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池上常務執行役員が語る

「第二の創業」実現に向けたR&D部隊の挑戦

―その現状と課題

FUJIFILM RESEARCH & DEVELOPMENT (No.53-2008)

中期経営計画「VISION75」が発表された平成

16年度以降、当社は先進研究所（先進研）の創

設を含む研究開発（R&D）体制の刷新を行い、将

来の成長の持続を支える新規事業群に発展し得る

新技術開発と商品開発に注力しています。

今回の特集では、“What to R&D”（研究開発

部門としてやるべきこと）の追求に焦点を当て、

その現状と課題を報告します。

勝ち続けるには“進歩する技術の一歩先を行

き続ける”ことが必須

――「VISION75」発表以降、再編されたR&D体

制の下、R&D部隊が一丸となって各々の課題達成

に挑戦しています。その狙いと、現在までの成果

についてお聞かせください。

当社が、持続的に成長していく強い企業であり

続けるためには、「VISION75」にあるように新規

事業の継続的創出が不可欠であり、このために

は、現在保有するコア技術を含む基盤技術の深耕

と、さらなる拡大が必要です。そのためには、研

究者一人ひとりが、「勝ち続けるためには、進歩

する技術の一歩先を行き続けることが必須であ

る」と肝に銘じて課題にチャレンジせねばなりま

せん。

現場での若手や中堅の研究者との議論から、こ

の点をよく理解したアグレッシブな研究者が増え

ていることを実感します。これは非常に重要な変

化と言えるでしょう。

さらに現在は、単一の技術で新たな顧客価値を

創造することが困難になっており、「複数の異種

技術の融合」を可能にする「当社の幅広い技術

ポートフォリオ」が強みとなります。先進研の

「フィージビリティーチーム」や「プロジェクト

チーム」の活動には、技術融合を加速するため

に、さまざまなバックグラウンドを持つ研究者が

参加しています。

――そのような中で、R&Dに携わる各組織は、ど

のような役割を担っていますか？

R&D統括本部 技術戦略部（技戦）は、当社グ

ループのR&D全体を俯瞰して、「技術課題を解決

するための、組織の壁を越えた最適のチーム編

成」などに大きな貢献をしています。技戦や知的

財産本部、知的情報統合部などの横軸組織による

情報収集／解析機能は、全体最適化およびR&D

の生産性向上に不可欠です。

一方、トップマネジメントが参加する技術戦略

“What to R&D”の確立がマイルストーン

「第二の創業」に貢献するR&D部隊

取締役・常務執行役員
R&D統括本部長

池上 眞平さん
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富士フイルムステージゲートプロセスは、新規事業・新商品開発のプロセスを標準的に６つのステージに分割して、
開発を推進していく手法です。各ステージにおいて、不確実な要因についての仮説検証を行いながら、不確実性
を減らし、各ステージの終わり（ゲート会議）で、あらかじめ決められた項目についての目標達成度をチェックして、
次のステージに進むかどうかの判断を行います。
各ステージごとに得られた新たな課題から、都度戦略を見直すことで、ユーザーニーズに合致した競争力のある新
事業・新商品の開発を狙っています。

会議は、経営陣と研究現場の距離を縮めるのに有

効です。具体的には、研究者のモチベーションを

高めると同時に、経営陣が研究開発の状況を正確

に理解し、タイムリーに直接ディレクションを与

える場になっています。また、会議で決定された

アクションプランの確実な遂行が、研究効率の向

上につながっています。

組織の枠にとらわれない

業務遂行を

――「第二の創業」実現に向けて、R&Dとして最

も重要な課題は何ですか？

“What to R&D”を見極めることが非常に重要

であり、勝つためには競合や市場の動きを分析

し、将来の動向を読み切ることが必須です。

そこで何よりも重要なのは、技術を熟知してい

る研究者が技術だけでなく、システム全体を捉

え、“R&Dの出口”について責任を持つことです。

組織の枠にとらわれない業務遂行が必要です。

また、富士フイルムグループ全体を対象に技術

ポートフォリオの評価と見直しを行っています。将

来の市場動向予測と現在の技術ポートフォリオを

にらみ、開発に注力すべき技術領域を見極めてい

ます。これにより、コア技術を含む基盤技術強化

を戦略的に実施できます。

一方、人材育成のキーポイントは、課題や現象

を原点に遡って考察する力の源泉となる「基礎

力」の向上です。「基礎力」は他分野の研究者と

の協業や、想定外の変化に対応する際のエンジン

になります。また、細分化された専門領域にとら

われず全体像を把握する力、つまり「システム思

考力」の醸成にも「基礎力」が役立ちます。これ

を通して、研究者が戦略的技術開発／商品開発を

遂行することが可能になります。

さらに、「柔軟性とパワー」を身につけること

も不可欠です。「柔軟性」は本質を見抜く力の源

泉であり、「パワー」は実行力の源です。強く生

き抜くには必須です。これらは“生命体”が保有

する本能であり、磨けば必ず高められるもので

す。「誰かがやるだろう」ではなく「自分が責任

を持ってやる」、つまり「自分の役割を全うする」

ためにも「各人の柔軟性とパワー」が不可欠で

す。加えて、何が何でもやり抜く強い意志、すな

わち「各人のコミットメント」も、会社が成長し

続けていくためには必要です。これらに加え、上

司と部下が信頼関係をベースにした真剣勝負をす

るOJTが必要です。私自身もこれにチャレンジし

ます。

さらに、R&D体制そのものを「スリム＆スト

ロング」の視点から見直していくことも必要で



FUJIFILM RESEARCH & DEVELOPMENT (No.53-2008)

す。細分化されすぎ、複雑な構造となった組織で

は、研究者の力を生かし切ることは困難ですし、

人材育成の点でも好ましくありません。筋肉質な

R&D体制を実現するべく、さらに注力します。

――新規事業と製品開発のプロセスとして、一

昨年導入された「富士フイルムステージゲートプ

ロセス」（FSG）とは、どういうものですか？

FSGで重要なのは、部門長などの研究管理者の

ためだけのツールではなく、研究者自身が合理的な

業務遂行に主体的に活用するための「R&Dの海図」

でもあるという点です。各ゲートでGO／NO GO

を判断する「ゲートアンパイア」がいますが、FSG

の精神を守るには、これにとらわれて研究者が受け

身になってはなりません。

FSGのユニークな点は、研究の基礎段階に当た

る要素研究から、商品導入後のフォローアップに

まで、この仕組みを導入した点にあります。今後

は、FSGの結果をレビューし、R&Dの生産性向上

のためのポイントを抽出、この結果をR&D全体

に横展開していくことを目指しています。

――富士ゼロックス（株）（FX）とは、R&D分野

でどのように連携していきますか？

当社とFX間のシナジー効果最大化のために、両

社の強みをフルに生かす連携を最優先で推進して

います。当社の材料技術とFXのメカトロニクス

（機械工学と電子工学）の組み合わせがその例で

す。効率的な連携のために「ゴールを共有する」、

「しがらみにとらわれず一緒に戦略とアクション

プランを練る」、「必要に応じてアクションプラン

遂行の障害を排除する」の順番で協業を進めてい

ます。

現在はすべての研究者にとって

絶好のチャンス

――勝ち続けて成長し続けるためには、R&Dの

効率とスピードを上げることが不可欠です。研究

に携わる者に必要なことは何でしょうか？

先に述べた「コミットメント」とともに、「先

手必勝の精神」が不可欠です。“成果の価値はタ

イミングによって決まる”という認識をさらに深

めることが必要です。

研究者は“一番大事で難しい課題”を直視し、

これにフォーカスし、正面からチャレンジするこ

とが求められているのです。

――最後に、R&D部門に所属する社員および全

社員に対する期待をお聞かせください。

現在は、技術も事業も大きな変革の時を迎えて

います。これを“大きなチャンス”とポジティブ

に考えて、業務にチャレンジしてほしい。

技術の大変革へのチャレンジには、若手・中

堅・ベテランの研究者が、各々の強みを生かし合

い、一体となることが必須です。また、「新規テー

マ創出促進」「アイデア創出の情熱の喚起」を目

的として発足した新制度「Blue Sky Research

（BSR）」なども活用して主体的に動いてほしいと

思います。

最後に、全社員に向けてお願いしたいことは、

「『第二の創業』の目標達成のために、R&D部隊

を含む全社員がスクラムを組んで前進する」こと

です。今ほど、さまざまなバックグラウンドの

人々のチームワークを必要としている時はありま

せん。

（富士フイルム社内報「We’ll」New Year 2008 より

転載）



富士フイルム研究報告

第 53 号

目 次

原 著

映画用デジタルレコーダー出力専用フィルム「ETERNA-RDI」の開発 ....... 三木正章，村上　光，細谷陽一，西村亮治 ........ 1

関連画像検索エンジン “TRIPIT” の開発 ............................................................. 寺横　素，大橋洋介，沢野哲也，羽田典久 ........ 8

超高速JPEGコーデックの開発 ......................................................... 浅井有人，Ta thi Quynh Lien*，野中俊一郎，羽田典久 ........ 13

環境対応型湿し水の開発 ............................................................................................................................... 服部英行，渡辺邦治 ........ 18

マイクロ化学プロセス技術によるナノ粒子新規合成法 .................................................................................................佐藤忠久 ........ 21

非標識創薬スクリーニングシステムAP-3000の開発
.................................................................................... 西尾朋宣，来馬浩二，江副利秀，小倉信彦，山下清司，林　克巳 ........ 27

ポーラスアルミナ基板を用いる局在プラズモンセンサ ............... 都丸雄一，谷　武晴，堀田吉則，畠中優介，納谷昌之 ........ 34

機能性食品「メタバリア」，「オキシバリア」の開発
............................................................................ 植田文教，芹澤慎一郎，鈴木啓一，森　冬比古，永田幸三，牧野快彦

栗原延浩，岩倉　謙，佐藤雅男，池田賢治，高島正伸 ....... 38

FUJIFILM AstroPore新規超大型ミクロフィルターカートリッジおよびハウジングの開発
............................................................................................................................ 杉浦清仁，岡田英孝，船津英二，山本剛司 ........ 43

クライオSEM法を用いた塗膜の乾燥途中における構造観察技術の開発 .............................................. 塩尻一尋，沖　和宏 ........ 48

HDTV対応高性能88倍ズームレンズ「DIGI POWER 88」の開発 ...................................................... 平川明信*，遠山信明* ........ 51

転 載

AD法により作製したPZTセラミックスの評価 ...............................................................................................................三好　哲 ........ 54

QuickGeneシリーズ：高分子多孔質メンブレンを用いた迅速かつ簡便な核酸抽出システム
................................................................................. 森　寿弘，岩木義英，半戸里江，駒澤宏幸，大友弘子，佐々木　翼

守　智子，金原秀行，稲名克哉，竹下由美子，百木康人，牧野快彦 ........ 60
デジタルマンモグラフィーにおける石灰化再現性の画素サイズ依存性

.................................................................................. 桑原孝夫，岩崎信之，山根勝敏，小島徹也，福島公威*，阿賀野俊孝 ........ 67

光変換型ディジタルラジオグラフィーにおける表露光方式と裏露光方式の画質性能
................................................................. 高須厚徳，岩渕康夫，加藤宗貴，荒川　哲，安田裕昭，島田克己，桑原孝夫 ........ 79

レーザーを用いた新しい追記型DVDへの描画技術
......................................................................................................... 久保裕史，柴田路宏，山田聖哉，糸賀久順，伏木達郎 ........ 88

ゼロレターデーションタックの開発－液晶ディスプレイ用偏光板保護フィルム－
..................................................................................... 中山　元，深川伸隆，西浦陽介，安田知一，伊藤　忠，御林慶司 ........ 90

TN-LCDの視野角特性を改良する新規表面フィルム
..................................................................................... 松永直裕，藤原　功，渡部　淳，安藤　工，宮 桂一，伊藤　忠 ........ 95

バリア膜研磨スラリーの選択比制御技術 ....................................................................................................................... 上村哲也 ........ 99

低アウトガスEUVリソグラフィー用レジストの開発
............................................................ 増田誠也，川西安大，平野修史，上村　聡，水谷一良，安波昭一郎，河辺保雅 ........ 102

TOF-SIMSとGC/MSによるスチレン－ブタジエンからなるコア/シェル型ラテックスの組成定量法 ................... 前川敏彦 ........ 110

第一原理計算による各種PZT相の圧電比較
.................................................................................................. 奥野幸洋，河戸孝二，鈴木真之，原田明憲，小口多美夫* ........ 114

印刷発表リスト .............................................................................................................................................................................................. 120

* 印は富士フイルム株式会社以外の研究者または共同研究者

10050416
タイプライターテキスト

10050416
タイプライターテキスト

10050416
長方形



FUJIFILM RESEARCH & DEVELOPMENT

No. 53

CONTENTS

Originals
Development of Motion-picture Recording Film ETERNA-RDI

............................................................................Masaaki MIKI, Hikaru MURAKAMI,  Youichi HOSOYA,  and  Ryoji NISHIMURA ........... 1
Development of “TRIPIT”, the Associative Image Search Engine for Tagged Images

......................................................................... Hajime TERAYOKO, Yosuke OHASHI, Tetsuya SAWANO, and Norihisa HANEDA .......... 8
Very High Speed JPEG Codec Library ......................... Arito ASAI,  Ta thi Quynh Lien*,  Shunichiro NONAKA,  and  Norihisa HANEDA ........... 13
Eco-Friendly Fountain Solution for Offset Printing ...........................................................Hideyuki HATTORI  and  Kuniharu WATANABE .......... 18
New Synthetic Method of Nanoparticles by Micro Chemical Process Technology ..................................................................Tadahisa SATO .......... 21
Development of Label-free Affinity Perceptive System AP-3000

........................................................................................ Tomonori NISHIO,  Koji KURUMA,  Toshihide EZOE,  Nobuhiko OGURA,
Seiji YAMASHITA,  and  Katsumi HAYASHI ........... 27

LPR Sensor Made by Using Ordered Porous Alumina
........................................... Yuichi TOMARU, Takeharu TANI, Yoshinori HOTTA, Yusuke HATANAKA, and Masayuki NAYA, .......... 34

Development of “Metabarrier” and “Oxibarrier” --- Dietary Supplements Meant for Lifestyle-Related Disease Prevention
............. Fumitaka UEDA,  Shinichiro SERIZAWA,  Keiichi SUZUKI,  Fuyuhiko MORI, Kouzou NAGATA,  Yoshihiko MAKINO,

Nobuhiro KURIHARA,  Ken IWAKURA, Masao SATO,  Kenji IKEDA,  and  Masanobu TAKASHIMA .......... 38
Development of New Extra-large Size Micro Filter Cartridges and Housings

..................................................................... Kiyohito SUGIURA, Hidetaka OKADA, Eiji FUNATSU, and Tsuyoshi YAMAMOTO ........... 43
Development of Structural Observation Method of Coating Film during Drying by Cryo-SEM

.....................................................................................................................................................Kazuhiro SHIOJIRI and Kazuhiro OKI ........... 48
Development of High Performance HDTV 88× Zoom Lens, “DIGI POWER 88”

.................................................................................................................................. Akinobu HIRAKAWA* and Nobuaki TOYAMA* ......... 51

Reprints
Evaluation of Pb (Zr,Ti) O3 Ceramics Prepared by Aerosol Deposition

............................................................................................................................................................................... Tetsu MIYOSHI ........... 54
QuickGene Series : Rapid and Simple System for DNA/RNA Extraction which Uses a Polymer Porous Membrane

..............................Toshihiro MORI,  Yoshihide IWAKI,  Rie HANDO,  Hiroyuki KOMAZAWA,  Hiroko OTOMO, Tasuku SASAKI,
Tomoko MORI, Hideyuki KANEHARA, Katsuya INANA, Yumiko TAKESHITA, Yasuhito MOMOKI, and  Yoshihiko MAKINO .......... 60

The Dependency of Pixel Size on Calcification Reproducibility in Digital Mammography
..................................................................... Takao KUWABARA, Nobuyuki IWASAKI, Katsutoshi YAMANE, Tetsuya KOJIMA,

Kimitake FUKUSHIMA*, and  Toshitaka AGANO .......... 67
Image Quality of the Front Exposure System and the Back Exposure System in the Indirect (X-ray-to-light Conversion) Digital Radiography System

............................................... Atsunori TAKASU, Yasuo IWABUCHI, Munetaka KATO, Satoshi ARAKAWA, Hiroaki YASUDA,
Katsumi SHIMADA,  and  Takao KUWABARA .......... 79

New Laser Labeling Technology for Recordable Digital Versatile Disc
.....................................................Hiroshi KUBO,  Michihiro SHIBATA,  Seiya YAMADA,  Hisanori ITOGA,  and  Tatsuo FUSHIKI ........... 88

Development of Low-Retardation TAC Film for Protection Films of LCD’s Polarizer
...........................................................Hajime NAKAYAMA,  Nobutaka FUKAGAWA,  Yousuke NISHIURA,  Tomokazu YASUDA,  

Tadashi ITO,  and  Keiji MIHAYASHI ........... 90
New Front Surface Film for Improving the Viewing-Angle Properties of TN-Mode TFT-LCDs

................Naohiro MATSUNAGA, Isao FUJIWARA,  Jun WATANABE,  Takumi ANDO,  Keiichi MIYAZAKI,  and  Tadashi ITO  ......... 95
Technology of Controllable Removal Rate Selectivity in Barrier-CMP-Slurry ..............................................................Tetsuya KAMIMURA ........... 99
The material design to reduce outgassing in acetal based chemically amplified resist for EUV lithography

.......................................Seiya MASUDA,  Yasutomo KAWANISHI,  Shuuji HIRANO,  Sou KAMIMURA,  Kazuyoshi MIZUTANI,  
Shoichiro YASUNAMI,  and  Yasumasa KAWABE ........ 102

Quantitative characterizations of styrene-butadiene core-shell latexes by TOF-SIMS and pyrolysis GC/MS .............Toshihiko MAEKAWA ........ 110
Comparisons of Piezoelectricities of Lead Zirconate Titanate for Various Phases by a First-Principles Method

................................................Yukihiro OKUNO,  Koji KAWATO,  Masayuki SUZUKI,  Akinori HARADA,  and  Tamio OGUCHI* ........ 114

Published Papers List .................................................................................................................................................................................... 120

* Co-researcher outside FUJIFILM Corporation

10050416
長方形



1

UDC 771.531.35＋778.588

FUJIFILM RESEARCH & DEVELOPMENT (No.53-2008)

本誌投稿論文（受理2007年12月18日）
*富士フイルム（株）R&D統括本部
イメージング材料研究所
〒250-0193 神奈川県南足柄市中沼210

* Imaging Materials Research Laboratories
Research & Development Management Headquarters
FUJIFILM Corporation
Nakanuma, Minamiashigara, Kanagawa 250-0193, Japan

**富士フイルム（株）イメージング材料品質保証部
〒250-0193 神奈川県南足柄市中沼210

** Imaging Materials Quality Assurance Division

FUJIFILM Corporation
Nakanuma, Minamiashigara, Kanagawa 250-0193, Japan

***富士フイルム（株）R&D統括本部
先端コア技術研究所
〒258-8577 神奈川県足柄上郡開成町牛島577

***Frontier Core-Technology Laboratories
Research & Development Management Headquarters
FUJIFILM Corporation
Ushijima, Kaisei-machi, Ashigarakami-gun, Kanagawa
258-8577, Japan

映画用デジタルレコーダー出力専用フィルム「ETERNA-RDI」の開発

三木　正章*，村上　光**，細谷　陽一***，西村　亮治***

Development of Motion-picture Recording Film ETERNA-RDI

Masaaki MIKI*,  Hikaru MURAKAMI**,  Youichi HOSOYA***,  and  Ryoji NISHIMURA***

Abstract

In April 2007, FUJIFILM introduced ETERNA-RDI for digital intermediate. It is the first film stock in
the world, designed specially for use in the digital intermediate workflow. ETERNA-RDI offers a significant
improvement over conventional non-specific intermediate film stock, producing fine detail and accurate color
from digital image data. New silver halide grain technology prevents spectral color crosstalk, and reduces
scattering of light with its fine control of incident light. Higher photographic stability makes handling in the
processing laboratory easier.

1. はじめに

映画制作は，撮影，編集，配給・上映の工程に大別さ
れ，各工程の用途に対応した銀塩フィルムが使用されて
きている。近年，映画制作の現場でもデジタル技術が普
及し，特に，編集工程において，種々のソースから作成
された画像の合成，および編集のデジタル化が主流とな
り，観客に新鮮な驚きや感動を与える映像の創出を容易
にしている。さらに，ここ数年，撮影から上映までの全
工程をデジタル技術で行なう，いわゆるデジタルシネマ
も登場してきたが，インフラ整備の問題などのために，
映画館の占有率は映画の本場USAにおいても2007年時
点で約10％に留まっており，市場では銀塩フィルムと
デジタル編集システムの相互のメリットを活かした映像
制作が発展している。筆者らは，こうした映画製作の変
化に対応し，アナログ・デジタルの融合を進化させるべ
く，デジタル編集とフィルム上映をつなぐキーとなる
フィルムレコーディングにスポットを当てたフィルムの
開発を行なった。

富士フイルム（株）は，映画製作におけるトータル画
質向上のソリューションとして，フィルムレコーディン

グ画質を飛躍的に向上させる，業界初のデジタルレコー
ダー出力専用フィルム「ETERNA-RDI」を完成し，2007
年4月に市場導入した（Fig. 1）。

本報告では，「ETERNA-RDI」の開発の背景，および
特長，さらに，これらの新製品の開発を可能にした技術
について説明する。

Fig. 1  Newly developed motion-picture recording film ETERNA-RDI.
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2. 開発の背景とETERNA-RDIの目標

近年の映画製作ワークフローの変化と，フィルムレ
コーディングの現状について概説し，それに基づいた
ETERNA-RDIの目標を述べる。

2.1 映画製作ワークフローの変化

映画製作におけるデジタル編集比率はFig. 2のように
着実に増加しており，現在では主流になってきている。

Fig. 2  Trend toward digitization in editing process.

こうしたトレンドとともに，映画製作のワークフロー
も変化を遂げてきている。すなわち，Fig. 3で示すよう
に，ネガフィルムをスキャニングした高画質画像を始め
とした，さまざまなデジタル画像の合成・編集を行なっ
てデジタルマスターを作成し，以降のさまざまな用途に
用いるシステムが整備されてきており，デジタルイン
ターメディエイトシステムと呼ばれている。デジタルマ
スターを用いた上映までのフローは，①フィルムレコー
ダーを用いて，②出力フィルムに記録し（フィルムレ
コーディング），必要に応じて，③インターメディエイ
トフィルムで複製を作成し，④ポジフィルムにプリント
して上映，となる。

Fig. 3  Workflow of motion-picture production.

タル画質を左右する重要な工程である。デジタル編集比
率の増加とともに，フィルムレコーダーは技術革新によ
る画質改良を重ねながら現在まで発展してきた。その中
で，独ARRI社が1998年に発売したレーザー走査記録方式
のARRILASERは，当時の既存レコーダーに対して飛躍的
な高精細・高コントラスト化による高画質化を達成した。
2002 年にはアカデミー科学技術賞を受賞している。
ARRILSERはレコーディング市場に広く浸透し，現在では
高画質デジタルレコーダーの代名詞的存在になっている。

フィルムレコーディング工程での出力用フィルムに
は，既存のフィルムが転用されてきた。コスト上の理由
からネガフィルムを用いる場合もあるが，多くの場合，
インターメディエイトフィルムが使用されている。Fig. 4
およびFig. 5に示すように，インターメディエイトフィ
ルムは映画用ネガフィルム製品群と比べて鮮鋭性・粒状
性といった画質に優れており，高画質レコーディングに
適していることがその理由である。しかし，インターメ
ディエイトフィルムは，あくまでもアナログ編集・複製
用途であり，本来の用途とは異なる使用をされていたに
過ぎなかった。デジタルマスターとインターメディエイ
トフィルムにレコーディングされた画像の間にはいまだ
大きな画質差が存在しており，市場からはさらなる改善
が求められていた。

2.2 フィルムレコーディング

前記のワークフローにおいて，フィルムレコーディン
グはデジタル/アナログ変換を行なう工程であり，トー

Fig. 4 Comparison of sharpness among negative films and
intermediate film.

Fig. 5 Comparison of granularity among negative films and
intermediate film.



きるようになった。
線や文字の描写において，周囲との濃度差が大きい場

合，細い線は細くなって消え，太い線はにじみが生じて
しまい，ディティールを再現するのが通常は困難である。
ETERNA-RDI では，後述のスーパー・ナノ・キュー
ビック・グレイン技術，およびスーパー・エフィシェン
ト・ライト・コントロール技術により，高コントラスト
画像のハイライト部でもオリジナル画像にきわめて近い
再現が可能になった（Fig. 7）。このことは，シャープで
キレの良い映像の再現にも貢献し，奥行き感，立体感に
優れた，深みのある絵が得られるようになった（Fig. 8）。
シャープネスを表わす物理特性値CTF（Contrast Transfer
Function）が従来のインターメディエイトフィルムと比
較して格段に優れていることがわかる（Fig. 9）。
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2.3 ETERNA-RDIの目標

筆者らは，フィルムレコーディングへのニーズについ
て調査・検証を行ない，問題点を以下のようにまとめ
た。
（問題1）特に，ハイライト画像（ネガフィルム上では

高濃度部）で顕著になる画像にじみ
（問題2）色再現性の悪化
（問題3）長尺レコーディング時の，トップ駒とラスト

駒の間の色ずれ（トップ/ラスト差）
問題点1と2は，オリジナル画像の忠実再現を求める

ポストプロダクションの要望に対応するものである。問
題点3は，現像作業負荷の軽減を求めるラボからの改善
要望に対応するものである。すなわち，トップ/ラスト
差を緩和するための現像作業対応が必要となり，作業負
荷を生じていた。

Fig. 6に各問題点が発生する原因をまとめた。

フィルムが原因となっている項目が多いが，これは，
アナログ複製用のインターメディエイトフィルムをフィ
ルムレコーディングに転用しているためであり，レコー
ダーとフィルムのマッチングが悪いことが根本原因と
なっていた。さらに，これらの問題点を解消するための
技術検討と市場テストを重ねた結果，市場価値ニーズを
満たすためには，フィルムレコーダーのポテンシャルを
最大限に引き出せる，まったく新しいフィルムが必要と
なることがわかった。

以上のことから，筆者らは，オリジナル画像の忠実再
現と，良好なラボハンドリング性を目標に，世界初とな
る映画用デジタルレコーダー出力専用フィルムの開発を
行なった。

3. ETERNA-RDIの特長

本章では，ETERNA-RDIの主要な特長を示す。それ
を実現した技術との関連については次章に記す。

3.1 画期的な画像にじみ低減

劇場のスクリーンは横幅25mを超えるものが少なく
ない。その場合，拡大率は1,200倍を超えるため，オリ
ジナルとなるネガフィルム上で微少なディティール表現
ができていることが要求される。従来のインターメディ
エイトフィルムでは再現できなかったレーザービームに
よる微細なデジタル映像が，ETERNA-RDIでは再現で

Fig. 7  Less blur in highlight area with ETERNA-RDI.

Fig. 8  Superior Sharpness of ETERNA-RDI.

Fig. 9  Superior sharpness of ETERNA-RDI shown in CTF chart.

Fig. 6  Analysis of problems regarding the quality of film recording.

3.2 オリジナル画像に忠実な調子再現と色再現性

ETERNA-RDIでは表現できる濃度領域が広がってい
る。ハイライト部でも画像の飛びは減少し，シャドー部
の暗部表現がリッチになり，解像力の向上とあいまって
非常に深みのある調子再現ができるようになった。さら
に，オリジナルを再現することがむずかしかった色域の
外輪に近い領域でも忠実な色再現が可能になっている。
例として，ARRILASERでR, G, B各色の単色露光した
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20段ステップチャートの各パッチのネガ濃度測定プロッ
トをFig. 10に，ポジフィルム上のR, G, B, C, M, Y各色
を測色した色度図をFig. 11に示す。従来のインターメ
ディエイトフィルムでは，オーバー露光域で色相の変化
が激しいのに対し，ETERNA-RDIでは，アンダー露光
域からオーバー露光域に渡るすべての露光域で色相の変
化がなく忠実に色再現していることがわかる。

3.3 長時間レコーディングにも耐え，ラボハン
ドリング性を向上する写真安定性

ARRILASERでのレコーディングは1コマ当たり数秒
かかるため，2,000ft 長 1 ロール全長にわたるレコー

ディングには15時間以上を要する。従って，同じロール
内であっても，ロールのトップ駒とラスト駒では露光か
ら現像までの時間に15時間以上の開きが生じる。1ロー
ル全長にわたってグレースケールを露光し，トップとラ
ストの処理後濃度を比較した結果をFig. 12に示す。上
段がセンシトメトリー，下段がトップ/ラスト濃度差の
六角座標プロットである。従来のインターメディエイト
フィルムは，最大トップ/ラスト差がプリンターステッ
プ値2（濃度差D=0.05）あったのに対し，ETERNA-RDI
は，プリンターステップ値1以下で長時間レコーディン
グ時の安定性に優れ，ラボハンドリング性が向上してい
ることがわかる。

Fig. 11  Less color crosstalk of ETERNA-RDI; chromaticity chart.

Fig. 10  Less color crosstalk of ETERNA-RDI.

Fig. 12  Higher photographic stability of ETERNA-RDI.
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4. ETERNA-RDIを実現した技術

ETRNA-RDIの特長と，それを実現した技術の関連を
まとめると，Fig. 13のようになる。

Fig. 13  Major features and technologies of ETERNA-RDI.

4.1 スーパー・ナノ・キュービック・グレイン技術

感光性ハロゲン化銀粒子はフィルム性能を決定する最
も重要な要素であり，フィルム種に応じて最適な設計が
なされている。インターメディエイトフィルムの場合，
感光性ハロゲン化銀粒子のサイズは，高い鮮鋭性・優れ
た粒状性という高画質要件に対応するため，0.1～0.2μm
域である。これは，従来の銀塩フィルム用ハロゲン化銀
として最小クラスであるが，ハロゲン化銀粒子は高い屈
折率を有するため，このような小サイズ粒子といえども
光散乱を発生させる要因となっていた。また，この微小
粒子に十分な写真感度を持たせるため，還元増感が高感
化主要技術の一つとして導入されているが，このことは
潜像安定性の制御をむずかしくしていた。本来の用途と
異なるフィルムレコーディングに流用した場合，これら
の問題点が顕著に発生してしまう。本開発では，イン
ターメディエイトフィルムのハロゲン化銀粒子を出発と
しながらも，デジタルレコーダーのポテンシャルを最大
限に引き出すため，根本的な設計変更を行なった。

フィルムレコーディング時の画像にじみは，記録光が
フィルム中で散乱することによって生じる。記録光量が多
くなるほど散乱光も増えるため，少ない光量で記録できる
こと，すなわち，フィルムの感度を高めることにより画像
にじみを低減させることができる。そこで，レコーディン
グ時の感光過程で発生する非効率について調査を行なった
結果，下記の二つの要因が大きいことがわかった。

非効率1．高照度相反則不軌
非効率2．光源波長と分光感度のミスマッチによる光

吸収率の低下

まず，非効率1の解消について述べる。インターメ
ディエイトフィルムの従来の複製用途では，面露光のた
め露光時間は1/1000秒オーダーであるのに対し，走査型
レーザー記録方式では，生産性を確保する上で必然的に
短時間露光が必要となるため，露光時間は数十ナノ秒と
なり，わずか106分の1になってしまう。そのため，イン
ターメディエイトフィルムを用いたフィルムレコーディン
グでは，潜像分散による高照度相反則不軌が発生してい
た。この問題は，イリジウム錯体をハロゲン化銀粒子内
部の適切な位置に最適量ドープすることにより改良した。
ドーパントが適度な深さの電子トラップとなって，超短
時間露光により発生した光電子を捕捉し，その後，徐々
に放出し，潜像集中化を促進することで非効率1を解消

した。
ETERNA-RDIは，Fig. 14に示すようにフィルムレ

コーダーのR, G, Bの3色すべての光源特性にマッチし
た分光感度を実現することによって，非効率2も解消し
ている。この達成には，分光感度を大幅に短波化するこ
とが必要であったため，従来知られていた増感色素の組
合せからは実現不可能であった。筆者らは，増感色素の
会合性，親疎水性に関する詳細な検討から，従来，知ら
れていなかった特定の増感色素の組合せによって，フィ
ルムレコーディングに最適な分光感度を実現できること
を見出した。これによって，非効率2が解消されフィル
ムレコーディング時の感度が向上するとともに，異なる
感色性層の間の露光波長に対する感度差が広がり，分光
混色の低減に関しても絶大な効果が得られた。

Fig. 15 Cross section of conventional intermediate film and
ETERNA-RDI.

これらの改良などにより，フィルムレコーディングにお
けるハロゲン化銀粒子の感度を約10倍まで飛躍的に高め
ることに成功した。この感度原資を利用してハロ
ゲン化銀使用量を80％に削減し，粒子サイズも低減した
設計とすることで，画像にじみの大幅な低減を実現するこ
とが可能となった。さらに，この感度向上によって，後述
のスーパー・エフィシェント・ライト・コントロール技術
の導入も可能となり，にじみ低減に対する相乗効果を生ん
でいる。インターメディエイトフィルムとETERNA-RDI
の断面電子顕微鏡写真の比較をFig. 15に示す。写真で白

Fig. 14 Spectral sensitivity of conventional intermediate film and
ETERNA-RDI.
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く見えるのがハロゲン化銀粒子である。赤丸で囲んだ青
感色層において，特に粒子サイズの差異が顕著であるが，
それ以外の領域でも全層にわたって粒子サイズが小さい
ことがわかる。

各感色層は，露光ラチチュードを確保するため高感度
層（上層）と低感度層（下層）から成っており，低感度
層の方が相対的にハロゲン化銀粒子サイズが小さい。
ETERNA-RDIでは，低感度層の粒子サイズは約70nmと
極小サイズ域に達している。このサイズ域では光散乱が
ほとんど発生しないため，低感度層のハロゲン化銀使用
量を増やしても画像にじみには悪影響を与えない。この
ことは，以下に述べるように，レコーディング用途での
さらなる改良を可能にした。

従来のインターメディエイトフィルムは，ΔLogE=1.7
程度の露光ラチチュードを前提として設計されており，
その範囲では階調はほぼ1を保っているが，それを超え
た高露光領域では軟調化している。これに対して，レ
コーディング用途では，ΔLogE=2以上必要になるため，
階調が軟調化している高露光領域まで使用することにな
る。これが高濃度領域でにじみが顕著に発生することの
一因となっていた。通常の場合，階調調節のために低感
度層のハロゲン化銀粒子量を増やすと光散乱の増加を引
き起こしてしまうが，上記の極小サイズ粒子によって，
光散乱をほとんど増加させることなく，高濃度域までの
直線性を達成することが可能となった。従来のインターメ
ディエイトフィルムとETERNA-RDIのデジタルレコー
ダーによる特性曲線をFig. 16に示す。従来のインター

Fig. 16 Characteristic curves of conventional intermediate film and
ETERNA-RDI.

メディエイトフィルムでは，高濃度を出すためには露光
量が多くなるため，画像にじみの発生，分光混色の増大
といった問題が生じていた。ETERNA-RDIでは，良好な
直線性によりこれらの性能についても改良されている。

以上に加えて，従来のインターメディエイトフィルム
のハロゲン化銀粒子に適用されていた還元増感について
もさらなる改良を行なった。還元増感はハロゲン化銀粒
子の結晶成長過程でほどこされるが，粒子間に不均一を
生じ易いため，平均として最適な還元増感をほどこして
も増感レベルが不十分な粒子が発生し，それらが潜像退
行発生要因となっていた。本開発では，還元増感条件の
改良によって不均一を排し，粒子間での増感レベルを均
一にすることで潜像退行を抑え，長時間レコーディング
を行なった場合でもトップ/ラスト差が生じにくい写真
安定性に優れたフィルムを実現した。

4.2 スーパー・エフィシェント・ライト・コン
トロール技術

従来のインターメディエイトフィルムは，既存フィル
ムの中では最も良い鮮鋭性を有していたが，すでに述べ
たように，筆者らはデジタルレコーダー出力用として究
極のフィルムを目指した。そのために，スーパー・ナ
ノ・キュービック・グレイン技術を開発し，鮮鋭性を大
幅に向上させた。しかし，理想的なレコーディング画質
を実現するためにはさらなる改良が必要であった。

インターメディエイトフィルムの感色層は，上側（記
録光の入射側）から順に青感色層，緑感色層，赤感色層
が積層されており，下側の感色層に達する記録光は上側
の感色層を通過する。各感色層の高感度層のハロゲン化
銀粒子サイズは0.1μmを超えており，光散乱の発生が
避けられないため，下層に記録光が到達する以前に散乱
が発生してしまう。この問題を解決するために，光吸収
層を感光層の上層に導入し，到達以前に発生する散乱光
をカットした。通常の場合，このことにより感度の低下
が発生してしまうため，光吸収層の塗設量には制限があ
り，十分に効果を発揮させることができない。しかし，
本開発では，スーパー・ナノ・キュービック・グレイン
技術により十分な感度原資があったため，感度低下も十
分に補うことが可能となり，散乱光をほとんどカットす
ることが可能となった。
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以上の通り，スーパー・ナノ・キュービック・グレ
イン技術，および，スーパー・エフィシェント・ライ
ト・コントロール技術を開発し，それらの効果を最大限
に活かし，かつ相乗効果を発揮する設計を行なうことに
より，当初の目標を達成し，理想的なレコーディング用
フィルムであるETERNA-RDIを実現することができた。

5. おわりに

映画製作のワークフローは年々発展を遂げ，現在では
デジタルインターメディエイトシステムが一般的になり
つつある。デジタル技術の進歩はめざましいが，撮影か
ら上映までの全体を見渡すと，アナログ・デジタルハイ
ブリッドシステムもまた進化し続けていることがわか
る。現在でも映画撮影・上映の大半はフィルムによって
行なわれており，アナログとデジタルの接点に位置する
技術・商品は今後も重要になっていくと考えられる。わ
れわれは，映画文化の発展の一助となるべく，映画業界
に携わる各方面の方々と鋭意議論を重ねて，業界初の製
品を世に送り出すことができた。ETERNA-RDIは発表
当初から業界の大きな関心を呼び，すでにニューライン
シネマ大作「Golden Compass（邦題 ライラの冒険 黄金
の羅針盤）」，東映「劇場版 仮面ライダー電王」や東宝

「NARUTO－疾風伝 5」などの製作に使用されている。
本製品が今後のさらなる映画制作の拡がりを与え，映像
技術と文化に貢献していくことがわれわれの願いであ
る。最後に，本研究を進める上でご指導いただいた方々，
およびETERNA-RDIの開発に携わってご協力いただい
たすべての方々に謝意を表します。
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Abstract

We have developed a new image retrieval engine called “TRIPIT” to search relevant images from a
keyword that will satisfy more than 70% of users with the search results.

In this paper, we introduce the structure and procedure of development of the technology behind
“TRIPIT”.

1. はじめに

われわれは，漠然としたイメージから関連する画像を
検索することができる，関連画像検索エンジンTRIPIT
を開発した。TRIPITは，画像に付いた「タグ」同士の
関連性に着目し，入力したタグに関連する画像を検索す
ることができる技術である。TRIPITの関連画像検索は，
検索対象の明瞭・不明瞭，ユーザの検索スキルに左右さ
れることなく，誰でも欲しい情報を検索できる世界への
布石と位置づけられる。

本報告では，TRIPIT開発の背景，課題・仮説の設定，
技術概要，実験・評価方法，結果と考察について解説す
る。

2. TRIPIT開発の背景

近年，インターネットやデジタル家電の普及に伴い，
画像をはじめとする大量のデジタル・コンテンツ（以下，
コンテンツと略）が広く流通している。同時に，これら
のコンテンツの検索は，一部の情報技術に明るいユーザ
だけのものではなく，老若男女，あらゆるユーザにとっ
て日常的に行なわれるものとなっている。コンテンツの
検索方法として主流であるのは，キーワードを入力し，
一致するキーワードを持つコンテンツを検索するキーワー

ド検索である。 しかし，この方法でコンテンツを検索
するには，検索対象を特定する明確なキーワードを指定
しなければならない。

一方，実世界に目を向けてみると，「検索」という行
為は必ずしもはじめから明確に検索対象が定まっている
とは限らず，曖昧なイメージから検索する場面も多い。
典型的な例として，ショッピングが挙げられる。ショッ
ピングでは，必ずしも明確に欲しい物が決まっていなく
ても，店先に並んでいる商品をいくつか見て回るうちに
潜在的に欲しいと思っていた商品に出会えることがあ
る。例えば，冬物のアウターが欲しいと思ってショッ
ピングに出かけて，トレンチコートやダウンジャケット
などを探しているうちに，お気に入りのスタジャンを見
つけて買って帰るケースなどは少なくない。

しかし，コンテンツの検索においては，このような感
性的・感覚的な検索方法の決定打となるものがなく，

「検索」に慣れていないユーザにとって大きな負担と
なっていた。

3. 課題・仮説の設定

われわれは，この状況を打破するために，「漠然とし
たイメージを出発点に，ユーザが潜在的に欲しい画像を
検索できること」を課題として設定した。そして，「関
連する画像を辿っていく行為を繰り返すことにより，潜
在的に欲しい画像へとたどり着くことができるのではな
いか」という仮説を立て，その仮説を実証するために関
連画像検索エンジンTRIPITの開発に着手した。

しかし，「関連画像検索」と言っても，その解決方法
にはさまざまなアプローチがある。例えば，代表的な手
法として類似画像検索が挙げられる。しかし，類似画像



9FUJIFILM RESEARCH & DEVELOPMENT (No.53-2008)

検索は画像処理を行なうため，検索速度が充分に得られ
ないという課題がある。そこで，われわれは，「Flickr」

（http://www.flickr.com/）など，インターネット上の写真
共有サイトで急激に増えているタグ付き画像に着目し
た。「タグ」とは，画像に付けられたキーワードであり，
被写体や撮影時の状況を示すキーワードがユーザの手に
よってタグとして付加されている。われわれは，画像に
付いたタグ同士の言語的な関連性を用いて，関連する画
像を検索するというアプローチを選択した。

Fig. 1にTRIPITの概念図を示す。ユーザが，「花」と
いうタグを入力すると，TRIPITは「花」というタグに
関連するタグを持つ，以下のような画像を出力する。

1）上位の意味を持つ「植物」をタグに持つ画像
2）下位の意味を持つ「チューリップ」「あじさい」

をタグに持つ画像
3）並列の意味を持つ「ガーデニング」「鳥」をタグ

に持つ画像
以上のように，TRIPITは，画像に付いたタグの関連

性から関連する画像を検索することができる関連画像検
索エンジンであり，曖昧なタグを出発点に，関連する画
像をたどっていく行為を繰り返すことで，潜在的に欲し
かった画像にたどり着けることを目指す。

Fig. 1  Conceptual diagram of “TRIPIT”.

4. TRIPITの構成

4.1 全体構成

Fig. 2にTRIPITのシステム構成を示す。
TRIPITでは，検索対象となる既存のタグ付きの画像

情報を預かり，その画像情報に基づいた関連検索の結果
を提供する。TRIPITには，大きく分けて2つの機能があ
る。

1つ目は，「コンテンツ登録」である。コンテンツ登録
では，既存の画像データベース（以下，DBと略す）より，

検索対象としたい画像に関する情報を https 通信で
TRIPITへと送信し登録する。ここで，画像に関する情
報とは，画像ID，タグ，画像URLなどの情報である。
2つ目は，「検索」である。TRIPITの関連検索機能は，
REST型のWebAPIという形態で実装しており，パラ
メータにタグを指定してWebAPIを呼び出すと，指定さ
れたタグに関連する画像の情報がXML形式で出力され
る。呼び出し側で，取得した関連画像情報に基づいて関
連画像を表示することができる。

ここで注目すべきは，やり取りする情報はあくまでも
画像ID，タグなどの画像に関する情報のみであり，画
像そのもののやり取りが発生しない点である。TRIPIT
は画像そのものではなく，画像に付加されたタグに基づ
いて関連画像検索を行なっているため，大量のトラフィッ
クが発生する画像のやり取りが発生しないことは大きな
メリットである。また，既存の画像DBに対してアドオン
として関連検索機能を付加することができるため，最小
限のシステム変更で導入できる点も特筆すべき特長であ
る。

以下，TRIPITシステム内部の構成，要素技術である
関連語辞書について説明する。

4.2 内部構成

TRIPITシステム内部には，2つのDBが存在する。
1つ目のDBは，「関連語辞書」である。TRIPITは，

入力されたタグの関連タグに基づいて画像検索を行なっ
ているが，その際に関連タグを導出するための辞書が関
連語辞書である。関連語辞書には，膨大な数のタグ同士
の関連情報が記憶されている。2つ目のDBは，「コン
テンツDB」である。このDB内部には，コンテンツ登
録で外部の画像DBから送付された画像に関する情報が
登録されている。

WebAPIを通じて関連検索が行なわれた際には，2つ
のDBを用いて以下のようなプロセスで検索が行なわれる。

1）入力タグに関連するタグを関連語辞書で検索する。
2）1）で検索された関連タグを持つ画像情報をコン

テンツDBで検索する。

Fig. 2  Structure of “TRIPIT”.

外部

コンテンツ
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seedは，スコアの初期値であり，関連の種類や，W1
とW2が相互リンクを成しているか否かなどによって異
なる。LinksToW1は，W1に対してリンクしている記事
数である。このため，多くの記事からリンクされている
記事の見出し語は，すべての関連語に対する関連度が低
くなる。LinksFromW2は，W2からリンクしている記事
数である。このため，多くの記事に対してリンクしてい
る記事の見出し語は関連度が低くなる。

5. 評価

われわれは，4章で示したようにTRIPITを開発し，そ
の効果を確認するために実運用サイトに対してTRIPIT
の関連検索機能を導入し，仮説の評価を行なった。

5.1 導入対象サイト
評価においてTRIPITを導入したのは，有限会社フォ

トライブラリーが運営するWebサイト「フォトライブ
ラリー」（http://www.photolibrary.jp/）である。フォトラ
イブラリーは，ユーザが投稿した写真をほかの一般ユー
ザが購入することができる，ユーザ参加型の写真販売サ
イトである。このサイトに，2007年7月25日から9月
30日までの期間，後述する形態でTRIPITを実験導入し
た。フォトライブラリーを選定した理由は，購入対象が
画像であり，画像検索に対する明確なニーズがあること，
すでにすべての画像にユーザにより付けられたタグが存
在することの2点である。

以下，フォトライブラリーのWebサイトに対して導
入したTRIPITによる関連検索機能について説明する。

5.2 関連タグ表示

「関連タグ表示」は，既存のキーワード検索の検索結
果を表示した際に，入力したキーワードに関連したタグ
を表示する機能であり，Fig. 4の赤枠部分が該当する。

3）2）で検索された画像情報をXML形式で出力する。

4.3 関連語辞書の構築

われわれは，まず，デジタル辞書データのカテゴリ情
報，記事間のリンク情報をもとに，関連語辞書を構築す
る関連語辞書構築フレームワークの開発を行なった。
そして，関連語辞書構築の最初の題材として，オンライン
百科事典である「Wikipedia」（http://ja.wikipedia.org/）を
用いた。前記のフレームワークをWikipediaに対応させ
るに当たっては，言語処理やDB技術に知見のある株式
会社サーバードメインの原陽一氏と共同開発を行なっ
た。

Wikipediaは，インターネット上の百科事典であり，
最大の特長はユーザが自由に記事を編集できるユーザ参
加型の百科事典となっていることである。Wikipediaは
世界各国版が公開されているが，日本語版には2007年
12月現在，約44万件の記事が投稿されている。以下，
Wikipediaからの関連語辞書の構築方法について述べる。

Wikipediaには，ツリー状のカテゴリ構造があり，す
べての記事は1つ以上のカテゴリに属している。また，
記事本文中からほかの記事へのリンク構造を有してお
り，TRIPITはカテゴリ構造とリンク構造に基づいて関
連語辞書を構築している。

Fig. 3にWikipediaのカテゴリ・リンク構造と関連語辞
書の構築方法の概要を示す。以下，基準語に対する上位
語，下位語，並列語の抽出方法の概要を述べる。

上位語には，基準語が属する直属のカテゴリの，上位
カテゴリに属する記事の見出しすべてが該当する。 な
お，基準語に対する上位カテゴリは，直属の上位カテゴ
リのみを抽出の対象とし，再帰的に上位カテゴリをたど
ることはしていない。下位語には，上位語同様に，基準
語の直属のカテゴリの下位カテゴリに属する記事の見出
しすべてが該当する。並列語には，基準語の記事から
リンクの貼られた記事の見出しが該当する。

関連語辞書には，関連語の種類とともに関連の強さを
示す関連度が記憶されている。語彙W1から関連語W2
への関連度scoreの算出方法は簡略化すると以下のよう

Fig. 3  How to make a thesaurus using Wikipedia.

な式となる。

Fig. 4  Screenshot of related tags.

ー ×
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表示された関連タグをクリックすると，さらに関連タグ
で検索が行なわれ，関連タグをクリックすることで，キー
ワードを入力することなく関連する画像を次々に検索す
ることができる。

5.3 関連画像表示

「関連画像表示」は，各画像の詳細情報を表示した

ページにおいて，表示中の画像に関連する画像群を取得

して表示する機能であり，Fig. 5の赤枠部分が該当する。

関連画像をクリックすると，クリックした画像の詳細情

報ページに遷移するため，マウスクリックだけで関連画

像を次々とたどっていくことができる。

Fig. 5  Screenshot of related images.

Fig. 6  Screenshot of flash image search.

5.4 Flash画像検索
Fig. 6に，TRIPIT導入の一形態である「Flash画像検索」

のスクリーンショットを示す。Flash画像検索は，Adobe
Flashを用いたインタラクティブな関連画像検索機能で
あり，TRIPIT導入に当たって新規に作成したページで
ある。

スクリーンショット中央に表示された画像の周囲に，
関連する画像が表示される。これらの関連する画像をク
リックすると，その画像が中心へと移動し，さらに周囲
に関連する画像が表示される。また，中心の画像をク
リックすると拡大表示され，そこから画像の詳細を表示
するページや，画像に付いたタグを持つ画像の一覧ペー
ジへと遷移することができる。
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Fig. 7  Pages accessed after flash image search.

6. 結果と考察

仮説の評価は，フォトライブラリーのWebアクセス
解析とフォトライブラリーを利用するユーザへのアン
ケートによる2つの方法で行なった。

6.1 Webアクセス解析結果

Webアクセス解析は，TRIPIT導入前80日間，導入後
68日間の20, 123, 796ページビューに対して実施した。

キーワード検索ページから関連タグがクリックされた
確率は55.1%であり，半数以上のユーザがキーワード検
索時に関連タグによる検索を繰り返し行なったことがわ
かった。Fig. 7は，Flash画像検索から別ページへの遷移
先の割合を表わしている。この結果，キーワード検索と
画像詳細を併せて95%が画像検索・閲覧行為へと繋がっ
ており，Flash画像検索から他サイトへと流出したケー
スはわずか5%に留まるという結果が出た。

以上より，TRIPIT導入によって，われわれが仮説と
して立てた，「関連する画像をたどっていく行為」を実
際に多くのユーザが実践していることが証明できた。

Fig. 8  Questionnaire result of “TRIPIT”.

が検索できるか，という問いには64%の方が「はい」と
答えている。また，当初予定していなかった画像を探す
ことができたか，という問いに対しては約80%の方から

「はい」という答えを得られた。よって，アンケートか
ら，多くのユーザにとってTRIPITが有益な検索方法で
あったことがわかった。

6.3 考察

以上より，TRIPITによって「関連する画像をたどっ
ていく行為を繰り返すことにより，潜在的に欲しい画像
へとたどり着くことができるのではないか」という仮説
が立証され，TRIPITの技術的有効性を証明することが
できた。

一方で，フォトライブラリー社での一連の評価を通じ
て，関連語の妥当性，関連語辞書に存在しない未知語へ
の対応，Flash画像検索の処理速度などに対する改善要
望もあがり，技術的課題も明確になった。

7. まとめ

漠然としたイメージから，潜在的に欲しい画像を検索
するという目的で，「タグ」同士の言語的な関連性を用
いて関連する画像を検索する関連画像検索エンジン
TRIPITを開発した。写真販売サイトへの導入によって，
TRIPITの関連画像検索が，潜在的に欲しい画像を検索
できることに寄与していることが立証できた。

TRIPITは，画像に限らず，タグの付いたコンテンツ
全般に適用可能な汎用的な技術である。今後は，画像の
みならず，動画検索やECサイトでの商品レコメンドな
どへと適用範囲を広げていく予定である。

今後の課題としては，特に，要素技術である関連語辞
書の精度向上，未知語対応などがあげられる。また，上
記の技術課題の検討とともに，TRIPITの関連画像検索
機能の商品化を検討していく予定である。

（本報告中にある“Flickr”，“Wikipedia”，“Adobe Flash”
はそれぞれ米Yahoo Inc.，米Wikimedia Foundation Inc.，
米Adobe Systems Inc. の登録商標です。また，本報告中
にある“TRIPIT”は，富士フイルム（株）により商標
登録出願中です。）

6.2 アンケート結果
アンケートの有効回答数は343人であり，Fig. 8に示

すような結果が得られた。まず，TRIPITで有用な画像
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Abstract

This paper proposes a high-speed method of directly decoding and scaling down high-resolution JPEG
images to low-resolution and small ones, which achieves a dramatic improvement in speed. The algorithm
has an insignificant problem which causes noise in the rightmost and undermost pixels of output images in
some minor cases. We have worked out some methods to lessen this problem, while hardly slowing down the
processing speed.

Experiment results show that our approach, including the above related work, has successfully achieved a
5 to 10 times increase in speed, in comparison with methods using the de-facto standard JPEG library libjpeg.

1. はじめに

近年，デジタルカメラや携帯電話に搭載されたカメラ
の高解像度化により，大容量高解像度の画像が数多く生
成され，利用されている。しかしながら，これら高解像
度画像データは，その展開および表示に多くの計算機時
間を要するため，取り扱いは容易ではない。特に，現実
の表示デバイスが対応する解像度は，それら高解像度画
像よりも低いため，高解像度画像の展開，縮小，表示と
いう手順を毎回要している。

この展開，縮小，表示にかかる時間は，ありふれた画
像の一覧，検索画面などのように大量のサムネール画像
を同時に多数表示するユーザインターフェースにおい
て，著しいユーザビリティーの低下を招いている原因に
もなっている。

本 論 は ， JPEG デ ー タ の DCT（ Discrete Cosine
Transform）係数上での間引きを行なうことによって，
高解像度JPEGデータから直接に低解像度の縮小された
画像を展開処理することで，飛躍的な高速化を実現した。
また，本方式にまつわる諸々の問題点の解決方法につい
て報告する。

2. JPEGデータの展開コストと縮小コスト

本論ではIJG（Independent JPEG Group）のlibjpegをも
とに，高速化の道筋をたどる。Fig. 1は，libjpegを用い
てJPEGを単純にRGB展開するのに要する時間コストを
示したものである。これからわかるように，JPEGデー
タの展開に要する時間は，展開後画像の画素数に大きく
依存する。

Fig. 1  Orthodox JPEG decompression to RGB bitmaps.



イ演算と同様に高速な逆DCTが知られており，高速に
処理を行なうことができる。これにより，8× 8のブ
ロックを直接に1×1，2×2，4×4のブロックに縮小
展開できる。縮小率はそれぞれ1/8，2/8，4/8となって
いる。これを1/2n縮小展開と呼ぶ。

一歩進めて，3/8，5/8，6/8，7/8の場合を考えてみよ
う。これらの場合については高速な逆DCTが知られて
いなかったため，縮小展開を行なっても逆DCTがネック
になりメリットがなかった。われわれは高速な n 次

（n=3, 5, 6, 7）の逆DCT演算法を発明し，n/8に縮小展開
しながら高速に JPEGデコードを行なうことを可能に
した。これと前述の1/2n縮小展開を併せて，n/8縮小展
開が実現された。この方式と等倍で展開して，BiCubic
法（SSEを用いる）で縮小した場合の時間コストの比較
はFig. 4の通りで，2～6倍の高速化を達成した。
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さらに，高解像度で展開された画像を所定の解像度に
縮小するための時間コストをFig. 2，Fig. 3に示す。用い
た縮小アルゴリズムはBiCubic法に基づく補間アルゴリ
ズムである。このアルゴリズムは畳み込みによる積和計
算を主とするので，SSE2に代表されるようなSIMD命
令が非常に有効に働き，およそ3～5倍の性能向上を得
ることができた。また，ここからわかる通り，縮小コス
トは元画像サイズのピクセル数と，縮小後のピクセル数
の両方に大きく依存する。

Fig. 2  RGB bitmap scaling (fixed output size QVGA).

Fig. 3  n/8 RGB bitmap scaling (fixed input size 1600×1200).

Fig. 4  n/8 Scaled JPEG decompression (fixed input size1600×1200).

3. DCT係数の間引きによる縮小展開

JPEGデータは8×8ピクセルのブロック単位でDCT
処理を行ない，周波数成分上で不可逆圧縮をしている。
展開においては，これらのDCT係数の逆DCT変換を行
なうことになるわけであるが，最終的に縮小画像を取り
出したいという要求に対して，縮小画像に含まれ得ない
高周波成分のDCT係数を展開することは無駄な処理で
あり，必要な周波数までを含むDCT係数まで間引いて
JPEGを展開することによって，この無駄な計算時間と
記録容量を節約することができる。DCTの性質により，
DCT係数の低周波部分の係数のみを残し，残された係
数に対して残された次数の逆DCTを行なうことで，縮小
展開されたデータを得ることができる。1/2nの縮小につ
いては，FFT（Fast Fourier Transform）におけるバタフラ

4. 画像端の諸問題

4.1 パディング領域
JPEGデータは前述の通り8×8ピクセルのブロック単

位で処理が行なわれるため，幅もしくは高さのピクセル
数が8の倍数とならない場合，8の倍数まで切り上げら
れ，切り上げられた領域にはパディング要素が挿入され
る。このパディング領域にはどのようなデータが挿入さ
れるべきかは規格上明確な定義がない。

通常のJPEG展開においては，パディング領域も含めて
全画素を展開した後，本来のピクセル数でパディング領域
が切り落とされる。しかしながら，われわれのn/8縮小展
開においては，パディング領域を正確に1ピクセルの精度
で切り落とすことができないため，画像端（右端と下端）
にパディング要素による影響が現れることがある（Fig. 5）。

Fig. 5  Sample image with padding error.



端ブロックの数は√Sのオーダーである。つまり，元画
像が高解像度であればあるほど端ブロックの割合が急速
に減少する。すなわち，元画像が十分に大きければ本方
式による時間コストの増加は微々たるものとなる。例え
ば，2メガピクセルの画像において端ブロックは全体の
1.2％に満たない。

4.2 端ピクセル解像度問題

n/8縮小展開アルゴリズムは，8×8のピクセルブロッ
クをn× nのピクセルブロックに展開するという性質
上，縮小率は厳密にn/8と一致する。しかしながら，幅
および高さのピクセル数が8の倍数とならない元画像の
場合，丸め誤差によって正確にn/8倍の幅，高さを得る
ことができない。それでは，この丸め誤差はどこに行く
のであろうか。

前章で，パディングデータの再作成を行なってn/8倍
縮小後，切り落としを行なった。つまり，画像の右端，
下端のパディング要素と隣接する1ピクセルは複製され
たパディング要素と共に縮小され出力されることになっ
ている。このことは，n/8倍の縮小の丸め誤差がすべて
右端，下端の1ピクセルに凝縮されることを意味する。
別の言い方をすれば，これら端ピクセルの縮小率は，他
の領域の縮小率と一致しない。

この結果，縮小率に非常に近い周波数成分において，
端ピクセルとその他のピクセルにおいて異なるという現
象を引き起こす。実際の例をFig. 7に示す。問題画像の
右端ピクセルラインの模様が異なっていることがわか
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この現象の発生原理をFig. 6に示す。図では画像の幅
が8の倍数+1の場合であり，右端ブロックは幅1ピクセ
ルの正しい画像データと幅7ピクセルのパディング領域
からなる。この画像を，例えば，1/2に縮小展開する場
合，DCTの間引きにより得られた4×4ピクセルの縮小
ブロックにおいて，縮小後解像度の小数以下を切り上げ
た部分を結果として得，残りをパディング領域として切
り落とす。図の場合は，幅1ピクセルを結果として，残
りの幅3ピクセルを切り落とす。しかしながら，結果と
して得た幅１ピクセルの画素の値には，パディングとし
て付与されたパディングデータを50％含んでしまうこ
とになり，これが問題となりうる。

なお，小数以下を切り上げる理由は，実用上のJPEG
データには1ピクセル幅の縁取りがなされている場合が
少なくなく，切捨てた場合には縁線が失われるので好ま
しくないからである。

本報告ではこの問題を次のように解決した。パディン
グ領域を含むブロックにおけるn/8縮小展開を断念し，
これら端ブロックに関しては次のように処理を行なうこ
ととした。①通常通り8×8ピクセルに等倍展開，②パ
ディング要素を端ピクセル画素で上書，③領域平均法に
よりn/8倍に縮小を，④所望の画素で切り落とす。ここ
で，等倍展開した後にパディング領域の切り落としを行
わないことには理由がある。等倍展開後にパディングを
切り落としてから，所定の解像度に縮小を行なうと，こ
のブロックの縮小率が丸め誤差により厳密にn/8に一致
しなくなるからである。

また，縮小アルゴリズムに関しては，領域平均法とし
たが，BiCubic，BiLinear法と比較した場合，DCT係数
の間引きによる縮小と周波数特性が最も近く，端ブロッ
クにおいても画像のつながりが最もよいという評価を得
た結論になっている。

さらに，本処理に伴う計算時間コストについて考察を
行なう。本方式では，幅もしくは高さのピクセル数が8
の倍数でない場合，右端，および左端ブロックに関して
n/8縮小展開の高速化のメリットを享受することができ
ない。しかしながら，画像の総ピクセル数Sに対して，

Fig. 6 Principle of padding-blended error.

Fig. 7  Sample image with rounding error.



像度のJPEGデータに変換するというニーズは大きい。
本章では，このようなニーズにおいてさらに高速化す

る方法としてYCC処理を導入する。JPEGデータはRGB
をYCC空間に変換して，YCC空間上でDCT変換されて
いる。さらに，JPEG圧縮のために，Cr，Cb成分につい
てはさらにサブサンプルされて保存されている場合が通
例である。YUV420のサブサンプル比のJPEGデータで
は，Cr，Cb成分は元の画像解像度の1/2となっており，
面積にして1/4となっている。すなわち，RGB展開する
場合に比べて，YCC展開をした場合，出力データサイ
ズはRGBが3に対して，YCCは1+1/4+1/4=3/2となり半
分にまで節約することができる。また，デコード時の
YCC→RGB変換と，再エンコード時のRGB→YCC変
換の処理を同時に省略することができるため，さらなる
高速化が可能である。目的解像度がn/8でない場合は，
YCC表現上でそれぞれのプレーンをBiCubic法で縮小す
ることで目的の解像度のYCCデータを得ることができ，
これをJPEGエンコーダに直接入力できる。

本方式により，高解像度JPEG画像から低解像度JPEG
画像を得るための時間コストはFig. 9のように改善され
る。
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る。その発生原理はFig. 8の通りである。

Fig. 8 Influence of rounding error margin in the right-hand edge of
image.

本問題を本質的に解決することはできないが，軽減さ
せるためにわれわれは次のようなアルゴリズムを挿入し
た。

① 前章までの方法でn/8縮小展開（小数点以下切り上
げ）の画像Sを求める。

② 四捨五入によるn/8倍サイズの画像バッファKを用
意し，SをKにコピーする。

③ Sの端ピクセルの本来のサイズ（小数部分）を求め，
隣接ピクセルと按分計算を行ない，修正された画
素値を求める。

④ 上記で求めた画素値をKの端ピクセルに上書きする。

本アルゴリズムは，端ピクセルの縮小率が異なること
による元画像からの過剰な寄与分を補正し，隣接ピクセ
ルと分け合うことによって，端ピクセル画素のみが強調
される現象を抑制する。

本処理に伴う計算コストの増加分は前節の考え方と同
様に相対的に小さい。

4.3 処理時間への影響

本章で述べた端ブロック，および端ピクセルの補正処
理によって増加する時間コストはTable 1の通りであり，
高解像度画像の高速処理を目的とする限り影響は非常に
小さいことがわかる。

Input Image before（ms） after（ms） rate
633×473 2.46 2.61 106％
1273×953 8.53 9.46 111％
1593×1193 12.31 12.69 103％
2297×1721 21.96 22.74 104％

Table 1  Elapsed Time for1/8 Scaled Decompression.

5. JPEGエンコーダ

前章までは，高解像度のJPEGデータをRGB展開する
処理について述べたが，高解像度のJPEGデータを低解

Fig. 9 JPEG decompression－QVGA scaling－JPEG compression
sequence.

6. ビットレートコントロール

携帯電話に代表されるようなデバイスにJPEG画像を
提供するためには，JPEGデータのデータサイズに制限
をつける必要が発生する。JPEGデータのデータサイズ
は，画素要素，および量子化係数によって変化する。外
部から与えることができるのは量子化係数であり，この
係数を増減させることでJPEGデータのデータサイズ，
そして，画質もコントロールすることができる。しかし
ながら，量子化係数とビットレートの関係は複雑であり，
画素要素に大きく影響されるため，これをあらかじめ予
見することはできない。

従って，JPEGデータのビットレートコントロールに
は，近似式メトリクス上での二分検索を行ない，所望の
範囲に入る量子化係数を反復実行して求めることにな
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る。JPEGエンコーダの一連の処理ロジックで量子化係
数を変えながらの反復実行を行なうに当たって，RGB
→YCC変換，およびDCT変換は初回のみの実行とし，2
回目以降の反復試行においては省略することができる

（Fig. 10）。JPEGエンコードにおけるDCT係数の計算処理
までのコストは，Fig. 11に示す通り20％程度である。

7. まとめ

これまでに述べたように，数々の手法を取り入れるこ
とで，高解像度画像を高速かつ高品質に低解像度展開
し，表示もしくは再JPEGエンコードすることが可能と
なった。さらに，その際の端点ピクセルに見られるよう
な画質劣化を回避している。まとめとしてのベンチマー
クをFig. 12，Fig. 13に示す。縮小率がn/8にならない部
分に関しては，SSE実装によるBiCubic法を用いて2段
階縮小を含んでいる。そのため，Fig. 13におけるn/8の
ポイントと，それ以外のポイントでは差が見られる。

このように，高解像度画像の縮小展開，およびサムネ

イルJPEG作成にかかる計算時間コストは5倍～10倍と
大幅に高速化することができた。本技術は，当社の携帯
電話向け画像変換サービスKeitai Pictureに搭載されてい
るほか，携帯電話に始まる表示デバイスサイズへの高速
縮小，サムネイル一覧画像の高速作成など，さまざまな
アプリケーション分野に応用，利用されている。今後，
さらに多くの画像アプリケーションに展開されると考え
られる。

参考文献

1) ISO/IEC 10918-1:1994, Information technology -- Digital
compression and coding of continuous-tone still images:
Requirements and guidelines.

2) Thomas G. Lane, USING THE IJG JPEG LIBRARY,
libjpeg.doc included in jpegsrc.v6b.tar.gz.

（本報告中にある“Keitai Picture”は富士フイルム（株）
の登録商標です。）

Fig. 10  Compression sequence and retrying pattern.

Fig. 12  Time required to convert JPEG into QVGA. Fig. 13 Time required to compress 1600×1200-sized JPEG into
each size.

Fig. 11  Percentage of elapsed time for each JPEG compression sequence.
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Eco-Friendly Fountain Solution for Offset Printing

Hideyuki HATTORI*  and  Kuniharu WATANABE*

Abstract

The basic nature of offset printing is repulsion between oil (ink) and water (fountain solution). Regarding
the fountain solution, its key function is said to depend on its low dynamic surface tension and high viscosity,
which come from VOC compounds in it. And it is well known that when replacing VOC by other
compounds, it is very difficult to achieve the same value of surface tension and viscosity.

However, we found that surface tension and viscosity is not actually essential for the fountain solution
and thus we were able to create a novel formula composed of only non-VOC components.

1. はじめに

近年，地球環境への関心が国際的にも高まっている。
国内でも CO2や揮発性有機化合物（VOC : Volatile
Organic Compounds）削減のため，法的な規制，環境負
荷の少ない商品を評価できるような情報開示，経済的
インセンティブの付与（環境税など），自主的な取り組
みへの誘導など，さまざまな働きかけがなされている。

オフセット印刷の業界においても，特に，インキにお
いて大豆油インキやnon VOCインキなどを使用した印
刷物が増えている。今回は，湿し水における環境対応と
して，non VOC化への取り組みについて報告する。

印刷での湿し水供給において，連続給水方式が主流と
なって久しい。この給水方式で十分な印刷性能を引き出
すため，IPA（イソプロピルアルコール）が使用されて
きたのは周知の通りである。このIPAは，国内において
労働安全衛生法の有機則規制対象物質に指定されて

（1989年）おり，国際的にも使用量の削減が求められて
きた。現在，市場で使用されている湿し水は，IPAの機
能をエチレングリコールやプロピレングリコールのアル
キルエーテル溶剤で代替したものが一般的となってい

る。しかしながら，これらの溶剤はVOCであり，さら
なる環境対応技術が望まれる。

2. 湿し水の機能

湿し水により制御される機能として，版面への十分な
水供給，アルミ表面の版面保護・濡れ性付与，インキと
混和した際の物性制御，また，一部の版材では画像部へ
の着肉性付与などの機能が盛り込まれている。このうち
で，版面への十分な水の供給は，印刷版上でインキ画像
を形成するための必須要件である。現在，主流の印刷機
では，高速で回転する複数のローラーを介して均一な薄
膜の状態で水を供給している。湿し水としてIPAの添加
が有効である理由は，以下の2点の機能を持つためと考
えられてきた。①表面張力の低減によるローラーや版面
への濡れ性向上と，②増粘によるローラー間の通過量増
加である 1），2），3）。実際，水に IPAを混和させると，
Fig. 1のように物性の変化が確認される。

湿し水のnon VOC化を目指すに当たり，まずこの版
面水量をいかに確保するかを検討した。

Fig. 1  Surface tension and viscosity.
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3. non VOC湿し水設計

環境対応型の湿し水として，non VOCでの設計を目指
す場合，先にあげた動的表面張力と粘度の観点からは原
理的な困難に直面する。

3.1 動的表面張力

水，10％IPA水溶液，それぞれ2％希釈した市販の湿
し水を，静的・動的表面張力の観点でマップ化したもの
がFig. 2である。高速で回転する印刷機上での濡れ性を
確保する目的で，動的表面張力を下げる設計がされてい
る。静的な表面張力を低下させる材料としては，水溶性
の有機溶剤（一般的にはVOC）以外に，界面活性剤な
どを使用することができる。一方，動的表面張力を低下
するためには，界面活性剤では不十分な場合が多い。界
面活性剤分子は溶液の気液界面に配向することで表面張
力を低下させるが，次々に新たな界面が形成される動的
な状況下では，表面に配向する速度が追いつかない。
従って，動的表面張力低下には，低分子量で配向の速い
有機溶剤が有効である。Fig. 2でも，低動的表面張力を
示すものは溶剤含有量が高いものが多い。従って，一般
論では，動的表面張力を低下させるという観点からは

「non VOC」での設計は容易でない。

なっている。2％のnon VOC湿し水のみでこれと同等の
粘度とするためには，原液の粘度を極端に高く設計する
必要がある。

Fig. 2  Static/Dynamic surface tension map.

Fig. 3  Dosage and viscosity.

Fig. 4  Amount of water on the plate and viscosity.
{Measured by DMS (grapho metronic)}

3.2 粘度

加圧されたローラー間の流体の通過量は，粘度が高い
ほど増えると言われている（EHL理論）。しかし，国内
で湿し水は2％前後に希釈使用されているため，増粘剤
を使用しても実使用液濃度では十分な高粘度は保てな
い。Fig. 3は，弊社の湿し水と，国内で最も原液粘度の
高い（35cp）A社湿し水の粘度を示したが，2％濃度で
はほとんど粘度に差はない。

non VOCでの湿し水設計では，従来の湿し水と同様に
2％前後の希釈濃度で同等の性能を出すことをねらって
いる。それに対し，IPAは5％ほどで使用され，また，
2％ほどの湿し水原液と併用されており，粘度は高めに

版面上の水量に対する湿し水粘度の影響を，実際に印
刷機上で測定したものがFig. 4である。水量の測定は印
刷機に赤外センサを取り付け，反射の吸光度を測定して
検量線よりg/m2の単位に変換した。常に版の同一部測
定をしており，版胴一周当たり1回測定している。図中
の各点は約100個の測定点の平均値である。

増粘剤を用いて湿し水粘度を高くしていくと，予想に
反し版面上の水量が少なくなってしまい，増粘を設計指
針とすることは必ずしも有効でないことがわかった。
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以上より，湿し水設計の基本とされてきたIPAの機能
である動的表面張力と粘度の観点からは，non VOC湿し
水の設計指針の参考とならない。

4. 環境対応型湿し水“non VOC Ecolity”

われわれが開発した non VOC 湿し水（non VOC
Ecolity）は，このむずかしい課題をクリアしたものであ
る。表面張力や粘度といった物性値でなく，成分の構造
因子に着目し，素材の観点から処方を設計した。例えば，
Fig. 5で示されるように，材料成分の濃度アップで版面
の水量を高めることができる非溶剤系の素材を見出し
た。ただし，Table 1のように，実際に印刷で使用され
る湿し水の濃度（2％）において，弊社の溶剤（VOC）
を使用した代表的製品に対し，動的表面張力は高く，粘
度も高くない。

Fig. 6 Amount of water and ink on the printing plate.
{Measured by DMS (grapho metronic). Not only the amount
of water on the non-image area, but the amount of water
and ink on the image area was also measured.}

5. おわりに

本研究は，従来言われてきた動的表面張力や粘度の観
点ではなく，ゼロベースから素材の分子構造因子に着目
して設計を進めてきた。今後は，分子構造からミクロ物
性，マクロ物性へと観点を拡げ研究を進めていきたい。

参考文献

1) 高瀬真澄. 日本印刷学会誌. 42 (2), 97-104 (2005).
2) 高橋雅和. 印刷雑誌. 88 (10), 11-20 (2005).
3) 板倉良介, 笹岡扇三. 日本印刷学会誌. 39 (6), 368-371

(2002).

Fig. 5 Amount of water on the printing plate and substance
concentration.
{Measured by DMS (grapho metronic)}

Table 1  Physical Properties of Fountain Solution.

Fig. 6に，“non VOC Ecolity”を用いて印刷機上で版面
水量を測定したデータを示した。VOC成分を含有する
弊社湿し水製品と同等の水量が版面上で得られている。
また，印刷物紙面上でのインキ地汚れ，網点部分の絡み
汚れが発生する水目盛りの下限値の比較においても同等
の性能である。
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非標識創薬スクリーニングシステムAP-3000の開発
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山下　清司****，林　克巳****

Development of Label-free Affinity Perceptive System AP-3000

Tomonori NISHIO*,  Koji KURUMA**,  Toshihide EZOE***,  Nobuhiko OGURA**,
Seiji YAMASHITA****,  and Katsumi HAYASHI****

Abstract

We have recently developed a label-free screening system for drug discovery. The system is based on the
SPR (Surface Plasmon Resonance) phenomenon. We combined Fujifilm’s technologies used in surface
chemistry, organic chemistry, optical sensing, plastic molding, microfluidics, etc. into this product. This
system is the highest speed SPR automatic detection system with throughput of 3,840 per day. The sensitivity
is sufficient to detect small compounds with Mw 100 Da binding to immobilized protein on a sensor surface.
These features meet Random Library Screening and Fragment-based Drug Discovery requirements.

1. はじめに

われわれは，近接場光学の一分野である表面プラズ

モン共鳴（SPR）を基本原理とし，世界最高スループッ

ト・世界最高感度を有する非標識創薬スクリーニングシ

ステムAP-3000（Label-free Affinity Perceptive System）

を開発した（Fig. 1, Fig. 2）。同システムは，当社にとっ
て新規市場である創薬スクリーニング分野に向けた商品
であり，当社が保有する種々の技術を応用することに
よって完成した。本報告では，AP-3000開発の背景，技
術の特徴，および，そのアプリケーションデータについ
て報告する。

Fig. 1  AP-3000. Fig. 2  Sensor stick.



4. AP-3000の開発

4.1 商品構成

AP-3000は，センサスティック（Fig. 5），専用プレサ
イスチップ（Fig. 6），タンパク固定化キット（Fig. 7）
からなる消耗品と，センサスティックへ被検液体を分注
し，センサスティックに光を照射してSPR信号を検出
するAP-3000本体で構成されている。AP-3000は，ラベ
ルフリー・スクリーニング法でターゲットタンパクに結
合する低分子化合物を発見することをはじめ，創薬の幅
広い用途を目的としたシステムであり，次の特徴をもっ
ている。
（1）AP-3000本体内部にセットしたセンサスティック，

プレサイスチップ，検体化合物が入ったプレート
は，装置内で自動的に搬送・装填され，24時間の
連続運転でハイスループットを実現

（2）高感度光検出技術，データ処理技術により，およ
そ100Daの低分子化合物の結合を検出

（3）被検液体に触れる部位であるセンサスティックと
プレサイスチップをディスポーザブルな構成と
し，コンタミ防止とフローパス系のメンテナンス
フリーを実現
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2. 開発の背景

医薬品開発のフローは，Fig. 3に示すように，①ター
ゲットタンパクの選定（Target ID），②ヒット化合物探
索（Screening），③リード化合物選定（Lead Generation），
④毒性試験（Toxic Test），⑤臨床試験（Clinical Trial），
などのプロセスから成る。これらプロセスの中で，ヒッ
ト化合物探索は，医薬品メーカーの保有する化合物ライ
ブラリを基に，ターゲットタンパクにヒットする化合物
の大規模スクリーニング（1次スクリーニング）が行な
われる。

1次スクリーニングでは，一般に，機能アッセイと呼
ばれる手法が用いられ，蛍光色素，RI，などを用いた標
識法により，ヒット化合物検出が行なわれる。しかし，
アッセイ開発困難なターゲットが存在したり，フォール
スポジが多発するという問題があった。それゆえ，同分
野ユーザからは，非標識で化合物1次スクリーニングを
行なえる技術の登場が切望されていた。当社は，上記の
ニーズに応えるべく，当社の保有する近接場光学，有機
化学，精密センシング技術，精密プラスチック成型技術，
マイクロフルイディクス技術，などを結集し，非標識創
薬スクリーニングシステムAP-3000を開発するに至った。

Fig. 3  Process of drug development.

3. 表面プラズモン共鳴（SPR）の原理 1）

Fig. 4に基づき，AP-3000が基本原理とするSPRにつ
いて説明する。透明誘電体（Prism）/金属（Metal Film）/
試料（Target Protein/Candidate Compounds）という構成に
おいて，透明誘電体から金属界面に光（Light）が入射
すると，光の電場によって金属内にプラズモンと呼ばれ
る自由電子の集団運動が誘起される。ここで，誘電体の
屈折率をn，金属の誘電率をεm，試料の誘電率をεs，
透明誘電体から金属界面へ入射する光の入射角をθとす
ると，（1）式が成り立つ条件の時に，入射光とプラズ
モンとの共鳴が起こり，これを表面プラズモン共鳴

（SPR）と呼ぶ。

n (ω/c) sinθ＝ (ω/c) [εmεs/(εm＋εs)]1/2 …… (1)

Fig. 4  Principle of SPR.

Fig. 5  Sensor sticks. Fig. 6  Precise tips. Fig. 7  Immobilization kit.

SPRが生じるのは全反射条件の時であり，光のエネル
ギーは金属内の自由電子の運動に結合し金属に吸収され
る。すなわち，反射光の一部が減衰する現象が生ずる。
金属表面上の試料に反応が生ずると，誘電率の変化が生
じ，θも変化する（θ1→θ2）。従って，暗線の位置変位

（Δθ）を計測することで反応の程度が推定できる。こ
れがSPRの原理であり，固層界面上の生体物質反応を
検出するためのバイオセンサーとして実用化されて
いる。
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4.2 センサスティック／固定化膜
センサスティックは，（1）プリズム，（2）タンパク固

定化膜，（3）流路，などを一体化させたセンサ2）を指
し，その形状からセンサスティックと呼んでいる。
（1）プリズムはプラスチック成型にて作製し，これに

金属薄膜，タンパク固定膜を直接結合させること
で，従来品の問題点であった，ガラス製プリズ
ム－固定化膜を結合させる際に生ずる密着不良を
防止した。プリズムをプラスチックで作製するに
は超精密成型技術を必要とするが，われわれは

「写ルンです」で使用するプラスチックレンズ作
製技術を応用して作製に成功した。

（2）タンパクを固定化する膜は，タンパクのアミノ基
を頼りに共有結合するアミンカップリング膜，お
よびタンパクのビオチンタグを頼りに膜中のアビ

Fig. 9  Block diagram of AP-3000.Fig. 8  Procedure for immobilizing protein.

ジンと結合させるアビジン膜の2種類をライン
ナップしている。それぞれ専用の固定化キットを
使用することで，固定化の条件検討からスクリー
ニングまで行なうことができる（Fig. 8）。

（3）流路は樹脂成型にて作製し，容量は僅か約7μ
である。これにより，タンパクおよび化合物の消
費量を少なくすることを可能とした。

4.3 AP-3000本体

Fig. 9に示すように，AP-3000本体は，（1）SPR信号
検出部，（2）分注ロボット部，（3）スタッカ部，（4）温
度コントロール部，（5）内蔵PC部で構成されている。
スクリーニングの際の，タンパク固定，化合物の結合測
定，およびキャリブレーションは，全自動で行なうこと
ができる（Fig. 10）。

Fig. 10  Screening process.



4.3.2 分注ロボット部

分注ロボット部は，センサスティック上の6チャンネ
ル流路に被検液やタンパク溶液，キャリブレーション液
などを全自動で分注するため，12本の分注ノズルと12
個の分注ポンプ，この分注ヘッドの移動を行なうXYZ
のステージで構成され，スクリーニング測定時は，384
ウェルのマイクロタイタープレートに準備された被検化
合物溶液と，スクリーニング用ランニングバッファ液を
交互にセンサスティック内の流路に分注する。

流路への分注は，注入側と排出側双方にプレサイス
チップを使用した独自のツインアクセス方式とし，ス
トップ－フロー方式（Fig. 12）による送液を採用した。
測定時に液の流れを止めることで，ノイズの少ない検出
を可能にする。また，送液は注入側と排出側を独立制御
のポンプで行なうことで必要な液量だけを分注し，液量
低減と，液の回収による活性測定を可能にする。
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4.3.1 SPR信号検出部

Fig. 11に示すように，SPR信号検出部は，光源ユニッ
ト，検出器，信号処理部から成っており，6チャンネル
の同時検出を実現するため，測定用と参照用を合わせて
12本の照射光をセンサスティックの流路裏面に精度良
く照射する。流路裏面からの反射光は，チャンネルごと
に独立した CCD で電気信号へ変換し，各種補正を行
なって暗線角度の計算をリアルタイム，高分解能で行
なっている。ここで，暗線角度の測定単位である1RU

（Resonance Unit）とは，100km先のバレーボールを見分
ける角度分解能に相当する。このため，装置本体は外部
からの振動に影響されない除振構造とし，さらに，後述
する温度コントロール部によって環境温度の変化に左右
されずに検出することを可能にしている。

Fig. 12  Stop-flow SPR measurement.

Fig. 11  Sensor stick and SPR detector.
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Fig. 13  Stacker unit.

Fig. 14  Binding data and sensorgram.

4.3.3 スタッカ部

Fig. 13に示すスタッカ部は，最大4本入りセンサス
ティック，プレサイスチップおよび最大 10 枚のスク
リーニング用384ウェルマイクロタイタープレートを
セット可能としており，スクリーニング動作中，分注
ヘッドのアクセス位置まで順次自動搬送される。また，
タンパク溶液は，測定開始から実際にセンサスティック
へ分注されるまで，活性を維持するために4℃以下に冷
却された状態で保存される。ボトルに入れてセットした
ランニングバッファ液，および，キャリブレーション液
は，液採取部へ循環させて使用することで使用量の低減
を行ない，調液作業の負荷軽減を図る。

4.3.4 温度コントロール部

SPR測定は，環境温度に大きく影響される。そこで，
SPR信号検出部とスタッカ部，およびセット部を含むす
べての測定エリアを一定温度に保つ温度コントロール機
能を備えており，さらに，周囲温度変化の影響をなくす
るために，カバーを断熱筐体構造にした。

4.3.5 内蔵PC部

内蔵PC部は，AP-3000本体のコントロール，スク
リーニングプロトコルの編集，測定のリアルタイム表
示，測定結果の確認を行なうことが可能であり，また，
測定終了時にはネットワークを通じて解析用外部PCへ
測定データの自動転送を行なう（Fig. 14）。
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5. アプリケーション 3），4）

AP-3000を使用して実際に行なった測定結果を以下に
示す。

5.1 ランダムライブラリスクリーニング

市販の化合物ライブラリを用いて，3840化合物／日
の測定を実際に行なった結果をFig. 15に示す。

結合活性（結合信号を分子量で規格化した値）と頻度
の関係を示すグラフにおいて，シャープなネガ（ヒット
しなかった）化合物の分布と，数％のヒット化合物の信
号が観測されていることがわかる。特定の構造について，
機能アッセイとの相関を調べると，AP-3000による結合
アッセイと良好な相関関係が見られる（Fig. 16）。

Fig. 15  Screening data : Carbonic anyhdrase.

Fig. 16  Correlation with functional assay.

5.2 フラグメントアッセイ

近年，新薬の開発効率を向上させる手法として，
Fragment-based Drug Discovery（FBDD）が多くの製薬会
社で盛んに検討されている。FBDDは，従来では注目さ
れてこなかった，薬理活性が弱く，構造的にシンプルで
小さな分子（フラグメント）を創薬の出発点とし，フラ
グメントの組み合わせにより新薬を設計する方法であ
り，開発効率の向上による研究開発費の削減効果が期待
されている。このFBDDの手法を基にしたアッセイの特
徴は，以下の特徴がある。
（1）従来よりさらに低分子量（～100Da）のフラグ

メント化合物を用いる。
（2）低親和性になるため，高濃度でのアッセイになる。
これらは，いずれもSPRの原理から考えると感度的

に不利な課題であるが，Fig. 17およびFig. 18に示すよ
うに，AP-3000ではフラグメント化合物の結合測定を可
能にした。

Fig. 17  Fragment binding assay.

Fig. 18  Correlation between binding activity and IC50.

4.4 仕様／性能

Table 1  Specifications.

項目 仕様／性能

センサスティック 1本入り，4本入り，プラスチック製ディス
ポーザブルセンサ
6チャンネル同時測定，12フローパス

プレサイスチップ 96チップ／ケース

AP-3000本体

検出方式

機能

SPR（Surface Plasmon Resonance）

検出，液体ハンドリング，タンパク質冷蔵
保存

本体寸法 1.5m（W）×0.8m（L）×1.85m（H）
（本体のみ，操作部除く）

重量 600kg

電源 100VAC-240VAC, 50-60Hz, 12-6A

信号ノイズ 約0.5RU RU（Resonance Unit）＝10-4度
の角度相当

検出レンジ 40,000RU
（タンパク固定量最大＋DMSO10%の信号量）

検出性能 化合物最小分子量　100Da

スループット 最大3,840検体／日

プロトコル タンパク固定プロトコル
スクリーニングプロトコル
活性測定液回収プロトコル
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6. おわりに

AP-3000は，非標識創薬スクリーニングという新しい
コンセプトを持つ提案型の商品である。提案型の商品を
開発・商品化するに際し，われわれ研究開発者は新しい
技術を創るだけではなく，新しい価値・市場をも創出す
ることが必要と考え，それを実践してきた。創薬研究者
である顧客の方々と技術ベースでコミュニケーションを
行ない，そのニーズに技術で応え，魅力ある新しい商品
を今後とも創り続けたい。

最後に，本システムの開発に当たり，多大な御協力を
頂いた社内関係者，関係会社，創薬企業，および大学な
どの研究者の皆様に心より感謝を申し上げます。
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LPR Sensor Made by Using Ordered Porous Alumina
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Abstract

We fabricated a LPR (Localized Plasmon Resonance) sensor using ordered porous alumina. The
fabricated nanostructure is very uniform and can be made using a simple process. These devices exhibit
unique optical properties due to interactions between LPR and a thin film resonator. Finally, we demonstrate
that this device can be applied to a biosensor using its LPR characteristics.

1. はじめに

当社では，ナノフォトニクスを用いたバイオセンシン
グの研究開発を行なってきている。2007年6月に，表面
プラズモン共鳴（SPR）を用いる「AP-3000」を創薬ス
クリーニングなどの用途へ向けて開発した。SPRセンサ
は，無標識で分子結合などを測定できるため，抗原抗体
反応などを無標識で観測できる手段として期待されてい
る1）, 2）, 3）。

一方，SPRを発生させるためにはプリズムが必要であ
るが，近年，プリズムを用いない局在プラズモン共鳴

（LPR）が期待され，多くの研究がなされている4）, 5）, 6）。
LPRでは，より均一な金属微細構造を作製する技術を実
現することが重要となる。われわれは，配列陽極酸化ポー
ラスアルミナでこれを実現する方法を研究してきた。本
デバイス構造から，LPRと薄膜共振器効果が相互作用し
て，従来では得られなかった新規な光学特性が得られる
可能性を見出した。また，バイオセンサーへの応用可能
性を調べた。実験とシミュレーションにて，これらの現
象について調べた結果を報告する。

2. 原理

LPRは，SPRに比べてプリズムが不要なことから光学
系が単純化でき，センサ部の2次元化も容易で，スルー

プット性が向上できる簡便で小型なバイオセンサー技術
として注目を受けている。LPRは，数十nm～数百nm
のサイズの金属微粒子に光が照射された時に，光の電場
の振動数と金属内の自由電子が共鳴振動して発現され
る。LPR条件は，金属微粒子のサイズとその周囲の誘電
率によって決められる。 LPRは共鳴周波数において吸収
ピークが現れる。粒子周囲の誘電率変化に敏感であるこ
とを利用し，共鳴周波数の変化を検出することで，微小
な領域での物質の変化や分子結合を検出することが可能
である7）, 8）, 9）。 原理をFig. 1に示す。

Fig. 1  LPR (Localized Plasmon Resonance).

3. デバイスの作製

われわれは，均一な金属微細構造作製技術として，配
列陽極酸化ポーラスアルミナをテンプレートとしたナノ
構造作製法に着目した。
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3.1 配列陽極酸化ポーラスアルミナ
ポーラスアルミナは，アルミニウムを酸性の電解液中

で陽極酸化した際に形成される酸化皮膜であり，酸化皮
膜にはナノオーダーの微細孔が密に分布した構造が形成
される。ポーラスアルミナの細孔は，周期，細孔長さ，
孔径を比較的容易に制御することが可能である。また，
アルミニウム上に形成されたアルミナ膜は，可視～赤外
の波長において透明で，光学素子として利用しやすい。

まず，テンプレートとして用いる配列した陽極酸化
ポーラスアルミナについて説明する。通常，アルミニウ
ムを陽極酸化すると，形成される細孔はランダムになる。
しかし，開始点をアルミニウム表面に形成した後に所定
の条件で陽極酸化を行なうと，配列した細孔が形成され
る。最初の開始点の形成をナノインプリントなどで行な
う方法と，長時間，陽極酸化した際の細孔底部で自己組
織化的に配列した形状を利用する手法がある。後者は二
段階陽極酸化法と呼ばれ，自己組織化による形状制御の
ため，モールドなどの鋳型を必要としないために， 低
コスト化，大面積化が可能である。われわれは，実用性
を考えて後者を選択した。Fig. 2に二段階陽極酸化法の概
略図を示す10）。

Fig. 3  ADPAD (Anodic Porous Aluminum Device).

Fig. 2  Processes of ordered porous alumina.

Fig. 4  Optical evaluation system.

Fig. 5  Film thickness dependency of a spectrum.

Fig. 6  Simple model of ADPAD.

が粒子状に形成されている。また，アルミナ表面にも金
が成膜され，金ナノメッシュ構造が形成されている。可
視域の反射スペクトルには，複数の吸収ピークが存在し
ていることを確認した。このデバイスを，われわれは
ADPAD（Anodic Porous Aluminum Device）と呼ぶこと
にした。

4. ADPADの反射光学特性

ADPADの光学特性を調べるために，Fig. 4の評価光
学系を準備して反射スペクトルの測定を行なった。デバ
イスは，液中での評価を行なえるようにセル型治具で固
定した。白色平行光（キセノン光源）を入斜角10°で照
射して反射スペクトルを測定した。

テンプレートの細孔周期Pは陽極酸化の電圧Eに依存
し，「P = 2.4×E」の関係式で表わされる。細孔径は経
験的にセル周期の1／3程度となる。細孔径はウェット
エッチングで拡大することができる。アルミナ膜厚は陽
極酸化時間によって決められ，最大数百μm程度まで
作製可能である11）。

3.2 デバイスの作製
本報告で使用したテンプレートは，細孔周期100nm，

作製条件は0.5M蓚酸/電圧40V/液温15℃にて一段階目
の陽極酸化を5時間行なった後に，二段階目の陽極酸化
も同一条件にて行なった。二段階目の陽極酸化時間は，
実験目的に応じて膜厚を約 100nm ～ 500nm，孔径は
30nm～90nmとした。これに金を膜厚30nmとなるよう
に蒸着した。Fig. 3にSEM観察像を示す。細孔底部に金

Fig. 6にADPAD構造を単純化したモデルを示す。吸
収ピークの発生原理は，細孔底部に形成された金粒子に
よるLPR吸収と，アルミニウム地金と最表面の金ナノ

ADPADの反射特性は，Fig. 5に示されるように可視波長
域で複数の吸収ピークが見られる。この吸収ピークはア
ルミナの膜厚によって変化するが，単純な薄膜干渉の計
算結果とは良い一致が得られない。また，LPR特性のみ
でこの反射特性を考えると，粒子サイズや周囲の媒質が
変化してないにもかかわらず，吸収ピークが変化するこ
とはLPR特性としては矛盾が生じる。このような光学特
性の起源として，われわれは，LPRと薄膜での光共振器
効果が混在する仮説を立てた。以下にその原理を述べる。
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メッシュの反射層と中間の透明アルミナ層によって形成
される共振器による干渉効果の複合作用であると推測す
る。これらの仮説を3D-FDTDシミュレーションで調べ，
原理の考察を行なった。結果を以下に示す。

4.1 仮想モデルによる原理考察

3D-FDTDによる計算で原理考察を行なった。Fig. 7に
計算モデルと結果を示す。ADPADと同様の構造をモデ
ルに計算した結果をリファレンス（青線）にし，仮想モ
デルとして，細孔内のみに金粒子があるモデル（赤線）
と，表面にのみ金があるモデル（黄線）での反射スペク
トル形状を比較した。モデル構造の細孔深さは200nm，
細孔径は50nmである。

と同様にプロットした結果をFig. 10に示す。デバイス
膜厚はSEM像から算出しており，誤差が含まれている
ものの，LPR吸収と干渉吸収が一致する波長域（780nm
付近）でプロットが分離していく傾向を，実デバイスの
測定結果からも得られた。グラフ内の青線はLPR吸収
が発生する波長位置である。ADPADの細孔径が小さく

Fig. 7  The calculation result of the spectrum origin.

Fig. 8 The calculation result of the film thickness dependency of
spectrum A.

Fig. 9 The calculation result of the film thickness dependency of
spectrum B.

Fig. 10  The experiment result of the film thickness dependency of
a spectrum.

Fig. 7のモデルでは，長波側の吸収は干渉に起因し，
短波側の吸収は金粒子のLPR吸収であることがわかっ
た。また，これらに加えて，グラフ内の○印部分は金ナ
ノメッシュ構造に起因したLPR吸収が発生しているこ
とも示された。この計算結果から，仮説の通り，スペク
トルにはLPR吸収と干渉吸収が含まれていることが示
された。

4.2 LPRと共振器効果

次に，アルミナの膜厚を変化させた時の反射スペクト
ルについての計算結果をFig. 8とFig. 9に示す。

Fig. 8の細孔深さ0.28μmでは，LPR吸収（800nm付
近）と干渉吸収は独立している。細孔深さ0.4μmでは，
LPR吸収と干渉吸収が800nm付近で一致する条件であ
る。しかし，スペクトルは重ね合わされることなく二つ
に分裂している。両者は単純な足し合わせにはなってい
ない。Fig. 9は，膜厚条件を細かく計算した結果のうち，
計算で得られた吸収波長を青点でプロットし，干渉吸収
で発生する波長を赤線でプロットし，LPR吸収波長を青
線でプロットした。干渉吸収波長とLPR吸収波長が離
れている時，それぞれの吸収波長は理論値と一致し，両
者の吸収波長が近づくとスペクトルが分離する結果を得た。

実際に，ADPADの膜厚条件をより細かく変化させた
実デバイスでの反射スペクトルを測定し，吸収波長をFig. 9
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られるカイネティックカーブを描く。シフト量は，結合
反応後にBuffer液で洗浄しても維持されている。これは，
細孔内への単なる液交換ではなく，金表面に修飾した
SAMにNアビジンが結合したために，金表面近傍の誘
電率が変化し，LPR条件が変化したことを示唆している。

このシフト量は，社外で研究報告されている同様の
LPRセンサーと比較しても大きく，LPRセンサーとして
は高感度な性能を有していることが示された。しかし，
LPRセンサーは，SPRセンサーと比較すると検出感度は
2桁程度悪く，具体的なアプリケーションが確立するま
でに至っていない。この点は今後のLPRセンサー研究
の課題である。

6. まとめ

陽極酸化ポーラスアルミナを利用して，金ナノ構造デ
バイスADPADを作製した。ADPADの吸収スペクトル
は，LPR吸収と共振器効果の強い相互作用によって発生
しており，特異な光学特性を示す。また，タンパク結合
によるスペクトル変化があることを確かめ，LPR特性を
利用したバイオセンサーとして可能性があることを示し
た。
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会予稿集 (2007).

なる（つまり金ドットのサイズは小さくなる）と，スペ
クトル分離が発生する波長は短波側へ変化している。

すなわち，LPRの効果と共振器の効果がまったく独立
ではなく，何らかの相互作用を有するということである。
これは，光（共振器）と電子（プラズモン）の強い相互
作用を示す現象として物理的に興味深い12）。

5. ADPADのバイオセンサーとしての性能

バイオセンサーとしての性能を調べるために，Nアビ
ジン（ビオチン化ニュートラアビジン）を結合させた時
のスペクトル変化を調べた。始めに，ADPAD中の金表
面をDDA（Dithio dibtyric acid）でSAM処理した後，
NHS（N-ヒドロキシコハク酸イミド）とEDC（N

,
-（3-

ジメチルアミノプロピル）カルボジイミドヒドロクロリ
ドリ）の混合液でSAMのカルボキシル基を活性化させ
て，酢酸バッファー（pH4.5）液中へデバイスを浸漬し
た。途中でNアビジン溶液（0.1mg/ml）を添加した。ス
ペクトルをFig. 11に示す。

Fig. 11  Experiment result in which protein combines are observed.

Fig. 12  Result of Fig. 5 x-axis as time.

点A:Buffer 液交換 点B:アビジン添加 点C:Buffer 液で洗浄

ここで，Fig. 11の吸収スペクトルはLPR吸収による
ものである。LPR吸収と共振器効果での吸収と独立な構
造条件でADPADを作製した。膜厚が210nm，粒径は約
70nmである。

Fig. 12は，スペクトルシフトを横軸時間，縦軸シフト
量としてプロットしたものである。バッファー液のみの
液交換では変化しなかったスペクトル（点A）が，Nア
ビジン溶液添加後で約十数nmのスペクトルシフトとし
て検出された（点C）。プロット結果は，結合反応で見
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Development of “Metabarrier” and “Oxibarrier” --- Dietary Supplements
Meant for Lifestyle-Related Disease Prevention

Fumitaka UEDA*,  Shinichiro SERIZAWA*,  Keiichi SUZUKI*,  Fuyuhiko MORI*,

Kouzou NAGATA**,  Yoshihiko MAKINO**, Nobuhiro KURIHARA***,  Ken IWAKURA***,

Masao SATO*,  Kenji IKEDA*, and  Masanobu TAKASHIMA*

Abstract

We have developed two lifestyle-related disease-prevention supplements, namely “Metabarrier” and
“Oxibarrier,” for FUJIFILM Corporation to release in October 2007.

Metabarrier is a supplement designed for the purpose of reducing internal organ fat. It consists of
ingredients that impede sugar and fat absorption, and that promote fat burning. We have confirmed reduction
in fat and improvement in enteric areas in our human trial subjects. Metabarrier is a mixture of salacia
powder, red wine polyphenol, green tea extraction, onion skin extract, and chrome yeast. Among these, the
featured element is salacia, an extract from the medicinal plant typically found in Sri Lanka, India and Thailand.

Oxibarrier is a strikingly unique blend of water and lipid soluble antioxidants that brings about
unparalleled synergetic effects. Featured ingredient is our proprietary dry nano-emulsion of astaxanthin. We
have confirmed its characteristic antioxidative effect in our human trial for 8 weeks.

1. はじめに

これまで，富士フイルムはフォトイメージングの分野
で世界の最先端を走り続けてきた。

そこで培われた抗酸化技術，ナノ分散・安定化技術，
コラーゲンペプチドの物性制御技術，反応性・反応速
度・物質の拡散や素材の相互作用などを最適化する層構
成技術は，ヘルスケア製品（サプリメント，化粧品）に
も十分応用できる最先端のテクノロジーである。

これらを背景に，富士フイルムは2006年9月よりヘル
スケア分野に参入し，機能性食品と機能性化粧品を販売
している。機能性食品に関しては，当初，化粧品との内

外ケアを目的とした美容系のものを中心に開発してきた
が，近年の生活習慣病対策への消費者意識の高まりを受け，
生活習慣病予防を目的としたサプリメント「メタバリア」，

「オキシバリア」を開発し，2007年10月に上市した。

Fig. 1  “Metabarrier” and “Oxibarrier”.
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｢メタバリア」は，メタボリック症候群が気になるけ
どついついカロリーを取り過ぎてしまう人や，腸内環境
を改善したい人向けの機能性食品として，また，「オキ
シバリア」はストレスがたまって疲れやすくなっている
人，日々健康な体を維持し活力にあふれて若々しく過ご
したい人をターゲットに開発を行なった。

2. 「メタバリア」の開発

2008年4月より特定検診・特定保健指導が開始になる
こともあり，人々のメタボリック症候群への関心が高
まっている。2005年の厚生労働省の国民健康・栄養調
査では，40歳～74歳の2人に1人がメタボリックシンド
ローム該当者，または予備軍であり，その比率は年々高
まっている。また，女性についても閉経に向けて女性ホ
ルモン分泌が下がると，内臓脂肪が蓄積され易くなる傾
向にあることが報告されている。

メタボリックシンドロームは，Fig. 2に示すように内
臓脂肪の蓄積がアディポサイトカインの分泌異常を引き
起こし，インシュリンによるグルコース輸送が妨げられ
る（インシュリン抵抗性が上がる）ためにⅡ型糖尿病な
ど，さまざまな異常を引き起こし，動脈硬化を誘発して
心筋梗塞や脳卒中などの循環器系疾患を引き起こす病態
のことであり，引き金となる内臓脂肪をためないことが
予防の第一歩となる。

Fig. 2  Mechanisms behind metabolic syndrome.

2.1 コンセプトと処方設計

メタボリックシンドローム予防のためには，内臓脂肪
をためないことが重要である。内臓脂肪の増加は，カロ
リー摂取オーバーの時に取りすぎた糖や脂肪が蓄積して
起こる。内臓脂肪を減らすには食べる量を減らすのが一
番かもしれないが，食事の総量を減らすことは必要な栄
養素摂取も減らすことになるので，疲れやすくなったり，
肌の状態が悪くなったり不健康な状態になりがちである。

よって，今回は，Fig. 3に示すように摂取オーバーと
なる糖と脂肪の吸収をブロックし，さらに，糖と脂肪の
燃焼を促進する成分を配合すれば効率が良いと考えた。

この考えのもと，メタバリアでは身体の中での働きが少
しずつ異なる成分を配合することで，糖にも脂肪にも働き
かけるように素材の選定を行ない，処方設計を行なった。
－成分－
サラシア濃縮エキス：

糖へ働きかける成分
赤ワインポリフェノール：

フレンチパラドックスで知られる赤ワイン効果で脂肪
に働きかける
タマネギ外皮エキス：

脂肪に働きかけるポリフェノール，ケルセチンを含有
緑茶抽出物：

カテキンを多く含み，糖と脂肪の両方に働きかける成分
クロム：

ダイエット時に欠かせない必須ミネラル

2.2 メイン成分のサラシアについて

サラシアは，インドやスリランカなど南アジア地域に自
生するツル性の植物で，インドに古くから伝わる伝承医学
であるアーユルヴェーダで糖尿病や肥満の特効薬として，
特に王侯貴族に珍重されてきた。近年，その有効成分がα
グルコシダーゼ阻害活性を有するサラシノールとコタラ
ノールであることが明らかとなっている（Fig. 4）1）, 2）。

Fig. 3  Absorption and metabolizing route of carbohydrate and fat.

Salacinol Kotalanol

Fig. 4  Main chemical constituents of Salacia.
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摂取した炭水化物が体内に吸収されるメカニズムを
Fig. 5に示す。多糖類であるデンプンなどの炭水化物は，
まず，アミラーゼによって二糖類にまで分解され小腸に
運ばれる。この二糖類（最初から二糖である砂糖を含む）
はそのままでは吸収されないが，小腸の上皮にあるαグ
ルコシダーゼという酵素により単糖に分解されて初めて
体内へ吸収される。

サラシノールとコタラノールは，この小腸の上皮にあ
るαグルコシダーゼを阻害することにより，二糖類を吸
収させにくくする働きがある。さらに，分解・吸収され
なかった二糖類はそのまま大腸へと運ばれ，オリゴ糖様
作用（大腸内善玉菌に利用されて腸内環境を改善する作
用）による腸内環境改善効果をもたらす。

Fig. 5  Absorption mechanism of starch.

の試験のため，脂肪代謝の早い男性により高い効果が現
れたと考察している。

さらに，本品の摂取で腸内環境が変化することが確認
された。健康な男女7名に本品を7日間摂取してもらい，
摂取前後の糞便を調査したところ，糞便中のアンモニア
量が低減しpHが6付近から5付近まで下がっているこ
とが判明した。5付近のpHは腸内において乳酸菌など
の善玉菌が繁殖し易く，大腸菌などの悪玉菌が棲息しに
くい環境であると言われており，悪玉菌の産生物である
アンモニア量の減少はそれを示唆している。

3. 「オキシバリア」の開発

近年，「体が錆びる」という表現を耳にするように
なったが，実際，体の中の活性酸素が体を錆びさせ，老
化や生活習慣病およびガンを招くことが明らかになって
きている。活性酸素は体内で自然発生するもので，呼吸
で取り入れた酸素の1～2％が活性酸素に変化すると言
われており，ストレスなどで増加する。さらに，最近で
は，携帯電話などより発生する電磁波が体内で吸収され
て活性酸素を発生させるケース，喫煙で発生するラジカ
ルが外から身体へ侵入するケースなども少なくない。活
性酸素にはいくつかの種類があるが，代表的なものとし
て，呼吸によって体内に入った酸素が作り出す「スー
パーオキシド」，スーパーオキシドが体内のスーパーオ
キシドディスムターゼ（SOD）という抗酸化酵素により
分解されてできる「過酸化水素」，スーパーオキシドや
過酸化水素が鉄イオンなどと反応してできるヒドロキシ
ルラジカルや，皮膚や目に存在する酸素が光で励起され
て発生する一重項酸素がある（Fig. 7）。特に，ヒドロキ
シルラジカルは最も毒性の強い活性酸素で，ガンの発生
や老化および多くの病気の原因と疑われている。

このような活性酸素の害から体を守るためには，日ご
ろから抗酸化力の高い食品を摂ることが有効である。

αグルコシダーゼを阻害する成分や，糖の吸収を抑え
る成分は，サラシアの他にもグァバ葉ポリフェノールや
桑やギムネマなどいくつかあるが，サラシアが最も高い
効果を示すことが報告されている3）。

2.3 ヒトを対象としたエビデンス

肥満傾向の男女14名に本品を8週間摂取してもらい，
摂取前後での体重・腹囲・BMIの変化を調べた。結果
をFig. 6に示す。

Fig. 6  Evidence of Metabarrier effectiveness.

試験の結果，特に男性での体重・腹囲・BMIの減少
が見られ，本品の効果が確認された。一般に，男性は内
臓脂肪が多く，女性は皮下脂肪が多い傾向にあり，内臓
脂肪の方が代謝され易いと言われている。今回は短期間

Fig. 7  Species of active oxygen generated inside the body.

10050416
長方形

10050416
スタンプ
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サンチンのナノ分散パウダーを新たに開発した。得られ
たパウダーは，ラットによる実験で，従来品よりも1.6
倍吸収性が向上していることが確認された（Fig. 9）。

3.1 コンセプトと処方設計

体内のさまざまなところで発生する活性酸素に対抗す
るには，抗酸化作用のあるいくつかの成分を同時にとる
ことが有効である。体内には血液や細胞質などの水に近
い部分と，細胞膜のような脂質の部分があり，それぞれ
でより有効な成分を選択する必要がある。

今回は，ヒドロキシルラジカルに有効な成分として，
アスタキサンチン，コエンザイムQ10，αリポ酸，ブド
ウ種子より採れるポリフェノールであるプロアントシア
ニジン，ビタミンCおよびビタミンEをピックアップし
た。特に，アスタキサンチンは一重項酸素の消去にも有
効で，当社の研究結果においてもビタミンEの約90倍，
コエンザイムQ10の約1,000倍もの一重項酸素消去速度
を有することが確認されている4）。

さらに，スーパーオキシドや過酸化水素を分解する体
内酵素である SOD やグルタチオンペルオキシダーゼ

（GPX）を形成するミネラルとして亜鉛とセレンも配合
し，これらの酵素の働きを助けるように設計した。

3.3 ヒトを対象としたエビデンス

健康な男女14名に，本品を8週間摂取してもらい摂
取前後での血漿総抗酸化能（STAS）と過酸化脂質量

（LPO）の変化を調べた。
STASは血漿が活性酸素の害から守る総合能力を示

し，値が大きい方が好ましい。LPOは活性酸素によって
酸化され過酸化状態になった血液中の脂質量のことで，
酸化ストレスが大きいと値が大きくなり，好ましくない
状態を示す。この2つを測ることで，体が受けている酸
化ストレスを知ることができる。

結果をFig. 10に示す。

この中で，αリポ酸は両親媒性のため水溶性成分と脂
溶性成分を仲立ちして，働きを長持ちさせることが報告
されており，今回の処方に採用した。

3.2 アスタキサンチンのナノ分散パウダーの開発

アスタキサンチンは，ヘマトコッカスという藻類に含
まれるカロテノイドの1つで，近年，その高い抗酸化力
が大きく注目を集めている素材である。ビタミンEの約
90倍，コエンザイムQ10の約1,000倍もの一重項酸素消
去速度を有し，体内の活性酸素を一因とする悪玉コレス
テロール（LDLコレステロール）の酸化や動脈硬化の
予防，紫外線による肌のダメージに対する効果などが期
待できる。

アスタキサンチンは脂溶性の物質であり，微細分散物
は吸収率が上がること，水溶性の成分や水不溶性の成分
を含むミネラルと混合させる必要があるため，オイル状
ではハンドリングが悪いことなどから，今回，アスタキ

Fig. 8  Antioxidation networks interconnected withα lipoic acid.

Fig. 9  Effect of emulsion size on the absorbability of astaxanthin.

Fig. 10  Evidence for Oxibarrier effectiveness.

本品の摂取でSTASは上がり，LPOが下がることが確
認され，酸化ストレスが顕著に下がることがわかった。

4. まとめ

今回，アーユルヴェーダでも知られる機能性食品素材
のサラシアの特徴を生かしたサプリメントと，天然に存
在するカロテノイドの一種で，きわめて強い抗酸化力を
持つアスタキサンチンの特徴を生かしたサプリメントを
開発した。

今後も，機能性食品の開発を通して，人々の QOL
（Quality of Life）向上に寄与できるよう努力し，広く社
会に貢献していきたい。
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FUJIFILM AstroPore新規超大型ミクロフィルターカートリッジ
およびハウジングの開発
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Development of New Extra-large Size Micro Filter Cartridges and Housings

Kiyohito SUGIURA*, Hidetaka OKADA*, Eiji FUNATSU**, and Tsuyoshi YAMAMOTO***

Abstract

FUJIFILM has manufactured and marketed micro filters, the AstroPore series, for about 30 years. Our
micro filters are used in various manufacturing processes such as filtering miscellaneous germs from foods
(draft beer etc.), manufacturing liquid crystal panels, etc. These days, various filters are used in the rapidly
growing market of liquid crystal panels. With the size of panels (screens) becoming larger, a more productive
filtration system is required to increase productivity during manufacturing processes. Although our
proprietary technology applied to the production of asymmetric polysulfone membranes with an internal
dense layer provides them with characteristics to fulfill most demands from the market by themselves, we
developed and introduced the extra-large size micro filter cartridges and their housings to meet even stricter
demands from production sites. This technology is summarized in this paper.

1. ミクロフィルターとは？

1.1 序

意外に思われるかもしれないが，「フィルター」は日
常生活のあらゆる局面において利用されている。身近な
ところでは，水道の浄水器，エアコン，掃除機，空気清
浄機，AV機器の換気口に取り付けられたゴミ取りフィ
ルターなど，生活に密着したフィルターを見ることがで
きる一方，最先端技術の現場では，腎臓の人工透析など
の医療分野，ミネラルウォーター，生酒，生ビールなど
の飲料分野，半導体産業をはじめとした，最近の電子工
業分野など，さまざまな分野で用途・目的に応じた
フィルターが利用されている。

当社は，およそ30年前に精密濾過フィルターの製造，

販売を開始した。特に，1987年に上市したポリスルホン
（PSE）膜を利用したカートリッジフィルターは，その
特徴的な濾過性能から，食品工業，精密機器工業，化学
工業，電子工業をはじめとした，多くの生産現場におい
てユーザーにご好評いただいている。

特に，最近，電子工業分野においては，カートリッジ
フィルターに対してより精密な濾過を求める傾向が増し
てきており，この要求に対応可能なカートリッジフィル
ター開発が求められてきた。

1.2 ミクロフィルターカートリッジの分類と位
置づけ

1.2.1 フィルターの分類：

「フィルター」と一口に言っても，その種類や用途は



44 FUJIFILM AstroPore新規超大型ミクロフィルターカートリッジおよびハウジングの開発

多岐にわたるものである。通常，簡略に分類すると，以
下のような分類が可能である。

①分散媒・溶媒による分類：
ガス（気体）用，液体用（さらに水系/薬液系）

②分散粒子・溶質のサイズによる分類：
粗濾過，精密濾過，限外濾過，ナノ濾過，逆浸透濾過

③形状による分類：
ディスク，カートリッジ，中空糸など

今回，当社のミクロフィルターとして紹介するのは，
①水系を中心とした液体用，②精密濾過レベル，③カー
トリッジ，に分類されるものである。

まず，精密濾過の定義について説明する。微細な粒子
を分離する方法としては，精密濾過，限外濾過，逆浸透
圧濾過などがあるが，ミクロフィルターが該当するのは，
上述の通り精密濾過である。精密濾過膜は，JIS K3802
で“0.01～数μm程度の微粒子および微生物を濾過に
よって分離するために用いる膜”と定義される（Table 1）。

1.2.2 精密濾過フィルターの細分類

精密濾過膜を分離する粒子サイズの観点から，さらに
細分類した場合，その捕捉性と構造で，アブソリュート
タイプ（Absolute＝絶対濾過タイプ）とノミナル濾過タ
イプ（Nominal＝公称濾過タイプ）に分類することがで
きる。

アブソリュートタイプは，文字通り「定義サイズより
大きな粒子を絶対，確実に補足する」タイプのフィル
ターである。その構造的な特徴としては，1枚の樹脂膜
に小さな孔が多数開いた篩状の形状が一般的である。こ
の篩の効果を利用し，孔のサイズより大きな濾別対象粒
子を分離する（Fig. 1）。

Fig. 1 Photo of the surface of standard absolute type (FUJIFILM
PSE membrane).

Fig. 2 Photo of the surface of standard nominal type (non-woven
PP material).

必然的に濾過サイズの絶対値は粒子の種類，物性によっ
ても異なり，濾過される粒子サイズ分布もアブソリュー
トタイプに比べて広いものとなる。

当社ポリスルホン（PSE）膜はアブソリュートタイプ
に属する膜であり，孔径以上の粒子を確実に捕捉するこ
とが可能である。当社はこれまでAstroPoreシリーズに
おいて，この特徴的なPSE膜を用いたミクロフィルター
カートリッジを主力商材としてビジネスを進めてきた。

主に，水系の精密濾過用途において，後述する特異的な
濾過性能からこれまでユーザーにご好評いただいている。

2. PSE超大型カートリッジならびに専用ハ

ウジング開発の背景

2.1 市場の状況

液晶パネルや半導体をはじめとした電子工業分野は成
長著しく，年率10％規模での成長を続けている。これ
らの産業分野では技術の発展に伴い，より精密，かつク
リーンな生産環境が求められており，製造プロセスの各
工程において精密な洗浄が行なわれている。ミクロフィ
ルターは，この精密洗浄工程において使用される超純水
の浄化に広く用いられている。

最近では，特に，液晶パネル分野においてパネルの生
産量増加や大型化が著しい。これは，ガラスサイズに応じ
て世代が区分されており，この5年ほどでガラスパネル
の面積としては5倍以上の規模となっている（Table 2）。

Table 1 Filters Classified by Sizes of Particles to be Filtered.

Table 2 Change of Glass Sizes for Liquid Crystal Panels.

一方，ノミナル濾過タイプは長繊維をからみ合わせた
構造のフィルターである（Fig. 2）。ノミナルタイプの
フィルターでは，フィルター繊維そのものの物理的サイ
ズによる濾別のほか，疎水性相互作用，水素結合，イ
オン相互作用といった，吸着の効果を利用して，濾別対
象粒子をフィルター繊維に吸着させ濾過する。このため，

さらに，G10（3000×3000（mm））と称する製造プ
ラント計画も発表されており，大型化の動向は当分続く
ものと思われる。
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この設備大型化に連動して，超純水の使用量も飛躍的
に増大している。このため，超純水用の精密濾過カート
リッジフィルターに対しては，求められる要求性能とし
て，より高流量化が必須となってきた。特に，G7以降
のパネル製造においては，洗浄水のフィルター1本当た
りでの流量レベルとして，200 /min以上の高流量が必
要である。一方，同時に，確実なパーティクル（微小サ
イズのゴミ）の捕捉性を兼ね備えた精密濾過カートリッ
ジフィルターが求められている。

2.2 既存精密カートリッジフィルターの問題点

G7以降の液晶パネル製造工程が精密濾過カートリッ
ジフィルターに要求している，これまでにない高流量と
確実な捕捉性に対し，単独で対応できるミクロフィル
ターはこれまで存在しなかった。

これまでの当社ミクロフィルターカートリッジのラ
インナップにおいては，大型高流量PSEカートリッジ
XL タイプが最高流量性能を有するが，その数値は
150 /minであり，上記目標を単独でクリアできない。
また，XLタイプに対応する他社大型カートリッジにお
いても，同様に単独で200 /minに対応できるミクロ
フィルターカートリッジはなく，G7以降のパネル工程
の要求を満たすことが不可能であった（Fig. 3）。

フィルターカートリッジの特長的濾過性能について簡単
に説明する。PSEメンブレン膜の材質は，下記に示すポ
リスルホンである（Fig. 4）。

Fig. 3 Flow rate characteristics of micro filter cartridges.

一方，さらに，2007年から稼働スタートしたG8，G9
の工程においては，さらなる高流量が必須であり，スペッ
クとして300 /minの高流量が望まれている。

製造工程を考えた場合，フィルターカートリッジを複
数本併用すると，ハウジングの大型化（設置スペースの
無駄），交換の手間が増加するなど，デメリットが大き
く，これまで以上の大型フィルターの開発が必須であっ
た。われわれはこの観点から，G7以降の液晶パネル製
造ラインの要求性能に単独で対応可能な，超大型ミクロ
フィルターカートリッジ，ならびに専用ハウジングの開
発に着手した。

3. 超大型カートリッジの開発

3.1 AstroPoreシリーズPSE膜の技術的特長

まず，AstroPoreシリーズPSE膜を使用した，ミクロ

Fig. 4 Structural formula of polysulfone.

当社のミクロフィルターはこのポリマーを素材とし，
相分離法を用いて作られた多孔質膜である。当社独自の
製膜技術により，緻密かつ特異的な細孔分布を有する
メンブレン膜を形成している。当社AstroPoreシリーズ
PSE膜はその細孔分布に特徴を有する（Fig. 5）。

Fig. 5 Photo of cross section and schematic diagram of pore
distribution of the AstroPore series’ PSE membrane.

Fig. 6 Photo of cross section and schematic diagram of pore
distribution of an ordinary micro filter membrane (the same
pore diameter).

AstroPoreシリーズPSE膜においては，多孔質層にお
ける細孔のサイズが非対称に分布していることが最大の
特徴である。図に示すように，水などの流体が流れ込む
インレット側の孔径が大きく，内部に行くに従い徐々に
細孔のサイズが小さくなる。特に，濾過精度を決定する
有効濾過部位が内部に緻密層として形成されているた
め，以下の特異的な性能を発現可能である。

①優れた流量特性
ポアズイユの法則*から導かれるように，有効濾過
部位はパスの短い緻密層として存在する。このため，
同一孔径分布の膜よりも，小さな差圧でより多くの



46 FUJIFILM AstroPore新規超大型ミクロフィルターカートリッジおよびハウジングの開発

流体を流すことが可能となる。
*ポアズイユの法則：V＝（πPｒ4）／（8ηI）
V＝透過量，P＝圧力，r＝孔径，η＝粘度，
I ＝孔の長さ

②確実な捕捉性
緻密層の細孔径分布をFig. 7に示す。

膜の加工形状に着目した。通常，精密濾過カートリッジ
フィルターでは，濾材を最低上下一枚ずつのサポート材
の間に挟み，これをプリーツ状に加工して，より多くの
膜面積の濾材をカートリッジ中に収納する（Fig. 8）。今
回は，このプリーツ技術に検討を加え，折る山の高さを
従来品の2倍程度に高くする手法を採用した。

Fig. 7 Comparison of pore distribution at 0.1μm membrane.

非常に孔径分布がシャープであり，確実なサイズ別
の濾過が可能である。

③非常に長いカートリッジ寿命
均一サイズ分布のメンブレン膜では緻密層がイン
レット側表面にあるため，表面がすぐ閉塞する。
AstroPoreシリーズメンブレン膜では，大サイズ粒
子は大孔径部に捕捉するなど，サイズ別に膜深さ方
向に捕捉可能である。アウトレット側が緻密層保護
の役割を有し，力学的なストレスに強い。

3.2 カートリッジフィルターのスケールアップ

カートリッジフィルターの高流量化をはかる方法とし
ては，カートリッジのサイズアップと使用膜面積を大き
くすることが一般的である。新規フィルター膜を開発す
る手法もあったが，FUJIFILM AstroPoreシリーズPSE膜
は非常に特徴的で優れた膜であるので，この優位性を最
大限に発揮するための，カートリッジのサイズアップ方
法と使用面積アップ方法を検討することを選択した。

上記のように，AstroPoreシリーズPSE膜は高い濾過
性，高流量，濾過寿命，耐久性の面で非常に優れたもの
となっている。

3.2.1 超大型カートリッジの開発

通常，カートリッジの大型化を考える場合，「2乗3乗
の法則」が問題となる。カートリッジを大型化する目的
は濾過面積をできる限り大きくすることであるが，

「2乗3乗の法則」に従い，濾過面積よりも全体の体積や
重量がより大型化してしまう。

カートリッジサイズについては，ユーザーの要求に
従って設計を行なった。 一般的に，圧力などの条件が
一定の場合，濾過膜を透過する流体の体積は濾過膜の面
積に比例する。このサイズにおいて，いかに有効な濾過
面積を確保し，かつ高流量を達成するかが課題となった。

今回の検討では，使用するPSE膜の有効濾過面積を増
すため，カートリッジフィルターに収納するフィルター

Fig. 8 Rough structure of cartridge filter.

Table 3 Specifications of Extra-Large Size Micro Filter Cartridges.

流量*1：PSE-SXL ／ UXLは孔径 0.2μmカートリッジフィル
ターに差圧0.03MPaの条件で水を流した時の初期流量
（代表値）

Table 4 Lineup of Housings for Large-Size Cartridges.

一般的に，山の高さを高くする場合，フィルターをプ
リーツ状にする工程で折りの形状が不安定になる問題が
起きる。われわれは，以下の検討により，安定，かつ均
一なプリーツ技術を確立することに成功した。

サポート材の選定
濾材，サポート材搬送制御の精度向上
プリーツ加工における工程条件の最適化

Table 3に，今回開発に成功した，高流量，かつコン
パクトな超大型ミクロフィルターカートリッジ PSE-
UXL/SXLのラインナップと代表性能をまとめた。目標
通り，単独フィルターカートリッジにおいて，200 /min
以上の高流量が達成できた。

3.2.2 超大型カートリッジ用ハウジングの開発

超大型カートリッジに対応するハウジングも同時に開
発した。ラインナップをTable 4に示す。

通常の水系用としては，環境問題も配慮して本体をポ
リプロピレン製とした。また，装置の汎用性を高めるた
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め，継ぎ手は超高流量の65Aから通常の大流量配管用の
50A，40Aまで3種類をそろえた。超高流量に対応可能
とするため，耐圧設計を特に十分考慮し，0.49MPaまで
の耐圧性を付与した。

高温・高圧ラインへの対応，ならびに薬液対応として
同時にステンレスハウジングもそろえた。こちらの素材
は耐久性に優れたSUS316Lとし，最新の設備にも対応
可能な設計とした。

4. おわりに

本報告で紹介している超大型ミクロフィルターカート
リッジおよびハウジングは，当社AstroPoreシリーズ
PSE膜の優れた流量特性，捕捉性，長寿命特性を最大限
に発揮した製品である。G7以降の次世代液晶パネル製
造工程において，驚異的な流量特性での濾過性能を発現
可能である。

末筆ながら，本製品化を進める上でご指導いただいた
方々，ご協力いただいた関係各位すべてに感謝いたしま
す。
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（本報告中にある“AstroPore”,“FUJIFILM”は，富士フ
イルム（株）の登録商標です。）

Fig. 9 Extra-large size micro filter cartridge PSE-UXL.

Fig. 10 Housings for extra-large size cartridges (left-hand side:
extra-large size resinous housing, right-hand side : extra-
large size metal housing).
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Development of Structural Observation Method of Coating Film during
Drying by Cryo-SEM

Kazuhiro SHIOJIRI* and Kazuhiro OKI*

Abstract

The visualization method of observing coating film structure during freeze-drying by Cryo-SEM was
developed. The immersion method was investigated for rapidly freezing coating film and liquid ethane was
considered the most suitable cryogen for stabilizing coating film structure with organic solvent. The initial
rate of temperature change was enough for preventing samples from crystallizing by applying the calculated
results of the rate of temperature change during immersion. The observation results of frozen coating films
coated with some solvents revealed the sectional structure change as elapsed freeze-drying time. 

1. はじめに

これまで，塗膜内部の構造は乾燥後の乾膜の状態でし
か評価できず，構造の形成プロセスは良くわかっていな
いことが多かった。乾燥途中の構造を観察する方法とし
ては，塗膜を乾燥途中に凍結することで構造を固定し，
クライオSEMで観察する手法が提案されている1）, 2）。し
かし，これらの研究においては，主に，水を溶媒とした
高粘度の塗布液での観察しか成功していなかった。本研
究は，このクライオSEM法を低粘度の有機溶剤を用い
た塗膜に適用し，乾燥途中の構造を観察することを目的
として行なった。

2. 急速凍結技術の開発

乾燥途中の塗膜を観察するためには，塗膜中の構造を
破壊しないように試料を作製する必要がある。一般的に
は，化学的な結合で固定する方法が知られているが，固
定に時間がかかるため，内部構造を変化させてしまう。
また，反応時にも構造を変化させてしまう可能性がある
ため，内部に含まれている素材と反応せず，そのままの
状態で固定することが望まれる。そこで，塗膜の乾燥途
中のように非平衡な状態を固定する方法として急速凍結
法が知られている。本方法によると，水や有機溶剤を

含んだ試料を急速凍結することで，分子・イオンの動き
を物理的に止めることができ，今回の目的には最も適し
ている。このような液体試料の凍結を行なう際に，最も
気をつけなければならないことは結晶成長による構造変
形である。Fig. 1に，水が氷に相転移する際の核生成温
度と結晶サイズの関係を示す3）。核生成温度が下がるほ
ど，結晶サイズが小さくなっていることがわかる。つま
り，なるべく過冷却の状況を作り出し，試料全体を均一
に素早く凍結することが，変形のない試料を作製するた
めには重要である。

Fig. 1  The relationship between nucleation temperature and the
size of crystals.

2.1 凍結速度の推算

急速凍結試料を作製する際に，最も重要となるのが凍
結速度である。一般的に，1000～10000 K/s以上の速度
で凍結を行なうと結晶成長が起こりづらく4），電子顕微
鏡で観察可能な試料が作製できるとされている。この凍
結速度と試料の状態を定量的に評価するため，熱拡散方
程式を解いて凍結速度の推算を行なった。浸漬速度が
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0.1 m/s，10 m/sの時の凍結速度の計算結果をFig. 2に示
す。2本の青線は，それぞれの浸漬速度における凍結時
間である。浸漬速度を上げることで初期の速度を上げる
ことができ，必要とされている凍結速度が得られている
ことがわかった。

剤としてメチルエチルケトン（以下，MEK）のそれぞ
れで粘度を変化させて凍結実験を行なった。また，寒剤
としては，液体窒素，液体エタンを用いて比較を行なっ
た。それぞれの寒剤の特徴をTable 1に示す。寒剤自体
の熱移動速度は液体窒素の方が遅く，液体エタンの方が
速い。しかし，相転移に伴って蒸発潜熱を試料から奪う
ため，液体窒素では凍結速度が速くなる可能性もある。
よって，これらの影響を実際に試料を凍結することで確認
した。

Fig. 2  The effect of immersion rate on the rate of temperature
change.

2.2 凍結サンプル作製方法 5）

凍結サンプル作製の流れをFig. 3に示す。基板上に塗
布液を滴下して塗布した後，寒剤中に浸漬することで急
速凍結を行なった。凍結温度は約－170℃とした。凍結
を行なったサンプルは試料台に固定し，断面観察を行な
うために割断して割断面が試料台の上部になるように固
定した。固定したサンプルは，液体窒素中で大気に触れない
ようにSEMの試料室に輸送し，クライオSEM観察を行なった。

Fig. 3  Flow chart showing preparation of the frozen samples.

3. 急速凍結実験

塗膜を凍結するに当たり，使用する寒剤や塗布液の溶
媒や物性がどのように影響するかを調べた。粘度を変え
た各種溶媒を各種寒剤で凍結し，表面状態，形状の変化
を比較した。溶媒としては，水，および代表的な有機溶

Table 1 The Characteristics of Cryogen.

液体窒素により凍結した結果をFig. 4に，液体エタン
により凍結した結果をFig. 5に示す。寒剤の表面形状へ
の影響を調べるために，強制実験として塗布液を滴下し

Fig. 4  The effect of viscosity and solvent on the shape of droplet
frozen by liquid nitrogen.

Fig. 5  The effect of viscosity and solvent on the shape of droplet
frozen by liquid ethane.
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て凍結し，形状の変化と表面の状態を調べた。その結果，
寒剤として液体窒素を使用した場合，水系の粘度が高い
時には良好な凍結状態が得られているが，MEKを凍結
した時には表面が変形してしまっている。一方，液体エ
タンで凍結した場合には，ある程度粘度が高い時に比較
的良好な凍結状態が得られていた。また，液体窒素で凍
結した場合には，白く濁った凍結試料ができており，溶
剤が結晶化してしまっていると考えられる。溶剤が結晶
化すると，内部の構造が変形して壊れてしまうため，特
に，有機溶剤系の凍結には液体エタンが適していること
がわかった。

4. クライオSEM観察

Table 2に示す塗布液を用いて，それぞれ乾燥時間を
変更したサンプルを観察した。

の構造を示している。（a）では空隙が存在しているのに
対し，（b）では粒子がパッキングされ，密度が上がって
いることがわかる。このように，粒子の分散状態の経時
変化を撮影することができ，今回用いたラテックス粒子
が乾燥の進行とともに，表面，内部において規則的に配
列することがわかった。また，溶媒として有機溶剤であ
るMEKを用いた塗布液②の場合の構造をFig. 6 （c），（d）
に示す。（c）に塗布直後，（d）に1分間乾燥させた後の構
造を示すが，乾燥が進行するにつれて粒子密度が上がり，
一部で凝集し始めている様子が観察された。この観察結
果より，塗布液の状態では粒子は分散しているが，濃度
が上がるとともに凝集し始めることがわかる。最後に，
粒子を抜いて，ポリマー混合系である塗布液③を塗布し
て凍結した構造をFig. 6（e），（f）に示す。塗布してから1
分経過した（f）では，表面に皮膜が形成され始め，内部
の構造も大きく変化している様子が観察でき，構造が大
きく変化していくことがわかった。

5. まとめ

低粘度の溶剤系の塗膜に対し，浸漬による急速凍結を
行なうことで，内部構造の固定を行なうことができた。
また，実際に乾燥時間を変化させた塗膜の構造をクライ
オSEM法で観察し，乾燥中の膜内部の構造変化の様子
をとらえることができた。

参考文献

1) John G. Sheehan et al.. Tappi Journal. 76 (12), 93-101
(1993).
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化学工学会第38回秋季大会 (2006).
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Table 2 The Solvent and Solute of Coating Liquid.

塗布液①を用いた場合のSEM観察写真をFig. 6（a），
（b）に示す。（a）は塗布直後，（b）は塗布してから10分後

Fig. 6  The change in structure with time observed by Cryo-SEM.
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HDTV対応高性能88倍ズームレンズ
「DIGI POWER 88」の開発

平川　明信*， 遠山　信明**

Development of High Performance HDTV 88× Zoom Lens, 
“DIGI POWER 88”

Akinobu HIRAKAWA* and Nobuaki TOYAMA**

Abstract

We have developed a high performance compact HDTV 88× zoom lens. By applying a unique lens
configuration, the total length required for the optical elements has been considerably shortened and a wider
field of view achieved. Moreover, fluctuations in optical performance due to variations of the image size
(during zooming) have been greatly reduced through our application of a dual-group focus mechanism.

1. はじめに

フジノン（株）は，HDTV 対応高性能 88 倍ズーム
レンズ「DIGI POWER 88」（型名 XA88×8.8）を2006
年12月1日より販売を開始した（Fig. 1）。

テレビ放送のHD化が世界的に進んでいる現在，スポー
ツ中継などの現場では高画質で迫力ある映像を撮影する
ために，操作性に優れ，より広角から望遠まで対応した
高倍率ズームレンズを求める声が急速に高まっている。

「DIGI POWER 88」は，このようなニーズに応えるべく
開発されたズームレンズである。

Fig. 2  XA87×9.3 HD lens.

高倍率を達成したHDTV対応ズームレンズとして商品
化された（Fig. 2）。以降，中継用レンズの中核を成し，
地上波デジタル放送の撮影現場においても活躍してい
る。しかしながら，多様化する顧客のニーズ，および営
業部の販売戦略などから次世代レンズの開発に着手する
ことになった。

まず，市場調査・顧客の指摘事項からその次世代レン
ズに必須の課題を以下の3点とした。
（1）全長短縮と広角化

高倍率のレンズはスポーツ中継などに使用される
ことが多く，例えば野球中継でホームランボール
を追いかける場合などは非常に素早いカメラワー
クが求められる。この時，レンズ全長が短い方が

Fig. 1  XA88×8.8HD lens.

2．開発の背景

従来機 XA87×9.3 HDレンズ（ズーム比87倍，ワイ
ド端焦点距離9.3mm）は，2000年11月に当時の世界最
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3.2 撮影距離の変化に伴う光学性能変動特性の改善

レンズ全長短縮を図ることにより，撮影距離の変化に
伴う光学性能の変動も従来以上に増大してしまう。従来
の1群インナーフォーカス方式では，特に，望遠側の遠
距離でその傾向が顕著となる。そこで，当社独自，新開
発の2群フローティングフォーカス方式を採用した。こ
れは，2つのフォーカスレンズ群を独立して動かす方式
で，これにより，撮影距離の変化に伴う光学性能の変動
特性を改善することに成功した。

ここで，2群フローティングフォーカスの機構につい
て説明する。まずは，比較の意味で従来のフォーカス機
構の説明をする。従来のフォーカス方式は一群移動であ
り，レンズの動きがリニアであるので送りねじによる駆
動となっている（Fig. 5）。この機構では，2群がそれぞれ
独立して動くフローティングフォーカスには対応できな
い。そこでXA88×8.8では円筒カムを用いた新機構を
採用した（Fig. 6）。

Fig. 3  Effect of reduction in total length.

（2）光学性能のさらなる向上
撮影距離の変化に伴う光学性能変動特性の改善を目指
した。

（3）デザインの一新
性能に見合った高級感のあるデザインが必要と考
えた。

これらの課題をすべて達成すべく，XA88×8.8（ズー
ム比 88 倍，ワイド端焦点距離 8.8mm，35 ミリ換算
34.6mm～3056.2mm）を開発した。

3．技術課題と対応

3.1 レンズ全長短縮と広角化
ズームレンズの全長短縮の目安となるものに望遠比

（全長÷望遠端焦点距離）がある。
ズームレンズの全長を望遠比0.8以下まで短縮すること

はズーミング全域で諸収差が著しく増大してしまうため，
従来技術では困難である。レンズ全長短縮と広角化とい
う相反する課題を解決するため，今回，当社独自の設計
手法で，新規レンズ構成・要素を採用した。これにより，
この課題を解決し，望遠比で0.78を実現して，従来機
XA87×9.3より約70mmの全長短縮（Fig. 4）と広角端焦
点距離9.3mm→8.8mm（35ミリ換算36.6mm→34.6mm）
を達成した。

Fig. 4  Comparison between XA87×9.3 and XA88×8.8.

Fig. 5  Comparison of focusing methods.

Fig. 6  Conventional focus mechanism.

Fig. 7  New focus mechanism.

レンズ重心位置と三脚の回転軸との距離が短くな
り操作性が向上する（Fig. 3）。また，高倍率の
レンズにおいても広角化の要望が強い。
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Fig. 8  MTF variation depends on object distances (at tele zoom
position).

Fig. 9  Previous design.

Fig. 10  New package design concept.

Fig. 11  New graphic design concept.

次に，フローティングフォーカスの効果を従来機
XA87×9.3との比較で説明する。

Fig. 8は望遠端におけるMTF*の距離変動特性を示し
ている。グラフの横軸は像高（0が画面中心で5.5が画
面隅），縦軸がMTFである。上段は撮影距離12m，下段
が無限遠となっている。従来機XA87×9.3では無限遠
になると周辺部でMTFの低下が見られるが，XA88×
8.8ではMTFの変動特性が大幅に改善している。

同様に，軸上色収差に関しても，従来機XA87×9.3
と比較して撮影距離の変化による軸上色収差の変動特性
を大幅に改善することに成功した。
* MTF…Modulation Transfer Function の略（コントラス

ト再現比によるレンズ性能評価法）

3.3 デザインの一新

新しいデザインに関しては，富士フイルムデザイン
センターと連携し，「高機能イメージを持ちながら，先
進イメージを出す」というデザインコンセプトで検討を
進めた。そして，「高級感・精密感を出す筐体デザイン」，

「ブランドを訴求するグラフィックデザイン」をテーマ
として物作りを進めた。

従来型のデザイン（Fig. 9）を一新すべく，筐体・グ

ラフィックともに数種類のデザイン案（Fig. 10, Fig. 11）
を提示してもらい，最終デザインは試作品で確認して，
新型デザインを決定した。

4. おわりに

以上のように，当社独自の新レンズ構成や2群フロー
ティングフォーカス方式を採用し，ユーザーのニーズを
最大限に取り入れた「DIGI POWER 88」は販売開始後，
順調に受注数を伸ばしている。

また，販売に先立ち，アムステルダムで開催された
IBC2006ショーに出展した際には，「The Best of IBC2006
Editor’s Award」を受賞するなど，その高性能・高品質
が世界で認められている。

今後は，2008年の北京オリンピックなどのビッグイ
ベントをはじめとした，さまざまな撮影シーンでの活躍
が期待される。

（本報告中にある“DIGI POWER”,“フジノン”,
“FUJINON”は，フジノン（株）の登録商標です。）
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柱状結晶を有する蒸着型イメージングプレート
（FOCUSED PHOSPHOR PLATE-200）の開発

高精細CRシステムの開発

Computed Radiography（CR）技術

関　　　裕　之
安　波　昭一郎

和　田　健　二

樽　谷　曹　司
椿　　　英　明

浅　野　　　明
平　岡　英　敏
渡　辺　克　之

上　村　哲　也
斎　江　俊　之
西　脇　良　典
関　　　裕　之

笹　野　俊　成

御子柴　　　尚

村　井　　　朝
石　塚　　　弘
野　上　　　豊*
他

窪　田　　　聡

福　岡　孝　義

岩　渕　康　夫
田　崎　誠　二
安　田　裕　昭
細　井　雄　一
高　須　厚　徳
礒　田　勇　治
柏　谷　　　誠

白　井　　　宏

荒　川　　　哲

クリーンテクノロジー, 17 (5), 24-26
(2007)

日本化学会講演予稿集, 87 (1), 52
(2007)

半導体・集積回路技術シンポジウム
講演論文集, 71, 71-73 (2007)

半導体・集積回路技術シンポジウム
講演論文集, 71, 79-80 (2007)

半導体・集積回路技術シンポジウム
講演論文集, 71, 115, 120-121 (2007)

電子材料, 46 (10), 120-127 (2007)

FujiFilm Res & Dev, No.52, 11-16 (2007)

Fuji Xerox Tech Rep, No.16, 44-52
(2006)

日本非破壊検査協会大会講演概要集,
2006, 秋季, 65-68 (2006)

非破壊検査, 56 (1), 24-29 (2007)

FujiFilm Res & Dev, No.52, 22-25 (2007)

日本非破壊検査協会大会講演概要集,
2007, 春季, 69-72 (2007)

日本写真学会年次大会講演要旨, 2007,
20-21 (2007)
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題　　　　　　　目 著　　者 報　　告　　誌

GeV電子線に対するイメージングプレートの絶対感
度較正

半導体製造にはX線非破壊検査装置　大サイズ・高
分解能イメージングプレートを使うX線画像検査シ
ステム「FCR AC-5」

新画像圧縮技術（Xena）の開発

シーン基準の画像再現

携帯電話と画像関連技術V 5.1 携帯電話向け画像変
換サービス

複数カメラを用いた画像中の視野妨害ノイズ除去

デジタルカメラの機能と信号処理

大量のDSC撮影画像からの自動選択を可能とする画
像評価技術“iAgent”の開発

2006年のカメラ　FinePix S6000fdの顔検出応用技術

FinePix S5Pro 写真画質へのアプローチ

撮像素子の高性能化　有機光電変換膜を積層した
CMOSイメージセンサー

有機半導体を光電変換膜に用いた有機積層型CMOS
イメージセンサー

小　林　尚　志
牧　野　和　浩
山　根　誉　久
中　新　信　彦*
他

福　岡　孝　義

杉　田　由紀夫
中　谷　大　輔
渡　辺　　　明
小　山　博　生

岩　城　康　晴
蔵　本　昌　之
卜　部　　　仁
杉　浦　博　明*

内　田　充　洋
宮　本　隆　司
野　中　俊一郎
福　島　敏　貢

蔵　本　昌　之
山　下　　　淳*
他

乾　谷　正　史

野　中　俊一郎
松　井　優　子
内　田　充　洋
羽　田　典　久

Zhang Y

南　　　　　進

井　浜　三樹男
高　田　俊　二

横　山　大　輔
荒　木　　　康
三ツ井　哲　朗
林　　　誠　之
高　田　俊　二

応用物理学関係連合講演会講演予稿
集, 54 (2), 815 (2007)

映像情報 Industrial, 38 (13), 47-50
(2006)

電子情報通信学会技術研究報告, 106
(276 (EID2006 14-22)), 13-18 (2006)

日本画像学会誌, 46 (1), 39-44 (2007)

画像電子学会誌, 36 (1), 52-58 (2007)

電気学会論文誌 C, 127 (4), 480-488
(2007)

日本画像学会誌, 46 (2), 136-142 (2007)

FujiFilm Res & Dev, No.52, 17-21 (2007)

日本写真学会誌, 70 (3), 196-200 (2007)

写真技術セミナー, 23, 10-14 (2007)

光技術コンタクト, 45 (2), 72-76 (2007)

応用物理学関係連合講演会講演予稿
集, 54 (3), 1318 (2007)
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題　　　　　　　目 著　　者 報　　告　　誌

有機光電変換膜を積層したCMOSイメージセンサー

有機エレクトロニクスの最新技術動向　有機光電変
換膜を用いたCMOSイメージセンサー

有機光電変換膜を積層したCMOSカラーイメージ
センサー：暗電流の低減

High brightness luminous Dispersion-type inorganic
electroluminescence device

高輝度蛍光体による大面積フレキシブル分散型無機
ELシート

高分子フィルムを用いたGFRP積層板層間埋め込み
型吸湿率センサの開発

表面グラフトポリマーを使った高密着微細配線の形成

Demonstration of High-Density Removable Disk System
Using Barium-Ferrite Particulate and CoPtCr-SiO2 Thin
Film Flexible Media

EVERPLAY（PASS）規格の技術解説

バリウムフェライト磁性体を用いた塗布型磁気記録
媒体の高密度化研究

井　浜　三樹男
高　田　俊　二

井　浜　三樹男
高　田　俊　二

林　　　誠　之
三ツ井　哲　朗
前　原　佳　紀
井　浜　三樹男
高　田　俊　二

Yamashita S
Satou T
Shirata M
Noguchi T
Kawato K
Ogawa K

佐　藤　忠　伸
白　田　雅　史
野　口　高　史
河　戸　孝　二
小　川　恭　平
山　下　清　司

占　部　貴　之
島　村　佳　伸*
他

川　村　浩　一
佐　藤　弘　司
加　納　丈　嘉
鶴　見　光　之

Noguchi H
Usuki K
Thornley M. D.*
他

杉　本　征　剛

野　口　　　仁
永　田　武　史
松　本　彩　子
遠　藤　　　靖
原　沢　　　健
小　柳　真　仁
阿　部　直　人
斉　藤　真　二

FujiFilm Res & Dev, No.52, 3-6 (2007)

電子材料, 46 (7), 54-59 (2007)

日本写真学会年次大会講演要旨, 2007,
112-113 (2007)

Proc Int Disp Workshops, 13 (Vol.2),
1199-1201 (2006)

応用物理学会学術講演会講演予稿集,
68 (0), 83 (2007)

材料, 56 (5), 426-431 (2007)

FujiFilm Res & Dev, No.52, 51-54 (2007)

IEEE Trans Magn, 42 (10), 2318-2320
(2006)

日本写真学会誌, 69 (5), 332-334 (2006) 

FujiFilm Res & Dev, No.52, 47-50 (2007)
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How Does the Energy Released by ATP Hydrolysis
Spread throughout the Myosin Head? : Molecular
Dynamics Simulations

コラーゲン・ゼラチン分解酵素活性の局在検出とそ
の応用－Film in situ zymographyの開発と応用－

据え置き型POCT装置によるミニラボの構成法　2.
据え置き型装置の測定方法と運用上の注意点　B. 生
化学分析装置

緊急検査としてのドライケミストリーの信頼性

プリズム一体型チップを用いる高感度＆ハイスルー
プットSPRセンサー

ドライケミストリーにおけるマトリックス効果につ
いて－精度管理試料の作成方法による影響－

アスタキサンチンナノ乳化物の開発-安定性向上と吸
収効率向上

アスタキサンチン含有化粧品の開発

食品の乳化・可溶化技術　2 アスタキサンチン－ナ
ノ乳化物の開発－安定性向上と吸収効率向上

新規スルホニウ厶系抗菌剤の抗菌活性, 毒性および作
用機序

化学の融合領域を探る　7 マイクロ化学プロセスの
開発における技術融合　化学系技術と機械的微細加
工技術の融合に関して

Minami T
Kawakubo T*
他

根　守　良　一

杉　原　　　充

牧　内　　　肇

納　谷　昌　之
森　　　信　文
清　水　　　仁
木　村　俊　仁
来　馬　浩　二
大　塚　　　尚

牧　内　　　肇

小　川　　　学
佐　藤　雅　男
鈴　木　啓　一

川　渕　達　雄
久　保　利　昭
織　笠　　　敦
中　村　善　貞
小　川　　　学
永　田　幸　三
須　藤　幸　夫
青　木　摩利男
松　本　浩　隆

小　川　　　学
佐　藤　雅　男
鈴　木　啓　一

平　山　満　朝

藤　原　隆　行

生物物理, 46 (Supplement 2), S341
(2006)

ゼラチンシンポジウム講演要旨, 12,
2-7 (2006)

医療と検査機器･試薬, 30 (1), 38-39
(2007)

臨床病理レビュー特集, No.138, 51-56
(2007)

光アライアンス, 18 (4), 28-33 (2007)

日本臨床検査自動化学会会誌, 32 (3),
253-257 (2007)

FujiFilm Res & Dev, No.52, 26-29 (2007)

FujiFilm Res & Dev, No.52, 30-33 (2007)

食品と開発, 42 (8), 9-11 (2007)

日本防菌防ばい学会年次大会要旨集,
34, 62 (2007)

化学と工業, 60 (1), 025-026 (2007)
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題　　　　　　　目 著　　者 報　　告　　誌

持続可能な社会のために化学に何が求められているか

マイクロ化学プロセス技術を利用した微粒子製造

時間分解顕微分光法によるペリレンナノ粒子の発光
寿命測定

XAFS法によるZnS蛍光体中の発光中心の局所構造
解析

チップ増強ラマンスペクトルの単一分子的挙動

Temporal Fluctuation of Tip-Enhanced Raman Spectra of
Adenine Molecules

Highly Sensitive Time-Resolved Fluorescence
Measurements of Ultra-thin Films upon Guided Wave
Mode or Surface Plasmon Resonance Excitation

光照射ESR法と密度汎関数計算を用いたZnS蛍光体
中の発光中心の構造解析

振動分光法の新展開　最近の技術から　チップ増強
近接場ラマン分光法における力学的効果

ポーラスアルミナ基板を用いた表面増強ラマン散乱
センサデバイスの開発

クライオSEM法を用いた塗膜の構造観察

表面増強ラマン分光のための金ナノマッシュルーム
アレイ基板

森　内　成　典

長　澤　英　治
前　　　一　廣*

森　　　淳　一
宮　下　陽　介
笠　井　　　均*
他

岡　本　裕　一
河　戸　孝　二
小宮山　　　孝
野　村　昌　治*
他

渡　辺　裕　幸
市　村　垂　生*
他

Watanabe H
Ichimura T*
他

Inagaki Y
Nagamura T*
他

小宮山　　　孝
河　戸　孝　二*
他

渡　辺　裕　幸

村　上　直　樹
都　丸　雄　一
納　谷　昌　之
堀　田　吉　則

塩　尻　一　尋
沖　　　和　宏

納　谷　昌　之
都　丸　雄　一
村　上　直　樹
堀　田　吉　則

日本化学会講演予稿集, 87 (1), 769
(2007)

化学工学会年会研究発表講演要旨集,
72, 491 (2007)

光化学討論会講演要旨集, 2006, 537
(2006)

応用物理学関係連合講演会講演予稿
集, 54 (1), 269 (2007)

分子構造総合討論会講演要旨集 (CD-
ROM), 2006, 2A04 (2006)

J Phys Chem C, 111 (26), 9460-9464
(2007)

Annu Rep Fac Eng Kyushu Univ, 2006,
3-12 (2007)

電子スピンサイエンス学会年会講演
要旨集, 45, 256-257 (2006)

光学, 36 (9), 537-539 (2007)

日本分析化学会年会講演要旨集, 56,
284 (2007)

化学工学会秋季大会研究発表講演要
旨集 (CD-ROM), 39, J219 (2007)

応用物理学会学術講演会講演予稿集,
68 (3), 1034 (2007)
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有機分子J会合体薄膜で覆われたプラズモニック結
晶の光学特性

金属錯体を基体とした低分子ゲルの設計とその特異
機能

中間相マイクロエマルションの新しい機能開発

両連続相マイクロエマルションを反応場とするメゾ
多孔体の合成

中間相マイクロエマルションの新しい機能開発

TiO2メゾ･マクロ多孔体のメチレンブルー光分解特性

セパラックス－SP（富士フイルム製）からセレカ－
VSP（東洋濾紙製）への移行

AD法により作製したPZTセラミックスの評価

液晶ディスプレイ用低複屈折光学フィルムの開発

LCD用光学補償フィルムの最近の進歩－LCDの基本
材料であるCTAフィルムの光学制御－

位相差フィルムとLCDへの応用

光学フィルムの高機能化 TN液晶用視野角拡大フィ
ルム

動画シミュレーションによる液晶TVの動画性能検討

光誘起型二軸性コレステリック液晶の光学特性モデ
ルに関する研究

液晶の粗視化モデルによる計算機シミュレーション

SID’07報告－Liquid-Crystal Technology 2－

菅　原　美　博
Kelf T. A.*
他

白　川　三千紘
藤　田　典　史*
他

西　見　大　成

西　見　大　成
森　口　　　勇*
他

西　見　大　成

西　見　大　成
中　村　理　紗*
他

岡　田　英　孝
新　城　俊　憲*

三　好　　　哲

中　山　　　元

伊　藤　洋　士

網　盛　一　郎

及　川　徳　樹

山　岸　庸　恭
田　辺　泰　士
磴　　　秀　康

網　盛　一　郎
鈴　木　聡　美

福　永　宏　雄

齊　藤　之　人

応用物理学関係連合講演会講演予稿
集, 54 (3), 1127 (2007)

未来材料, 7 (5), 54-61 (2007)

Newsl Chem Soc Jpn, 32 (1), 12-15
(2007)

コロイドおよび界面化学討論会講演
要旨集, 59, 89 (2006)

コロイドおよび界面化学討論会講演
要旨集, 59, 101 (2006)

コロイドおよび界面化学討論会講演
要旨集, 59, 219 (2006)

生物物理化学, 51 (2), 101-103 (2007)

日本セラミックス協会秋季シンポジ
ウム講演予稿集, 20, 250 (2007)

ポリマー材料フォーラム講演予稿集,
15, 208 (2006)

高分子学会予稿集 (CD-ROM), 55 (2
Disk1), 1H16 (2006)

塑性加工シンポジウム, 254, 1-4 (2007)

機能材料, 27 (4), 21-27 (2007)

FujiFilm Res & Dev, No.52, 38-41 (2007)

FujiFilm Res & Dev, No.52, 42-46 (2007)

液晶, 11 (2), 145-152 (2007)

電子情報通信学会技術研究報告, 107
(132 (EID2007 1-14)), 35-38 (2007)
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キャピラリー内の多層粘弾性流体間における界面不
安定現象の発生と外観不良の関係

散逸粒子動力学法を用いた高分子薄膜の溶媒蒸発シ
ミュレーション

ダイコーティングにおけるビート上流側内部流動が
下流側メニスカスに及ぼす影響

スロットダイ塗布における外乱応答・非定常シミュ
レーション

Thin-Film Piezoelectric Unimorph Actuator-Based
Deformable Mirror With a Transferred Silicon Membrane

超音波による薄膜フィルムの接合条件の最適化研究

プラモデル用小型モータの最適化研究

2液系エポキシ接着剤による黄銅板接合工程の最適化
研究

Piezoelectric Microactuator Technologies for Wavefront
Correction in Space

POFデータリンク用高信頼性赤色半導体レーザ

Low-Cost and Versatile Gigabit POF Transceivers for
Very-Short-Reach Application

高信頼POFデータリンク用赤色半導体レーザ

中　村　直　貴
山　崎　英　数
横　山　敦　士*

福　永　宏　雄
小　林　直　樹*
他

奥　田　敦　子

沖　　　和　宏
Carvalho M. S.*

Hishinuma Y
Yang E. H*
他

園　田　泰　子
板　谷　旬　展*
他

増　田　宗　彦
大　家　健太郎*
他

黒　岡　俊　次
木　村　　　亮*
他

Hishinuma Y
Yang E. H.*
他

大　郷　　　毅
向　井　厚　史
向　山　明　博
浅　野　英　樹
早　川　利　郎

Ishizuka A
Fujimoto N*
他

浅　野　英　樹
大　郷　　　毅
向　井　厚　史
向　山　明　博
早　川　利　郎

成形加工シンポジア, 2006, 261-262
(2006)

高分子学会予稿集 (CD-ROM), 55 (2
Disk1), 2K10 (2006)

FujiFilm Res & Dev, No.52, 55-58 (2007)

化学工学会秋季大会研究発表講演要
旨集 (CD-ROM), 39, J205 (2007)

J Microelectromechanical Syst, 15 (5),
1214-1225 (2006)

品質工学研究発表大会論文集, 15, 42-
45 (2007)

品質工学研究発表大会論文集, 15,
258-261 (2007)

品質工学研究発表大会論文集, 15,
590-593 (2007)

Proc SPIE Int Soc Opt Eng, 6556,
65560A.1-65560A.11 (2007)

電気学会光・量子デバイス研究会資
料, OQD-06 (37-43), 27-32 (2006)

近畿大学工学部研究報告, No.40, 87-
101 (2006)

電子情報通信学会大会講演論文集,
2007, エレクトロニクス 1, 268 (2007)



129FUJIFILM RESEARCH & DEVELOPMENT (No.53-2008)
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Highly reliable operation of 660nm laser diodes for POF
data links

化学物質管理2007【4】富士フイルムの化学物質管理

京都議定書《CO2削減》に貢献するクリーンルーム
空調 V  冷熱源システム最適化制御による省エネル
ギーとCO2削減の事例紹介

顧客ニーズの新潮流と製品開発イノベーション　デ
ジタルカメラ FinePixZシリーズのデザイン

高級感「意志」を持ったデザイン－高級感と売れる
デザインの考察

Mukai A
Ohgoh T
Mukaiyama A
Asano H
Hayakawa T

山　口　　　潤

田　辺　正　剛
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編 集 後 記

本誌「富士フイルム研究報告」は，富士フイルム（株）での一年間の技術進歩を紹介する目的

で，昨年までに52誌を出版してまいりました。

現在，富士フイルムは「第二の創業」に向かって，70有余年の歴史の中で最も大きな変革を行

なっている最中です。巻頭インタビュー記事にも述べられているように，R&D部門としては，

What to R&D（研究開発部門としてやるべきこと）の見極めが非常に重要であり，それを目指して

日夜，研究に邁進しております。

第53号の本誌では，R&D統括本部長の巻頭インタビュー記事に続き，11報の原著論文と11報の

転載論文から構成しています。原著論文は，主要な新製品と今後の技術に関し，開発思想とその

詳細を解説して世に問うものであり，内容の充実した高い水準の技術論文になることを目指して

います。一方，転載論文は，新製品開発の基礎となる学術的研究を，学術雑誌に発表した数多く

の論文より選択して掲載してあります。これらにより，当社の研究活動の経緯と現状，および今

後の方向がより良く展望でき，貴重な資料となることを期待しています。

（編集委員長　高田　俊二）
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