プロセッサーの主要諸元を以下に記載する。
Table 2 Paper Processor Specification
大 項
搬送方式

目

処理速度
処理時間
処理量
補充量
処理タンク容量
補充方式

ラック自動洗浄
振り戻し方式
集積方式

ソーター能力

内
容
多列ローラートランスポート方式
89 幅： 3 列，102 幅〜 152 幅： 2 列，165 幅〜 254 幅： 1 列
F-350 ： 1,221mm/min，F-370 ： 1,652mm ／ min
（Dry to Dry）F-350 ： 4 分，F-370 ： 3 分 45 秒
F-350 ：標準： 40 本／日
F-370 ：標準： 60 本／日
P1 ： 45ml/m2，P2 ： 35ml/m2，PS ： 150ml/m2
F-350 ： P1/P2 12.7L，PS 6.2L
F-370 ： P1/P2 16.5L，PS 8.5L
① カートリッジワンタッチ一括装填・一括補給方式
② カートリッジ自動開栓・自動調液・自動洗浄方式
③ カートリッジ： 111m2 キット（サイズ： 245 × 90 × 315mm）
左右 2 方向噴射式自動洗浄
高速排出＋直行コンベア方式
小サイズペーパー：ソーター集積
大サイズペーパー：大サイズトレー集積
※小サイズ／大サイズの搬送路自動切り替え装置付き
ソーター SU1100Y ： 11 件
ソーター SU2500Y ： 25 件（オプション）
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10. システム拡張
10.1 デジタル化による変化
デジタルカメラからのプリントや，フィルムをデジ
タイズして CD-R を作成するデジタル画像サービス
（FDi サービス）の展開，また，国内大ラボ，海外ラボな
どのように，ミニラボ機を入出力デバイスとした現地
システムの構築要求も増えてきている。当社がシステム
をすべて設計し，保証する時代は去り，むしろ，オー
プンな機器インターフェース，将来にわたる接続互換
性を保証し，柔軟で，拡張性に富んだ，システムアー
キテクチャーを提供することが重要である。当社のデ
ジタルイメージングにおけるフォトフィニッシング事
業拡大は，こうしたシステムの拡張による新たな写真
サービスの開拓にかかっているといえる。

10.2 拡張性の実現
下記３点の実現を目標に，当社標準のデジタルイメー
ジングアーキテクチャー（FDIA）を開発した。
（1）F-350/370 本体と外部システムとの相互接続性
（インターオペラビリティ）の保証

① 接続プロトコルの一貫性
② 色空間 sRGB への統一とプリント色再現保証
③ 周辺デバイスのダイナミックな接続と切断
（2）当社固有の画像処理の隠蔽，共有利用
（3）前記インターフェースの公開によるシステム拡大
の連鎖

11. まとめ
デジタルミニラボ F-350/370 の商品化によりデジタル
を生かした機能の拡張だけでなく，写真品質の大幅な
向上が可能となった。
この機械の普及によりミニラボ店のさらなるサービ
スの拡張が推進され，写真画質の向上も大いに期待さ
れる。とはいっても，デジタルミニラボは大容量の画
像データを高速にハンドリングするために，大規模で
高度な半導体回路が必要となり，どうしてもアナログ
タイプのミニラボより高コストとなり易い。この点に
ついて今後改良を進め，よりコンパクトで低コストは
もちろんのこと，さらに機能の拡充を行ったデジタル
ミニラボの研究を進めたい。
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双方向型 WWW 対応画像データベース「pixabase」の開発
太田 義則 *，田中 圭介 *，手島 篤司 *
菅沼 陽史 *，羽田 典久 *，卜部 仁 *

Development of Image Database System “pixabase” with
Bi-directional Communication capability on the Internet / Intranet
Yoshinori OOTA*, Keisuke TANAKA*, Atsushi TESHIMA*,
Youji SUGANUMA*, Norihisa HANEDA* and Hitoshi URABE*
Abstract
In June 1999, Fuji Photo Film released a new digital image database system “pixabase”. “pixabase” has
designed for Internet and Intranet users. Thus, by using this system, a digital image of a huge data quantity
becomes sharable on a wide network. Of course, “pixabase” has a rich flexible access control system
considering the safety of image data. Furthermore, this system has many custom-build functions which can
effectively satisfy various user requirements. For example, it can customize data label and user interface, and
moreover the image processing module can be replaceable. This paper reports the prominent features of
“pixabase” system and related technological developments.

1. はじめに
医療業界をはじめ建設，損保，報道などさまざまな
業界において，デジタルカメラの業務への利用が急速
に広がっている。そのような中，大量に撮影され蓄積
されていく膨大な量のデジタル画像を効率的に管理で
きる汎用画像データベースシステムが注目されつつあ
る。従来の画像データベースは，導入ならびに管理運
用の容易さ，規模への対応などすべての条件を備えて
いるものがなく，それが画像データベース普及の大き
な障壁であった。今回，開発した pixabase はそれら
の条件を満たし，かつ様々な業界の業務に適用できる
汎用性を備えた本格的な画像データベースシステムで
ある（Fig. 1）。さらに，業務フローの効率化とデジタル
カメラのモバイル性を重視し，画像データを，どこか
らでも登録ができ，どこからも閲覧できる機構を備え
るため，システムの基本的な GUI ならびにデータ通信
機 能 は ， H T T P（ W W W 対 応 ）を 基 本 に 設 計 し た 。
pixabase は，従来の画像データベースでは専用のクラ

本誌投稿論文（受理 1999 年 10 月 7 日）
* 富士写真フイルム（株）電子映像事業部 開発部
〒 351-8585 埼玉県朝霞市泉水 3-11-46
* Products Plannning and Development Dept.
Electronic Imaging Products Div.
Fuji Photo Film Co., Ltd.
Senzui, Asaka-shi, Saitama 351-8585, Japan
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イアントアプリケーションが必要だった機能をすべて
ブラウザ上で行えることが最大の特長である。蛇足で
はあるが，標題の双方向型 WWW 対応画像データベー
スの双方向型とは，画像については，従来閲覧が中心
であった WWW システムをクライアント側からも画像
データの登録を可能にするシステムに拡張したという
意味で名づけたものである。

Fig. 1 Image database system “pixabase”

2. 開発の背景
1997 年 11 月から実験サービスを行っているインター
ネットデジタルプリントサービス Internet Print Shop
は，写真業界だけでなく，他の業界からも高い評価を
得た。その中でインターネット経由のプリントに次い

双方向型 WWW 対応画像データベース「pixabase」の開発

で要望として多かったのが，画像データベースとして
利用できないかというものであった。IPS は，自分で注
文した画像データを確認するために，検索，閲覧でき
るという機能を有しており，この時点ですでに，WWW
対応画像データベースの基本技術は確立されていた。
しかし，どのようなシステムであれば市場に受け入れ
られるのか不明であったため，この時点では商品化ま
でには至らなかった。そこで電子映像事業部 営業部が
中心となり，市場サーベイを行い，市場から要望され
ているシステムの仕様をまとめることとなった。その
仕様を元にして開発されたものが， pixabase である。
pixabase は，医療業界，建設業界を中心にヒアリング
を実施し，さらに仕様の柔軟性を高めるために検査業
界や，自動車業界などの要望も取り入れている。その
結果，開発された pixabase は，IPS にデータ構造の柔
軟性と機能の拡張性を備えさせた，さまざまな業種で
利用可能な画像データベースシステムに発展した。本
システムは，写真システムのインターネット化から派
生した当社ならではの画像システムの一つの形である。
pixabase の主要機能を Table 1 に示す。

3. システムの概要と特長
3.1 システム構成
pixabase のシステム構成を Fig. 2 に示す。 pixabase
はデータベースの基本エンジンに RDBMS（Relational
Data Base Management System）の Microsoft SQL Server
6.5 を採用している。基本的に，RDBMS は，テキスト
検索型のデータベースエンジンであるため，画像を効
率的に扱うことが難しい。 pixabase では，RDBMS を
画像データベースに拡張するために，RDBMS と画像を
操作するシステムを連携動作させる機構を設けた。
RDBMS での高速な検索の実行と，画像データの入出力
を連携動作させるために，RDBMS 内に，画像データへ
のポインタを定義し，画像操作モジュールと連携動作
させるロジックを実装している。登録時も，同様にし
て，画像データの登録と，RDBMS に画像データへのポ
インタの登録を一連のトランザクション処理として実
装している。たとえば，画像レコードの更新時に画像
データの転送が失敗したとしても，レコードを損傷す
ることなく元に戻せるように設計されている。

Table 1 Specification of “pixabase”
主機能
認証

検索

機能詳細
システムログオン認証
権限の確認
パスワード変更
項目検索モード

説
明
ユーザ名、パスワードで認証
ユーザのシステム使用権限の確認

テキスト検索モード

検索指定された文字型データ全てに対し複数
検索キーワードを与えて検索を行う機能

サムネイル一覧機能
グルーピング

閲覧

一覧のソート
詳細表示モード
グループ化詳細表示モード
コメント閲覧/追記
画像ダウンロード
添付ファイルダウンロード

登録

編集

削除

ユーザ管理

付属システム

制限事項

各項目に対し、検索キーワードを与え
て検索を行う機能

指定された項目をカテゴライズしたサ
ムネイル一覧を表示する機能
画像と詳細情報の表示
詳細表示にグルーピングされたレコード
のサムネイルを併せて表示するモード
画像レコードに対するコメントを入力
登録した画像をダウンロード
画像レコードに付随する複数の添付フ
ァイルのダウンロード

一括登録機能

複数の画像レコードをブラウザ上から
一括して登録する機能

添付ファイル登録

画像レコードに付随する複数の添付
ファイルの登録
画像が EXIF の場合のみ、EXIFTAG の登録
登録時に画像の色彩を自動調整する機能
詳細情報の編集

Exif 情報登録
オートセットアップ機能
レコード編集
画像差し替え
コメント編集
添付ファイル管理
一括削除機能

添付ファイルの差替、並べ替え、削除
サムネイル一覧表示中で複数レコード
を一括削除
詳細画面でデータを確認した上で削除

詳細表示モード削除
ユーザ登録
ユーザ検索
ユーザレコード編集
システム利用権限の設定
ユーザ権限設定
項目カスタマイズ用ソフトウエア TableCustomizer 1.0
画面カスタマイズ用ソフトウエア PageCustomizer 1.0
メンテナンス用ソフトウエア pixabaseManager 1.0
システム監視用ソフトウエア pixabaseInspector 1.0, Clairvoyance 1.0
登録/編集機能は Windows95/98/NT4.0 の InternetExplorer4.01 以
上に対応
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Fig. 2 System architecture of “pixabase“”

3.2 項目カスタマイズ
pixabase は，さまざまな用途に利用を可能とするた
め，格納する画像関連情報の項目をカスタマイズ（以下，
項目カスタマイズ）が可能である。たとえば，医療の場
合は，
「臨床科」
「患者名」などとなるが，建設の場合は，
「施工番号」「現場名」などのデータ項目が必要になる。
pixabase は，この項目カスタマイズをデータベースの
テーブル定義を変更なしに行える RDBMS 間接参照技術を
新規に開発した。RDBMS 間接参照技術とは，RDBMS に
格納されるテーブルのカラム名とユーザーインターフェー
ス上に表示される項目名の対応をモジュールに記憶させ
ておき，検索や登録時に，このモジュールで自動的に
RDBMS が理解できる SQL 文に翻訳する機構である。
この技術によって，直接 RDBMS を操作することなく項
目設定ができる上，運用中に項目数の増減をシステム停
止させることなしに行うことができる。従来の RDBMS
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でテーブルのカラムを変更する場合は，RDBMS からデー
タをバックアップし，テーブルの定義をし直してから
データをリストアしていたことを考えれば，管理コスト
を大幅に減少させることが可能になる。 pixabase を管
理する管理者は，背後に RDBMS という複雑なシステム
があることを意識することはない。

3.3 ユーザインターフェース
pixabase の最も特筆すべき機能は，グルーピング機
能である。 pixabase のユーザインターフェースを検討
するにあたり，要求仕様を整理したところ，下記の 2 点
に絞ることができた。
◇ 情報中心型検索： 検索項目を中心に，あるカテゴ
リの画像を抽出し，画像検索を
行う
◇ 画像中心型検索： あいまいな検索項目をもとに，
画像を分類し，階層的に画像検
索を行う
この２つを両立させるために， pixabase はグルーピング
という新しい概念のユーザインターフェースを開発し
た（Fig. 3）。グルーピングによって，検索結果の一覧表
示のカラム数が大幅に減少し，検索効率が向上するだ
けでなく，従来の画像データベースにはない直感的な
画像検索手法を確立することができた。グルーピングを
行うには，検索条件入力時に，検索キーワード，検索
条件に，さらにグルーピング項目名を与える。検索結果
一覧には，指定されたグルーピング項目名の内容が一
致したものを一つのレコードとして表示する。このとき，
グルーピングされたレコードは直感的にグルーピングさ
れたものであることを利用者に知らせるため，代表画
像のサムネイルにフレーム付加して表示する。ユーザ
はグルーピングされたレコードの詳細を知りたければ，
フレームを付加されたサムネイルをクリックしていけば

詳細をたどることができる。このとき，グルーピング
項目名が指定されていれば，次の画面でもグルーピング
された一覧が表示できる。このように，グルーピングは，
動的に生成されるフォルダのように扱うことができ，
目的に応じてフォルダ構成を変化させることができる
擬似ファイルシステムのような働きをする。利用者は，
フォルダの中を行き来するように，目的のデータにた
どりつくことができる。グルーピングは，曖昧な条件の
もとでの検索にはきわめて効果的なユーザインター
フェースである。

3.4 画像処理
pixabase は，画像の検索効率を上げるために，画
像登録時に画像をモニタ表示用の画像（カード画像）と，
一覧表示用の画像（サムネイル）を生成し登録する。そ
のときの処理フローを以下に示す。
1）登録する情報，画像データのすべての受信を検知
2）DB からサムネイル画素数，カード画像画素数を
取得
3）受信したデータの画像フォーマット変換（JPEG 以
外の場合）
4）サムネイル，カード画像の生成
5）サムネイルでオートセットアップ変数を算出（オー
トセットアップ指定の場合）
6）オートセットアップ処理（サムネイル，カード画
像，オリジナル画像各画像について処理を加える
か否か設定可能）
7）全データのコミット
このフローの中で，画像フォーマット変換処理なら
びに間引き処理モジュール処理，オートセットアップ
変換処理は，それぞれ pixabase 専用の API を通して
処理をやり取りするプラグイン方式のモジュールに分
割した（Fig. 3）。したがって，これらのモジュールは，
目的に応じて処理内容をカスタマイズすることができ
る。特に画像フォーマット変換は，追加可能なプラグ
インモジュールであり，サポートする画像フォーマット
を追加することができる。現在，JPEG が標準搭載となっ
ているが，オプションとして BMP，TIFF も専用モジュー
ルを用意している。また，特徴的な機能としてオートセッ
トアップ機能がある。デジタルカメラはラチチュード
が狭いため，屋内などでは色が偏るなど失敗写真とな
るケースが多い。そのような画像の色味を修正するの
がオートセットアップである。この機能によって，撮
影に失敗した画像も自然な色味で画像データベースに
登録することができる。なお，登録機能，編集機能は，
Windows95/98/NT4.0 上で動作する Internet Explorer4.01
以上に対応している。

Fig. 3 “Grouping” user interface
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3.5 認証機能
pixabase は，WWW 対応という性格上，強力な認
証機能を有している。ユーザごとの機能制限のほか，
画像は財産という概念から，サムネイル，カード画像，
原画像など画像に対するアクセスも制限も可能である。
制限可能な項目を Table 2 にまとめる。
Table 2 Specification of “pixabase” Certification
内

権限名

閲覧権限

サムネイル画像

カード画像

原画像

容

この権限がないユーザーは、閲覧機能を利用できない。
「自登録レコードのみ」の場合は，自分が登録したレ
コードのみ画像レコード一覧の閲覧が可能。
この権限がないユーザーは、詳細情報画面およびグルー
プか詳細画面へ切り替えることができない。「自登録
レコードのみ」の場合は，自分が登録したレコードの
み詳細情報画面，グループ化詳細情報画面でカード画
像が閲覧可能。
この権限がないユーザーは、原画像の表示をすること
ができない。またダウンロード機能を利用することも
できない「自登録レコードのみ」の場合は，自分で登
録した画像の表示ならびにダウンロードが可能。

登録権限

この権限がないユーザーは、登録機能を利用すること
ができない。

編集権限

この権限がないユーザーは、編集機能を利用すること
ができない。
この権限がないユーザーは、一括削除機能ならびに削
除機能を利用することができない。

削除権限
コメント権限

読み込み

この権限がないユーザーは、詳細情報画面ならびにグ
ループ化詳細情報画面でコメントの閲覧ができない。

書き込み

この権限がないユーザーは、詳細情報画面ならびにグ
ループ化詳細情報画面でコメントの投稿ができない。

添付ファイルダウンロード
権限

この権限がないユーザーは、詳細情報画面ならびにグ
ループ化詳細情報画面で添付ファイルをダウンロード
することができない。

システム権限

この権限をもつユーザーは、ユーザーの登録、更新、
削除ができる。

3.6 システム拡張
pixabase は，さまざまなシステムアーキテクチャ
へ対応するために，クライアント用のアクセスライブ
ラリ（PDOIL : pixabase Direct Open Interface Library）を
提供している。このライブラリによって，たとえば，
デジタル顕微鏡システムが接続されたクライアントと
pixabase を連携動作させる（Fig. 4）ことや，その他の
システムから pixabase に蓄えられた画像データを抽
出するなど， pixabase そのものの機能拡張や，現行シ
ステムに pixabase の機能を取り込むことが可能であ
る。また，PDOIL は，検索条件構築に SQL は一切使用
しないため，RDBMS の知識のない開発者でも容易に利
用することができる。これは，項目カスタマイズの章
でも説明をしたが，RDBMS を利用するための SQL の生
成は pixabase 内にある間接参照モジュールが行うた
めである。
また，PDOIL は，システム拡張という観点から，
LAN 内のクライアントシステムから pixabase へアク
セスすることを想定して開発しており， pixabase への
アクセスには，DCOM プロトコルを用いている。
DCOM プロトコルは分散オブジェクトに対応したもので
あり，異なるシステム間での画像データの転送をポイン
タ操作のように行うことができる。したがって，クライ
アントプログラム内では，通信プロトコルを意識する必
要がないため，アプリケーション開発者にとって直感的
に理解しやすいライブラリに仕上がっている。

FUJIFILM RESEARCH & DEVELOPMENT (No.45-2000)

Fig. 4 Image processing architecture of “pixabase”

4. まとめ
今回，インターネットプリントシステムを発展させ
た一つのシステムとして WWW 対応の画像データベー
ス pixabase を開発した。このシステムは，WWW 対
応である特性を生かし，遠隔地からのマルチ検索，リ
モート管理という従来の画像データベースの枠を広げ
る用途提案が可能になった。また，PDOIL などのシス
テム拡張機能や，その他，数々のカスタマイズ機能を
設け，さまざまな業種に適用可能なシステム構造を実
現した。さらに，ユーザインターフェースについてもグ
ルーピングという新しい概念の導入により，飛躍的に操
作性を向上させることに成功した。本システムの登場
により，ハードルの高かった大規模の画像データベー
スの導入は，より身近なものとなるであろう。

Fig. 5 Example of an application system using PDOIL
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Abstract
“REXER”, Fuji Film’s Dry Imaging System for graphic arts film preparation, was developed in 1999.
This system consists of a newly developed film “DX” for laser imagesetter and a thermal processor “FDS6100X”. The film produces high quality images by the infectious development that is used in “INTEGRA”.
The thermal processor features a feather touch handling and an accurate control of development temperature.
In addition to these features, “REXER” suppresses the dimensional changes of processed film, and thus
liberates operators from the perspiration for stable operation maintenance. This report describes the clues to
the excellent performance.

1. はじめに
1990 年代に入り製版印刷工程の環境が大きく変わって
きた。製版印刷工程のデジタル化は，デジタル情報をイ
メージセッターにより直接フィルムに出力して，従来の
フィルムによる集版工程を省略することによって，製版
作業時間の短縮化，スキルレス化などをもたらした。ま
た，ロンドン条約により 1996 年より処理廃液の海洋投
棄が禁止されるなど，処理廃液の低減化が環境問題上求
められており，処理安定性だけでなく，処理液の低補充
量化システムの必要性が高まってきた。このような時代
の要求に応えるため，富士フイルムは 1995 年に高画質
化および低補充量化を両立させる低 pH 域（〜 10.5）のヒ
ドラジンによる伝染現像方式の「INTEGRA システム」を
開発 1），2），3）し，市場に好評に受け入れられている。
一方，このような製版印刷工程の環境の変革に伴い，

従来の処理工程である現像，定着，水洗が不要でまった
く水を使用しない完全ドライ処理フィルム，すなわち無
処理製版フィルムが注目されるようになってきた。これ
に呼応して，これまで各社から種々のドライシステムが
発表されている。ドライシステムの記録方式はメーカーに
よって異なり，レーザーを利用したヒートモードとフォ
トンモードに大別される。ヒートモードはレーザー光を
熱に変換して熱によって画像を形成するのに対し，フォ
トンモードは従来のウェットシステムと同様に，光によ
り感光層で潜像を形成し熱現像して画像形成するシステ
ム構成となっている。しかし，これまで発表されたドラ
イシステムは生産性，処理後のフィルムの取り扱い性，
PS 版に焼き付ける上での特性，画質という製版用途の観
点から，従来のウェットフィルムと同等以上の性能を有
するシステムという点では今一歩であり，性能向上が望
まれていた。特に，新聞印刷分野においては，①情報の

Fig. 1 PS plate processing for newspaper printing
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多様化に伴う多ページ化，②カラー化，③即時性向上な
どのためにコンピュータの利用と分散工場の建設が進んで
いる。その印刷工程中で，Fig. 1 に示すような流れで，PS 版
に焼き付けるためにネガ画像フィルム
（マスクフィルム）
が使用されており，この工程の簡易化，迅速化および
環境対応が望まれてきた。特に，分散工場建設の際に，
配管不要なドライシステムが導入できることのメリット
は大きい。
この要求に応えるべく，富士フイルムは 1999 年に完
全ドライイメージングシステム「REXER」を開発した。
このシステムは，新聞・ FAX 用途のフォトンモードシ
ステムで，従来のウェット処理を凌駕する画質と簡易
な処理性を有する超硬調のドライシステムである。
本報告では，ドライイメージングシステム「REXER」
で開発した感材技術，性能および熱現像処理技術につ
いて紹介する。

2. ドライイメージングシステム「REXER」
の特徴と概要
ドライイメージングシステム「REXER」は，従来の
ウェットシステムのような処理薬品，ウェット処理が
いらず，廃棄物の一切ない完全モノシートのドライフィル
ムシステムである。このドライフィルムをレーザー露
光後に加熱処理する（Fig. 2）だけで，従来のウェットシス
テムを凌駕する超硬調画質を実現することが可能である。
当然，従来のウェットシステムと比べ，配管設備や薬
品調液，廃液回収，自動現像機のラック洗浄などの付
帯作業も一切不要となる点で，大きなメリットがある。

詳細な構成と仕様は次の通りである。
「REXER」は，新開発した，赤外光に感光するドラ
イファクシミリフィルム DX（Photo 1）と加熱処理のため
の専用処理機（熱現像機）FDS-6100X（Photo 2）から成る。
1）感光材料（フィルム）：ドライファクシミリフィルム DX
・製品サイズ ：製品幅 590mm/610mm 製品長 59m
・包装仕様
：明室装填ロール
（Whitelight Loading 仕様）
・製品重量
：約 7.5kg
・安全光
：明室装填仕様（フィルム装填時，
明室での取り扱い可能）
・支持体
：PET 120μm 厚
・適用光源
：標準出力 赤外レーザーダイオード
・最高濃度
：3.5 以上（可視光）
，3.0 以上（UV 光）
・最低濃度
：0.15 以下（可視光），0.25 以下（UV 光）
2）熱現像機： DRY SYSTEM PROCESSOR FDS-6100X
・処理方式 ：平面搬送型加熱処理方式（完全ドライ）
・接 続 ：専用コンベアにてプロッターとオン
ライン接続
・処理サイズ：幅 590mm/610mm
長さ最長 880mm 最短 440mm
・処理時間 ：85 秒（A2 出力時のコンベア入口から
フィルム排出完了まで）
103 秒（A1 出力時のコンベア入口か
らフィルム排出完了まで）
・処理能力 ：約 56 枚/時（A2 出力），
約 52 枚/時（A1 出力）
・電源容量 ：200V 3 相 3 線，50/60Hz，6kVA

Fig. 2 Image formation in DX film and comparison of REXER with a conventional system
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・外形寸法 ：1,040mm（幅）× 1,382mm（奥行）×
1,148mm（熱現像機）
＋約 60kg
（コンベア）
・総重量 ：約 340kg（熱現像機）

ク面）は保護層，アンチハレーション層から成る。乳剤
層には，光センサーとなるハロゲン化銀乳剤のほか，
非感光性有機銀塩，現像剤，造核剤などの画像形成物
質および形成された画像を安定化するための物質など
が含まれている（Fig. 4）
。

Photo 1 FUJIFILM Dry Facsimile Film DX

Fig. 3 Cross-sectional electron micrograph of DX film

Fig. 4 Cross-sectional electron micrograph of the image forming
side of DX film

3.2 ドライ超硬調化技術（Dry High Contrast
Technology）
「INTEGRA システム」で開発した造核技術，造核促
進技術をさらに進化させ，熱現像系でも超硬調性が発
現できる造核剤，造核促進剤を新たに開発し，Fig. 5 に
示す写真性を実現させた。Fig.5 から，いかにドライフィ
ルム DX が造核剤によって硬調化しているかがわかる。
Photo 2

Processor FDS-6100X of FUJIFILM Dry System

次に，ドライイメージングシステム「REXER」のド
ライフィルム DX において開発したドライフィルム技術
について述べる。

3. ドライフィルム技術
3.1 ドライフィルムの構成
本ドライフィルム DX は，従来の写真フィルムと同様
に精密重層塗布技術を用いて塗布し，高画質で安定な
性能を実現している。
ドライフィルム DX は Fig. 3 に示したように，乳剤層
側の表面は保護層，乳剤層から成り，反対側の面（バッ
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Fig. 5 Sensitometric curves

A : DX film without nucleator
B : DX film

ドライイメージングシステム「REXER」の開発

ドライフィルム DX の画像形成原理を Fig. 6 に模式的
に示す。780nm のレーザー光で露光されたハロゲン化銀
粒子が潜像（Ag0）を形成する。この部分は従来のウェッ
トフィルムと同様である。その後の熱現像処理では露
光された部分の潜像が触媒となり，共存する非感光性
の有機銀塩の銀イオンによって銀画像が形成される。
この時，造核剤があるとその周りでさらに微細な銀像
が形成され（伝染現像と呼ぶ），高濃度を有する銀画像
となり，超硬調性を実現させている。従来のウェット
フィルムでは，ハロゲン化銀から銀イオンが供給され
て銀画像ができるのに対して，DX フィルムでは非感光
性の有機銀塩から銀イオンが供給されることで銀画像
が形成される点で大きく異なっている。
Fig. 7 に造核剤を用いた時とそうでない時の最高濃度
部（Dmax）での銀画像の電子顕微鏡写真を示す。DX の
超硬調画像が微細な銀粒子で構成されており，このこ
とが濃度向上に寄与していることがわかる。

なお，熱現像処理により銀画像が形成された後，常
温まで冷却されることによって現像反応が停止する。
露光部分では銀画像とハロゲン化銀が共存し，未露光
部分には有機銀塩とハロゲン化銀が残存することになる。
従来のウェットシステムのように定着処理がないこと
から，記録材料から除去される物質がなく，このため
廃液や廃材が出ないシステムとなっている点が特徴で
ある。

3.3 鮮鋭度向上技術
ドライフィルム DX には，乳剤層の反対側にハレー
ション防止層が設けてあり，乳剤層，支持体を通過し
た後の反射光による不要な感光を抑え，鮮鋭度を向上
させている。このハレーション防止層にはレーザーの
光を吸収するための染料が含有されている。
この染料は，露光の際にのみ必要で，その後は不要
であるばかりでなく，PS 版へのマスクフィルムとして

Fig. 6 Schematic representations of nucleation process

Fig. 7 Silver grains formed by development
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使用される際に邪魔にならないこと，すなわち PS 版露
光波長の紫外（UV）域に吸収を有していないことが重要
である。このため，熱現像処理後に UV 吸収を持たない
染料の開発が必要となった。ドライフィルム DX では熱
現像処理後に残存しても問題ない，Fig. 8 に示すシャー
プな吸収を有する染料を新たに開発した。この染料は
吸収スペクトルからわかるように，可視域（400nm 〜
700nm）の吸収が少ないことが特徴である。この技術に
よって，上記ドライ超硬調化技術とあわせキレのよい
画像を形成することが可能となった。

4.1 高画質性
Fig. 11 にドライフィルム DX の画像の拡大写真を従来
のウェットフィルムとの比較で示す。従来のフィルム

Fig. 9 Dimensional change after processing at 25°C, 20%RH
O : Unprocessed film (25°C, 40%RH, 16hr.)
P : Printer exposure (25°C, 20%RH, 5min.)
A : After processing (25°C, 20%RH)

Fig. 8 Absorption spectrum of the antihalation dye

3.4 ドライ寸法安定化技術
製版工程においては，処理済みフィルムとオリジナ
ルとの寸法のズレ，また，別に処理したフィルムとの
ズレが，結果としてカラー各版のズレ（色ズレ）などと
なって現れる。従来のウェットフィルムでは処理後の
環境湿度変化によって寸法が変化し，特に冬場の低湿
時にトラブルが起こることが多かった。この現象は
ウェットフィルムではゼラチン膜を使用しているため
に，そのゼラチン膜とベースの湿度に対する収縮度が
異なっているために問題が発生していた４）。
一方，ドライフィルムではこれに加え，熱現像処理
により 120 ℃程度の高温にフィルムがさらされるために
フィルムが伸縮し，感材の寸法安定性が悪化するとい
う問題があった。
そこで，ドライフィルム DX では，湿度での伸縮変化
の大きいゼラチンを使用しないこと，および新規に開
発した耐熱ベースを使用することによって，Fig. 9，10
に示す寸法安定性を実現させた。従来のウェットシス
テムよりも良好な寸法安定性を実現できていることが
わかる。

Fig. 10 Dimensional change after processing at 25°C, 75%RH
O : Unprocessed film (25°C, 40%RH, 16hr.)
P : Printer exposure (25°C, 75%RH, 5min.)
A : After processing (25°C, 75%RH)

4. ドライフィルム性能
前述の技術を用いたドライフィルム DX の性能につい
て述べる。
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Fig. 11 Dot image quality
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に比べてフリンジが少なく，キレの良いシャープな画
像になっていることがわかる。

4.2 熱現像処理安定性
Fig. 12 に熱現像温度を変化させた時の写真特性の変
化を示す。Fig. 12 より，熱現像温度が変化しても感度
変動が少ないことがわかる。なお，ドライイメージン
グシステム「REXER」では，後述する熱現像処理技術
によって熱現像温度変動を極小に抑えるようにして，
安定な画質が得られるようにしている。これらの技術
によって，処理液を用いないというだけでなく，従来
のウェットシステムに比べ，安定性の良いシステムに
なっている。

関を持っており，幅が約 400mm を越えると上記変形，
ならびに濃度ムラの発生が顕著になってくる。
さらに，前述したように印刷用途ではカラー印刷す
る時の 4 版の寸法変化がたびたび問題となるため，熱現
像時に寸法精度が劣化しない（偏った膨張／収縮を起こ
させない）ことが熱現像機側にも要求される。よって，
上記熱現像条件にて上記サイズのフィルムを連続処理
し，その時に物理的変形・波状のムラが出ないように，
なおかつ寸法精度を劣化させずに濃度均一性を保つこ
とが熱現像機開発の重要技術課題である。

5.2 熱現像機の構成
熱現像方式として一般的な構成はドラム／ベルト方
式であり，ドラム内に配置したヒータにより金属ドラ
ムを均一に加熱し，フィルムをベルトによってドラム
に密着させる方式である。これによって，フィルム面
内の温度分布を一定にすることが比較的簡単に達成で
きる。ただし，今回の新聞・ FAX 用フィルム幅では，
前記波状の変形，ならびに濃度ムラが発生しやすく，
またドラムとフィルムとの間にゴミなどの異物が挟まっ
た場合に白抜けとなりやすいため，本システムではまっ
たく別の新規熱現像方式＝「予熱＋ブラシ／ローラ現
像＋徐冷」方式を考案し，採用している。熱現像機全
体の構成を Fig. 13 に示す。

Fig. 12 Thermal development temperature dependence of DX film

これらの性能結果から，高画質で安定なドライイメー
ジングシステムが実現できていることがわかる。次に，
ドライイメージングシステム「REXER」で開発した熱
現像処理技術について説明する。

5. 熱現像処理技術
5.1 熱現像機の仕様と技術課題
本システムで使用するフィルムでは，110 〜 130 ℃の
温度で，10 〜 30 秒の時間にて熱現像処理することが必要
である。また，フィルムの最大サイズは幅： 610mm ×
長さ：約 900mm もあり，現像性からは，この条件にて
1 枚のフィルム面内における濃度均一性
（ムラを含む）
と，
約 1 分間隔で連続処理した場合の複数のフィルム通しの
濃度均一性を実現させることが熱現像機として要求さ
れる。ここで，フィルムの支持体である PET の軟化点
温度は約 80 〜 90 ℃であり，これを越えた温度にフィル
ムを熱すると当然フィルムは大きく膨張し，フィルムの
保持方法によってはフィルム面が波状に変形してしまう。
また，上記波状の物理的な変形がない場合でもフィ
ルムに波状の濃度ムラが出てしまうことがある。この
変形，ならびに濃度ムラは処理するフィルムの幅と相

FUJIFILM RESEARCH & DEVELOPMENT (No.45-2000)

Fig. 13 Structure of Dry System Processor FDS-6100X

1）予熱部
熱現像部のみのフィルム加熱方式だとフィルム
への熱エネルギーの伝播は主に空気を介した熱伝
導となる。このため，常温のフィルムを挿入すると
熱現像部内の空気の温度がフィルムの通過に伴っ
て徐々に低下し，1 枚のフィルムの先端と後端とで
も温度差を生じてしまう。そこで，熱現像部の手
前に予熱部を設け，フィルムの温度上昇はこの予
熱部にて行うようにしている。ただし，ここでも
急激にフィルムの温度を上昇させると波状の変形，
ならびにムラが生じてしまうために，下側がヒート
ローラで上側がシリコンゴムローラのヒートローラ
対を 6 組設けて，徐々にフィルムの温度が上がるよ
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うにそれぞれのヒートローラの温度を最適制御し
ている。
2）熱現像部（Photo 3）
幅方向の温度精度を保つため，下側には厚めの
アルミの熱板を配置し，この下に面状ヒータを貼
り付けて加熱し，さらに，このアルミの熱板の上
に特製の織布（ブラシと呼ぶ）を配置している。こ
のブラシの素材として，フィルムの搬送性と熱伝
導性の観点からフッ素繊維を新たに開発し，採用
した。
また，このブラシの上方にフィルム駆動用のゴ
ムローラを複数配置してあり，フィルムは上側の
ゴムローラから駆動され，下側にあるブラシの上
を摩擦搬送される構造としている。これは，フィ
ルムを強く挟み込むと温度上昇による膨張のため
前記波状の変形，ならびにムラが発生するので，
これを最小に抑えるためである。さらに，フィル
ム上部を駆動するゴムローラを所定の温度に暖め
るためにこのゴムローラの上部にもヒータユニッ
トを設け，熱現像部として下側と上側の両方から
暖める方式としている。
3）徐冷部
熱現像するために高温にフィルムを熱している
が，このフィルムを急激に常温まで冷却すると前
記と同様にフィルムに波状の変形を生じさせてし
まう。これを防ぐために徐冷部を設け，フィルム
が徐々に冷却されるようにしている。このために
徐冷部のローラ対も下側をヒートローラとして，
変形が生じない温度に制御している。

Photo 3 Thermal development parts of FDS-6100X

5.3 熱現像処理技術
1）搬送性・ムラ対応
前述のように，搬送系とフィルムの変形／ムラ
は大いに関係しており，搬送性を確保すること＝
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変形／ムラをなくすこととほぼ等価である。また，
当然であるが，軟化点を越えたフィルムを搬送不
良を起こすことなしに確実に搬送することも要求
される。これらを満足する系として今回採用した
「予熱＋ブラシ／ローラ現像＋徐冷」方式を考案し
ている。
2）温度精度
要求される濃度均一性を保つため，また変形／
ムラを生じさせないこと，ならびに寸法精度を保
つためには，フィルム面内の温度分布を精度良く
保たなければいけない。本熱現像機ではフィルム
面上の温度分布は，フィルムの進行方向と幅方向
の面内温度ばらつきに関し，機器の使用環境変動
による影響や立上げ後の時間経時に対する変動影
響などの各種外乱要因に対して± 1 ℃以内の精度を
達成するべく各部の構造を工夫・最適化している。
① 予熱部
幅方向の温度分布を高精度に保つため，アル
ミのローラの中にヒートパイプを埋め込み，ま
た連続してフィルムを処理しても温度低下が少
ないようにローラ全体の熱容量を大きくしてい
る。さらに，フィルム駆動用ゴムローラの幅方
向温度精度を上げるために，アルミ芯材の形状
を 3 本リブ型にして中空の間をエアーが流れる
ように両端部を開放系としている。
② 熱現像部
幅方向の温度精度を保つため，前記アルミ熱
板の厚みを厚くしているほか，これだけでは不
十分なため，下側に貼り付けているヒータは幅
方向に 3 分割してあり，周辺からの熱拡散に対
して両側のヒータの設定温度を上げることでフィ
ルム幅内では温度が一定となるように制御して
いる。また，駆動用のゴムローラも前記 3 本リブ
型のアルミ芯材を用いた中空ローラとしている。
さらに，搬送方向の温度精度を保つため，搬送
方向にも下側のヒータユニットを 3 分割し，そ
れぞれのヒータの設定温度を最適条件に合せ込
んでいる（下側ヒータは 3 × 3 ＝ 9 分割）。
③ 徐冷部
ここのヒートローラ対も幅方向の温度精度を
考慮して基本的には予熱部のヒートローラ対と
ほぼ同等の温度精度のものを採用している。
3）温度制御
温度精度を保つための制御は上記の通りである
が，このほかに装置の電源 ON から実際に使用でき
る状態（＝ Ready 状態）になるまでの装置立上げ時
間の短縮や，万が一，フィルムが搬送途中で停止し，
その処理のために装置カバーを開閉した場合の復帰
制御の場合でも，ヒータの ON の仕方をいろいろと
工夫して制御している。予熱部のヒートローラ，
熱現像部の上下ヒータ，徐冷部のヒートローラな
ど数多くのヒータを使用しているが，装置として
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安定して処理できるためには，これらのヒータが
一定の温度になるのは当然として，それ以外の直接
ヒータにて暖めていない部分も温度が安定になるこ
とが必要とされる（たとえば，ヒータユニットの支
持体部品などであり，特にフィルムに接触する部分
は重要である）。そこで，これら直接暖めていない
部品の温度上昇，ならびに温度安定を早めるために，
直接暖められるヒータを最適に制御している。また，
温度制御自身は PID 制御を利用してヒータをコント
ロールしている。
以上の熱現像処理技術によって，前述したキレの良
い超硬調画質性能を安定に実現させることが可能と
なった。

6. おわりに
ドライイメージングシステム「REXER」は，廃液が
出ないだけでなく，オペレーターの負担が軽減でき，
自然環境にも現場環境にも優しさをもたらすシステム
である。本システムは，富士フイルムの有するファイ
ンケミカル技術，メカトロニクス技術およびエレクト
ロニクス技術の融合によって開発できたものである。
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現在，このコンセプトおよび製品が市場に好評裡に受
け入れられ，発売以来急速に普及している。ここで紹
介したドライ超硬調化技術や寸法安定性技術，熱現像
処理技術は，印刷製版分野において新時代を切り開く
技術であると考えている。本システムが，製版ユーザー
の品質および生産性を向上させる一助となることを信
じ，さらに本システムの充実および発展に寄与してい
きたい。
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Development of “Brillia LH-PI”, A New Thermal CTP Plate
for Commercial Printing
Takeshi KIMURA*, Ikuo KAWAUCHI*, Kei OKUNO* and Nobuyuki KITA*
Abstract
A new thermal CTP plate “Brillia LH-PI” has been developed. This plate is exposed to imagewisely
modulated IR laser light, which energy is converted to heat on plate for image formation. Thus, such a type
of plates is called ‘thermal plate’. Brillia LH-PI is the second generation thermal plate which has
realized a simpler processing by eliminating the pre-heating after exposure required for the frist
generation plates. Brillia LH-PI is positive working. The most significant requirements for desirable
positive working thermal plates are i) to secure a wide development latitude and ii) to make the developed
image sufficiently resistant to chemicals. Brillia LH-PI has satisfied these requirements by adopting the
EDL technology and introducing an island structure into the photosensitive layer.

1. はじめに
近年，印刷原稿の編集をコンピューター上で行う DTP
（Desk Top Publishing）が普及し，印刷会社は，従来の手
作業に比べて大幅な工程合理化，コストダウンを達成
できた。また，さらなる合理化，コストダウンへの期
待から，画像編集だけでなく，刷版工程全体をデジタ
ル化する商品群が強く要望されるようになってきた。
この流れはデジタル画像をリスフィルムに直接出力す
るイメージセッターの登場で決定的となり，続いて，
リスフィルムを介さずに画像を直接印刷版に出力する
CTP（Computer To Plate）の登場が待ち望まれてきた。
1995 年の DRUPA 展示会では各社から実用的な CTP シス
テムが発表され，今日まで急速に普及発展してきている。
リスフィルムを用いる従来の刷版作成方法と，CTP
による方法を比較して Fig. 1 に示す。CTP はリスフィル
ム工程を省略して画像を直接印刷版に焼き付けるため，
以下のような合理化，コストダウン効果が期待できる。
①フィルム工程省略による省資材，省力化および短
納期化
②フィルム密着露光に起因するゴミ付き，焼きボケ
故障の低減
本誌投稿論文（受理 2000 年 1 月 26 日）
* 富士写真フイルム（株）吉田南工場研究部
〒 421-0396 静岡県榛原郡吉田町川尻 4000
* Research Dept., Yoshida-Minami Factory
Fuji Photo Film Co., Ltd.
Haibara-gun, Shizuoka 421-0396, Japan
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Fig. 1 Printing workflow

③見当精度向上による印刷機スタートアップ時間の
短縮および損紙の減少
このように大幅な合理化効果が期待される CTP には
現在いくつかの方式があるが，それらを露光光源で分
類すると，主として以下の 2 種類に大別される。
①アルゴンイオンレーザー（波長 488nm），FD-YAG
レーザー（波長 532nm）などの可視光レーザーに対
応する高感度フォトポリマー版材および銀塩拡散
転写型版材
②LD レーザー（波長 800-900nm），YAG レーザー
（波長 1064nm）などの高出力赤外線レーザーに対応
するサーマル版材
当社では CTP 版材として，①高感度フォトポリマー
CTP プレート Brillia LP-N 1)，2) ，②サーマルネガ CTP
Brillia LH-NI 3) を上市し，好評を得ている。

一般商業印刷用サーマル CTP プレート Brillia LH-PI の開発

サーマルネガ CTP は露光後現像前にオーブンで加熱
する工程が必要である。このため，製版スペースに余
裕のない中小印刷会社への普及が難しく，大手印刷会
社を中心とした出版分野を中心に普及してきた。一方，
中小印刷会社の多い商業印刷分野へは高感度フォトポ
リマーや銀塩拡散転写型版材が使用されてきた。
Brillia LH-PI は，サーマルネガ CTP のオーブン加熱工
程を省略することでコンパクトで簡易な処理を実現し，
商業印刷分野に参入することをねらったプレートであ
る。以下にその技術的特長を解説する。

バインダーとしてノボラック樹脂が用いられる。感光
層が支持体上に塗布乾燥された状態では，バインダー
であるノボラック樹脂の OH 基と感光物であるナフトキ
ノンジアジドの間に水素結合が生成し，アルカリ現像
液の浸透が抑えられている。これを UV 光で露光すると，
ナフトキノンジアジドが分解してアルカリ可溶性のイン
デンカルボン酸が生成，また，それに伴って前述の水
素結合が消失する。UV 露光部はこれら 2 つの効果でア
ルカリ現像液に対する溶解速度が飛躍的に増大し，現
像で容易に除去されるようになると考えられる 4)。

2. 画像形成
2.1 画像形成プロセス
Fig. 2 にサーマルネガ CTP と Brillia LH-PI の画像形成
プロセスを示す。サーマルネガ CTP は，露光により発
生した潜像をプレヒートによる架橋反応で定着した後，
現像することでネガ画像が生成する。一方，LH-PI を
830nm 付近に出力を持つレーザーで露光し，アルカリ現
像液で現像すると露光部が溶出してポジ画像が生成する。
したがって，Fig.3 に示すように，LH-PI は従来のサーマ
ルネガ CTP で必要な露光後現像前の加熱処理
（プレヒート）
工程を必要とせず，露光現像のみの簡便な処理で印刷
可能となる。

Fig. 2 Imaging processes for thermal plates

Fig. 4 Imaging mechanism of conventional positive plate

次に，サーマルポジ CTP の画像形成原理を示す。サー
マルポジの基本的な画像形成原理は 1973 年 Agfa によっ
て明らかにされている 5)。すなわち，ノボラック樹脂の
ような会合性ポリマーに熱を与えると，熱を与えなかっ
た部分と溶解性に差が生ずる。これを適切な現像液で
現像するとポジ画像ができるというものである。
サーマルポジ CTP の感光層組成物には上記ノボラッ
ク樹脂と，レーザーの光エネルギーを熱に変換する光
熱変換剤として，赤外線吸収染料あるいはカーボンブ
ラックなどが用いられる。
われわれはノボラック樹脂に赤外吸収染料を加え，
波長 830nm のレーザーで露光して IR 吸収の変化を調べ
た（Fig. 5）。レーザー露光では IR 染料がレーザー光を
吸収して熱に変換し，ノボラック樹脂が加熱される。
その結果，ノボラックの OH 基に基づく吸収が露光によっ
て高波数側にシフトする，すなわち，OH 基の水素結合

Fig. 3 Plate making with Brillia LH-PI

2.2 画像形成原理
サーマルポジ CTP の画像形成原理をコンベンショナ
ルポジ型 PS 版と比較して以下に示す。
まず，コンベンショナルポジ型 PS 版の画像形成原理を
Fig. 4 に示す。コンベンショナルポジ型 PS 版の感光層組
成物には，感光物としてナフトキノンジアジド化合物，

FUJIFILM RESEARCH & DEVELOPMENT (No.45-2000)

Fig.5 IR absorption change of novolac resin
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による会合が減少することを見い出した。このレーザー露
光／加熱によるノボラック OH 基の会合変化を模式的に
Fig. 6 に示す。露光によってノボラック OH 基は会合状
態を解かれ，OH 基にそったアルカリ現像液の浸透が起
こりやすくなる。この変化によりアルカリ現像液溶解
性がアップし，ポジ画像が生成したと思われる。

また，このように OH 基が弱く会合して生成した画像
部は，以下のような弱点を持っている。すなわち，湿
し水中の IPA 代替溶剤や UV インキクリーナーなどに含
まれるグリコールエーテル系の極性溶剤，およびノニ
オン系界面活性剤によって，ノボラック樹脂の会合が
解かれて画像が溶解してしまう点である。

2.3 サーマルポジの基本的問題点と技術課題

Fig. 6 Imaging mechanism of thermal positive plate

しかしながら，このように化学的変化を伴わない溶
解性の変化では，現像における画像部と非画像部（非露
光部と露光部に対応）の溶解性に差をつけにくい。Fig. 7
にその様子を模式的に示す。画像が溶解せず，かつ非画
像部が完全に溶解する時間巾を現像ラチチュードと呼ぶ。

サーマルポジの基本的問題点をまとめると以下のよ
うになる。すなわち，
①現像ラチチュードが狭いために現像安定性が不足
する
②画像の印刷薬品に対する耐久性が不足する
したがって，これらの問題点に対する技術課題は以下
のようになる。
①現像ラチチュード向上技術
②耐印刷薬品性向上技術

2.4 従来技術
現像ラチチュード向上技術として，従来は溶解阻止
剤を添加することにより溶解速度差を拡大する検討が
行われてきた。これは溶解阻止剤がノボラックの OH 基
と会合することで，アルカリ現像液の浸透を抑制する
ことをねらったものである。このような溶解阻止剤と
してヨードニウム塩 6) やジアゾニウム塩 7) のごときオニ
ウム塩やナフトキノンジアジド化合物 7)，4 級アンモニ
ウム塩 8) などがある。しかしながら，これらの溶解阻止
剤は添加量が少ないとその効果が不充分であり，添加
量を増やすと溶解阻止性は向上するが，現像性を劣化
させるため，結果として効果が不充分なものであった。
また，耐印刷薬品性向上のためには，現像後オーブン
でバーニング処理することが可能である。これによっ
てノボラック樹脂が強く会合または結合して耐印刷薬
品性は向上する。しかしながら，工程のスペース確保，
初期投資，電力コストなどの点で印刷会社の負担が大
きく，より簡易な処理による耐印刷薬品性向上技術が
望まれてきた。

3. LH-PI の技術
上記技術課題に対して，LH-PI で導入した技術を以下
に解説する。

3.1 E.D.L.（Enhanced Development Layer）

Fig. 7 Development latitude for thermal and conventional plates

サーマル CTP は画像／非画像部の溶解速度差がコンベ
ンショナルポジ PS 版に比較して小さいために，現像ラ
チチュードが狭いことがわかる。この結果，現像時間
や温度および現像液のアルカリ性などの現像条件が少
し変化するだけで，非画像部の現像不良や画像部の膜
べりを生じ，現像安定性が不足する問題点がある。
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現像ラチチュード向上技術として，E.D.L.（Enhanced
Development Layer）技術を開発した。これは従来の封孔
処理 7) や珪酸塩処理 8) と異なる新しい界面処理技術であ
る。この EDL 層には親水性樹脂がごく薄く塗布されて
おり，以下のような性質を持っている。すなわち，現
像液が浸透してこない画像部では感光層と支持体を密
着させる性質があり，現像液が浸透してくる非画像部
では現像液に素早く溶解する性質がある。したがって，
EDL 層は画像部の密着性を保ちつつ非画像部の現像性
を高める効果を持っている。この技術をサーマルポジ

一般商業印刷用サーマル CTP プレート Brillia LH-PI の開発

CTP に適用した場合，Fig. 8 に示すような効果がある。
現像液は露光部に浸透して感光層を溶解するが，溶解
速度が遅い。しかし，現像液が少しでも EDL 層に浸透
すると溶け残った感光層ごと一気に溶解し，完全に現像
されたアルミニウム支持体が露出する。このため，Fig. 7
に示した現像ラチチュードが拡大し，現像安定性が確
保される。しかも，密着性が劣化しないために，画像
部の耐刷力などに悪影響を及ぼさない。

Fig. 10 Photographic response of LH-PI

4.2 網点，細線再現性
Fig. 8 Effect of E.D.L. on developing process

3.2 海島構造感光層
LH-PI では耐印刷薬品性向上技術として，Fig. 9 に示
すような海島構造の感光層 11) を採用した。海島構造と
は，連続相ポリマーと分散相ポリマーをそれぞれ海と
島に見立てたもので，LH-PI の場合，海の部分が高い耐
印刷薬品性を示すアクリルバインダー相，島の部分が
レーザー露光で画像形成するノボラック相より成って
いる。露光，現像時には，ノボラック相が画像形成に
寄与し，印刷時にはアクリルバインダー相が高い耐印
刷薬品性を示す。この結果，LH-PI は高い画像形成性と
耐印刷薬品性を両立できた。

Fig. 11 にデジタルデータとしての網点面積率と版上
に再現された網点面積率の関係を示す。両者の関係は
きわめてリニアであり，データとしての網点を版上で
忠実に再現していることが分かる。
また，LH-PI は推奨露光量での細線再現性も良好であ
り，Fig. 12 に示すように 1 ポイントの文字を再現できる。

Fig. 11 Tone reproduction curve of LH-PI
Fig. 9 Island structure of photo-sensitive layer (cross section)

4. LH-PI の特性
LH-PI は上記の特長に加えて，その他の印刷版として
の基本性能にも優れている。以下にその内容を解説する。

4.1 露光特性
Fig. 10 に LH-PI の露光特性を示す。露光エネルギーを
上げるにしたがって露光現像部の膜厚 D が減少していく。
D=0 とするための最低露光量をクリアー感度と呼ぶ。ク
リアー感度の値は現像液の活性が落ちると増大するた
めに，LH-PI の推奨露光量はクリアー感度よりも多く設
定している。これにより，現像液活性が多少下がって
も現像可能となり，現像安定性が向上する。

FUJIFILM RESEARCH & DEVELOPMENT (No.45-2000)

Fig. 12 Reproduction of 1 point Ming type letter (x100)

4.3 印刷適性
製版された LH-PI の画像部は，一般のポジ PS 版と同
様に高親油性有機物ポリマーであり，一般オフセット
印刷用油性インキとの親和性を有している。非画像部
は当社 PS 版で好評を得ているマルチグレイン砂目であ
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り，湿し水の保水性に優れている。したがって，LH-PI
は，インキ着肉性，水インキバランス，汚れにくさなど，
一般の PS 版同様の優れた印刷適性を持つ。

5. CTP 版材の性能比較
Table 1 に CTP 版材の性能比較表を示す。2 種のサー
マル版材 LH-PI, LH-NI は分光感度が赤外領域にあるた
め，可視光領域に分光感度のある高感度フォトポリマー
に対して白灯下で取り扱い可能なメリットがある。ま
た，サーマルポジ版材 LH-PI はサーマルネガ版材 LH-NI
に対してプレヒートが不要で，バーニングなしでも耐
印刷薬品性が高いメリットを持っている。
Table 1 Performance Comparison of CTP Plates

6. おわりに
E.D.L.技術，海島構造感光層の適用により，サーマル
ポジ CTP の基本的な技術課題を解決した Brillia LH-PI
を開発した。LH-PI はその他の CTP 方式に比べて簡便な
処理システムを持ち，かつ一般の PS 版と同等の印刷適
性を有しているため，商業印刷分野などで広く使用し
ていただけるものと確信している。
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医用画像用ドライレーザーイメージャーシステム FM-DP L の開発
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FM-DP L Dry Imager
Masaharu OGAWA*, Shoji NANAMI*, Kouichi OKADA*, Tetsuya KOJIMA*,
Hisashi OKAMURA**, Tomoyuki OHZEKI** and Shigeo HIRANO**
Abstract
The Fuji FM-DP L is a new medical hard copy output system, using no wet chemical and realizing a
high throughput. To make high-speed printing possible together with high quality, a laser exposure to Fuji
Film’s original dry imaging film DI-AL and a newly developed thermal development unit are employed.
This type of film which is based on a photothermographic imaging mechanism contains the silver salt of an
organic acid as the source of image forming silver, and can develop high quality and stable images owing to
the improvement of image sharpness and image archivality. The heating part of the thermal development
apparatus consists of a heating plate and drive rollers. This structure enables a rapid and highly uniform
heating contributing to the formation of extremely high quality images substantially free from non-uniform
development. A new interpolation method named Advanced Variable Response Spline (A-VR) is
introduced in the image processing software, which controls image sharpness over an extremely wide range
and which has a broad connectivity to virtually all computed rediographic systems.

1. はじめに
当社は，1981 年 6 月にベルギーのブリュッセルで開
催された国際放射線学会（ICR）において FCR を発表し，
1983 年に第一世代機となる FCR101 を発売した。これは
X 線画像用レーザーイメージャーの世界初登場でもあっ
た。引き続き，1988 年には，CT，MRI などの多様化す
るデジタル画像情報に対応する高品位レーザーイメー
ジャー FL-IM シリーズを発売し，1994 年には，さらに
高画質化，高速化を達成した高機能機種として FL-IM D
を発売した。
一方，1996 年から始まった現像廃液の海洋投棄禁止
をはじめ，自然環境の保全の気運の高まりとともに，ウ
エット処理からドライ処理へのニーズの高まりが顕著と
なってきた。こうしたニーズに対応し，1997 年に当社
は独自のマイクロアイソレーション技術（MI 技術）を使っ
た，完全ドライのダイレクトサーマルヘッド記録方式ド
ライイメージャーシステム FM-DP シリーズを発売した。
本誌投稿論文（受理 1999 年 9 月 30 日）
* 富士写真フイルム（株）宮台技術開発センター
〒 258-8538 神奈川県足柄上郡開成町宮台 798
* Miyanodai Technology Development Center
Fuji Photo Film Co., Ltd.
Kaisei-machi Ashigarakami-gun, Kanagawa
258-8538, Japan
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Photo 1 FM-DP L

** 富士写真フイルム（株）足柄研究所
〒 250-0193 神奈川県南足柄市中沼 210
** Ashigara Research Laboratories
Fuji Photo Film Co., Ltd.
Minamiashigara, Kanagawa 250-0193, Japan
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FM-DP シリーズは，環境にやさしく，取り扱いが簡単
な，高画質の医用画像用ドライイメージャーであるが，
デジタル画像診断の拡大とともに，処理能力の点で一
段の向上が求められていた。
そこで高速・大量処理を可能にするために，レーザー
露光熱現像方式を採用した新しい医用画像用ドライレー
ザーイメージャーシステム FM-DP L（以下，ドライレー
ザーイメージャー FM-DP L，または，単にドライレー
ザーイメージャーと略す）を開発した。
本稿ではドライレーザーイメージャー FM-DP L の概
要を述べる。

2. 特長
・ 高画質で処理安定性の良い新規開発のレーザー露
光熱現像ドライイメージングフィルム DI-AL の開発
・ 新規高画質化画像処理（A-VR）の開発
・ 当社独自のヒートプレート／ローラー方式の熱現
像技術の開発
・ FL-IM Dで培った高画質高速記録技術を改良し適用
などによって，高画質で，高速（世界最高速）処理可能
なドライイメージャーを実現している。
Table 1 に仕様概要を示す。
目

方式
記録画素サイズ
濃度分解能
濃度階調
フィルムサイズ
処理能力
インタフェース
画像処理
濃度補正
電源
外形寸法

仕 様
レーザー露光熱現像方式ドライプリンター
50 μ m（倍密度画像記録時）／ 100 μ m（通常密度画像記録時）
10 ビット
Dmax2.64 階調と Dmax3.0 階調を入力チャネル毎に設定可能
B4（150 枚／ P）
，半切（100 枚／ P）
，より選択
半切：約 130 枚／時
最大 3 チャネル
補間処理（旧補間，A-VR），階調処理（BAR 方式，SAR 方式）
自動濃度補正機能を搭載
AC100V
約（Ｗ）800 ×（Ｄ）700 ×（Ｈ）1,310mm

以下にドライレーザーイメージャー FM-DP L の特長
を示す。
（1）環境にやさしい
・廃液がない，気になる臭気がない
（2）取り扱いが簡単
・日常メンテナンスが少ない
・フィルムの交換が明室ででき，容易
・現像処理液，廃液の取り扱いが不要
（3）設置工事が不要
・給排水工事が不要
・ AC100V 電源で使用できる
（4）高処理能力
・半切 約 130 枚／時
（5）高画質
・シャープネスを広範囲にコントロールできる
・ピクセルサイズ最小 50 μ m の高解像
・高画質，高階調
・自動濃度補正機能をもつ
（6）高機能
・ 2 フィルムサプライ（オプション）
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3.1 フィルムの層構成
レーザー露光熱現像ドライイメージングフィルム DI-AL
（以下，ドライフィルムまたは，単にフィルムと略す）は
Fig. 1 に示したように，表面側は保護層，中間層，写真
乳剤層の 3 層構成，裏面側は AH 層，保護層の 2 層構成を
とり，高画質，高速熱現像適性，無廃液，画像形成過
程での無廃材の特長を実現している。
写真乳剤層には，光センサーとなるハロゲン化銀乳
剤のほか，非感光性有機銀塩，現像薬（還元剤），その
他の画像を形成するための物質（銀イオン輸送剤），さ
らには形成された画像を安定化するための物質（有機ハ
ロゲン化合物）などが含まれ，画像を形成する中枢となっ
ている。
マット剤
表面保護層
中間層
ハロゲン化銀
非感光性有機銀塩

乳剤層

有機ハロゲン化合物
現像剤

支持体

Table 1 Specifications
項

3. レーザー露光熱現像ドライイメージング
フィルムの開発

消色剤
AH 色素

AH 層
マット剤

バック保護層

Fig. 1 Layer structure of DI-AL

表面側の保護層，中間層にはマット剤のほか，現像
反応を補助する化合物が含まれており，画像形成層の
耐傷性，耐接着性などの物理特性を向上させるととも
に，現像反応にも寄与している。
裏面側の AH 層にはアンチハレーション（AH と略す）
色素が含まれ，画像の鮮鋭度の向上に一役果たしている。
この AH 色素は露光の際に必要であるが，画像を形成し
た後にそのまま残っていると診断時に邪魔になること
から，熱現像時に消色されるように工夫されている。
裏面側の保護層は表面側の保護層と同様，写真材料
の物理特性を向上させている。

3.2 画像形成原理
はじめに従来のウェット処理方式による銀塩写真材
料の画像形成原理を模式的に Fig. 2 に示す。従来のウェッ
ト処理方式の銀塩写真材料では光によりハロゲン化銀
（AgX）の一部が潜像（Ag 0）となる。現像処理過程では
この潜像が触媒となって，露光された部分でハロゲン
化銀の銀イオンが銀像に変換される。その後，定着処
理過程では銀像に変換されなかったハロゲン化銀が定
着液に溶解されて洗い流される。したがって，フィルム
中には露光部の銀画像のみが残り，未露光のハロゲン
化銀は残っていない。

医用画像用ドライレーザーイメージャーシステム FM-DP L の開発

［露光部］

［非露光部］

光

露光:
AgX

潜像
AgX 上に潜増が形成される。

現像薬

現像:
現像液から現像薬が供給され、潜増
潜像
部分に Ag 像が形成される。

定着薬

定着:
定着液から定着薬が供給され、過剰
の AgX を外部に溶かし出す。

機銀塩から銀イオンが供給されることが大きく異なっ
ている。熱現像過程により銀像が形成された後，常温
まで冷却されることによって現像反応が停止する。露
光部分では銀像とハロゲン化銀が存在し，未露光部分
では有機銀塩とハロゲン化銀が残存しており，現像過
程の後には特別な定着過程が設けられていないことか
ら，記録材料から除去される物質がなく，廃液，廃材
を出さない。
本ドライフィルムの現像機構をさらに詳しく述べる
（Fig. 4）。熱により現像剤（還元剤：ビスフェノール類）
が熱溶融により拡散する。一方，有機酸銀塩からは，
熱により銀輸送物質（フタラジン類，フタル酸類）と銀
イオン錯体を形成して熱拡散する。そして，感光した
ハロゲン化銀結晶の表面に形成された潜像（Ag 0）上に
おいて，潜像を触媒として銀イオンの還元が生じる。
銀イオン輸送剤は繰返し使用され,還元剤と有機酸銀塩
は消費されると考えられる。

完成した画像:
画像部分にのみ Ag 像が存在する。

黒化 Ag 像

Fig. 2 Schematic diagram of imaging process of conventional wet system
［露光部］

［非露光部］

光

有機銀塩

露光:
AgX 上に潜増が形成される。
潜像

AgX
現像薬

熱現像:
フィルム中の有機銀塩と現像薬が
潜像
供給され、潜増部分に
Ag 像が形

成される。AgX は消費されず、有
機銀塩、現像薬が消費される。

完成した画像:
画 像部 分 に のみ Ag 像 が形 成 さ

Fig. 4 Presumed mechanism of thermal development of DI-AL

れ、非露光部分はもとのまま。

黒化 Ag 像

Fig. 3 Schematic diagram of imaging process of DI-AL

本ドライフィルムの画像形成原理を模式的に Fig. 3 に
示す。660nm のレーザー光で露光されたハロゲン化銀粒
子が潜像（Ag 0）を形成する。この部分は従来の銀塩写
真材料と同様である。続く熱現像過程では露光された
部分の潜像が触媒となり，共存する非感光性の有機銀
塩の銀イオンが銀像となる。従来のウェットフィルム
では，ハロゲン化銀から銀イオンが供給されて銀像が
できたのに対し，本ドライフィルムでは非感光性の有
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3.3 高画質化技術
本ドライフィルムは，従来の写真フィルムと同様に，
精密同時重層塗布技術を用いて塗布し，高画質で安定
な性能を実現している。以下に本ドライフィルムで実
現された高画質化技術について述べる。Photo 2 に電子
顕微鏡で見たドライフィルムの断面を示す。

3.3.1 超微粒子ハロゲン化銀の開発
レーザー熱現像方式のドライフィルムでは，一般に
最大濃度を得ようとすると，光センサー機能を持つ物
質であるハロゲン化銀の数をその濃度に相当する分だ
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Photo 3 Silver halide fine grain crystals used in DI-AL

Photo 2 Cross sectional SEM of DI-AL emulsion

け内包させる必要がある。しかし，銀量が多いとカブ
リが増えると同時に保存性が悪くなり，画像形成後に
光によりプリントアウトしてカブリの増大が生じると
いう問題がある。銀量を減らすには銀を微粒子化すれ
ばよいが，安定して作るのが難しくなり，かつ感度が
低下する。また，一般に熱現像感光材料においてはハ
ロゲン化銀形成法としては有機酸銀塩にハロゲン化剤
を作用させて形成させることが知られているが，この
方法では問題が解決しない。本ドライフィルムにおい
ては，従来の写真材料で使われる精密に制御した Ag/ハ
ロゲン添加方式による新規なハロゲン化銀粒子形成法を
開発した。また，ハロゲン化銀粒子の化学増感法とし
て新規なカルコゲン増感剤を開発し，新規な分光増感
剤技術を導入することによって感度を下げることなく
ハロゲン化銀を超微粒子化することに成功した。その
結果，必要な銀量を減らして低いカブリと保存性の向
上と画像安定性を実現している。Photo 3 に示されるも
のがハロゲン化銀結晶であり，通常の銀塩写真フィル
ムに用いられるハロゲン化銀乳剤（約 200nm）に比べ，
粒径が約 50nm ときわめて微粒子である。

3.3.2 非感光性有機酸銀塩の均質分散技術
非感光性の有機酸銀塩は銀像を作るための銀イオン
供給源である。本ドライフィルムにおいては有機酸銀
塩として長鎖脂肪酸銀塩結晶を使用している。長鎖脂
肪酸を NaOH により Na 塩化し，硝酸銀により銀塩化す
ることで結晶を得ている。この銀イオン供給源は単分
散で微細であるほど，熱現像時の利用効率が高く，熱
現像の進行性に優れる。
また，長鎖脂肪酸銀塩結晶は形成法によっては，結
晶が不完全であったり，結晶内または表面に意図せず
酸化銀などのカブリ核を生じやすく，カブリの濃度を
上げてしまい，さらにひどい場合は，光を当てなくて
も熱現像部で濃度が出てしまうという問題が起こる。
そこで本ドライフィルムにおいては，新規に長鎖脂肪
酸銀塩結晶の形成法を開発し，制御された単分散の微
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Photo 4 Silver salt crystal of long-chain fatty acid

結晶形成技術と分散技術を開発した。この非感光性の
長鎖脂肪酸銀塩結晶は，Photo 4 に示されるように約 0.4μm
の鱗片の形をした微結晶であり，本ドライフィルム写
真乳剤層内にきわめて均質に分散されている。

3.3.3 新規バインダー技術とそれによる精密塗布技術
本ドライフィルムは，従来の写真フィルムと同様に
精密同時重層塗布技術を用いている。そのために，写
真乳剤層に含有される各化合物は固体微粒子分散され
ている。また，それらを保持するバインダーとしては
新規に開発したポリマーラテックスを使用している。
写真乳剤層の塗布液は，これら固体微粒子分散物とポ
リマーラテックスにより最適なチキソトロピー性を有
するように設計されている。チキソトロピー性とは剪
断速度の増加に伴い粘度が低下する性質をいう。また，
このように水系の分散物を用い，溶剤を使用していな
いので環境負荷が小さい塗布工程となっている。この
ようにして面質が良く，光の散乱が少なく，高画質の
フィルムを得ている。

3.3.4 鮮鋭度向上技術
本ドライフィルムは裏面側に AH 層を設けてある。
AH 層には AH 色素が含まれ，反射光による不要な感光
を抑え，鮮鋭度を向上させている。この AH 色素は露光
の際にのみ必要で，その後は不要になるばかりか，残っ
たままでは診断時に無用な着色分として邪魔になるた
め，何らかの方法で除去することが必要である。
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従来の写真材料では，現像時や定着時に処理液中に
溶解されて流出することにより除去されているが，本
ドライフィルムでは，無廃液，無廃材を特徴とするた
めに，熱現像時に消色されるように工夫した。
消色の原理を模式的に Fig. 5 に示す。AH 層中には，
AH 色素とともに，AH 色素を分解する物質（消色剤）を
配しておく。そして，この消色剤にはその色素分解機能
を抑える物質（CAP 剤）が結合している。現像時に約
120 ℃まで加熱されると，この CAP 剤は分解する。この
結果，消色剤の色素分解機能が有効になり，AH 色素を
分解，消色する。この CAP 剤はフィルムの有効期限中
には安定に存在しなければならないし，また，熱現像
時には速やかに分解する必要がある。CAP 剤と消色剤を
結合させ，きわめて安定な不溶性結晶を作らせること
により，所定の目的を達した。Fig. 6 に加熱前後の吸収
スペクトルの変化を示した。加熱処理前の吸収曲線（実線）
が 120 ℃，20 秒加熱することにより，消色して一点鎖線
の吸収曲線となっている。

3.3.5 銀色調の調整技術
従来のウェット処理システムにおける現像銀と本ド
ライシステムにおける現像銀の形状の差を Photo 5 に示
す。写真のように，従来のウェット処理システムにお
ける現像銀形態は，ウェットであるために，いわゆる
化学現像により長いフィラメント状の現像銀形態が得
られるのに対し，本ドライシステムでは，いわゆる物
理現像で行われるため，現像銀の形態はウェット処理
のそれとは非常に異なっている。このことが，ウェッ
トシステムとドライシステムの銀色調の差として現わ
れやすい原因となっている。本ドライシステムにおい
ては，熱現像過程を制御するために先に述べた新規開
発のポリマーラテックスバインダー技術に加え，先に
述べた銀イオン輸送剤を新規に開発し，最適な銀色調
が得られるように調整してある。

Fig. 5 Schematic diagram of decolorization process of
decolorable AH system

3.4 画像保存性
従来のウェット処理方式による銀塩写真材料は，露
光されなかった部分のハロゲン化銀は定着液に溶解さ
れて洗い流される。したがって，画像が作られた後は，
画像を形成するための物質はフィルム中に含まれず，
このことからきわめて安定な画像が形成されている。
一方，本ドライフィルムでは無廃液，無廃材を実現す

Fig. 6 Absorption spectrum change of decolorable AH system by
heating

るために定着処理を省略したものとなっている。したがっ
て，画像が作られた後も，画像を形成するための物質
（ハロゲン化銀，有機銀塩，現像薬など）はフィルム中
に残されたままになっている。このことから，診断に
使用される時にはハロゲン化銀結晶は全面感光した状
態になる。感光した状態であるので，暗所に保管して
いても不用意に熱をかけることにより再び熱現像過程
が生じ，カブリの上昇が生じることがある
（暗熱かぶり）。
また，不用意に光を照射し続けることにより，ハロゲン
化銀粒子自身がプリントアウトすることによるカブリ

FUJIFILM RESEARCH & DEVELOPMENT (No.45-2000)

Photo 5 Comparison of developed silver morphology
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の上昇が生じることになる。本ドライフィルムでは，
すでに説明した超微粒子ハロゲン化銀導入と非感光性
有機酸銀塩の均質拡散技術のほかに，さらに，新規な
保存性改良化合物として有機ハロゲン化合物を開発し，
常温では実用的に十分な保存安定性を確保している。

② 文字領域と画像領域それぞれに対し，最適な画像
を実現できる
③ 拡大・縮小処理後の画像信号の連続性がよく，滑
らかである

4.1.2 A-VR の原理

有機ハロゲン化合物の画像保存性の改良原理は以下の
ように考えられる。Fig. 7 に示すように，有機ハロゲン
化物は熱または光によりハロゲンラジカルを生じさせる。
このハロゲンラジカルは，ハロゲン化銀上に不用意に
生じた潜像や微細なかぶり銀をハロゲン化銀へと酸化
させると考えられる。このようにして，保存時の銀形
成を抑制することができる。しかしながら，この有機

A-VR の処理は Fig. 8 に示した各処理から構成されて
いる。まず，CT，MRI などの各種画像診断装置からの
入力画像に対し，その画像内の各データごとに文字領域
か画像領域かの判別処理を行う。次に，それぞれの領域
に適した画像サイズ変換処理を行った後，再度合成して
出力画像に変換する。文字領域と画像領域の処理を独立
させ，画像領域の画質をバリアブルに調整する。

ハロゲン化合物のハロゲンラジカル発生の活性と量は
最適に調整しないと，ハロゲン化銀感光過程に作用し
て低感化を招いたり，画像保存時の銀画像濃度の低下
を招くことになる。本ドライフィルムでは最適な分子
設計と最適な写真乳剤層構成を行っている。
以上のように，本ドライフィルムの特性上，ウェッ
トの銀塩フィルムとは異なった配慮が必要であるが，
保管条件に注意すれば安定した画像保管が可能である。

Fig. 7 Archivability improving mechanism with organic halogenide
compound
Fig. 8 A-VR image processing

4. 高画質・高速記録技術の開発
4.1 新しい高画質化画像処理技術 A-VR の開発
（Advanced Variable Response Spline）
レーザーイメージャーやドライイメージャーは，CT
や MRI などの医用診断画像をさまざまなフォーマット
でフィルムへ出力できるように，入力画像を拡大また
は縮小する機能（補間処理機能）を有している。この補
間処理により画像のシャープネスを変えることが可能
であり，当社のイメージャーでは従来からシャープ／
ミディアム／スムーズの 3 種類の補間処理方式を搭載し，
市場の要求に応えてきた。しかしながら，近年，医用
診断画像発生装置の高画質化の進展とともに，イメー
ジャー側としてもさらに高画質な補間処理が必要になっ
てきている。そこで，今回，イメージャーの画質をさら
に向上させるための新しい補間処理 A-VR を開発した。

4.1.1 A-VR の特長
以下に新しい画像処理の特長を示す。
① 診断目的に応じた幅広いシャープネスコントロー
ルが可能である
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4.1.3 画像判別処理
まず，求めようとする補間点の近傍 4 点の値を調べ，
その最大値と最小値の差分を求める。その差分値がエッ
ジ検出パラメータ Th 以下の場合は診断画像領域と判定
し，Th よりも大きな場合は文字領域と判定する。
文字の境界部分では濃度変化が大きいという特徴があ
るため，このようにして画像を判別することができる。

4.1.4 診断画像領域の補間処理
診断画像領域は VR 補間処理で画像サイズ変換を行う。
VR 補間処理は，連続性が良くシャープな補間である
Cubic Spline 補間と，連続性が良くスムースな補間であ
る 3 次 B-Spline 補間を組み合わせたものであり，連続性
が良い 2 種類の補間をシャープネスパラメータαで重み
付け加算したものである。
ｆ×α＋ｂ×（1 −α）
ｆ： Cubic Spline 補間
ｂ： 3 次 B-Spline 補間
α：シャープネスパラメータ
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Fig. 9 に示すように，シャープネスパラメータαが 1
の場合はシャープな Cubic Spline の特性になり，αが 0
の場合はスムースな 3 次 B-Spline の特性になる。αが 0
と 1 の間の場合は 2 つの補間の間の特性になる。さらに
αを 1 より大きくすることでよりシャープにすることも
でき，αを 0 より小さくすることでよりスムースにする
こともできる。このようにシャープネスパラメータα
を可変することで，従来よりもシャープネス調整範囲
を広げることができ，さらにきめ細かく調整すること
ができるようになった。

4.2 装置技術
4.2.1 全体の構造
本ドライレーザーイメージャーの内部構造を Fig. 11
に示す。フィルムセット部のトレーにセットされたフィ
ルムをフィルム取り出し機構により 1 枚ずつ取り出し，
位置決め部でフィルム位置決めを行ない，記録部で画
像をレーザーで記録し，熱現像部に搬送して熱で現像
し，冷却した後に排出するという構造である。

Fig. 9 Sharpness control

4.1.5 文字領域の補間処理
文字領域は濃度ベクトル補間で画像サイズ変換を行
う。Fig. 10 に示すように，4 点の中央の補間点を求める
場合，通常の線形補間では 4 点の平均値が補間点の値に
なるが，濃度ベクトル補間では，まず 4 点から濃度変化
が大きな方向，すなわち濃度ベクトルを求める。次に
濃度ベクトルに直行する直線に近い点，Fig. 10 では直
線上の 2 点の寄与率を最大にして補間点を求める。この
ようにすることで，斜め線のギザギザを無くし，文字
品質を向上させることができる。

線形補間

濃度ベクトル算出

濃度ベクトル補間

Fig. 10 Two methods of interpolation

Fig. 11 Structure of imager

設置面積は，FL-IM D の 0.72m2 に対し，本ドライレー
ザーイメージャー FM-DP L は 0.52m 2 と 3 割弱小さい。
AC100V 電源でも使用でき，配管も不要なので設置場所
を選ばない。

4.2.2 フィルムセット部
フィルムをセットするトレーは最大 2 トレー（オプ
ション）がセットできる構造となっている。各トレーに
は半切，B4 サイズの中から任意のフィルムサイズを選
択できる。
FL-IM D と同様，2 つのトレーを使用して半切では最
大 200 枚，B4 では最大 300 枚の連続出力ができ，さらに
明室でのフィルムセットも可能である。

4.2.3 フィルム取り出し機構
装置の安定稼動のためには，フィルムを確実に 1 枚ず
つ分離して取り出すことが必要である。本レーザード
ライイメージャーでは FM-DP3543T などのドライイメー
ジャーで新開発した枚葉機構をさらにシンプルに改良
し，フィルム取り出し安定性を向上させている。

4.2.4 フィルム位置決め機構
フィルムが斜行したり，記録画像領域がフィルムか
らはみ出さないように，レーザー記録する前にフィル
ムの記録位置と方向を最適に制御する必要がある。本
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ドライレーザーイメージャーでは，フィルムの両側から
位置決め板で挟み込む機構により，多サイズのフィルム
をシンプルな機構で位置決めできるようにした。

4.2.5 記録部スキャナー
入力された画像情報に基づき，レーザーを変調しな
がらフィルム上を走査することにより画像を記録する。
このレーザーを走査するのがスキャナーである。本ド
ライレーザーイメージャーでは高画質な画像を高速に
記録するため，後述の各種新技術を導入した新規スキャ
ナーを採用した。

4.2.6 記録部副走査
位置決め機構によって位置決めされたフィルムに，
レーザーで画像を記録する。この時，搬送ローラーが
高精度に一定の速度で回転していないとフィルムの搬
送速度が変化して画像にムラが発生する。また，フィ
ルムが記録時に上下にばたつくことによってもムラが
発生する。本ドライレーザーイメージャーでは，必要
とされる搬送ローラーの精度を実現し，さらに記録位
置直前の小径ローラーでフィルムの上下動を積極的に
押え込むことによって，安定な副走査機構を実現して
いる。

は自動的に行われ，この測定値を使って濃度の補正を
して，常に安定した濃度を実現している。

4.3 レーザー走査技術
本ドライレーザーイメージャーで得られるフィルム
上の画像は，入力された画像情報に基づき，レーザー
を変調しながらフィルム上を走査することにより得ら
れている。
このレーザーを走査し，フィルム上に書き込むとこ
ろがスキャナーであり，本ドライレーザーイメージャー
の ス キ ャ ナ ー は Fig. 12 の よ う に ， 半 導 体 レ ー ザ ー
（Laser Diode:以下 LD と略す），ポリゴンミラー，走査
レンズによって構成される。
Table 2 に説明するように，各部品に各種新技術を導
入することによって，高画質・高速記録可能なレーザー
走査技術を実現している。

4.2.7 フィルムクリーニング
フィルムにゴミが付着すると現像時に熱がフィルム
に一様に伝わらず，画像に白ポツ状の現像ムラが発生
したり，搬送時にフィルムにキズをつけるおそれがあ
る。そこで，フィルムに付着しているゴミを確実に除
去するために，現像部の直前に粘着性のクリーニング
ローラーを配置した。このクリーニングローラーには，
フィルムに副作用を与えることなく，長期間使用して
も変質しない材料を使用している。汚れて粘着性が劣
化しても，簡単な水洗いにより粘着性が元のレベルに
復活するので，長期間使用可能である。

4.2.8 熱現像部
記録されたフィルムに熱を加えることで画像が形成
される。高い処理能力と高い濃度安定性を得るために，
後述の新規開発のヒートプレート／ローラー熱現像方
式を採用した。

4.2.9 冷却部
熱現像に使用するフィルムの現像ムラを抑えるため
には，熱現像時に均一に熱を与えるだけでなく冷却時
にもフィルム全面を均一に冷却する必要がある。本ド
ライレーザーイメージャーでは，表面の熱伝導特性の
最適化をはかったローラーを用いて冷却を全面で均一
に行うことによって，現像ムラを抑えている。

4.2.10 自動濃度測定部
濃度キャリブレーションを行う時には，冷却されて
濃度が安定したところで，フィルムのキャリブレー
ション用パターンの濃度を測定する必要がある。測定
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Fig. 12 Scanner unit
Table 2 Comparison of Two Scanners
半導体レーザー

波長
出力
本数

光偏向器回転数
（ポリゴンスキャナー）
走査周波数

FM-DP L
660nm
35mW
2本

FL-IM D
780nm
5mW
1本

9012rpm

8560rpm

901.2Hz

856Hz

4.3.1 短波長高出力 LD の採用
本ドライレーザーイメージャーのフィルムは，赤色
光の記録で感度，鮮鋭度などの特性が最適になるフィ
ルムである。このため，スキャナーの光源はフィルム
の特性に合わせて，波長 660nm の短波長 LD を使用して
いる。FL-IM D の記録には 5mW の赤外波長 LD を使用
していたが，本ドライレーザーイメージャーのフィル
ムへの安定な記録のためには，その特性から，より高
出力のレーザー光が必要になる。このため，光源には，
660nm･35mW の短波長高出力 LD を 2 本合波して 70mW
の高出力を実現し，記録を行なっている。短波長高出
力 LD は，DVD（Digital Video Disk）への使用を目的とし
て新規に開発された LD であり，この最新の LD を記録
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用の光源として実用化することで本ドライレーザーイメー
ジャーが実現可能となった。
さらに，本ドライレーザーイメージャーでは，高速
にかつ多階調画像信号の記録を行う必要がある。採用
した高出力の LD は，高い光出力を出すために，大きな
駆動電流を必要とするために，これを高速に制御する
必要がある。この高出力で 4096 の階調を実現する高速
駆動電流変調回路を独自に設計することによって，2 本
の LD の光量を正確に変調制御している。

が必要となる。医用画像診断において，現像での濃度
ムラを最小にすることは最も重要であり，そのために現
像処理温度の均一性を± 1 ℃にする必要がある。

4.3.2 空気軸受けポリゴンミラーの採用
スキャナーでは，画像を高速に記録するための走査
機構として，ポリゴンミラーによる走査を採用してい
る。特に本ドライレーザーイメージャーでは，高速回
転時により安定したレーザー走査を実現するために，
スキャナー部唯一の可動部であるポリゴンスキャナー
に，ベアリング軸受けよりもさらに信頼性の高い空気
軸受を採用した。また，ポリゴンスキャナーの鏡面部に
高反射特殊コートを使用することで反射率を上げ，記録
光の高効率使用を行い，高処理能力をも実現している。

Fig. 13 Typical film temperature profile during thermal development

4.3.3 走査レンズおよびビーム径の最適化
記録されるフィルムの対レーザー光特性とレーザー
のビーム径とのバランスが悪いと，記録した画像の濃
度ムラなどが見えやすい画像になる。本ドライレーザー
イメージャーの走査レンズでは，フィルム画質評価を
繰り返し，ドライフィルムに最適なビーム径を設定し
たことにより，必要な鮮鋭度を保った状態で，走査ム
ラの少ない高品質な画像を得ている。

Fig. 14 Dependence of optical density on temperature

4.4 高速熱現像技術
4.4.1 高速熱現像技術の課題
本ドライレーザーイメージャーで採用しているフィ
ルムは，110 ℃〜 130 ℃の温度範囲にて，10 秒〜 30 秒の
時間，熱現像することが必要である。この条件内で，
一枚のフィルム面内における濃度均一性と，高速連続
処理の場合のフィルム面どうしの濃度均一性（一定性）
を実現することが大きな課題となる。
Fig. 13 は熱現像過程における典型的なフィルム温度
の時間変化特性を示している。領域①は昇温期間，領
域②は一定温度期間，領域③は冷却期間を示す。左右
の矢印の間が実質的な熱現像期間となる。一方，フィ
ルムの現像濃度は，Fig. 14，15 にあるように熱現像温
度と熱現像時間が変わると大きく変わるという特性を
持っている。上記の実質的な熱現像期間において，熱
現像温度・熱現像時間が変動すると濃度変動を引き起
こすことになる。
このフィルムの熱現像特性を考慮すると，上記の実
質熱現像期間において，一般に考えられる「温度精度
を上げること」のみならず，「時間精度を上げること」
も重要になる。これらの要件を満たした上で，さらに
高処理能力を実現するためには，レーザー記録後のフィ
ルムを室温から約 120 ℃へ数秒で昇温し熱現像すること
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Fig. 15 Dependence of optical density on time

よって，高速性と均一性を兼ね備えた熱現像技術の
開発が重要課題であり，これをヒートプレート／ロー
ラー方式という新しい独自の熱現像技術で克服した。

4.4.2 加熱原理の選択
一般にフィルムに熱を伝える手段を伝熱の原理で分
類すると，①伝導型②対流型③放射型の 3 つになる。
① 伝導型
伝導型熱現像器の代表例はヒートドラム（熱せら
れたドラム）を熱源に用いたものである。温度制
御されたドラムから直接的に熱伝導によってフィ
ルムに熱を伝えて加熱する。フィルムと熱源が接
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触していることから伝熱速度が大きく，一般に精
度よく温度制御ができる（Fig. 16）
。

がよいことが予想される。さらに，伝導型では，フィ
ルムの温度は熱源の温度と同じになる特性をもつので，
フィルムの温度を制御するには熱源の温度を制御すれ
ばよいというメリットが出てくる。熱源とフィルムと
が接触することによる種々の課題は，新規技術開発に
より克服できると判断し，この加熱原理に基づく方式
を探求した。

4.4.3 ヒートプレート／ローラー方式の開発
Fig. 16 Conduction type thermal development unit

② 対流型
対流型熱現像器の代表例は熱風を用いたものであ
る。温度制御された空気を吹き出し板（スリット
や多孔）から吹き出し，フィルムに当てて加熱す
る。熱風の速度などによるが，空気とフィルムと
の境界に熱抵抗層が存在するので比較的伝熱速度
は小さい。しかし，フィルムが熱伝導面に接触し
ないという利点がある（Fig. 17）
。

Fig. 17 Convection type thermal development unit

③ 放射型
放射型熱現像器の代表例は遠赤外線を用いたもの
である。遠赤外線を直接フィルムに照射して，フィ
ルムで起きる光→熱変換によって加熱する。光が
直接的に熱に変わるので高温の熱源を用いれば伝
熱速度は大きくなるが，一般に温度の制御が難し
い。対流型と同様に，フィルムが熱伝導面に接触
しないという利点がある（Fig. 18）
。

Fig. 18 Radiation type thermal development unit

Fig. 19 Heated drum / belt type development unit

上記の特徴からわかるように，対流型と放射型はフィ
ルムが熱伝導面に接触しないという利点があるが，数
秒で約 120 ℃に上げるという迅速加熱特性と± 1 ℃の高
い温度精度が得られそうにない。一方，伝導型はフィ
ルムと熱源を直接的に接触させて伝熱させるので，熱
源からフィルムへの伝熱速度が大きく，迅速加熱特性
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伝導型熱現像器にはさまざまな方式があるが，シー
ト形態であるフィルムの連続的な加熱現像を考えると，
採りうるシート搬送方式と切り離して考えることはで
きない。シートの加熱においては，熱源となる加熱部
材とシート押え部材との間にシートを挟持して搬送す
るのが一般的である。
このことを考慮して，従来から実用化されてきた伝
導型熱現像器を以下に分類した。以後の説明において，
それぞれの方式の名称を（加熱部材）／（シート押え部
材）のように記述すると，典型的な方式は，①ヒートド
ラム／ベルト方式，②ヒートシュー／駆動ドラム方式，
③ヒートプレート／ベルト方式の三つとなる。各方式
の特徴を以下に示す。
① ヒートドラム／ベルト方式
熱現像転写型感光材料を中心に広く採用されてい
る熱現像方式である。フィルムの加熱手段として
ヒートドラム（熱せられたドラム）を用い，このヒー
トドラムにエンドレスベルトを所定角度巻き付け，
ヒートドラムとエンドレスベルトの間にフィルム
を挟持搬送して熱現像を行う。温度精度は比較的
良いが，ゴミなどの異物混入で発生する空隙によ
る白ポツ状のムラの発生や，フィルムをヒートド
ラムから剥離する時のフィルム欠損ゴミなどが，
再度ヒートドラムに付着することによる白ポツ状
のムラが懸念される。また，エンドレスベルトの
熱劣化などにより，その張力が不均一になると，
フィルムとヒートドラムが均一に接触せず，現像
ムラが発生するおそれがある（Fig. 19）
。

② ヒートシュー／駆動ドラム方式
ヒートシューとは駆動用ドラムの外側を被う形の
加熱部材で，靴（＝ shoe）に似ていることからそう
呼ばれる。従来から熱現像用印画紙およびフィルム
の熱現像に用いられてきている熱現像方式である。
典型的なヒートシューは形状が半円筒形の加熱さ
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れたスリーブ状部材である。フィルムは半円筒形
のスリーブ状部材の凹側と接触する。スリーブ状
部材の凹側の形状に合致する円筒状駆動ドラムが
摩擦駆動力によってフィルムを駆動し，加熱現像
する。フィルムの現像の場合は，①と同様の白ポ
ツ状のムラのほかに，スリーブ状部材から駆動ド
ラムへの押し圧不均一による現像ムラも懸念され
る（Fig. 20）
。

Fig. 20 Hot shoe / drive drum type development unit

③ ヒートプレート／ベルト方式
古くから各種熱処理や熱現像に利用されてきた方
式である。伝熱部材はプレートの形態であり，こ
の伝熱部材にフィルムを加圧接触させて熱現像を
行う。加圧部材としてはフィルムをプレート状部
材に対して押圧するエンドレスベルトがよく用い
られる。フィルムの温度はプレートの温度分布を
反映するので，比較的温度精度は上げやすい。エン
ドレスベルトを用いているので，①と同様に熱劣
化を原因とする現像ムラのほかに，フィルムがヒー
トプレートとこすることによる引っ掻きが懸念さ
れる（Fig. 21）
。

Fig. 21 Heated plate / belt type development unit

以上①②③の方式とも現像ムラなどの発生が懸念さ
れた。特に，透過像で観察する医用診断画像ではアー
チファクトの視認性が格段に厳しく，ゴミなどの異物
混入で発生する空隙による白ポツ状のムラなどが大き
な問題となる。
われわれは熱現像機構の特性をよりよく掴むために，
熱流れのシミュレーション解析や，シート搬送の安定
性解析，さらに，画像評価など鋭意研究を重ねた結果，
③のヒートプレート／ベルト方式の範疇ではあるが，
ヒートプレートの形状を工夫するとともにフィルム押え
部材をベルトからローラーに変えた，まったく新しい
ヒートプレート／ローラー方式の熱現像器を開発した。
この技術によって，低い消費電力で高い処理能力と安
定な濃度均一性を可能とした。
その内容を以下に説明する。

4.4.4 ヒートプレート／ローラー方式の構造と特徴
本方式による熱現像器の構造を Fig. 22 に示した。全
体はヒートプレート，押えローラー，ローラー駆動円
盤とから構成されている。ヒートプレートはニクロム
線などの発熱体を平面状に敷設して収容した板状の加
熱部材であり，このヒートプレートと，駆動円盤によっ
て回転する複数の押さえローラーとにより，これらの
間にフィルムを挟持搬送して熱現像を行う方式である。
エンドレスベルトを備えていないために，本質的にエン
ドレスベルトの熱劣化による現像ムラが発生しない。
一般には，熱現像時にフィルムが高温になるため，
その平面性が悪化し，フィルムがプレートから浮き上
がる懸念があるが，本方式では湾曲したプレートの凹
側にフィルムを通し，複数のローラーでフィルム全体
をしっかりと押えることにより，このフィルムの浮き
上がりを防いでいる。
また，ローラー表面・フィルムの摩擦係数をヒートプ
レート表面・フィルムの摩擦係数よりも十分に大きく
し，室温から高温（現像温度）までの温度範囲において，
ローラーのスリップが生じないようにしている。
さらに，高温ではフィルムが軟らかくなるため，フ
ィルムの乳剤面を引っ掻かないように注意することが
必要である。本方式ではこれを避けるため，フィルム

Fig. 22 Heated plate / roller type development unit
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のバック面をプレートに接触させて滑らせて熱現像す
る方式を採用した。ヒートプレートのフィルム接触面
には現像温度におけるフィルムとの摩擦抵抗を小さく
する特性を設けており，バック面の傷を防ぐとともに，
ゴミなどの異物が混入しても滞留せず，白ポツ状の現
像ムラが発生しにくい。
本方式は直接伝熱方式のため，迅速加熱性が優れてい
ることはいうまでもない。連続処理においても，フィル
ムは数秒で昇温し，所定の現像温度および現像時間を
高い精度で実現できる。さらに，ヒートプレートの熱
容量とヒーターの電力密度を所定分布とすることによ
り，ヒートプレート伝熱面の場所的な温度分布が小さ
いこと，および押えローラーの径，配列ピッチ，押え
圧力などの最適化により，フィルム搬送路全般にわた
ってのヒートプレートとフィルムとの接触が一様であ
ることにより，加熱の均一性も優れている。ヒートプ
レートの両端部の放熱を少なくするために，断熱性の
固定部材を採用しヒートプレートを極力熱的に分離す
るような構造にしている。その上で，ヒートプレート
両端部の温度低下を補償するため，ヒーター構成にも
工夫がなされており，フィルム幅方向の均一加熱をも
可能にしている。
昨今の CO2 削減のためには消費電力を抑えることも装
置開発上の使命であるとの考えから，ヒートプレート
のヒーターのきめ細かい制御をして，無駄な熱の発生
を抑えた高効率な熱現像を行うとともに，保温カバー
などにより熱現像部および装置全体の保温を強化して，
消費電力を徹底して抑えている。
このことにより，AC100V 電源での使用でありながら，
あらゆる設置環境温度条件下において十分な装置立ち
上げ時間の確保と，時間当たり約 130 枚（半切）の高い
処理能力を実現している。
また，ヒートプレート近傍の雰囲気を清浄するガス
フィルターを備えており，環境に対する配慮を徹底し
て進めている。
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5. システム構成
代表的な接続形態を Fig. 23 に示す。
本ドライレーザーイメージャー FM-DP L には，FCR を
初めとする各種画像診断装置を接続することができる。

Fig. 23 Examples of system formation

6. 今後の展開
時代はウエット処理での画像記録システムから，ド
ライ処理の画像記録システムへ確実に動き始めている。
このような状況の中，拡大するデジタル画像診断に対
応すべく，ドライ処理で，かつ高画質・高速処理可能
な医用画像用ドライレーザーイメージャー FM-DP L を
開発した。今後さらに技術の改良を進め，新しい世代
にふさわしい商品へと発展させたい。
（本報告中にある Fuji ， Fuji Film ， FCR は富士写真
フイルム（株）の商標です。）

医用画像用ドライレーザーイメージャーシステム FM-DP L の開発
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富士ドライケム DBIL-P スライド の開発
阿部義彦 *，天野芳和 *

Development of FUJI DRI-CHEM DBIL-P Slide for the Diagnosis of Jaundice
Yoshihiko ABE* and Yoshikazu AMANO*
Abstract
A dry chemistry slide for the determination of Direct Bilirubin (DDBIL) concentration in serum or
plasma has been developed. The choise of diazonium salt capable of selectively reacting with DBIL,
enhancing the OD of the complex resulting from the coupling between the diazonium salt and DBIL, and
improving the storage stability of the slide have been the key breakthroughs in this development. When a
drop of serum or plasma is applied onto the slide, DBIL selectively reacts with the diazonium salt in the
slide, and is quantified by the reflective photometry of the formed dye at 577nm. Satisfactorily stable results
were obtained with within-run measurements. The present method based on dry film assay technology has
proved to provide highly reliable data for the diagnosis of Jaundice with quick and efficient operations.

1. はじめに
医療の現場において、疾患の診断および病態を把握
するために，血液中の化学成分や酵素を定量的に測定
することが広く行われている。こうした臨床検査分野
において，従来の高信頼性，高能率性に加え，迅速性，
即時性への追求が盛んにうたわれてきている。米国臨
床化学会において POCT（Point of Care Testing）が検査に
おける重要な市場分野と認識され始め，多くの技術や
商品が発表されている 1）。富士ドライケムは（以下，
FDC と略す）は、こうした現場の即時性、随時性の要求
に応え、高信頼下，簡易かつ迅速に検査結果を提示で
きるシステムとして広く知られている。試薬は，乾燥
状態で一体化した試薬スライドを用い，血液などの検
体を 1 滴点着するだけで，血液中の目的物質濃度や酵素
活性値が測定できるというドライケミストリーの代表的
システムである。FDC の主な特長として，①検体とし
て血清，血漿，全血，その他，尿にも対応する，②試薬，
水，反応容器，測定セルなどが不要である，③実際の
操作は検体の点着だけである，④水を使用しないため，
廃液処理設備も不要で，災害時にも強い，などがあげ
られる 2）3）。FDC はこれまでに，生化学 14 項目，酵素
10 項目，免疫項目 1 項目，そして電解質 3 項目を含む，
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合計 28 項目の試薬スライドを開発してきた 4）。
本報告では，黄疸疾患の診断に有用な DBIL（直接ビ
リルビン）スライドを開発したので紹介する。

2. スライド開発
2.1 開発の背景
正常人の血中ビリルビンの大部分は網内系で老化し
た赤血球細胞の破壊によって遊離するヘモグロビンに
由来する。こうして生成したビリルビンは間接ビリル
ビン（遊離ビリルビン）であり，このほとんどが肝細胞
へ運搬される。肝細胞では，グルクロン酸転移酵素
（Glucuronyl Transferase）によって，グルクロン酸 1 分子
または 2 分子と間接ビリルビンのプロピオン酸とエステ
ル結合による結合体を生成する。これが，直接ビリル
ビン（抱合ビリルビン）となる。直接ビリルビンの大部
分は，その後胆管を経てウロビン体として体外に排出
される。疾病がなければ血中のビリルビンはごくわず
かしか存在しない（Fig. 1）
。
このビリルビン代謝に障害や異常が生じると，血中の
ビリルビン値（直接ビリルビンまたは間接ビリルビン）
に上昇がみられ，皮膚や各種臓器が黄染する。これが，
いわゆる黄疸と呼ばれる現象であり，種々の原因に起
因する。間接ビリルビンのみが上昇する主な原因として，
溶血性貧血，すなわち，赤血球の崩壊が亢進すること
があげられる。間接ビリルビンは，高濃度のままでは，
その毒性のために脳障害を生じ，精神薄弱に至ること
もある。一方，直接ビリルビンの上昇として代表的な
疾病として，閉塞性黄疸が知られている。これは，
直接ビリルビンが肝細胞から胆管への排泄される代謝
に障害を起こすことに起因し，胆管炎や胆嚢炎を併発す
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る場合がある。その他，肝細胞がビリルビンの取り込
みを行えない場合，肝細胞中での抱合化能力が低下し
た場合，ウィルスなどによる肝細胞が障害を受けてい
る場合（ウィルス性肝炎）には，直接と間接ビリルビ
ン両方の値が上昇することが知られている。なお，間
接ビリルビンの値は，総ビリルビンと直接ビリルビン
の差から求める 5）。
このように，黄疸は，さまざまな原因により現れる
症状であり，臨床検査においても，黄疸の鑑別には，
血清総ビリルビンのみの測定では不十分であり，総ビ
リルビン値に対する直接ビリルビンの比が，重要な情
報を与える。

Oxidation Method
Enzyme or Oxidant
Bilirubin
Biliberudin
λmax = 400nm

Diazonium Method
Bilirubin + Diazonium salt

Complex
λmax = 570nm

Fig. 2 Principle of bilirubin measurement

2.2.2 層構成について
DBIL スライドの層構成を Fig.3 に示す。ポリエチレン
テレフタレートの光透過性支持体上に吸水層，展開反
応層の 2 層から構成されている。展開反応層に，血清な
どの検体を点着すると，検体は展開層で均一に自由展
開を行い，近傍に存在するジアゾ色素とカップリング
反応を起こす。カップリングした複合体は，570nm を
λmax とする色素を形成する。この色素をアナライザー
では，支持体側から 577nm にて反射測光し，37 ℃で 5 分
間インキュベートした後の反射光学濃度を求め，あら
かじめアナライザーに内蔵された検量線に従って，
DBIL 濃度に換算する。

Fig. 1 Metabolism of bilirubin

FDC の項目には，総ビリルビン測定用スライド TBIL
はあるものの，DBIL を測定することはできなかった。
そこで，こうした背景のもと，緊急検査として有用な，
直接ビリルビン（DBIL）の開発を始めた。

Fig. 3 Structure of FUJI DRI-CHEM DBIL slide

2.2 測定原理およびスライドの層構成
2.2.1 測定原理の選択
DBIL の測定は，一般にジアゾ試薬を用いたジアゾ法
と酵素や酸化剤を用いた酸化法の 2 つの方法が知られて
いる（Fig.2）6）。酸化法は 400nm のビリルビン自身の色素
の消滅からその差を濃度に換算して求める方法が用い
られている。一方，ジアゾ法はビリルビンとジアゾ試
薬がカップリングして生成する色素量を濃度に換算す
る。FDC はそのシステム上，試薬と反応する前の検体
の光学濃度を測定することは不可能であることから，
ジアゾ法を用いた測定法を用いることにした。

72

2.3 スライド開発
2.3.1 反応特異性
血液中には，前述したとおり，直接ビリルビンのほ
かに類似の構造をもつ間接ビリルビンがある（Fig. 4）。
直接ビリルビンの測定において，ポイントとなるのは
いかに特異的に直接ビリルビンと反応を行わせるかで
ある。ジアゾ試薬を選択することによって，直接ビリ
ルビンのみの測定が可能になった。Fig. 5 に多検体相関
のバイアスにより，間接ビリルビンの影響について確
認した。
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Fig. 5 Bias of indirect bilirubin on FUJI DRI-CHEM

Fig. 6 Effect of 1,5-naphthalendisulfonate

Fig. 4 Structure of bilirubin

2.3.2 感度 UP
直接ビリルビンの正常域は 0.3mg/dL 以下と低く，こ
のレベルにおける高い精度を達成させるためには，測
定域内の検量線の傾きをいかにたたせるかがポイント
となった。
1,5-ナフタレンジスルホン酸を用いることにより，感
度を UP させることができた。Fig. 6 に 1,5-ナフタレンジ
スルホン酸の効果について，そのスペクトルを示した。
1,5-ナフタレンジスルホン酸を導入することにより，色
素スペクトルの深色効果が見られ，感度を増大させる
ことができた。

Fig. 7 Measurement of diazonium salt in slide by capillary electrophoresis

2.3.3 保存安定性
ジアゾ試薬は，一般にその保存経時性が悪く，不安定
な物質として知られている。本スライドについても，経
時により OD が上昇する現象が見られた。さらに，キャ
ピラリー電気泳動機を用いて，経時したスライドよりジ
アゾニウム塩を抽出定量した結果，明らかにジアゾニ
ウム化合物の分解が起きていることを裏付ける結果を
得た（Fig. 7）。この課題に対し，硫酸亜鉛 7 水和物を添
加することにより，ジアゾニウム塩を安定化させ，保
存安定性能を改良することができた。Fig. 8 に，DBIL
濃度の 3 レベルにおけるスライドの実経時データを示
す。9 ヶ月の有効期間内で十分安定な性能を示している。
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Fig. 8 Storage stability of the slide at 4°C
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3. スライド性能
3.1 干渉物質の影響
（1）溶血の影響
元来ジアゾ法は，発色する色素の波長とヘモグロ
ビンの波長が重なってしまうために，溶血検体で
は正誤差を生じることが知られている。本スライ
ドにおいて溶血の影響を調べた結果を Fig. 9 に示す。
スライドにおいても同じ理由により，正誤差を示
すことを確認した。
（2）アスコルビン酸の影響
本スライドについて，血清中のアスコルビン酸の
影響について調べた。Fig. 10 に，その結果を示す。
血清中のアスコルビン酸の影響はないことを確認
した。

（3）タンパクの影響
本スライドについて，血清中のタンパクの影響に
ついて調べた。Fig. 11 にその結果を示す。血清中
のタンパク量の増大に伴って，Ｌレベルで若干高
値化する傾向があるが，大きな影響はないことを
確認した。
（4）乳ビの影響
本スライドについて，血清中の乳ビの影響につい
て調べた。Fig. 12 にその結果を示す。血清中の乳ビ
の影響は，ないことを確認した。

Fig. 9 Interference with hemoglobin
Fig. 12 Interference of chyle
(*formasin means degree of chyle)

3.2 実技試験
実際の患者検体を用いて，本スライドの有用性を確
認した。
（1）同時再現性
濃度の異なる血清 5 検体について N=10 で測定し
たときの同時再現性を Table 1 に示す。正常域レ
ベルで SD ； 0.02mg/dL，高濃度域で CV ； 0.83 〜
1.38 ％と良好な結果であった。
Table 1 Precision(within-run) Data for Human Serum
Fig. 10 Interference with ascorbic acid

Fig. 11 Interference with protein
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（2）相関
検体 72 検体を用いて，自動分析装置 HITACHI7150
との相関を調べた。Fig. 13 にその結果を示す。回
帰式回帰式； y=0.9953x+0.0201，相関係数；
R=0.9969, Syx=0.997 と良好な関係を示した。
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4. 終わりに
FDC の測定項目には，総ビリルビン測定用スライド
（TBIL）しかなく，今まで黄疸の診断は，その人体に及
ぼす影響を判断することしかできなかった。今回，新
たに DBIL 測定スライドが加わることによって，その診
断の幅が大きく広がったことは言うまでもない。DBIL
スライドは，今後ドライケミストリーの特長である測
定の簡便性，即時性を活かし，TBIL スライドと共に，
黄疸の鑑別に有用な製品として，現場で使用され，FDC
システムの発展に貢献すると考える。
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占 部 茂 治
大 関 智 之

日本写真学会秋季大会研究発表会講
演要旨，1997，72-73 (1997)

クラスターの反応
ラスター

谷

忠 昭

季刊化学総説，No.38，139-151 (1998)

硫黄増感を施した臭化銀粒子上における潜像中心の
形成位置の研究
硫黄増感剤の種類依存性

御 舩 博 幸
吉 田 勇 治

日本写真学会誌，61 (6)，372-383 (1998)

ハロゲン化銀平板状粒子の核形成機構

中 津 雅 治
三 木 正 章
高 田 俊 二

日本写真学会秋季大会研究発表会講
演要旨，1998，38-39 (1998)

臭化銀粒子上に生成した銀のクラスター（かぶり中
心）の電子顕微鏡による観察

田 坂 知 樹
室 伏 雅 子
谷
忠 昭

日本写真学会秋季大会研究発表会講
演要旨，1998，40-41 (1998)

Silver Clusters of Photographic Interest III. Formation of
Reduction Sensitization Centers in Emulsion Layers on
Storage and Mechanism for Stabilization by TAI.

Tani T
Muro N
Matsunaga A

J Imaging Sci Technol，42 (4)，349-354
(1998)

Silver Clusters of Photographic Interest. IV : Reduction
Sensitization of Silver Chloride and Silver Bromide
Emulsions.

Tani T

J Imaging Sci Technol，42 (5)，402-408
(1998)

A Study on the Mechanism of Nucleation and Growth of
Twin Tabular AgBr Crystals.

Hosoya Y
Urabe S

J Imaging Sci Technol，42 (6)，487-494
(1998)

Desensitization Due to Enhancement of Dispersion of
Image Centers by Dyes, III. Effect of Crystal Defects.

Ihama M
Miyake K
Tani T

J Imaging Sci Technol，42 (6)，499-504
(1998)
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AgCl 乳剤中へ添加された Ir イオンによる遅延潜像形
成機構の解析

大 脇 知 徳
平 野 昭 裕

日本写真学会誌，62 (3)，209-215 (1999)

還元増感中心の電子および正孔捕獲性についての光
伝導法による解析

細 井 一 邦
平 野 昭 裕

日本写真学会誌，62 (4)，269-275 (1999)

Silver clusters of photographic interest. Part 5 : Formation
of R centres and P centres by reduction sensitization and
light absorption of silver bromide grains.

Tani T
Tasaka T
Murofushi M
Hosoi K
Hirano A

Imaging Sci J，47 (1)，1-10 (1999)

晶相および晶癖の異なる AgBr 乳剤粒子のイオン伝導
度に対するシアニン色素の効果

古 内 秀 雄
谷
忠 昭

日本写真学会秋季大会研究発表会講
演要旨，1996，17-19 (1996)

低温蛍光顕微鏡によるハロゲン化銀粒子乳剤上のシ
アニン色素 J 会合体像の観察

山 下 克 宏
浅 沼 浩 之

日本写真学会秋季大会研究発表会講
演要旨，1997，66-67 (1997)

写真用有機素材の新展開
シアニン色素の 1 電子
酸化体の還元反応を利用した正孔捕獲剤の評価法

日 置 孝 徳

日本写真学会誌，62 (1)，11-16 (1999)

写真用有機素材の新展開
造と性質

大 屋 豊 尚
日 置 孝 徳

日本写真学会誌，62 (1)，17-21 (1999)

硫黄増感を施した臭化銀粒子上における潜像中心の
形成位置の研究 第 2 報 シアニン色素や TAI によ
る潜像中心の形成位置の制御

御

幸

日本写真学会誌，62 (3)，196-208 (1999)

広がりゆく金属錯体の化学
体化学の新展開

岡 田
久
小 島 哲 郎

化学と工業，51 (9)，1434-1436 (1998)

写真用高活性シアンカプラーの合成法の開発
アミド基の隣接基関与を利用した銅触媒芳香族求核
置換反応

山 川 一 義
小 林 英 俊
伊 藤
勇*

有機合成化学協会誌，56 (9)，764-772
(1998)

写真乳剤の化学増感におけるゼラチンの課題

占 部 茂 治
佐 野
徹

ゼラチンシンポジウム講演要旨，4th，
21-23 (1998)

合成保護コロイドから見たゼラチンの写真特性

佐 野
徹
占 部 茂 治

日本写真学会秋季大会研究発表会講
演要旨，1998，128-129 (1998)

ゼラチンの物理と化学
たゼラチンの写真特性

占 部 茂 治
佐 野
徹

日本写真学会誌，62 (4)，295-301 (1999)

椋 木 康 雄

化学と教育，47 (4)，245-247 (1999)

吉 川
将
佐々木 博 友
市 川 慎 一
小 島 哲 郎

日本写真学会誌，62 (1)，44-49 (1999)

界面活性剤の化学

パンクロ減感色素の構

写真材料における錯

合成保護コロイドから見

銀塩写真感材と界面活性剤

写真用有機素材の新展開
漂白定着液用硫化防止
剤としてのスルフィン酸誘導体の開発
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題
INTEGRA システム
開発

目
製版用超硬調明室返し感材の

著

者

報

告

誌

伊 藤
忠
後 藤 孝 浩

日本写真学会秋季大会研究発表会講
演要旨，1996，149-151 (1996)

山
竹
河
江

田 耕三郎
内
寛
戸 孝 二
副 利 秀

日本写真学会秋季大会研究発表会講
演要旨，1996，152-154 (1996)

製版用明室返し感材の超硬調化技術の開発

久 保 利 昭
加 藤 和 信
山 田 耕三郎

日本写真学会秋季大会研究発表会講
演要旨，1997，80-83 (1997)

ものを作るこころ 第 33 回
す」開発ストーリー

持 田 光 義

映像情報メディア学会誌，52 (11)，
1585-1588 (1998)

超硬調印刷感材における造核活性種の分光学的同定
と基礎物性

河
山
加

日本写真学会秋季大会研究発表会講
演要旨，1998，108-109 (1998)

A New Technology of Improved Image Quality and Stable
Processing System for Laser Imaging.

Yoshida T
Ezoe T

TAGA Proc (Tech Assoc Graphic Arts)，
1998，280-289 (1998)

The Development of New Nucleating Agents for the LowpH Graphic Arts System.

Yamada K
Kawato K
Hirano S
Katoh K

J Imaging Sci Technol，43 (1)，103-110
(1999)

フィルムの科学
スーパー 400

須 賀 陽 一
福 島 憲 一

写真工業，57 (5)，39-41，16-17 (1999)

坂 東 信 介

写真技術セミナー，15th，17-26
(1999)

Design of Silver Halide Photographic Materials. Design
of Color Reversal Film with Improved Push-processing
Characteristics.

Shuto S
Kuramitsu M
Bando S

日本写真学会誌，62 (2)，93-97 (1999)

Design of Silver Halide Photographic Materials.
Development of High-Accuracy Image Simulation
System, and Its Application to Designing Tone and Color
Reproduction of a New Color Reversal Film.

Ishibashi H
Shuto S

日本写真学会誌，62 (2)，106-110 (1999)

新しいインスタント写真システムインスタックスの
開発

福
大
片
青
竹
御
石

FujiFilm Res & Dev，No.44，1-6 (1999)

インテグラ G ／ A フィルムの為の新規造核剤の開発

第 4 の感色層採用のフジカラー

21 世紀に向けての感光材料
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フジカラー「写ルンで

リバーサル

戸
田
藤

田
井
岡
崎
内
林
丸

孝 二
耕三郎
和 信

弘
央 雄
英 明
耕
和 彦
慶 史
信 吾
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フジカラー

目

Super400 ／ Nexia

著

H400 の開発
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須 賀 陽 一

FujiFilm Res & Dev，No.44，7-13 (1999)

熱現像感材の特性曲線に対する新しい表式

平 野 昭 裕

日本写真学会秋季大会研究発表会講
演要旨，1997，76-78 (1997)

撮影のためのカメラ・レンズ知識
送方式

フィルムの給

小松崎

博

写真工業，11 月号別冊，168-171
(1998)

撮影のためのカメラ・レンズ知識
メラの情報伝達

フィルムとカ

小松崎

博

写真工業，11 月号別冊，176-180
(1998)

Divinyloxyalkane Cross-linker on DUV Photoresist.

Aoai T
Kondo S
Watanabe H*
他

J Photopolym Sci Technol，11 (3)，
537-540 (1998)

CTP システムの技術動向

喜 多 信 行

日本印刷学会誌，36 (2)，97-104 (1999)

現像不要 CTP 刷版およびデジタル印刷機の技術動向
レーザーアブレーション方式による CTP

横 家 弘 明

日本印刷学会誌，36 (3)，148-151 (1999)

ピクトロプルーフシステムの開発

上
横
入
神
珠
井
近
島

原
川
田
尾
川
上
藤
崎

麗 樹
拓 哉
潔
隆 義
清 巳
克 視
浩 和
治

FujiFilm Rec & Dev，No.44，18-24 (1999)

一般商業印刷用サーマル CTP プレート Brillia LH-NI
の開発

青
小
中
菊
西
中
大
国
北

島
林
西
池
川
村
島
田
谷

桂太郎
史 和
治 雄
敬
伸 夫
一 平
康 仁
一 人
克 司

FujiFilm Rec & Dev，No.44，33-36 (1999)

Mechanism of Acid-Catalyzed Crosslinking Reaction with
Hydroxyethyl Group and Application to Microlithography.

Aoai T
Kondo S
Lee J S*
他

CTP 版材の進歩

FUJIFILM RESEARCH & DEVELOPMENT (No.45-2000)

J Photopolym Sci Technol，12 (2)，
303-306 (1999)
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Design and Synthesis of New Alicyclic Acrylate Polymer
with Androstane Moiety for 193nm Resist.

Aoai T
Sato K
Kodama K
Kawabe Y
Nakao H
Yagihara M

J Photopolym Sci Technol，12 (3)，
477-486(1999)

Recent Advances in Acetal-Based DUV Resists.

Fujimori T
Tan S
Uenishi K
Malik S*
他

J Photopolym Sci Technol，12 (4)，
591-599 (1999)

Pictrostat digital 400 の開発

永
奥
平

島

FujiFilm Res & Dev，No.44，60-64
(1999)

島

完 司
誠一郎
卓 哉

杉
中
大

田
台
西

裕
加津男
能 清

映像情報メディア学会技術報告，22
(65) (CE98 8-22)，79-84 (1998)

昌
智

平
正

日本写真学会誌，62 (3)，235-243 (1999)

電子情報通信学会技術研究報告，99
(172) (OPE99 34-44)，13-18 (1999)

レーザー研究，26 (12)，861-866 (1998)

メガピクセル対応スマートメディア・ダイレクト TA
方式カラープリンタ TX-70

熱応答性マイクロカプセル型感熱発色記録体の研究
（１）
広い光導波層を有する 2W 級 InGaAsP ／ InGap ／
AlGaAs 高出力レーザ

吉 田
宇佐美
大
和
山
浅
国
福
早

郷
田
中
野
安
永
川

英
英
利
敏
利

毅
貢
生
樹
明
明
郎

マイクロチップレーザーとその応用 MgO-LiNbO 3
ドメイン反転バルク SHG 結晶を用いた青，緑色固体
レーザーの特性

原
岡
神

田
崎
山

明
洋
宏

憲
二
二

Temperature Insensitive Characteristics of 1.06μm StrainCompensated Single Quantum Well Laser Diodes (SQWLDs).

Asano H
Wada M
Fukunaga T
Hayakawa T

IEEE 16th Int Semicond Laser Conf
1998，47-48 (1998)

ものを作るこころ

鈴 木 俊 昭

映 像 情 報 メ デ ィ ア 学 会 誌 ， 53 (3)，
353-356 (1999)

Fukunaga T
Wada M
Hayakawa T

Jpn J Appl Phys Part 2，38 (4A)，L387L389 (1999)

第 37 回

FCR 開発ストーリー

High-Power 0.8μm InGaAsP/InGaP/AlGaAs Single
Quantum Well Lasers with Tensile-Strained InGaP
Barriers.
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紫外線領域におけるイメージングプレートの感度応
答特性

宮 原 諄 二
山 下
洋*
他

レーザー研究，26 (11)，812-815 (1998)

Luminescence from Self-Trapped Excitons in BaFI and
BaFBr1-xIx crystals.

Mori N
Ohnishi A*
他

UVSOR Act Rep， 1997， 108-109
(1998)

バリウムフルオロハライド蛍光体の輝尽メカニズム
解析の現状

岩 淵 康 夫
森
信 文
高 橋 健 治

FujiFilm Res & Dev，No.44，37-41 (1999)

イメージングプレートの特性測定と応用

江 藤 雅 弘
藤 根 成 勲*
他

KURRI

腫りゅう影候補領域検出に適したマンモグラムの空
間分解能

武 尾 英 哉
酒 井 寿 知*
他

Med Imaging Technol，17 (4)，423-424
(1999)

Application of imaging plate in a autoradiographic
technique for detection of 10B concentrations in human
pancreatic carcinoma in vivo.

Iwai S
Yanagie H*
他

立教大学原子炉利用共同研究成果報
告書，No.26 (1996)，123-127 (1997)

非破壊検査技術の新しい流れ
レート技術とその応用

福 岡 孝 義

溶接技術，46 (10)，66-71 (1998)

Quantitative measurements of optical diffractogram using
imaging plate.

Ogura N
Fukushima I*

J Electron Microsc，48 (3)，253-255 (1999)

バイオサイエンスのためのアイソトープ測定機器
第三シリーズ
ラジオルミノグラフィ（RLG，放射
線測定ルミネッセンス輝尽性発光技術） 3 BAS シ
ステムに関する FAQs(Frequently Asked Questions)

森

Radioisotopes，48 (1)，48-62 (1999)

Development of a new type of imaging plate for neutron
detection.

Tazaki S
Neriishi K
Takahashi K
Etoh M
Karasawa Y*
他

Nucl Instrum Methods Phys Res Sect A，
424 (1)，20-25 (1999)

Application of imaging plate neutron detector to neutron
radiography.

Etoh M
Fujine S*
他

Nucl Instrum Methods Phys Res Sect A，
424 (1)，200-208 (1999)

イメージングプ
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KR，No.27，21-26 (1999)
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目
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画像流通の仕組み IS

最新 CCD ＆カメラ技術
CCD 応用事例
デジタルスチルカメラの動向

卜
羽
巻
田
高精細

者

報

告

誌

部
仁
田 典 久
島 杉 夫
中 宏 志

日本写真学会秋季大会研究発表会講
演要旨，1996，100-102 (1996)

小 西 正 弘

エ レ ク ト ロ ニ ク ス ， 43 (8)， 56-58
(1998)

最新 Exif 探検隊

Exif フォーマットの概要

渡 辺 幹 夫
巻 島 杉 夫

エレクトロニクス，43 (12)，87-90
(1998)

最新 Exif 探検隊

ほかにもある Exif の応用

巻 島 杉 夫

エレクトロニクス，43 (12)，93-95
(1998)

デジタルカメラ DS-560 ／ 565

田 先

啓

日 本 印 刷 学 会 誌 ， 35 (4)， 211-213
(1998)

デジタルカメラの進化
150 万画素デジタルカメラ
世界最小最軽量デジタルカメラ FinePix700

田 先

啓

画像ラボ，9 (12)，51-54 (1998)

デジタルスチル（DS）カメラ

乾 谷 正 史

オプトニューズ，1998 (6)，25-26
(1998)

映像情報メディア年報 1. 画像エレクトロニクス
1-4 コンシューマエレクトロニクス

小 西 正 弘
池 田
晋*
他

映 像 情 報 メ デ ィ ア 学 会 誌 ， 52 (8)，
1089-1097 (1998)

デジタルスチルカメラからのプリント

竹 村 和 彦

映像情報メディア学会技術報告，23
(5) (IPU99 1-8)，25-30 (1999)

デジタルスチルカメラからのプリント

竹 村 和 彦

画像電子学会研究会講演予稿，168th，
25-30 (1999)

田 先

啓

光アライアンス，10 (3)，55-57 (1999)

ポケットサイズ 85 万画素デジタルカメラ
プ・イット 80

クリッ

メガピクセルデジタルカメラの露出制御

山
田
曽
岩

崎 彰 久
丸 雅 也
我
孝
部 和 記

日本写真学会誌，62 (2)，140-147 (1999)

150 万画素小型デジタルカメラ FinePix700 の開発

曽 我
孝
岩 部 和 記

FujiFilm Res & Dev，No.44，14-17 (1999)

IEEE1394 インターフェイスでマルチメディアが動き
出す！
IEEE1394 対応 Link チップ＆トランシーバ
LSI

早 川 俊 昭

電子技術，41 (3)，52-56 (1999)
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ネットワークイメージング技術の開発と市場へのテ
スト導入

太
羽
椎
卜

田 義 則
田 典 久
森 佳 子
部
仁

FujiFilm Res & Dev，No.44，65-70 (1999)

スパッタ型 FD の電特とトライボロジー

西
臼
長
柏

川 正 一
杵 一 幸
尾
信
木
朗

電子情報通信学会技術研究報告，98
(281) (MR98 16-22)，37-43 (1998)

磁気テープの高密度化についての考察
ド対応磁気テープの開発指針

MR ヘッ

長 尾

信

FujiFilm Res & Dev，No.44，42-47 (1999)

Development of an Advanced Metal Particulate Tape.

Inaba H
Ejiri K
Masaki K
Kitahara T

IEEE Trans Magn，34 (4)，Pt．1，
1666-1668 (1998)

布繊維表面に固定化された酵素の熱安定性に対する
糖類の効果

村 谷 浩 二
牧 野 快 彦
石 崎 慶 一

化学工学会秋季大会研究発表講演要
旨集，31st，第 1 分冊，219 (1998)

FDC スライドにおける糖類を用いた酵素の熱安定化
技術

村 谷 浩 二
牧 野 快 彦
石 崎 慶 一

FujiFilm Res & Dev，No.44，53-59 (1999)

Binding Specificity of Hydrolytic Catalytic Antibody :
Lessons from the Diverse Immune System.

Wada Y
Ono M

J Protein Chem，18 (2)，199-204 (1999)

In situ zymograohy

根 守 良 一
立 川 哲 彦*

月刊組織培養工学，25 (9)，361-364
(1999)

Kinetic and Mechanistic Investigation of a Hydrolytic
Catalytic Antibody Having Remarkable Substrate
Specificity : Substituent Effects on Catalysis.

Wada Y
Yamamoto M
Sudo Y
Ono M

Bull Chem Soc Jpn，72 (3)，477-483
(1999)

Pharmacokinetic analysis and antitumor efficacy of MKT077, a novel antitumor agent.

Suzuki N
Mochizuki T
Kawakami M
Shishido T
Tatsuta N*
他

Cancer Chemother Pharmacol，43 (4)，
295-301 (1999)
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編 集 後 記
本誌は，原著論文と転載論文によって構成されている。原著論文は，当社の Imaging and
Information 分野における主要な新製品の開発に関する技術の思想や詳細を紹介し世に問うもので
あり，それらを本誌に毎号掲載し記録に残し続けることは意義深いものと考えられる。またこれ
らは単なる新製品の紹介に留めず，一つ一つに相当の紙面を割き，内容が充実した高い水準の技
術論文とすることを目指した。
本号ではとくに，当社の主軸である「写真」に加えて新しい潮流である「デジタル」と「ドライ」
が一段と大きな比重を占めるに至ったことが印象的である。写真の分野では映画用カラーネガ
フィルム New Super F シリーズ，写ルンですの循環生産システムおよびフジ G カラーフィルム
Super FA-FC/FT に加えて，デジタルの分野の成果でもある 230 万画素小型デジタルカメラ
PinePix2700，デジタルミニラボ Frontier350/370 およびデジタルイメージデーターベース［ pixabase ］
を紹介した。ドライな材料では、写真分野には耐光性向上新 TA ペーパー，印刷分野にはドライイ
メージングシステム「 REXER 」およびサーマル CTP プレート Brillia LH-PI，そして医療分野には
ドライイメージャーシステム FM-DPL および富士ドライケム DBIL-P スライドを紹介した。
一方で，当社では上記のような新製品や新技術を開発するために必要な基礎的および探索的な
研究も熱心に行われており，その成果の一部は毎年の関連分野の学会での講演発表と学術雑誌へ
の論文の掲載を通じて科学と技術の進歩に貢献している。本誌では上記の原著論文に加えて学術
雑誌に掲載した論文のリストおよび主要な論文の本誌への転載をも行うことにより，Imaging and
Information 分野での当社の技術および学術面での活動をより広く紹介して記録に留めた。これに
より当社の研究活動の経緯，現状および今後の方向がよりよく展望でき，本誌が当該分野で貴重
な資料となることを期待する。
（編集委員長 谷 忠昭）
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