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一眼レフ用広ダイナミックレンジ撮像素子
スーパーCCDハニカムSRⅡの開発

小林　寛和*，小田　和也*，西村　亨*，竹村　和彦*，
岩部　和記**，坂本　智洋***，山田　哲生***

Development of a Wide Dynamic Range Image Sensor for SLR, 
Super CCD SRⅡ

Hirokazu KOBAYASHI*,  Kazuya ODA*,  Toru NISHIMURA*,  Kazuhiko TAKEMURA*,  
Kazuki IWABE**, Tomohiro SAKAMOTO***,  and  Tetsuo YAMADA***

Abstract

In 2003 we made further improvements in Super-CCD, the CCD for DSCs using our exclusive
technology. We developed the fine-resolution high-pixel number type CCD (HR) and a new-concept CCD
(SR) incorporating high resolution technology in order to expand dynamic range. These constitute the fourth
generation of the Super-CCD. Aiming for the expanding digital single lens reflex (SLR) market, we have
developed an image capture element, Super-CCD SRII, with an entirely new pixel structure that achieves
both high S/N ratio and outstanding optical properties, in order to improve our company's exclusive
technology for the wide dynamic range image capture element SR. We will explain the new pixel structure
we developed to solve the problems involved in dynamic range expansion, treating separately our
approaches to allotment of pixel areas, to S/N ratio, and to the exchangeable mount lenses unique to SLRs.

1. はじめに

2003 年，当社はDSC用 CCDの独自技術スーパー
CCDハニカム1）を進化させ，微細多画素型CCD（HR）
および微細化技術を広ダイナミックレンジ化のために
転用した新発想CCD（SR）を開発し，これらをハニカ
ムCCD第Ⅳ世代と位置付けている2），3）。
感度の異なる大小フォトダイオード（PD）を同一

チップ上に配置し，暗部～通常の露光域を高感度PD
（以下，S画素）により，ハイライト部を低感度PD（以
下，R画素）により，画像情報取得することで広ダイナ
ミックレンジ撮像を可能とした撮像素子を，SR-CCDま
たは単にSRと呼んでいる。SR搭載DSCにおいてはデ
ジタル処理の強みを生かし，S画素，R画素の取得した
画像からシーンのコントラストを判別するアルゴリズ

ムにより，当該シーンに最適な目標ダイナミックレン
ジ，S画素信号，R画素信号合成階調が自動的に設定さ
れる（Fig. 1）。

Fig. 1 A signal processing system for wide dynamic range image
sensor SR.
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こうしたSR搭載DSCの一例としてFinePix F700，
F710（Photo 1），S20PRO（海外向けモデル）を挙げる
ことができる。これらはいずれも撮像エリアサイズの
小さいコンパクトカメラ，あるいはハイエンドコンパ
クトカメラの位置付けである。

一方，最近のデジタルカメラ動向に目を向けると，
コンパクト機のみならず，従来非常に高価であった一
眼レフ市場も急速に拡大している。画質に定評ある当
社FinePix S2PRO後継機FinePix S3PRO（Photo 2）の開
発にあたり，上記コンパクト機種で評価を得たSRを展
開する方針を固めた。

今回開発したAPSフォーマットSR（スーパーCCDハ
ニカムSRⅡ：S画素617万画素，R画素617万画素）は，
コンパクト機に使用された，文献2）とは画素構造を大
きく変えている。本報告では，その画素構造を中心に
一眼レフ用広ダイナミックレンジ撮像素子のS/Nや優れ
た光学特性などについて解説する。

2. 広ダイナミックレンジ撮像の原理とその

課題

広ダイナミックレンジ撮像には感度の異なる二つの
画像データが必要とされるため，被写体が静止物であ
れば露出の異なるデータを使用しても構わない。しか
しながら，人物などの非静止物を撮影すると，二つの
画像データがぶれてしまう。また，感度の異なる撮像
素子を二枚備える，いわゆる二板方式にはカメラの大
型化を招くという欠点がある。そこで，当社は大小二
組のPDを同一チップ上に配置することにより，感度の

異なる二つの画像データを得る SRを採用している。
Fig. 2はS画素の1/4倍の飽和電子数，1/16倍の感度を持
つR画素により，4倍のダイナミックレンジを得ている
本撮像素子スーパーCCDハニカムSRⅡの光電変換特性
図である。広いダイナミックレンジを得て，なおかつS
画素単独画質を高いレベルに維持するためには，S画素
とR画素のバランス良い面積配分およびその配置，ま
た，引いてはR画素感度の精密なコントロールが最大
の課題として挙げられる。本課題に関する具体的目標を，
・従来（FinePix S2PRO）比4倍のダイナミックレンジ
・S画素単独画質をFinePix S2PRO同等に維持するこ
と（暗時ノイズ特性を30％改善）

とした。

3. 一眼レフ用撮像素子の光学特性に関する

課題と画素構造

交換レンズ方式の一眼レフシステムを前提とした場
合，下記のようなニーズに応えるべく，非常にタフな
光学特性（シェーディングやF値依存性）が求められる。
・従来からの一眼レフユーザーにとっては，これまで
のレンズ資産を有効活用できることが利点である。
・新しくラインナップに加わるレンズ仕様に対応しな
ければならない。
一眼レフシステムに広ダイナミックレンジ撮像素子

SRを展開するにあたり，撮像素子光学設計上の自由度
を高める構造が必須であると考え，様々なS画素・R画
素配置を検討した。コンパクト機向けCCD（文献2））
よりも撮像エリアサイズや単位画素サイズに余裕のあ
るAPSフォーマットをターゲットとして検討を進めた
結果，Fig. 3のようにS画素とR画素とを独立配置する
新規画素構造に至った。独立配置により，開口サイズ
やマイクロレンズの集光特性などをコントロールして
S画素・R画素の光学特性を各々調整することが可能と
なっている。

Photo 1 FinePix F710

Photo 2 FinePix S3PRO

Fig. 2 Opto-electronic conversion function for Super CCD SRⅡ.

Fig. 3 Schematic pixel structures of SR(left) and of SRⅡ(right).
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4. スーパーCCDハニカムSRⅡの光学特性

およびS/N

光学設計上の最大の課題は，R画素の集光率を下げて
いることによる影響を軽減することであった。S画素と
R画素に割り当てた飽和電子数（S：R＝4：1）にほぼ
対応してそれぞれの画素面積が決定されるものの，ダ
イナミックレンジを確保するために低感度PDの感度，
すなわちマイクロレンズによる集光率を下げる必要が
あるが，集光率を下げると開口までの部材による屈折，
反射が広い範囲で発生し，光線の入射角度によっては
ケラレや迷光の要因となるためである（Fig. 4）。S画素，
R画素の独立配置を生かし，こうした集光性や部材の
トータル配置を最適化することで，低感度PDの感度や
画面内均一性を，装着レンズによらず高いレベルで確
保した。Photo 3に一眼レフレンズ装着時の撮影例を示
す。S画素単独の画像に比べ，ダイナミックレンジが広
がり，ハイライト部の再現性が高くなっていることが
わかる。

Fig. 3に示した新規画素構造は，R画素が一定割合の
面積を占有するため，S画素の面積が大きく取れずS画
素単独画質の劣化を招くおそれがある。2章に記載の具
体的目標を達成するため，アンプ部ノイズの低減（暗
時ノイズ特性を30％改善）施策，およびその効果によ
り許容できるS画素面積低下を試算し，S2PRO比4倍の
ダイナミックレンジを確保できるR画素の周辺設計を
決めた。試算結果の一例をFig. 5に示す。低感度PDの
飽和電子数を高感度PDの1/4まで割り当てても，暗時

ノイズ特性の改善によりS2PROとほぼ同等の画質を確
保していることがわかる。

5. まとめ

拡大するデジタル一眼レフカメラ市場に向けて，
コンパクト機で開発した当社独自の広ダイナミック
レンジ撮像素子SRの技術を展開すべく，高いS/N，優
れた光学特性と両立したまったく新しい画素構造を持
つ撮像素子，スーパーCCDハニカムSRⅡを開発した。
広ダイナミックレンジ化における課題を，画素面積の
割り当てとS/Nの関係および一眼レフ特有の交換レンズ
群への対応に分離し，新規画素構造について解説した。
また，詳述しなかったが，本撮像素子が搭載される
FinePix S3PROとしては，
・ISO100から1600までの幅広いISO感度レンジ
・ノイズ，白キズを極限まで抑えた画素設計，画像
処理アルゴリズムによるクリアな高感度画質およ
び長時間露光画質

・高フレームレートを維持した中央部拡大表示機能
を含むスルー画機能

などを実現し，高い性能を誇るデジタル一眼レフカメ
ラに仕上がっている。

参考文献

1) T. Yamada, et al. A Progressive Scan CCD Image Sensor
for DSC Applications. IEEE Journal of Solid-State
Circuits 35 (12) , 2044-2054 (2000) .

2) 小田 他．広ダイナミックレンジ撮像素子の開発．
映情学技報．27 (25) , 17-20 (2003) .

3) 久保 他．第4世代スーパーCCDハニカムを用いた
広ダイナミックレンジ撮像システム．富士フイルム
研究報告．No. 49, 1-5 (2004) .

（本報告中にある“スーパーCCDハニカム”，“FinePix”は，
富士写真フイルム（株）の商標です。）

Fig. 4 An example of optical system design for S-pixel and R-pixel.

Photo 3 Photographs taken by FinePix S3PRO (left : using only
S-pixel, right : using both of S-pixel and R-pixel).

Fig. 5 Estimation of S/N ratio of S-pixel comparing with S2PRO
by the same image processing. It is suggested that the
quality of images of S-pixel is kept up with that of S2PRO.
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Abstruct

NATURAL PHOTO SYSTEM (NP System) is a newly developed system that enables high quality non-
flash photos. A 135-format film camera “NATURA S”, and an ISO 1600 color negative film “NATURA
1600” are the first products for NP System, and are available from October 2004 in Japan. 

NP System maximized the high-sensitivity, fine grain and wide exposure latitude of the silver halide
film. The combination of ISO 1600 35mm film, the newly developed compact camera with a F1.9 lens and a
unique exposure program that controls exposure level to the over exposure depending on the light value,
makes it possible to take high quality pictures without flash.

Using this system, users can take photos under available light conditions such as in museums where flash
firing is prohibited, a restaurant with an atmospheric nighttime view where firing flash annoys other people
around. The resulting photos are of natural appearance, faithfully reproducing the atmosphere of the scene.

1. はじめに

富士写真フイルム（株），フジノン（株）は，2004年10
月に新開発フィルムカメラ「NATURA S」，カラーネガ
フィルム「NATURA 1600」を発売した（Fig. 1）。これ
らのカメラとフィルムを組み合わせて使用することに
より，ノンフラッシュの自然な雰囲気の写真撮影が可
能である。この「ノンフラッシュ」の写真撮影に対応
した商品群を「NATURAL PHOTO SYSTEM（NPシス
テム）」と呼称することも合わせて発表した。
国内のカメラ市場はすっかりデジタルに置き換わり，

写真撮影はデジタルカメラ（以下，DSC）で行うこと
が当たり前となってきている。機能とコストが優先さ
れる市場になりつつあるが，われわれは，写真の価値
を高めることを目的に，ノンフラッシュのNPシステム
のコンセプトを練り上げた。NPシステムは，銀塩写真

の高感度・高ラチチュードの特徴を最大限に生かして
おり，現時点では銀塩写真でしか提供できない。また，
提供する写真は，従来のフラッシュに頼った写真とは
まったく異なる価値を有しており，写真に対する価値
観を変えうる魅力を持っている画期的システムである。
本報告では，NPシステム開発の背景，使用技術，顧

客価値について解説を行う。

Fig. 1 Newly developed film camera “NATURA S” and new color
negative film “NATURA 1600”.

Fig. 2a Non-flash photo taken by
NATURA S/NATURA 1600.

Fig. 2b Flash photo taken by an
ordinary compact film camera.

Fig. 3a Non-flash photo taken by
NATURA S/NATURA 1600.

Fig. 3b Flash photo taken by an
ordinary compact film camera.
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2. 背景

2003年のスチルカメラの国内出荷は，DSCが880万
台，フィルムカメラが105万台，また，2004年時点で国
内のDSC普及率は50％を越え，写真撮影をDSCで行う
ことが一般化した。DSCは利便性で大きなメリットを
持っており，かつ，画質面でも銀塩同等性能を達成し
ているので，現状のフィルムカメラ／カラーネガは
DSCを上回る顧客価値は提供できていない，と言える。
DSCの急速な高画素化などの技術進歩に対し，銀塩

写真も手をこまねいていたわけではない。特に，ISO 1600
のカラーネガフィルムは，2001年の Superia 16001)，
2003年のVenus 16002)と着実な画質向上を達成し，最新
のVenus 1600は一般的用途においては必要十分の画質
を達成し，写ルンですNight & Dayにも用いられ，好評
を博している。
このように，DSC，カラーネガともに技術進歩を続け

ている。利便性ではDSCが勝るが，感度とダイナミッ
クレンジ（ラチチュード）の2点については，現時点で
は，銀塩が圧倒的に優位である。
感度に関しては，
・総合画質評価による比較では，カラーネガはCCD
に対して2EV高感度3)

・常用感度（一般ユーザーが許容できる画質）は，
カラーネガはISO 1600，DSCはISO 100～200

と，センサー自体の解析，製品レベルの実情とも銀塩
が圧倒的に高感度である。
もう一つはダイナミックレンジである。Fig. 4に示し

たように，CCDは+1EV程度，カラーネガは+8EVまで
画像情報の記録が可能である。これはカラーネガにお
いては，露光条件によらず，どんなに明るい被写体で
も記録可能であることを意味する。CCDもダイナミッ
クレンジ向上の努力はされているが，カラーネガまで
のレベルは事実上到達不可能であろう。

以上，カラーネガが，感度とダイナミックレンジにお
いてDSCに対して優れていることを解説したが，これが
ユーザーにとっての価値に転換されなければまったく

意味がない。われわれは，この2点の性能を生かす土俵
として，ノンフラッシュ撮影をターゲットに設定した。
従来，高感度フィルムの訴求は，フラッシュを使用し
た撮影での背景描写，高速のシャッタースピードによる
良画率の向上で行ってきた。背景描写については確実な
効果はあるが，従来の写真の延長線上であり，DSCに
対して本質的に異なる写真を提供できるわけではない。
また，Fig. 5に示すように，LV8以下の室内・夜間の

撮影は40％以上もの比率に及んでいる。
そこで，われわれは，ターゲットを室内・夜間に据え，
フラッシュをまったく使わないことにより，従来の延長
線上でない，まったく新しい撮影システムの開発に取
り組んだ。

3. ノンフラッシュを実現するための技術

明るさが充分でない環境下でノンフラッシュを実現
するためには，いくつか越えなければならない課題が
あった。本章では，技術的ポイントと，開発したシス
テム商品について解説する。
1）適切な露出
感度が充分である前提で（シャッタースピードを無制
限で），数多くのノンフラッシュのテスト撮影を行った。
その結果，カメラ任せの露出では，大部分のシーンで
人物がアンダーとなってしまうことがわかった。この
現象は，解析の結果，次の2つの原因によることがわ
かった。
漓水平面照度と鉛直面照度の差
実写による解析では，シーンにも依存するが，中央

部重点平均測光に対して人物の露出は 2EV程度アン
ダーであった（Fig. 6）。これは，人工照明は天井照明ま
たは壁への間接照明が主流であり，水平面照度および
壁面照度に対して，部屋の中央部の鉛直面照度はどう
しても暗くなってしまう，ことに起因する。照明設計
指針4)においても，水平面照度に対して鉛直面照度が1/4
程度になることを許容している。鉛直面に存在する人
物の顔は，カメラ測光に対して2EV程度暗い，という
前提を置くべきであることがわかった。
滷色温度
近年の照明設計では，人間の心理に対して「落ち着

Fig. 5 Brightness distribution of the scene taken by consumers
with flash cameras (4000 samples).
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Fig. 4 Dynamic range comparison of CCD and a color negative
film (Vertical axis is normalized signal intensity).
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き」「安らぎ」感を与える，色温度の低い暖色系の照明
の使用頻度が増えている。雰囲気の良いレストランや
ホテルはもちろん，一般家庭のリビングでも，電球ま
たは電球色の蛍光灯を用いるケースが多くなってきた。
・カラーネガは5000Kのデーライトに近い光源を前
提に設計されている。
・カメラの測光は緑色成分の光量に重点を置いて測
定する分光感度となっている（Fig. 7）。

上記2つの理由のため，カメラの測光によって露光制御
を行うと，青色成分の露光量が少なくなり，カラーネ
ガにとっては青感層がアンダーとなってしまう。標準
的な2850Kのタングステンでは，約1.5EV青感層の露出
が不足する。
以上の2点を考慮すると，カメラの測光に対して，

オーバー側に露出補正を行うべき，という結論が得ら
れる。その露出補正幅についてテスト撮影を行った結
果，カラーネガのオーバー側ラチチュードを生かし，
+2EVの露出補正が適当である，という結論を得た。
2）システム感度
システム感度は，「レンズのF値」「フィルム感度」

「シャッタースピード」で決まる。われわれはシステム
感度を，「手持ちでブレずに撮影できる最も暗い明るさ
（LV値）」と定義している。「ノンフラッシュ」を標榜

するからには，あらゆる明るさで，ユーザーの期待に
応える描写ができなければならない。数多くの実写テ
ストにより，LV3.5をシステム感度の目標値に設定した。
この明るさはほぼ夜景の明るさに相当し，街灯の近く
の人物，キャンドルに照らされた人物は充分に描写可
能である。照明がほとんどないような環境下では当然
描写不能であるが，その場で人間が認識できるレベル
の描写は可能である。言い換えると，LV3.5のシステム
感度は，人間が「見たまま」に近い描写が可能なシス
テム感度であることがわかった。
また，「手持ちでブレずに」という条件を満たすため

には，シャッタースピードに制限を設ける必要がある。
システム感度を達成するためには少しでも低速にした
いが，ブレを低減するためには少しでも高速側の設定
としたい。われわれは，ある周波数のコントラストが
60％以下に低下するレベルを「手ブレ」と定義し，30人
のモニターに対して実験を行った（新開発カメラで採
用予定の24mmのレンズ使用）。その結果，Table 1に示
したように，1/45のシャッタースピードであれば手ぶれ
発生確率が5％以下となることがわかり，この速度の制
限を設けることとした。

フィルムは，現在，最も高感度であるISO 1600を用
いることとした。その結果，LV3.5のシステム感度を達
成するためにはF2.0というきわめて明るいレンズが必
要である，との結論に至った。コンパクトカメラの主
流は，ワイド側F5.6のズーム機であり，これではシス
テム感度をまったく満たすことはできない。また，
一部の単焦点機，または一般的コンパクトデジタル
カメラでもF2.8が最も明るいレンズであり，これでも
システム感度は不足する（Table 2）。そこで，われわれは，
ノンフラッシュ撮影のためにF2.0のレンズを持つ新規
カメラを開発することにした。

3）ノンフラッシュを実現する商品設計
漓 NPシステム
F2.0のカメラ，ISO 1600を組み合わせればシステム

感度LV3.5は達成できるが，+2EVの露出補正を行う仕
組みが別途必要である。その方法としては，下記２つ
の方法を考えた。

Fig. 6 Exposure difference between camera measurement and
the exposure level of a human subject.
(Minus values mean under-exposure for the subject.) Table 1 Probability of Camera Blur.

Fig. 7 Spectral sensitivity of a color negative film and the
brightness sensor (SPD) of a camera.

Table 2 System Speed Comparison of Representative Systems.
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a) ISO 1600の感度を持つフィルムをISO 400の専用
フィルムとして提供。

b) ISO 1600以上のDXコードを持つフィルム装填時に
+2EVのプログラムに自動的に移行

a)の方法はカメラ側に特別な仕組みは不要だが，フィル
ムは完全に専用となり，他のカメラでISO 1600の感度を
生かすことはできない。一方，b)の方法は，専用カメラ
は必要だが，フィルムはISO 1600以上であればよく，
他のカメラでも使用可能であり，汎用性が高い。一長
一短であるが，われわれは b)の方法を採用し，この
汎用性も備えたノンフラッシュの写真システムを，
「NATURAL PHOTO SYSTEM (NPシステム)」と命名した。
滷新開発カメラ「NATURA S」
NPシステム実現のためにF1.9というきわめて明るい

レンズを持つコンパクトカメラ，「NATURA S」を開発
した。このカメラの特徴は，明るいレンズと，ISO 1600
以上が装填された時に作動する「NPモード」と呼ばれ
るノンフラッシュの露出制御プログラムである。
F1.9の新開発レンズは，非球面レンズ2枚を含む6群

7枚で構成され，従来のズームコンパクトカメラのサイ
ズで焦点距離24mm，F1.9というきわめて明るいレンズ
を実現している（Fig. 8）。

NPモードの露出制御をFig. 9に示す。LV8以下の屋
内，夜間の撮影領域では，3-1）で述べたように+2EV
のオーバー露出制御を行い，1/45秒のシャッター速度規
制をかけている。±0とクロスするLV3.5がシステム感
度である。一方の日中屋外は，電球などの低色温度の
出現確率がないため，露出補正を+1.5EVに下げている。
デフォルトのフラッシュオートモードでは，フラッシ
ュは一切発光しない（ただし，フラッシュ強制発光に
切り替えることは可能）。この露出制御は，ISO 1600以
上のフィルムが装填されたNPモードの場合だけ行わ
れ，ISO 800以下のフィルムが装填された場合は，通常
の適正露光，フラッシュ自動発光の制御となる。
澆新発売フィルム「NATURA 1600」
ISO 1600 の超高感度で実用画質を達成したVenus

1600の名称をNATURA 1600に変更してカメラと同時に
新発売を行った。ブランド変更は，カメラのブランド
と合わせ，ユーザーに選択しやすくすることが目的で
ある。
以上，NATURA SとNATURA 1600の組み合わせによ
り，フィルムを装填してシャッターを押すだけでノン
フラッシュの撮影が可能なシステムを構築した。

4. ノンフラッシュの提供価値

3章では技術説明に終始したが，本章ではノンフラッ
シュの撮影システムが顧客に提供できる価値の説明を
行う。
1）情緒価値の提供
われわれがユーザーに提供したい価値は，F1.9という

きわめて明るいレンズそのものや，ISO 1600という超
高感度フィルムそのものではない。これらはあくまで
NPシステムを構成するパーツであり，顧客に訴求する
のは下記に説明する，使用して初めて実感できる価値
である。われわれはこのような価値を情緒価値と呼ん
でいる。
今までの写真市場は，機能訴求（カメラの高画素化，

小サイズ化），コスト訴求（低価格カメラ，0円プリント
に代表される低価格プリントなど）の競争を中心に市
場拡大してきており，写真そのものが持つ価値がやや
もすると軽視されつつある。われわれは，このような
状況において，情緒価値を訴求できる商品を提供する
ことにより，写真の価値を再び高めていきたい，と考
えた。
2）撮影時におけるノンフラッシュのメリット
フラッシュの発光がないと，まわりに気兼ねなく撮影
可能であり，また，フラッシュ発光によりその場の雰囲
気を壊すこともない。美術館など，フラッシュが禁止さ
れている場所でも撮影可能であり，撮影可能範囲が大き
く広がる。また，フラッシュチャージの待ち時間
（～7秒）が不要であり，2秒間隔で軽快に撮影できる。
以上のメリットはショット数増加につながる。
また，写される側にとってもノンフラッシュは有り

難い。閃光によるまぶしさもなく，撮影を過度に意識
しないため自然な表情を維持できる。これは結果とし
てのプリントの魅力につながる。
3）プリントにおけるノンフラッシュのメリット
その場の光源だけを用いて撮影するため，見たまま

の明暗，見たままの色で記録される。そのため，フラ
ッシュによりもたらされる人工的な要素が一切排され，
その場の雰囲気が感じられる写真となる。また，原理
的にフラッシュ起因の赤目も発生しない。

Fig. 8 Lens configuration of NATURA S  (Slashed parts represent
aspherical lens).

Fig. 9 Exposure control program of NATURA S (NP Mode).
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2）で述べた被写体の意識上の違い，その場の光源の
みで記録していることにより，被写体が自然な表情と
なる。カメラ向けにポーズを取っていない写真の魅力
を改めて想起させる。
4）検証実験
以上のユーザーメリットはモニターテストにより実

証されている。フラッシュ発光カメラとノンフラッシ
ュカメラを別々のグループに持たせた実験では，ノン
フラッシュのグループの方が圧倒的にショット数が多
い結果となった（Fig. 10）。また，同じグループでノン
フラッシュの写真とフラッシュ発光DSCとの比較撮影
をしてもらい，それぞれのプリントに対して評価して
もらったところ，圧倒的にノンフラッシュの写真が支
持されていた（Fig. 11）。

また，自由意見としては，「光と影が撮れるのが良い」，
「映画みたい」，「被写体をよく見るようになった」，な
ど従来の写真では考えられない，ノンフラッシュなら
ではの情緒価値を表現した感想もいただいている。

5. 終わりに

ノンフラッシュの写真は，十分な写真知識と必要な
撮影機材を所有するユーザーの間では従来より楽しま
れており，現在でも作品撮影，雑誌・カタログなどの
写真では大半がノンフラッシュで撮影されている。NP
システムは，シャッターを押すだけで，誰もが上記の
ようなノンフラッシュの写真撮影が可能となる手段を
実現した。
また，NPシステムは，特定カメラと特定フィルムを

組み合わせて初めて効果を発現するシステム商品であり，
カメラ購入者には専用フィルムを提供し続けなければ
ならない。また，本文でも述べたように，物や機能を
価値として提供するのでなく，それを使用することに
よって得られる情緒価値を訴求する商品群でもある。
この2点は従来にないマーケティング上の難しさがあ
り，粘り強くユーザーに価値を伝えていく必要がある。
開発の面においては，NPシステムの完成度をさらに

高めるべく商品開発を行っていく。また，技術的難易
度は高いが，DSCでの実現も検討したい。われわれは，
このように，顧客満足度の高い写真システムの検討を
進め，写真の楽しい世界を広げていきたい。
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（本報告中にある“フジノン”，“NATURA”，“Superia”，
“Night & Day”，“写ルンです”は富士写真フイルム（株）
の商標です。）

Fig. 10 Distribution of the number of shots.

Fig. 11 Consumer’s evaluation of non-flash photos and ordinary
photos with flash taken by DSC.
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Abstract

A new-type xerographic photo paper has been developed, which gives a photo print with a high gloss
surface, high image quality, high tolerance to print handling and excellent storage characteristics mainly by
virtue of a new fusing device mounted in a new multi-use xerographic copy machine. The print has highly
glossy / smooth surface as if it looks like water surface, image quality almost comparable to that of AgX
photo print, and has high tolerance to print bending and folding together with high resistances to moisture,
water, light and various gases. These performances have been achieved by three kind of layers built in the
new-type xerographic photo paper.

1. はじめに

近年のイメージング分野におけるデジタル技術の進
化により，写真システム分野において従来の銀塩写真
システムからデジタルカメラを中心とした電子画像
システムへの移行が急速に起こっている。これに対応
し，デジタルカメラからのプリント出力は，さまざま
なデジタルプリント方式がその主流の座を獲得しよう
としてしのぎを削っている。具体的には，銀塩方式，
インクジェット方式，感熱転写方式，直接感熱方式
（Thermo Autochrome）などであり，今後，その競争は
ますます激しさを増していくものと予測される。
今回，われわれは富士ゼロックス社と共同で，高速

印画性に優れたゼログラフィー方式によるデジタルカ
メラからのプリントシステムを開発した1）－4）。このシ
ステムは，新規な定着装置と新規な専用フォトペーパー
を組み合わせることにより，高光沢で，プリント取扱
い性およびプリント保存性に優れたプリントを作製す
ることを可能とした。これにより，銀塩プリントに匹
敵する「きれい」「いつまでもきれい」なプリントを，
ゼログラフィー方式で初めて実現した。本報告では，
上記性能を達成した新規フォトプリントシステム，お
よび新規開発のゼログラフィックフォトペーパーの技
術内容とそのプリント性能につき報告する。
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2. ゼログラフィー方式デジカメプリントシ

ステム「新マルチコピー機」の概要

Fig. 1に，今回開発したゼログラフィー方式デジカメ
プリントシステム「新マルチコピー機」の概要図を示
す。高速マイクロタンデムゼログラフィープリンター
に新規定着装置を搭載し，新規開発のフォトペーパー
を使用することにより高画質のフォトプリントが得ら
れる。図に示したように，最下段のトレイに新規開発
のゼログラフィックフォトペーパーが装填され，赤線
に沿ってトナー画像の転写／一次定着が行われた後，
上部の新規定着装置にて写真仕上げ加工が行われる。

新規定着装置および新規ゼログラフィックフォトペー
パーによるフォトプリントシステムの詳細をFig. 2に示
した。トナー画像が転写されたフォトペーパー（図左）
は，一次定着装置（Free Belt Nip Fuser）で定着された後，
図の右側の「MACS」（Melt Adhesion and Cooling before
Stripping：富士ゼロックス社開発）と名づけられた新規
定着装置に導かれる。一次定着で，トナー画像（粒子）
は熱によりフォトペーパー上に固着されるが，その表
面はまだ粗く凸凹で，また，画像部は非画像部に対し
て盛り上がっており，画像段差（レリーフ）が生じて
いる（Fig. 2左下）。新規定着装置「MACS」は，加熱部
分，および，その後に続く冷却部分と鏡面光沢を持つ
ベルトとから成る定着装置で，一次定着でフォトペー
パー上に固着されたトナー画像（粒子）は，「MACS」
の加熱部分で熱と圧力によりフォトペーパーの受像層に
埋め込まれる（受像層は熱可塑性樹脂から成っており，
加熱部で軟化してトナー画像が埋め込まれる。Fig. 3参
照）。これにより画像段差が解消される。さらに，加熱
部分では鏡面光沢を持つ定着ベルトにフォトペーパー
の画像面が密着し，その鏡面光沢を写し取ることに
より高平滑で高光沢な画像表面が形成される。その後，
フォトペーパーは冷却部分でベルトと密着したまま冷却
され，その表面は鏡面を維持したまま固化し，最終的
にベルトから剥離される（冷却剥離）。これにより，

高平滑で高光沢な表面を持ち，かつレリーフのない
プリントが得られる（Fig. 2右下）。

3. 新規ゼログラフィックフォトペーパー

「Fujifilm Xerographic Photopaper」の

主要技術

3.1 「Fujifilm Xerographic Photopaper」の層構成
「Fujifilm Xerographic Photopaper」の層構成をFig. 3に
示す。フォトペーパーは，原紙，レジンコート層（原
紙の両面に設置），アンダーコート層，およびトナー受
像層の4つの構成要素から成っている。
層構成に加えて，Fig. 3には，トナー画像（粒子）が

「MACS」の加熱部で熱と圧力によりフォトペーパーの
受像層中に埋め込まれる様子を模式的に示した。さら
に，Fig. 4には「MACS」により写真仕上げ加工された
後の画像部／非画像部におけるフォトペーパーの断面
写真を示した。写真左側がトナー粒子が埋め込まれた
画像部，右側が非画像部，中央付近が画像部と非画像
部の境界である。Fig. 4の写真から，新規フォトペー
パーと「MACS」処理により，画像部のトナー粒子は
フォトペーパーの受像層中に模式図のイメージ通りに
きれいに埋め込まれていることがわかる。

Fig. 3 Structure of “Fujifilm Xerographic Photopaper” and
illustration of toner embedment into the receiving layer.

Fig. 2 New photo print system of the new multi-use xerographic
copy machine.

Fig. 1 New multi-use xerographic copy machine with digital photo
print capability.



11FUJIFILM RESEARCH & DEVELOPMENT (No.50-2005)

以下，本章では，上記フォトペーパーの各層（トナー
受像層，アンダーコート層，レジンコート層）の機能
とそれによって達成されたプリント性能について説明
する。

3.2 トナー受像層
トナー受像層はフォトペーパーの最上に設置された

層であり，その機能は，熱により急速に軟化しトナー
粒子を層中に埋め込むことである。これにより，画像
部と非画像部との間の画像段差（レリーフ）が解消さ
れる。また，熱により軟化した受像層表面は「MACS」
ベルトの表面と密着し，その鏡面を写し取り，その後，
冷却により固化することによって高平滑で高光沢な表
面を形成する。われわれはこの目的に適した素材探索
を進め，シャープメルト性に優れた新規ポリエステル
樹脂を開発した。
Fig. 5に，本フォトペーパーの受像層に用いた新規ポ

リエステル樹脂の粘弾性特性を示す。ポリエステルA
（赤丸）が本フォトペーパーに用いた樹脂であり，比較
のポリエステル樹脂B（青四角）に比べて弾性率の温度
依存性が大きく，シャープメルト性に優れていること
がわかる。この特性により，トナー受像層は「MACS」
の加熱部で急速に軟化し，トナー粒子を受像層中に容
易にかつ十分に埋め込むことができる。
Fig. 6に，本フォトペーパーを用いて「MACS」処理

を行った時の画像段差（レリーフ）が良化する様子を
示す。画像段差は，段差の高さよりも段差の傾斜角度
の方が視認性評価と相関が良いことから5），傾斜角度で
評価した。左が平滑なキャストコート紙を用いて一次
定着だけのもの，中央が本フォトペーパーで一次定着

だけのもの，右がフォトペーパーと「MACS」処理を組
み合わせたものである。Fig. 6より，本フォトペーパー
と「MACS」処理を組み合わせるとレリーフが著しく良
化し，ほとんど視認できないレベル（図の破線）にな
ることがわかる。

Fig. 7には，本フォトペーパーと「MACS」処理を組
み合わせた時のプリント光沢度を示す（左図：45 光゚沢
度，右図：20 光゚沢度）。横軸はトナー被覆率である。
普通紙（黒四角）はトナー被覆率が大きくなると若干，
光沢は上昇するが，そのレベルは著しく低い。フォト
ペーパーを用いると（MACS処理なし：緑三角），光沢
は著しく良化する。ただし，トナー被覆率に対する依
存性が大きく，画面内に光沢の不均一（光沢差）が生
じ，表面均一性の高い写真プリントに比べて違和感を
生じる。これに対し，フォトペーパーと「MACS」処理
を組み合わせると（赤丸）光沢度はさらに上昇し，ま
た，画面内の光沢の不均一（光沢差）も著しく改良さ
れる。すなわち，フォトペーパーと「MACS」処理の組
み合わせにより，高平滑／高光沢で均一な画像表面を
得ることができ，銀塩写真に匹敵する面質になる。

Fig. 4 Cross-sectional micrograph of the new photopaper after
MACS fusing (X 200). (left : image area, right : non-image
area,  center : boundary of image and non-image areas).

Fig. 7 Reduction of gloss difference by combining photo paper and MACS fusing (left : gloss at 45˚, right : gloss at 20˚).

Fig. 5 Viscoelastic characteristic (modulus) of polyester resin for
the receiving layer.

Fig. 6 Reduction of relief slope by combining the photo paper and
MACS fusing.
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3.3 アンダーコート層
アンダーコート層はトナー受像層とレジンコート層

の間に設置された層であり，その機能は，プリント取
扱い性，具体的にはプリントを曲げたり（bending），折
ったり（folding）した際の耐性を向上させることにある。
プリントは無意識の内に曲げられたり軽く折られたり
することがあり，その条件によっては画面に種々の
「キズ」が発生し，画像面質を損なうことがある。Fig. 8
に，ある条件でプリントを曲げた時，および折った時
に発生する「キズ」の一例を示す。例示サンプルでは，
曲げるとクラックが発生し，折るとトナーが脱落して
白い跡が生じている。

アンダーコート層による曲げ耐性および折り耐性の向上
われわれは，上記問題に対してトナー受像層とレジン

コート層の間に柔軟なアンダーコート層を設置すること
により，曲げ耐性および折り耐性を向上できることを
見出した。これにより，プリント取扱い性が向上し，
画像面質の損傷を気にせずにプリントを気軽に取り扱
うことができるようになった。
Fig. 9に，曲げ耐性に対する柔軟なアンダーコート層設

置の効果を示す。横軸は，柔軟性の指標としてアンダー
コート層の伸び率を採っている。縦軸は，曲げ耐性の指
標として，プリントを画像面を外側にして円柱の棒に
巻き付けた時，視認できるクラックが発生し始める円
柱の直径である（Fig. 10参照）。この直径が大きいと，
わずかな曲げでもクラックが発生することを意味し，
逆に小さいと，かなり強烈に曲げても視認できるクラッ
クは発生しにくくなり，曲げ耐性は良好となる。Fig. 9
より，伸び率の高い（柔軟性の高い）アンダーコート
層を設置すると曲げ耐性が良化することがわかる。

Fig. 11には，曲げにより発生したクラック部分の断
面写真を示す。左側はアンダーコート層がない時の写
真で，クラックはトナー層を起点にトナー受像層の下
部まで達し，太く深いクラックが入っていることが観
察できる。
これに対し，右のアンダーコート層を設置した時は

曲げによりクラックは発生しているが，アンダーコー
ト層の所で止まっていることがわかる。これにより，
クラックは細く浅くなり，視認できなくなる。

折り耐性に対するアンダーコート層の効果をFig. 12
に示す。曲げ耐性と同様に，アンダーコート層を設置
することにより折り耐性も大幅に改良されることがわ
かる（図右）。

Fig. 8 Example of flaws by bending (①) and folding (②) of print.

Fig. 11 Cross-sectional micrographs of crack (left : without under
layer, right : with under layer).

Fig. 10 Illustration of the evaluation method for bending tolerance.

Fig. 9 Improvement of tolerance to print bending by setting
flexible under layer.

Fig. 12 Improvement of tolerance to print folding by introducing a
flexible under layer.
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3.4 レジンコート層

レジンコート層は基紙原紙の両面に設置された層で
あり，主としてポリオレフィン樹脂から成っている。
その機能は，さまざまな湿度変化に対する耐性を向上
させることにある。基紙原紙は通常，湿度変化により
伸び縮みしたり，大きくカールしたりする。このよう
な変形を受けると，トナー層に前述のようなクラック
が発生し（曲げテストの時のように一定方向に伸張さ
れるわけではないので細かなクラックが多数発生する），
光沢が低下してしまう。また，湿度変化によりプリン
トが大きくカールすると，せっかく高光沢で高品質な
プリントに仕上がっても，その価値は大きく低下して
しまう。レジンコート層の機能は，基紙原紙の湿度変
化による変形およびカールを抑えることであり，この
ことにより，さまざまな湿度変化を受けても高品質な
プリント性能を維持できるようになる。
Fig. 13に，湿度変化による皺状のクラックが発生す

る様子とそれに伴う光沢度変化を示す。下段はキャスト
コート紙（レジンコート層なし）の場合で，湿度変化に
より画像表面に細かい皺状のクラックが発生し，光沢
が低下することが観察できる。これに対して，レジン
コート層を設置した本フォトペーパーは湿度変化を経験
しても画像表面は変化せず，高光沢で高品質のプリント
性能が維持されることがわかる。

Fig. 14には，湿度変化によるプリントカールの変化
の様子を示す。左がキャストコート紙であり，右が本
フォトペーパーである。高湿の条件になると，キャス
トコート紙は大きく画像面側にカールするのに対し，
本フォトペーパーはカール変化がなくフラットである
ことがわかる。

4. その他のプリント性能

4.1 プリント画質

3.2で，本フォトペーパーと「MACS」処理を組み合
わせることにより，高平滑・高光沢でかつ均一性の高
い画像表面を得ることができ，銀塩写真に匹敵する面
質になることを示した。銀塩写真の特長の一つは，「水
面を想起させるような平滑で均一な表面構造」にある
という本庄の主張6）に立てば，本システムはゼログラ
フィー方式で初めて写真の基本条件を満足したシステム
と言うことができる。さらに，鮮やかな発色性を持つ
EAトナー（Emulsion Aggregation Toner：富士ゼロックス
社），およびシーンに合った最適な画像を再現する画像
処理ソフトウェアImage Intelligenceの効果と相まって，
優れた色・調子再現を実現し，出力されたプリントは
一見した所，ほぼ銀塩写真に近い画質であるとの印象
である。残念ながら，本報告に実物プリントを添付する
ことはできないが，読者各位は一度，「新マルチコピー
機」をお使いいただき，その画質レベルを実感してい
ただければ幸いである。

4.2 プリント保存性

写真は高画質，すなわち「きれい」であることが第
一条件であるが，その高画質を維持し，「いつまでもき
れい」であることも写真の重要な要件である。3.3では，
プリントの取り扱いによる画質劣化の防止技術につい
て，3.4では，湿度変化による画質劣化の防止技術につ
いて記述した。ここでは，取扱い性・耐湿性以外のプ
リント保存性として，光に対する耐久性とオゾンガス
に対する耐久性についてデータの一例を示す。

Fig. 13 Changes in print surface and gloss according to humidity
change.
(upper : with a resin layer,  lower : without a resin layer)

Fig. 14 Change in print curl according to humidity change (upper :
with resin layer, lower : without resin layer).
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Fig. 15は，光に対する画像耐久性の例である。屋内
経時20年相当（屋内光は500lux，12hr/dayの窓越し太陽
光を想定）の推定画像（キセノン光で加速テスト）と
フレッシュ画像を対で示している。また，Fig. 16は，
オゾンガスに対する画像耐久性の例である。光の場合
と同様に，屋内経時20年相当（屋内ガス濃度は10ppb
を想定）の推定画像（ガス濃度を4ppmで加速テスト）
とフレッシュ画像を示す。いずれもプリント時の画質
を良好に保持しており，数十年にわたって高画質を維
持し，「いつまでもきれい」という写真の要件を十分に
満足することがわかる。

5. おわりに

ゼログラフィー方式を用いた新規フォトプリント
システムの概要，および，それに用いる新規開発の
フォトペーパー「Fujifilm Xerographic Photopaper」の技
術内容とそのプリント性能につき説明した。新規な定
着装置と新規開発のフォトペーパーを組み合せること
により，高光沢で，プリント取扱い性およびプリント
保存性に優れたゼログラフィー方式のプリントが可能
になった。これにより，銀塩プリントに匹敵する「き
れい」「いつまでもきれい」な高品質プリントをゼログ
ラフィー方式で初めて実現した。
このシステムが，ユビキタス時代に即応したフォト

プリントシステムとして市場ニーズに合致し，多くの
ユーザーから支持が得られることを期待する。
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（本報告中にある“Fujifilm”，“Thermo Autochrome”，
“Image Intelligence”は，富士写真フイルム（株）の商標です。）

Fig. 15 Image stability : light fastness.

Fig. 16 Image stability : ozone fastness.
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フジカラー「EVER-BEAUTY PAPER TYPE蠡」シリーズの開発
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Development of FUJICOLOR “EVER-BEAUTY PAPER TYPE II” Series

Shin SOEJIMA*, Tatsuya ISHIZAKA*, Kiyohito TAKADA*, 

Sadanobu SHUTO**, Kiyoshi TAKEUCHI***, and Tadashi INABA***

Abstract

FUJICOLOR “EVER-BEAUTY PAPER TYPE II” Series are exceptional color papers marked by
enhanced color reproduction, superior image stability, increased whiteness and improved handling
characteristics. These outstanding features were achieved by a proprietary new coupler technology with novel
skeletal structures, advanced silver halide emulsion technology and layer structure design technology. In
addition to those, FUJICOLOR “EVER-BEAUTY PAPER TYPE II for LASER”, optimally designed for laser
exposure, was realized a revolutionarily high processing speed and an increased processing capacity when used
in conjunction with “Frontier 570” . Followings are the technologies that realized these excellent features.
1. New Coupler Technologies (X-Coupler, S-Coupler and Excellent V-Coupler Technologies)

Introduction of the cyan coupler (X-Coupler) and the yellow coupler (S-Coupler), both with novel
skeletal structures, and the magenta coupler with an optimally designed structure achieved enhanced
vivid color reproduction and substantially improved resistance to gases.
2. NLS (New Low Stain spectral-sensitizer) and ARR (Advanced Resistance to Radiation) Technologies

Whiteness of unexposed area was further improved by introducing the new silver halide emulsion
technologies such as of a new spectral-sensitizer that is easy to wash out (NLS technology) and an
anti-fogging technology based on the latest grain forming and chemical sensitization technologies
(ARR technology).
3. HD (High Durability) and SF (Smudge-Free) Technologies

The advanced silver halide emulsions improved tolerance to fluctuation of processing conditions and
pressure-induced uneven density (HD technology). Additionally, the optimal design of layer structure
decreased the generation and adhesion of smudges (SF technology). These technologies achieved an
improved printing yield ratio.

4. SFC (Superior Fine Crystal) Technology
Their improved development characteristics (SFC technology) and novel high-efficiency couplers
introduced in all layers shortened processing time dramatically and enhanced printing productivity.

1. はじめに

従来からのカラーフィルム，レンズ付きフィルムに
加え，デジタルカメラ，さらには写真付き携帯電話の

爆発的な普及により写真撮影の総ショット数は拡大の
一途を辿り，プリント出力のニーズはますます高まっ
ている。銀塩カラーペーパーによるお店プリントは簡
便，高品質，かつ画像の長期保存などに最も優れ，ま
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た，生産性やコストから見てもカラープリント方式と
して最も優位であると考えられる。
フジカラー「EVER-BEAUTY PAPER TYPE蠡」シリー
ズの開発により，銀塩カラーペーパーの特徴を以下の
点でさらに進歩させた。
（1）色再現性がさらに向上し，プリントがより鮮やかに
（2）白色度がさらに向上し，より白く抜けの良いハ

イライトを実現
（3）当社カラーペーパーの特徴である画像保存性が

一段と向上し，ガスにも強く色あせない
（4）処理時の汚れや濃度ムラが発生しにくくなり，

ラボでの取り扱い性が一段と向上
（5）優れた現像特性によって世界最高（レベル）の

迅速処理が可能になり，カラーペーパーの特徴
である高生産性をより一層高めることが可能

フジカラー「EVER-BEAUTY PAPER TYPE蠡」シリー
ズは，当社デジタルミニラボ「Frontier」シリーズの
レーザー露光方式にベストマッチングするフジカラー
「EVER-BEAUTY PAPER TYPE蠡 for LASER」と，当社
ミニラボ「ROCKY」などのアナログ面露光方式の機器
に最適なフジカラー「EVER-BEAUTY PAPER TYPE蠡」
から成り，2製品とも露光方式によって異なる最適な条
件を追求し，アナログ／デジタルいずれの方式でも高
品質と世界最高水準の画像保存性を実現した。
本報告では，このフジカラー「EVER-BEAUTY

PAPER TYPE蠡」シリーズの高品質を実現するために開
発した技術について解説する。

2. 色再現性向上

「EVER-BEAUTY PAPER TYPE蠡」シリーズには，新
骨格シアンカプラーであるX-カプラーをメインカプラー
として開発導入した（X-カプラー技術，Table 1）1）。そ
の発色色素は，従来カプラーの発色色素と比較すると
色純度が高く（Fig. 1），シアンを含む色である紫から青，
緑の色再現域を拡大した（Fig. 2）。さらに補色の赤につ
いても色のりが増し，より鮮やかに再現することが可
能になった。（Fig. 3）

3. 白色度向上

プリント画像部のくっきりとした仕上がりや色再現
性には，白色度（未露光部「白」の色味・明度）が強
く影響しており，重要な要因になっていることが知ら
れている。｢EVER-BEAUTY PAPER｣では，この白色度
を損なう要因である残色や，環境中の放射線の照射に
よるかぶり（特に，イエローかぶり）に対してWE技術
（Whiteness Enhancing Technology），およびRR技術
（Resistance to Radiation Technology）を導入することで
優れた白色度を達成している 1）。｢EVER-BEAUTY
PAPER TYPE蠡｣シリーズでは，優れた白色度を達成す

Fig. 1 Spectral characteristics of dyes.
Solid lines : new type, broken lines : current type 

Fig. 2 Expansion of color gamut due to the new couplers.

Fig. 3 Spectral characteristics of red.
Solid lines : new type, broken lines : current type. 
Neutral color is matched.Table 1 Chemical Structures of Cyan Couplers.
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る設計思想を踏襲し，以下のNLS技術，およびARR技
術を新たに導入することで，｢EVER-BEAUTY PAPER｣
からさらに優れた白色度を達成した（Fig. 4）。

3.1 NLS技術
（New Low Stain Sensitizer Technology）

｢EVER-BEAUTY PAPER｣では，Super FA-9で使用し
ていた，ハロゲン化銀乳剤中に用いられている増感色
素として現像後のペーパーに残留する増感色素を減少
させるLSS技術（Low Stain Spectral Sensitizer Technology）
を踏襲している2）。｢EVER-BEAUTY PAPER TYPE蠡｣シ
リーズでは，｢EVER-BEAUTY PAPER｣で使用していた
増感色素に対して，現像中および現像後の高い洗い出
し性能を付与したNSL技術を導入することで，処理後
にペーパー中に残存する増感色素を極力減少させ，よ
り一層，白色度を向上させることを可能とした。

3.2 ARR技術
（Advanced Resistance to Radiation Technology）

われわれは，日常生活において常に微量の自然放射線
を浴びて生活している。この自然放射線により，カラー
ネガフィルムなどでは長期経時することでかぶりの上昇
や粒状性の悪化が起こることが知られている3）。カラー
ペーパーでもこの自然放射線の影響によって，長期に保
存することでかぶりが上昇することが知られており，長
期保存で白地を損なう結果となる。特に，自然放射線に
対する感度は，粒子サイズが大きいほど高く，カラー
ペーパーの場合には粒子サイズの大きい青感光性ハロ
ゲン化銀乳剤が自然放射線の影響を受けやすく，結果と
してカラーペーパーの放射線の影響はイエローかぶりと
して検出される。｢EVER-BEAUTY PAPER TYPE蠡｣
シリーズでは，ハロゲン化銀乳剤の粒子形成技術，およ
び化学増感技術をさらに進歩させることにより，従来使
用していた青感光性乳剤粒子に対して，感度低下する
ことなく粒子サイズを小さくすることを可能とした。
Fig. 5に，従来タイプの乳剤粒子と比較した粒子写真を
示す。従来タイプに比較して小サイズ化していることが
わかる。これにより，放射線照射によるイエローかぶり
を大きく低減することが可能となった（Fig. 6）。

4. 画像保存性の改良

プリント材料にとって，高画質画像をさまざまな条件
下で長期間安定に保つことが重要な性能の一つに挙げら
れる。フジカラーペーパーの開発の歴史において，色再
現性の向上（「きれい」）と画像保存性の向上（「色あせ
ない」）は，弛み無く進化し続けており，特に，展示を
想定した耐光性とアルバム保存を想定した暗所保存性に
おいて，その集大成となるEVER-BEAUTY PAPERが
2001年に開発され，「色あせない」高画質プリントの代
表格として市場で受け入れられている。
屋外に存在するオゾン・亜硫酸ガスが屋内に流入した
り，または，近年の住宅気密性向上と開放系暖房機に代
表される窒素酸化物の発生源の室内での存在により，反
応性の高い有害ガスが，展示時の画像保存性に大きな影
響を及ぼす場合があることが，ここ数年の研究で判って
きた4）5）。他方式プリントシステムである，染料型インク
ジェットを用いて多孔質紙にプリントした場合，インク
を吸収しやすいと同時に，これら有害ガスも吸収しやす
いため，いわゆる「ガス退色」が問題となった。しかし，
インクジェットに用いられる色素や多孔質紙の改良に
よって，年々改良されつつある。
一方，銀塩プリントは一般に，色素を溶解した油滴

をゼラチンバインダー内に含むため，ガスが直接色素
に接触することによる退色が起こりにくいが，これら
のガスが大気中の水蒸気と反応して酸性物質に変化し
（酸性ガス），プリント内に蓄積して画像劣化する反応
についてはすべてのプリント方式で発生する可能性が
ある。
「EVER-BEAUTY PAPER TYPE蠡」では，画像保存性
に関して，他社銀塩プリントだけでなく，他方式
プリントの追随を許さないレベルを達成するために，

Fig. 4 Improvement of whiteness.
The ellipses surrounded by the broken lines are due to
processing condition variations.

Fig. 5 Electron micrographs of silver halide grains.

Fig. 6 Yellow fog density induced by radiation.

New Current
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新規骨格カプラーの導入により，画像保存性，特に，
ガス耐性の大幅な改良を行った。

4.1 新規カプラー技術（X-カプラー技術，S-カ
プラー技術，EV-カプラー技術）

発色色素の酸性ガス耐性がきわめて良好な新カプラー
を全層に搭載した。前述のTable 1に示される新規骨格
シアンカプラー（X-カプラー）に加え，Table 2に示さ
れる新規骨格イエローカプラー（S-カプラー）を銀塩カ
ラーペーパーとしては初めて搭載し6），さらに従来より
導入されていたV-カプラーの部分構造を改良した新マ
ゼンタカプラー（EV-カプラー）を採用した7)。

4.2 ガス耐性改良レベルと到達性能

全層に新規カプラーを導入することにより，各層改良
されたレベルをFig. 7に示す。ガスとしては，オゾンま
たはNO2を用い，30℃ 60％RH条件下で行った。さら
に，Fig. 8にこれらのガス（酸性ガス）に対する耐性の
改良レベルを実技で示す。推定年数は，室内における年
間平均濃度5）から推定した。新規カプラー発色色素の酸
性ガスに対する耐性が大幅に良化し，いままでにも増し
て「色あせない」カラープリントの実現を可能にした。

「EVER-BEAUTY PAPER」シリーズで定評のある耐
光性・暗所保存性に加え，ガス耐性がさらに良化した
ことにより，他社銀塩プリントだけでなく，インク
ジェットのような他方式プリントに対しても良好な画
像堅牢性を有し，加えて，にじみ（耐湿性）や引っ掻
きキズの付き易さといったプリントの取り扱い性も含
め，さまざまな条件の下で安心して保存や展示ができる
オールマイティな画像保存性を実現した（Fig. 9）。

 

 

Table 2 Chemical Structures of Yellow Couplers.

Fig. 8 Comparison of the new and current paper under ozone or
NO2 gas exposure.
Exposure conditions : O3 Concentration 10 ppm, 30ºC-

60%RH, NO2 Concentration 20 ppm,
30ºC-60%RH

Assumption:O3 Concentration 10 ppb/year
NOX Concentration 60 ppb/year

Fig. 7 Residual ratio of dyes exposed to ozone or NO2 gas. (30°C
60%RH 2W) 
Exposure conditions : O3 Concentration 10 ppm 

NO2 Concentration 20 ppm 

Fig. 9 Comparison of storage stabilities under various  conditions.
This radar chart shows performances of AgX photographic prints and inkjet prints relative to those
of EVER BEAUTY PAPER TYPE蠡. The data are based on our tests conducted under the
following conditions and on the assumptions below.
Light stability : 4 weeks exposure to Xenon arc (100 klux) with a UV filter (T50=366nm).
500 lux 12 hrs/day was used for conversion whereby the 4 weeks exposure corresponds to 24 years.
Dark stability : The Arrhenius method was adopted for the two conditions of 25ºC, 40% RH and
25ºC, 70% RH. (Print life with EVER-BEAUTY PAPER is predicted to be over a hundred years.)
Gas fading (ozone) : 2 weeks exposure to ozone gas (10 ppm) under 30ºC, 60% RH. 100 ppb 24
hrs/day was used for conversion whereby the 2 weeks exposure corresponds to 38 years.
Gas fading (NOx) : 3 weeks exposure to NO2 gas (20 ppm) under 30ºC, 60% RH. 60 ppb 24
hrs/day was used for conversion whereby the 3 weeks exposure corresponds to 20 years.
Scratch resistance : Scratching with a sapphire stylus (0.1mm R, 0-25 g weight) under 25ºC, 55
%RH.
Moisture resistance : Aging under 23ºC, 90% RH for 2 weeks. The level of resistance is estimated
by the degree of aggregation of thin lines.

New Ozone
40years

NOX

20years

Current
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5. プリント安定性向上技術

近年のラボシステムの多様化に伴い，各種の機器
メンテナンス性の重要性がますます高まってきている。
ラボ経営において，このメンテナンス性の向上は省人
化に直結し，今後の銀塩ミニラボシステムの重要な課
題とわれわれは捉えている。
メンテナンス性の重要な観点としては，以下のこと

が考えられる。
漓現像処理時のペーパーへの汚れ付着が少ない。
滷連続処理から閑散処理までさまざまな条件下で安
定した写真性能を実現できる。

上記を達成できれば，清掃作業の負荷低減やプリン
ト得率の向上などのメリットがある。
今回の「EVER-BEAUTY PAPER TYPE蠡」シリーズは，
漓汚れ低減に対しては S F 技術（Sm u d g e - F r e e
Technology），滷さまざまな条件下での安定した写真性
能実現に対してはHD技術（High Durability Technology）
をそれぞれ新規に導入した。それぞれの技術について
説明する。

5.1 SF技術（Smudge-Free Technology）
汚れの発生機構は，（1）処理液中の汚れ成分の発生と
ローラー部などへの析出，（2）現像処理時のペーパーへ
の転写，である。まず，この汚れ成分を詳細に解析した
結果，汚れの主要成分は金属銀および銀化合物である
ことがわかった。
Fig. 10に，従来タイプペーパーと「EVER-BEAUTY

PAPER TYPE蠡」シリーズそれぞれでのランニング平衡
状態における現像処理液中の銀濃度を示す。今回の新
シリーズでは，乳剤粒子表面のハロゲン組成を厳密に制
御した新規なハロゲン化銀乳剤粒子を開発し，現像処理
液中に銀が溶け出しにくい機構を導入した結果，従来
タイプペーパーに対して大幅な現像処理液中の銀濃度
低下を実現できた。これにより，上記（1）の汚れ成分
の発生自体を低減することができた。
また，汚れ成分のペーパーへの転写については，処理
時のペーパー膨潤膜厚と汚れ付着が相関していること
が新たにわかった。従来タイプペーパーに対して，
「EVER-BEAUTY PAPER TYPE蠡」シリーズは前述の全層
への高効率新規カプラーの導入などによって，ペーパー
の薄層化が可能になり，その結果として膨潤時のペーパー
膜厚を従来タイプに対して低減することができた。
これにより，上記（2）の汚れが転写しにくいペーパー
を開発できた。
以上，この新規SF技術導入により，従来タイプに対

して顕著に汚れを低減できるシステムを開発すること
ができた。

5.2 HD技術（High Durability Technology）
さまざまな条件下で安定した写真性能を実現するた

めには，
（1）処理液組成変動に対してより安定な写真性能を有す

ること
（2）まれに発生する物理的負荷に対する耐性が強いこと

などが挙げられる。これらの性能は，実質的にハロゲン
化乳剤の性能に大きく依存する。設計上のポイントは，
（1）に対しては，潜像の現像活性が高く迅速現像が可
能なこと，（2）に対しては，物理的な圧力によって発
生する圧力電子の影響を受けにくいことなどである。
まず，潜像の現像活性が高く迅速現像が可能なこと

に対しては，今回，新たに効率よく光電子を利用する
ための新規金属ドーパント導入や，表面に集中した潜像
形成を可能にする新規構造のハロゲン化粒子を開発し
たことで現像活性の高い潜像形成が可能になり，また，
これらの新規技術導入により高感化することができ，
それを原資にハロゲン化銀粒子の粒子サイズを今まで
になく小さくすることが可能になった。これらの相乗
効果により，潜像の現像活性が高く迅速現像が可能な
ことという目標を達成できた。
また，物理的な圧力によって発生する圧力電子の影

響を受けにくいことについても，上記の新規金属ドーパン
トや新規構造により，1）亜潜像／潜像比率が小さく，
圧力電子による補力を受けにくい，2）高感化を原資と
したハロゲン化銀粒子の小サイズ化により，一粒子あ
たりの圧力電子発生が少ない機構を導入することによっ
て実現することができた。
以上，このHD技術により，従来タイプに比べて，さま
ざまな条件下でより安定した写真性能を得られるように
なった。このような技術開発によって実現した「EVER-
BEAUTY PAPER TYPE蠡」シリーズの優れた処理液変
動耐性を，最も影響を受けやすい青感光性乳剤層につ
いてFig. 11に示す。補充量が変動しても階調変動がき
わめて少ないことがわかる。

Fig. 10 Ag concentration in running developer.

Fig. 11 Processing variation tolerance.
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6. 生産性向上技術

プリンティングにおける銀塩カラーペーパーの最大の
特徴は，高生産性と低ランニングコストである。生産
性を向上させるためには，1）ペーパーを迅速処理する，
2）現像処理機器を大きくする，などがあるが，現像処
理機器（ミニラボ）の設置面積をできるだけ小さくし
たい，ファーストプリントアウト時間をできるだけ短
くしてワンストップサービスを展開可能にしたい，など
の市場ニーズを考えれば，1）のペーパーの迅速処理適
性付与のニーズはきわめて高い。
「EVER-BEAUTY PAPER TYPE蠡」シリーズは，従来
タイプに対して大幅な迅速処理が可能になった。Fig. 12
に，従来タイプペーパーと「EVER-BEAUTY PAPER
TYPE蠡」シリーズペーパーそれぞれの現像進行性を，
現像時間が律速である青感光性乳剤層について示す。
「EVER-BEAUTY PAPER TYPE蠡」シリーズは，大幅に
現像速度が向上していることがFig. 12からわかる。これ
は前述したとおり，漓新規金属ドーパント導入や，新規
構造のハロゲン化粒子開発による高感化を原資とした
ハロゲン化銀粒子の粒子サイズ低減や，滷全層への高効
率新規カプラーなどの導入による，ペーパー薄層化な
どの新規技術によりはじめて可能にできた。さらには，
前述のNLS技術（New Low Stain sensitizer Technology）
による増感色素などの洗い出し性向上により，水洗工程
における迅速化も可能になった。このような技術を結
集させた結果，現像～乾燥までの各工程すべてにおい
て迅速化が可能になり，トータルとして大幅な処理時
間の短縮化が達成できた（Dry-to-Dry 82秒化）。

この「EVER-BEAUTY PAPER TYPE蠡 for LASER」の
迅速処理適性を活用することによって，当社最新デジ
タルミニラボ「Frontier 570」とのシステムにおいて，
今までにない超迅速ミニラボシステムを構築すること
が可能になり，ユーザーに高生産性かつワンストップ
サービス可能（5分）な銀塩ミニラボシステムを提案す
ることができた。Fig. 13に，当社ミニラボシステムで
の迅速化の進歩を具体的に示す。

7. おわりに

フジカラー「EVER-BEAUTY PAPER TYPE蠡」シリー
ズの開発により，カラーペーパーは一段，高次元へ進
歩した。カラープリントのデジタル化はますます進むと
予測され，今後も銀塩プリント方式の高画質，長期保
存に優れた特徴をさらに進化させると共に，デジタル
化に対応した迅速性などの性能を極め，台頭する他
システムに対抗していきたい。
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インスタックス デジタル フィルム（インスタックス デジタルモバイル
プリンターMP-100「Pivi」専用インスタントカラーフィルム）の開発

原　健史＊，朝倉　徹也＊，杉原　幸一＊，小出　智之＊

Development of Instax Digital Film (Instant Color Film 
for Instax Digital Mobile Printer MP-100 “Pivi”)

Takefumi HARA*, Tetsuya ASAKURA*, Kouichi SUGIHARA*, and Tomoyuki KOIDE*

Abstract

Fuji Photo Film Co., Ltd. released Digital Mobile Printer MP-100 (Pivi), a mobile printer for use with
camera-phones, in 2004. Pivi, born through a good blend of Fuji Film’s instant photograph and digital
printing technologies, is a revolutionary printer marked by its compact body, ease of use and speedy printing.
To realize these outstanding features, Instax Digital Film was newly developed as a mono-sheet instant color
film for Pivi specialized for digital printing. In this report, we describe the technologies of Instax Digital
Film that achieved these features.

1. はじめに

カメラ付携帯電話はH16 年度には国内だけでも，
6000万台を超えようという勢いである。近頃は，街中
や行楽地でカメラ付携帯電話で撮影しているシーンが
頻繁に見られるようになっている。このカメラ付携帯
電話の普及でシャッターチャンスが増え，写真撮影の
ショット数は増大している。こうして，携帯電話の中に
写真が溜まり，その写真をプリントしたいというニーズ
は確実に増加している。携帯電話からのプリントに対
応したプリンターは各社から発売されているが，その
中でも，気軽にいつでもどこでもプリントしたいという
要望に答えうるプリンターはこれまで無かったに等しい。
これに答える「ケータイで撮る→画像送信→プリン

トアウト」の手軽なプリンターとして，新しいケイタ
イ用プリンター；インスタックスモバイルプリンター
MP-100「Pivi（ピヴィ）」が富士写真フイルムから2004
年11月に発売された。
この開発にあたり，ケイタイ用プリンターとして下

記の5つのコンセプトを設定した。

漓楽しく気軽に簡単に（簡単操作），滷いつでもどこでも
（モバイル：コンパクト，軽量，電池駆動），澆その場で
すぐに（迅速性），潺きれいな写真画質で，潸安く
インスタックスモバイルプリンターMP-100「Pivi」

は，富士写真フイルムのインスタント写真技術とデジ
タルプリント技術を組み合わせることで，このコンセプト
を達成した画期的なプリンターである。この「Pivi」の
開発にあたり，新規に専用のモノシートカラーインス
タントフィルム：インスタックス デジタル フィルムを
開発し，この性能達成に寄与した。本報告ではその性
能と，それを達成した技術について解説する。

2. Pivi（インスタックスモバイルプリンター）
システムのしくみ：インスタックス技術
とデジタル技術の融合

まず，このシステムについて概説する。「Pivi」は
富士写真フイルムのインスタント写真技術とデジタル
技術の融合により達成されたプリントシステムである。
インスタント写真方式は，画像形成機能（撮像－現
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像－画像形成－プリント完成）および画像形成材料
（感光材料，発色材料，現像液，受像材料）がすべて1枚
のフィルムユニットの中に内蔵されている。この方式
を用いれば，プリンターとしては入力装置としての赤
外線受光装置とデジタル画像情報処理システム以外は，
出力装置として，i）露光ヘッド（省電力のLED使用可
能）と，ii）展開ローラー・排出ユニット（現像のため
現像液をしぼり出す）があればよいのである。
そのため，今回開発した「Pivi」ではプリンターが圧

倒的にコンパクト（厚さ29mm，容積340cm3），軽量
（約200g），省電力（AC電源不要で，電池で130枚プリント
可能），シンプルかつ安価にできたのである。ケイタイ
プリンターとして，これは圧倒的な性能である。また，
インスタント方式を採用したため，インクカートリッジ
やインクリボンを交換する手間が無く，プリント準備
はフィルムパックを装填するだけでよい。
さらに，「Pivi」では固定式露光ヘッドを採用して，

フィルムを排出しながら露光し，同時に現像する方式
を採用することでデータ送信後21秒でプリントが出て
くる迅速性も実現している。
プリンター設計もシンプル・簡単操作を追及した。

プリント操作は，ただプリンターの電源ボタンをONし，
ケイタイから気に入った画像を選んで赤外線ワイヤレス
送信するだけでプリントすることができる。面倒な
メディア差し替えやケーブル接続は不要である。
また，逆光写真なども当社の画像処理ソフト：Image

Intelligence搭載によって最適に補正されるため，明るさ
の補正も気にする必要がない。シンプル操作できれい
な写真が得られるのである。リプリントボタン一つ押
せば，同じ画像を何枚でもリプリントできる。
プリントサイズは，インスタックスミニ「チェキ」

で定評のあるカードサイズを踏襲した。従来のインス
タックスフィルムと同様，表面がフィルムに覆われ，
画像はその内部で形成されるため，耐傷性，耐水性に
優れ，パーティーでもテーブルの上に気軽に置け，財
布に入れて持ち歩くことも可能である。
今回，インスタックスデジタルフィルムを「Pivi」専用
に新規開発することで，さらに性能を飛躍的に向上させ
ることができた。その内容について以下に解説する。

3. インスタックスデジタルフィルムの性能

としくみ

まず，インスタックスデジタルフィルムの構成図を
Fig. 1に示す。Fig. 1に示すように，主な構成は感材シー
ト（感光層，受像層），カバーシート（現像停止・安定
化層），およびその間に展開される処理液の3部材から構
成されている。
感光層は青，緑，赤のそれぞれの光源に感光する感

光性層と，それぞれに付帯的に隣接して設置されるイ
エロー，マゼンタ，シアン色素を放出する色材（色素
放出剤）含有層および中間層から構成される。

画像形成までの流れは以下の漓～潸からなる。
漓プリンターの露光ヘッドにより254dpiの高精彩画
像を光により書き込み，感光性層のハロゲン化銀
乳剤に潜像形成（画像記録）する。

滷フィルム排出時に，ローラー展開により処理液（現
像主薬・アルカリ）が感材シートとカバーシート
との間に均一に展開され現像を開始する。

澆露光され感光した部分ではハロゲン化銀が現像され，
現像主薬のクロス酸化により隣接する固定された
色材から拡散性の色素が放出される。

潺この放出された拡散性色素が観察側の受像層まで
拡散し，画像が形成される。

潸現像終了とともに，カバーシートの酸ポリマーに
より現像液のアルカリの中和が起こり，反応が停
止して画像が安定化する。

これらの反応が，露光後のローラー展開・排出により，
順次フィルムユニット内で自動的に起き，画像が完成
するのである。
インスタックスデジタルフィルムはデジタルプリン

ター専用に開発したため，従来のインスタックスフィ
ルムより下記の点で飛躍的に性能が向上した。
（ア）小型，薄型化
フィルム薄型化技術の開発およびフィルムパックの
新規開発により，パックの厚みを従来のインスタント
フィルムより約1/2にすることができ，フィルムの携
帯性を向上したただけでなく，プリンター本体の薄
型化，コンパクト化にも大きく寄与した。

（イ）画像形成の迅速化
迅速現像技術の開発により，画像出現時間はインス
タックスミニの約1/2（25℃条件）に短縮した。フィ
ルムを排出しながら露光するプリント方式と組み合わ
せることで，プリンターからフィルム排出後に待つこ
となく（約2秒後：25℃条件）画像が出るタイミング
に設定している。インスタックスでおなじみの，

Fig. 1 Schematic sections of Instax Digital Film during exposure
(left) and after processing (right).
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白地から絵が浮き出てくる楽しさは残しつつ，待ち
時間をなくしてストレス無くプリントできる。

（ウ）低価格化
（エ）高画質化
従来のインスタックス技術を応用し，さらに新規
Advanced Fine Sigma Grain技術採用により，低温での
濃度低下を押さえ，5℃から40℃までの環境条件でも
安定して美しい画像が得られるように設計した。ま
た，デジタル露光適性の付与と薄型化技術により，
色再現向上，シャープネス向上も達成している。

4. 新規開発技術

以下に，性能達成に寄与した新規開発技術であるデ
ジタル露光適性，薄型化技術，迅速現像化技術につい
て説明する。

デジタル露光適性
従来の撮影用のインスタント写真システムでは，自然
光に対して人の目に合わせた色再現が求められ，シアン，
マゼンタ，イエローの発色を自然光に応じて発色する
ように各感色性感光層の分光感度設計をしているが，
デジタルプリンター用感材ではこの設計を見直し，各
露光光源の波長に合わせて設計した（Fig. 2）。たとえば，
青感性層の分光感度設計は青色の光源の波長（470nm付
近）に集中的に感度を持つ設計にするなど光源波長に最
適化した。また，従来のインスタックス同様，ISO800
相当の高感度の設計を踏襲した。これにより，省電力の
光源であるLEDでの書き込みを可能にし，プリンター
の小型化，省電力化に寄与した。AC電源が不要なモバ
イルプリンターとしながら，高画質なプリントを可能
にしたのである。

薄型化技術
新規混色防止乳化物の採用と，さらに進化した多層

薄層塗布技術により，感光層の薄層設計を実現した。
さらに，処理液薄層化により，処理に必要な処理液量を
低減し，フィルムユニットの薄型化を実現した。一般的
には，処理液を薄層化すると，水分量の不足等により現
像液および色素の拡散が遅れ，画像形成の遅れおよび濃
度ムラなどを引き起こす。プリンターの高精度展開制御

技術とともに展開性を改良する処理液物性の設計と，薄
層でも高活性かつ高拡散性の処理液の開発，さらに高活
性の新規乳剤：Advanced Fine Sigma Grain技術の開発によ
り，これらを解消してフィルム薄型設計を実現した。
これにより，フィルムパックの薄型化およびプリンター
本体の薄型化を可能にした。また，これらの技術により，
色再現向上，シャープネス向上も達成している。

迅速現像化技術（新規Advanced Fine Sigma Grain技術）
従来のインスタックスフィルムは，アナログ撮影を

前提とした設計のためにポジ画像形成が必要であり，
フィルム内のone-step処理でネガ－ポジ反転する機構を
必要としていた。インスタックスフィルムでは乳剤に
この反転機構をもたせたオートポジ乳剤を用い，造核
現像を行なうことでこれを実現していた。しかし，この
方式では造核反応過程の時間が必要となり，画像形成
時間が長くなってしまっていた。
今回開発したインスタックスデジタルフィルムでは，

デジタル技術との融合により，このネガ－ポジ反転機
構をプリンターのデジタル処理で行なうことで，フィ
ルム内のネガ－ポジ反転機構を廃止することが可能に
なり，感材を新設計し，迅速化を達成したのである。
特に，乳剤は当社のSigma Grain技術を発展させ，徹

底して粒子の形状および性質を均一にそろえ，小サイ
ズで高感度な乳剤：Advanced Fine Sigma Grain（Photo 1）
を新規開発した。さらに，従来のインスタント感材の
複雑な機構を再設計し，シンプルな構成および反応機
構を採用することで，画像形成の迅速化（従来のイン
スタックスフィルムに対して画像出現時間半減）を実
現し，プリンターからの排出後約2秒（25℃条件）での
画像出現を達成したのである。

5. おわりに

本報告ではインスタックスモバイルプリンターMP-
100「Pivi」とその専用フィルム：インスタックスデジ
タルフィルムの特徴，およびそれを実現した技術につ
いて概説した。このシステムが，プリントする楽しさ
を広げる新たな契機となり，写真文化がさらに発展し
ていくことを願う。

（本報告中にある“Instax”，“Pivi”，“チェキ”は富士写真
フイルム（株）の商標です。）

Fig. 2  Spectral sensitivities of Instax Digital Film and Instax Film.

Photo 1 Electron micrograph (SEM) of Advanced Fine Sigma
Grain.
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Peer-to-peer-based Image Networking
for Adaptive Infrastructure

Arito ASAI*,  Hiroshi MINATOGAWA*,  and  Norihisa HANEDA*

Abstract

While digital cameras and broadband connection to home are becoming common, data storage and
network cost are growing heavy for service provides, especially for image-dealing service providers. It's
important to distribute and lower these concentrations of cost.

As a result of this research, a P2P networking technology has been developed that enables services using
low quality connection such as ADSL and noticeably reduces the cost for net printing service.

1. はじめに

近年，デジタルカメラの高解像度化による画像デー
タサイズの巨大化，および大容量コンテンツを快適に
通信できるブロードバンド回線の一般家庭への普及が
進んだことにより，大容量静止画データをネットワーク
上で流通させることによるビジネス環境は大きく変化
している。たとえば，ユーザは高解像度デジタルカメ
ラで撮影した大量の巨大画像データを，ネット上のプ
リントサービスに，安価な常時接続のブロードバンド
回線を通じて気軽にアップロードすることができる環
境が整備された。
サービスを提供する側では，サービス提供機会の増

加の一方，高速回線を通じてアップロードされる巨大
な画像データを受信するサーバ側の回線容量，価格は
依然として高価であり，従来のサーバ・クライアント
モデルでは，顧客数が増えるほど単一のサーバに負荷
が集中し，サービス不能状態（パンク状態）に陥るな
ど，サーバがボトルネックになる状況下にある。
これらの状況を解決するためには，ボトルネックと

なる集中サーバを排除し，効率よく巨大な画像データ
をネットワーク上で取りまわす新しいネットワーク方
式が必須である（Fig. 1）。本報告では，ピア・ツー・ピ
ア方式を利用した画像通信技術の開発を行い，実際に
ネットプリント実験サービス（Fig. 2）を行った結果と，
その効果について報告する。

Fig. 1 Two models of network topology.

Fig. 2 Image viewer and net-print application with P2P.
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2. 実験の概要

本研究の実証実験は，ピア・ツー・ピア方式の画像
通信方式について研究を行った後，本技術を実際の市
場にてネットプリント機能つき画像ビューアソフトと
して提供することによって，実際のネットワーク上で
の通信負荷の分散効果の測定，およびピア・ツー・ピ
ア方式に起因するさまざまな課題について検証を行う
ことを目的として実施された。
実際に，首都圏の20店舗のチェーンラボと，郵送発

送可能な郵送ラボの合計21店舗を用いてネットプリン
トサービスを実施し，ピア・ツー・ピア技術を搭載し
た画像ビューア兼ネットプリントソフトを店頭，およ
びネットで配布・告知を行った（Fig. 3，Table 1）。

3. クライアント・サーバ方式のコスト限界

ネットプリントサービスにおける，クライアント・
サーバ方式の理論的限界について試算する。サーバの
インターネット回線の下り通信速度を1Mbpsと仮定し，
サービス停止とならないよう，ピーク時に回線容量限
界のトラフィックが流入するものとして計算する。下
記計算式中の「実測値」はそれぞれ，前章で述べた実
証実験から測定された実際の値である。
（1）1時間あたりの最大受信データ量
1Mbps／8 * 60 * 60 = 450MB／h ・・・(a)

（2）1時間あたりの最大受注枚数
ネットプリントにおける1枚の画像平均データサイズ
（実測値）=850KB／枚
450（MB／h）／850（KB／枚）= 530枚／h・・・(b)

（3）1日あたりの最大受注枚数
実証実験おける最頻時間係数を求めると，1日のプ

リント注文トラフィックの10％が1時間に集中するこ
とが判る（Fig. 4）。

ネットプリントの最頻時間係数（実測値）= 10％
530（枚／h）／10％ = 5,300枚／day ・・・(c)

（4）1週間あたりの最大受注枚数
同様に，1週間のプリント注文の20％が日曜日に発生

する（Fig. 5）。
ネットプリントの曜日分布係数（実測値）= 20％／day
5,300（枚／day）／20％ = 26,500枚／week・・・(d)

（5）1ヶ月あたりの最大受注枚数
1ヶ月は平均4.37（= 30.6／7）週である。
26,500（枚／week）* 4.37 = 116,000枚／月・・・(e)

以上の計算により，1Mbpsの回線で運用するサーバ型
ネットプリントサービスは最大で月間11,600枚の注文を
受注することができる。1Mbpsの回線コストは15万円／
月となる（O社IDC例 2004年5月調べ）。従って，ネッ
トプリント1枚あたりの最低回線コストは以下のように
なる。
1枚あたりの回線コスト

= 150,000（円／月）／116.000（枚／月）
= 1.29円／枚

4. ピア・ツー・ピア方式のネットワーク負荷

実証実験では，ネットワークの負荷耐性について調
査するために，故意にトラフィックの集中を発生させ

Fig. 3 System structure for the experiment.

Table 1   Experimental Conditions.

Fig. 4 Hourly traffic.

Fig. 5 Daily summary of orders.
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るトラフィック集中実験を行った。1,039人のユーザに
対してメールによる告知を行い，注文数が最大になる
日曜日の最頻時間帯の2時間限定で無料プリントキャン
ペーンを実施した（Table 2）。

この2時間のセンターサーバ，各店舗，郵送センター
への注文トラフィック流入量の集計結果はTable 3の通
りである。特に，センターサーバへのトラフィックの
推移はFig. 6の通り，キャンペーン期間中の集中的なトラ
フィックの増加が観測されている。

センターサーバの通信量は，ピーク時でも2.6Kbps程
度であり，通信量の負荷集中のスケールはきわめて小
さい。プリント注文全体で平均して4.1Mbpsの帯域を消
費したが，各店舗へのトラフィックは分散され，それ
ぞれ平均100Kbps程度と，通常の家庭用ADSL回線で十
分に余裕をもって処理することができる。実験時の参
加店舗が首都圏に偏っていたことも影響し，郵送セン
ターへの通信トラフィックがやや集中したため，ピー
ク時3.6Mbpsと実際のADSL回線の限界に近い値を示し
ている。
センターサーバへの流入トラフィックは，店舗管理

のための定常的なトラフィックに加え，プリント注文
時の店舗検索によるリクエストによって構成される。
前者は店舗数に比例し，後者はプリント注文件数に比
例する。プリント枚数については，実際の画像データ
がセンターサーバに直接流入しないので影響を受けな
い。

（1）1店舗あたりのセンターサーバへの負荷要求量
定常状態において，センターサーバへのトラフィッ

クは平均0.7Kbpsであった。これは，郵送を含めた21
店舗による管理トラフィックと考えると，1店舗あたり
の負荷要求量は以下の通りとなる。
0.7Kbps／21店舗 = 0.033Kbps／店舗 ・・・(a)

（2）1注文あたりのセンターサーバへの負荷要求量
集中実験において，平均1.5Kbpsのトラフィックで

時間あたり61件の注文を処理している。上記管理トラ
フィックを差し引いて計算すると，以下の通りである。
実際に注文行動を開始して注文完了にいたらないユー
ザも存在するので，これらの計算には実測値を用いる。
（1.5Kbps - 0.7Kbps）／61件 = 0.013Kbps／件・・・(b)

（3）1店舗における注文込みのセンターサーバへの最大
負荷要求量
店舗ADSL下り回線速度を平均2Mbpsと想定すると，

1時間あたりの受注最大枚数は以下の通りである。
530（枚／h・Mbps）×2Mbps = 1060枚／h・・・(c)
注文1件あたりの注文枚数は平均26枚である（当社

調べ）。従って，1時間あたりの最大注文件数は以下の
通りである。
1060（枚／h）／26（枚／件） = 41件／h ・・・(d)
従って，注文トラフィック最大時の1店舗のセンター

サーバへの負荷要求量は以下の通りである。
0.033Kbps + 0.013Kbps * 41 = 0.57Kbps／店舗・・・(e)

（4）1Mbpsで接続するセンターサーバの収容できる店舗数
1Mbps／0.57Kbps = 1750店舗 ・・・(f)

（5）ネットワーク全体でので1時間あたり最受注枚数
1750（店舗数）×1060（枚／h・店舗）= 1,855,000枚／h

月間で計算すると，前章で述べた通りの計算方法で
406,000,000枚の受注能力があることがわかる。

このとき，1枚あたりのセンターサーバ回線コストの
最低値は以下の通りである。
1枚あたりのセンターサーバ回線コスト

= 150,000（円／月）／406,000,000（枚）
= 0.00037円／枚

上記の試算は，センターサーバの回線に対する限界
負荷を想定した試算であり，コスト的には理想的最低
値であることに注意を要する。また，各店舗における
インターネット接続のためのコストが必要であるが，
これはセンターサーバ方式においても，センターサー
バと店舗間を接続するコストと同じであると考えるこ
とができる。

Table 2 Conditions of the heavy traffic experiment.

Table 3 Traffic Analysis.

Fig. 6 Traffic into the center server.
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5. ピア・ツー・ピア方式の通信技術

一般コンシュマー向けADSL回線を用いたピア・
ツー・ピア型のネットワークにおいて，安定したサー
ビスを提供するために解決すべき技術課題と，本研究
における解決方法について述べる。

5.1 DHCPによるIPアドレスの動的割当

コンシュマー向けのインターネット回線のほとんど
は，端末に対して固定的な IP アドレスを付与せず，
DHCPによって動的にIPアドレスを割り当てる。受注
店舗のIPアドレスが頻繁に変化する場合，既存のDNS
によるIPアドレスの解決を行うことができない。ダイ
ナミックDNSによる解決は，伝播タイムラグの存在や
ホスト停止時の検出に時間がかかるため最適ではない。
解決しなければならない問題は，（1）店舗のIPアド

レスが変更されたときに，すみやかに顧客が変更後の
アドレスを解決して接続することができること，（2）
店舗ホストが万一障害などで停止している際に，誤っ
た（古い）IPアドレスを解決して，無関係なホストへ
の接続試行あるいは接続失敗が発生しないこと，の2点
である。
上記問題を解決するために，ホストのIPアドレスを

動的に管理するセンターサーバが必要になる。店舗ホ
スト（ピア）は，センターサーバに接続してその存在
とIPアドレスをセンターサーバに登録しなければなら
ない。しかし，ピアは必ずしも自身のIPアドレスを知
らないかもしれない（下記NATルータ参照）ので，セ
ンターサーバは接続されたTCPのソースアドレスをピ
アのIPアドレスと仮定し，逆に，センターサーバ側か
ら当該IPアドレス宛てに別のTCPセッションを張り，
正しく当該ピアが応答することを確認した後，そのIP
アドレスを当該ピアのものとして登録しなければなら
ない。セキュリティー上の店舗なりすましを防止するた
めに，センターサーバは当該店舗の認証を同時に行う。
さらに，TCP/IP上では通知のないコネクションの切

断を検知することができないので，ピアは十分短い時
間ごとに定期的にセンターサーバにその生存を報告す
る義務を負う。センターサーバは一定期間生存報告の
ないピアを切断状態と判断し，登録から抹消しなけれ
ばならない。

5.2 PPPoE接続の切断

コンシュマー向けのブロードバンド回線の多くは，
回線の確立にPPPoEを用いる。PPPoEはアプリケー
ションで用いるTCP/IPの下部レイヤとなるため，上位
TCP/IP層ではPPPoEの切断を検知することができない。
PPPoEの切断は，局側の工事，不用意な電話線の抜線，
落雷，回線上の雑音などの理由で発生する。PPPoEをブ
ロードバンドルータに処理させる場合，LAN側の端末
からPPPoEの再接続を指示することは一般にはできな

い。従って，ブロードバンドルータ自身にPPPoEの自
動再接続を行う機能がついていることが必須である。

5.3 NATルータ

通常のブロードバンドルータは，ISPから付与される
唯一のグローバルIPアドレスに対して複数台のLAN側
の機器を接続するため，NATルーティングを行う。
NATの存在はいくつかの問題を抱えている。（1）外部
からNATルータを超えたLAN側の機器への接続到達性
の問題，（2）長時間にわたるTCPセッションにおいて，
無通信時のNAT変換テーブルのタイムアウト問題。
外部からの接続をLAN側機器にて受信する方法は

いくつかの方法が存在する。
第一に，店舗側で注文を受けようとする端末につい

ては，NATルータの静的NATエントリを登録すること
で，特定ポート宛てのパケットを特定LAN側IPアドレ
スにマッピングすることができる。この方法が現在の
ところ最も安定である。ただし，ルータの設定変更を
伴うため多少高度な知識を要求する。
第二には，uPNP（Universal Plug and Play）を用いて，

LAN側端末上のアプリケーションからNATルータを検
出し，NATルータに対して動的にマッピングを登録す
る方法である。uPNPに対応したNATルータであれば，
おおむね正しく動作する。しかし，多くのNATルータ
のuPNP機能はNetMeetingアプリのみに対応したもので
あり，動作するものの細かな非互換性を逐次検証して
いかなければならない。また，ルータ機種・設定によっ
て，uPNPによるNATエントリにはタイムアウトがあり，
一定期間内に更新をしなければならない。
第三の方法として，第三者ピアに対してあらかじめ

TCPコネクションを確立しておき，この第三者ピアを
経由してパケットを受信する方法がある。この方法は，
ピア・ツー・ピアネットワーク枠におけるパケット中
継技術であり，重要なキー技術である。
ユーザ間での画像共有，情報交換などの通信におい

ては，ユーザ端末間でサーバを介さないコネクション
の確立がピア・ツー・ピアの本質である。このとき，
ユーザ端末のどちらかがNATルータの背後にある場合
（以降ダーティピアと呼ぶ。同様に，NATを用いず直接
接続されている端末をクリーンピアと呼ぶ），双方向の
単純なコネクションは拒否されるため，ダーティピア
にパケットを中継する中継ピアの存在が必要である。
センターサーバは，各ピア接続時の逆接続診断の結

果により当該ピアが外部から接続できないことを検知
した場合，他の中継可能なピアを指示する。ダーティ
ピアは，指示された中継ピアに中継依頼を要求し，中
継コネクションの確立後，あらためてセンターサーバ
に登録要求を行う。ある一定の割合のクリーンなピア
がネットワーク上に存在すれば，センターサーバで適
切に複数の中継ピアを用いて経路を分散させることが
可能である。
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Fig. 7は，ピアAからダーティピアCに中継ピアBを
介して接続するシーケンスを表したものである。

さて，ピアCから開始されたピアB－C間のTCP接
続は永続的に保持され，ピアBを介して複数の接続を
単一のTCPセッション上に展開しなければならない。
このため，TCP上にピア・ツー・ピアの新たなトラン
スポートレイヤを用意することになる。
さらに，ピアB－C間のTCP接続は，ダーティなピ

アCが外部からのコネクションを受け入れるために長
期間に渡り保持するものであるため，次に述べる二つ
の理由により，このコネクションの維持には新たな診
断プロトコルが必要になる。第一の理由は，中継ピアB
が通知無しに切断される可能性である。この場合，TCP
上でデータを流さない限りピアCは切断を検知できず，
かつピアCは受信待ちでブロックしているため，ピアB
の切断に対して永久に外部からの転送を受けることが
できない。第二の理由は，NATルータの動的NATテー
ブルのタイムアウトである。ピアCのNATルータは，
ピアCからのTCPセッション開始時にポート・IPアド
レス組の変換テーブルを登録するが，中継するルータ
の位置ではこのTCPセッションの寿命を検知すること
ができないため，一定時間の無通信をもって当該NAT
テーブルを破棄する。破棄された後，ピアBからの転
送データが到着した場合，ルータはこのデータを破棄
するし，ピアCはデータを受信できないし，NATテー
ブルが破棄されたことを検出できず，ESTABLISHEDの
ままの状態を保持してしまう。
中継コネクションを維持するためには，ピアB－C間

で定期的に接続確認のパケットを流してタイマのリセッ
ト，および切断検知時のリカバリを行わなければなら
ない。この機能の実装のために，中継TCPコネクショ
ンの上位レイヤには，アプリケーション独自のメッセー
ジを流すための複数のトランスポートの他に，接続維持
のための診断プロトコルを定義する必要がある（Fig. 8）。

5.4 セキュリティー

通信におけるセキュリティーとは，（1）盗聴，（2）
改ざん，（3）なりすまし，の三点の攻撃から安全に情
報を保護することにある。特に，ネットプリントサー
ビスにおいては，個人情報，課金情報をユーザ端末と
店舗端末の間で安全に通信できなければならない。盗
聴および改ざんについては，情報を適切に暗号化する
ことでこれを実現できる。上記で述べたように，中継
ピアの存在を常に仮定しなければならないので，TCP
レイヤは，中継ピアで上位層を中継する必要から完全
に解釈されなければならないため，P2Pのトランスポー
トレイヤにおいて暗号化を実施することが必須である。
通信プロトコルとしては，複数の暗号方式をネゴシエー
トできる必要がある。本研究の実証実験においては，
末端ピア間でのRSA公開鍵暗号によるRC4秘密鍵の交
換を行う方式を採用した。なりすましについては，セ
ンターサーバが認証局となり，それぞれの店舗端末上
のピアを認証することができる。

6. 今後の課題

常時接続のブロードバンドが一般に普及したとはい
え，各家庭のPCが常時起動していることはいまだ期待
することはできない。本研究において，通信回線の分
散化には一定の成果を納めたといえるが，ストレージ
の分散を行うためには，P2Pで接続された家庭のPCが
搭載しているHDDが，P2Pネットワークで利用可能で
あるとはいえない。本研究の実証実験では，P2P方式に
よる画像共有機能を同時に提供したが，規模・期間の
制約があるとはいえ，その中で画像を共有するコミュ
ニティーの形成にはいたらなかった。同一コンテンツ
に対して多数のユーザが興味のあるような場合であれ
ば，広くP2Pのピア間でコンテンツキャッシュを分散す
る方法で解決することができるが，写真コンテンツで
の分散キャッシュの導入はそのコンテンツの利用機会
の少なさから，有効であるかどうかはさらなる技術課
題として研究を要する。
また，ネット上の複数ユーザによる共同作業として

アルバム編集機能を提供したが，本機能はP2Pネット
ワーク上でのトランザクション管理の技術が必須であ
る。本研究中の実験においては，完全にP2Pでのトラン
ザクション管理を達成できず，専用のトランザクション
管理サーバを設置せざるを得なかった。

Fig. 7 Transport sequence via an exchange peer.

Fig. 8 P2P protocol hierarchy.
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7. まとめ

デジタルカメラ，およびブロードバンド環境の普及
に伴って拡大する画像データのネットトラフィックに
対して，画像サービスを実施する立場のネットワーク
コストの大幅なコストダウンの可能性を検証するため
に，P2P技術の研究を行った。
結論として，ネットプリントサービスのように画像

データの転送が主たる負荷であるようなサービスであ
り，サービス提供側において常時起動状態を維持する
ことが比較的容易なサービスにおいては，現実サービ
スとして本技術を適用可能であり，規模を増すごとに
そのコスト削減効果は大きくなる。サービスをこの点
に特化すれば，本研究で用いた通信プロトコルをさら
に単純なものにできるため，実サービスへの適用適合
性は大である。
一方，ネットアルバムを代表とする，比較的長い時

間その状態を保持しなければならないサービスにおい
ては，P2Pネットワークで状態維持のための技術が必須
であり，アプリケーションの適用可能性はさらなる検
討が必要である。
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Abstract

FUJINON has developed a new ultra slim scope called EG-530N, with a minimal Super CCD designed

dedicatedly for endoscopic structure. We aimed two contradictory objectives, smaller size and better image

quality. The former objective was achieved with a new manufacturing technology and the latter was fulfilled

by a 3rd generation Super CCD. As the result we had succeeded in providing EG-530N with an equivalent or

better quality image than the conventional upper GI scope despite its much thinner diameter. EG-530N also

has other features for more accurate diagnosis: 1) high-quality VGA-sized still recorded image. 2) 60

frames/second motion rate picture by progressive scanning. 3) good color reproduction using a primary-on-

chip color filter, and 4) color tone with depth through a newly developed processor EPX-4400.

1. はじめに

上部消化管電子内視鏡（胃内視鏡）は，苦痛の少な

い検査を目的として，体腔内に挿入される内視鏡挿入

部の細径化を重視した開発を行っている。

極細径上部消化管電子内視鏡EG-470N5は，φ9～φ

10mmが主流であった挿入部径を，通常検査に必要な内

視鏡の機能すべてを維持しながら，φ5.9mmまでの細

径化を達成している（Fig. 1）。スリムな挿入部径を実現

することで，鼻からの挿入も可能となり，検査におけ

る患者の苦痛を大幅に緩和している。

今回，超小型スーパーCCDハニカムを電子内視鏡応

用することによって，この細さを維持しながらも，従

来型電子内視鏡と同等以上の画質を実現した極細径上

部消化管内視鏡EG-530Nを開発したので報告する。

**富士写真フイルム（株）電子映像事業部
電子デバイス研究所
〒981-3493  宮城県黒川郡大和町松坂平1-6

**Electronic Device Laboratories, Electronic Imaging
Products Division, Fuji Photo Film Co., Ltd.
Matsusakadaira, Taiwa-cho, Kurokawa-gun, Miyagi
981-3493, Japan

Fig. 1 Distal end comparison.
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2. 開発のポイント

2.1 内視鏡の細径化と高画質化

電子内視鏡の先端部は，被写体の観察を目的とする
対物光学系と照明光学系，送気・送水や吸引を行うノ
ズルと鉗子チャンネルで構成される（Fig. 2）。また，対
物光学系の焦点面には，撮像センサとしてCCDが実装
される。φ 6mm未満の細径化実現には，2.1mm ×
2.6mm以下の外形サイズをもつCCDの採用が不可欠で
ある（Fig. 3）。
そこで，CCDの外形サイズと画質とのバランスを配

慮し，小型で良質な画像を得ることのできるスーパー
CCDハニカム1）を採用することにした。素子の仕様を
Table 1に，画素レイアウトをFig. 4に示す。
画質に関しては，処理後の記録画素数を640×480画

素（VGA）となるように画素を配列させ，小さくとも
飽和レベルを確保できる画素サイズとしては，携帯電
話向けセンサで実績のある3.25μm◇を採用することに
した。
外形サイズの制約と目標とする画質から，受光部サ

イズは1.50mm×1.12mmの1/9.7″フォーマットサイズ
となった。

2.2 CCD素子新規技術開発

本素子開発にあたっては，小型化を実現するための
いくつかの新たな技術開発を必要とした。
①水平CCD（HCCD）狭ピッチ化による端子数削減
内視鏡の細径化を目的としたCCD縮小化のためには，

CCD入出力端子（PAD）の削減化検討が重要である。
本素子では，ラインメモリを廃止することでその制御
用端子（LM）をなくし，トータルの端子数を削減して
いる。携帯電話用センサ用途など，同様な画素サイズ
を持つ従来型では，垂直CCD（VCCD）から水平CCD
（HCCD）への電荷転送を上記のラインメモリ使用によ
り，1本おきに転送する手法をとっていたが，HCCDの
ピッチ半減化によりラインメモリを廃止することができ
た。微細化に関する製造条件の細部検討を行い，2.3μm
まで狭ピッチ化させたHCCDが実現できた（Fig. 5）。
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Fig. 4 Pixel layout.

Fig. 2 Distal end structure.

Fig. 3 Distal end section comparison.

Fig. 5 Block diagram.
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②AMP部レイアウト縮小化
本素子では，素子の小型化を推進した。このための

最優先事項は幅を小さくすることである。従来ソース
フォロワ・アンプはHCCDの左側に配置していたが，
これが素子の幅を広くする原因であった。
新規開発素子ではHCCDの左側には，初段のドライ

バートランジスタのみを配置し，負荷トランジスタな
らびに2段目以降をHCCDの下側に位置するように配置
した。このレイアウトにより，素子幅を2.1mm（スクラ
イブライン込み）とすることができた。
③その他の小型化へのポイント
CCD周辺部分縮小化，端子の一列配列化，などを実

現した。

2.3 開発素子の評価結果

製造条件を最適化することにより，推奨動作条件で
の動作を確認できた。特に，狭ピッチ化したHCCDは
転送効率，転送容量，駆動電圧を目標値に達せさせる
ことができ，今後の関連する素子の微細化への一歩と
もなった。
端子数低減のために，OFD端子は裏面からとったが，

工程上，アセンブリ上，共に何の問題もなく実現でき
た。素子の電気光学特性も目標通りの良好な結果を得
ることができた。
従来センサと同一サイズの画素を採用したが，感度，

飽和レベル，スミア，などの特性もねらい通りに達成
できた。5100K光源1200cd/m2の元でF5.6レンズにて
461mVの感度は，1/9.7″-VGAクラスのセンサとしては
十分高い特性である。
本素子は，12.27MHzの画素クロックにて60フレー

ム／秒の画像を取り込むことができる。パートナーと
なるDSP（ハニカム画像処理LSI）との組合せにて，良
好なVGAサイズの動画像が得られる。チップ写真を
Fig. 6に示す。端子は1列配置としている。これにより
実装基板も小型化でき，極細径内視鏡への適用を可能
にした。主な電気光学特性をTable 2にまとめた。

2.4 内視鏡仕様ならびに画像評価

一般検査向けの電子内視鏡と，超小型スーパーCCD
ハニカム応用電子内視鏡仕様比較をTable 3に示す。本
内視鏡は，本CCDに対応したプロセッサーとの組み合
わせによって病変の識別がさらに容易となり，従来の
内視鏡レベル以上の画質が期待できる。

3. 超小型スーパーCCDハニカム応用電子

内視鏡画像の特徴

3.1 処理後の記録画素数としてVGA（640×
480画素）を実現

VGAクラスの画素数が再現できることで，極細径と
いえども一般検査向け内視鏡レベル以上の解像力を満
たしている。

3.2 高フレームレート実現（60フレーム／秒）

画素を間引くことなく，1画面情報としての全画素を
60フレーム／秒で再現可能である。通常のインターレー

Table 2 Image Sensor Characteristics.

μ

Table 3   Specificatin of Endoscope.

Fig. 6 New package and image sensor.
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スを採用した内視鏡に比較して，静止画像がぶれず，
解像力が向上できる。また，動画性能に関しても，ち
らつきのない，なめらかな動画像が実現できた。

3.3 原色フィルタ採用による良好な色再現

CCD上には，オンチップカラーフィルターとして原
色フィルターを採用した。これにより，濁りのない良
好な色再現，血管などの描写力もさらに向上させるこ
とができる。

3.4 低輝度圧縮による暗部輝度の最適化

プロセッサーに内蔵する画像処理機能との併用に
よって，暗部の描写性能が向上できた。遠景の暗さを，
画像処理によってコントラストを保ちながら明るい画
像として認識を可能とした。これによって，的確な診
断と検査のトータル時間軽減が期待できる。低輝度圧
縮有無による画像をFig. 7，Fig. 8に示す。

4. まとめ

新開発の超小型スーパーCCDハニカムを用いること
で，従来のルーチンスコープと同等の画質を維持しな
がら，極細径内視鏡の開発を行うことができた。
今後も，本CCDを用いた内視鏡の展開と，本技術の

応用によるさらなる細径・高画質内視鏡の開発を進め
ていく。

5. 謝辞

新規スーパーCCDハニカムと極細径内視鏡の開発に
あたり，多くの方々のご協力と励ましをいただいた。
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Fig. 7 EG530N Without image processing function.

Fig. 8 EG530N With image processing function.
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新しいライフサイエンス解析システム　
ルミノイメージアナライザ　LAS-3000 multi colorの開発

伊神　盛志*

Development of a New Analyzing System for Life Science; 
“Luminescent Image Analyzer LAS-3000 multi color”

Seishi IKAMI*

Abstract

In life science study, various methods to visualize a faint light pattern have been used. Especially,
chemiluminescent imaging needs higher sensitivity to detect very low light level that is invisible to the naked
eye even in total darkness. In 1997 Fuji Photo Film's first luminescent image analyzer LAS-1000 has been
released. Since then, cooled CCD imaging has widely prevailed in life science study and the LAS series has
been improved in automatic and easy operation. On September 2002, as second-generation, super sensitive
and versatile luminescent image analyzer LAS-3000 was released. Further on June 2004, LAS-3000 multi
color had 3 independent LED light sources for the first time in the world. In this paper, LAS-3000 multi
color technologies and its applications are presented in detail.

1. はじめに

ライフサイエンス研究の分野では，DNAやタンパク
質などの生体由来物質への標識に蛍光色素や化学発光
基質を使用して，あるいは蛍光を発する性質の遺伝子
を発現させるなどして，その発光パターンを画像化す
ることがある。特に，ウェスタンブロッティングと呼
ばれるタンパク質の検出手法では，化学発光基質を用
いること（以下，化学発光法と呼ぶ）が多い。その発
光は暗闇でも肉眼で検知できないほどの微弱な光であ
るため，多くはX線フィルムへの長時間密着露出で検
出されていた。富士写真フイルム（株）は1997年，そ
れら微弱な発光対象を簡単操作でデジタル画像にする
高感度な冷却CCDカメラシステム；ルミノ・イメー
ジ・アナライザ（Luminescent Image Analyzer System）
LAS-1000を発表した1）。以降，この分野では冷却CCD

方式によるイメージングが定着してきたが，さまざま
なアプリケーションに応えることと，より高感度でよ
り使いやすい製品を目指した新製品LAS-3000（標準タ
イプ）を開発し，2002年9月より発売した2）。その後，
小型で普及タイプのLAS-3000miniを 2003年10月に発
売，標準タイプはさらに励起光源の波長数を増やし，
利用可能な試薬の範囲を広げたLAS-3000 multi colorと
して 2004年 6月よりリニューアル新発売し，多様な
ニーズに応え続けている。

Photo 1 LAS-3000.
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2. 主な仕様とコンセプト

微弱な光を発している静止した被写体を，コンベン

ショナルなカメラやフィルムでイメージングするには

長時間露出を行う。ライフサイエンス分野では，その

感度が高ければ露出時間を短くできるから研究進度を

早めることができる。また，粒状が細やかであれば細

部の変化や違いをいち早く理解することができる。

LAS-3000は高感度と高精細を両立させるため，受光部

面積比率の高い当社独自の高感度320万画素エリアセン

サ＝スーパーCCDハニカム3）を採用した。また，さら

なる高感度実現のために専用の大口径フジノンレンズ

を開発した。従来製品の基本技術の上に透過型UV光源

を与え，multi colorモデルはさらに緑と赤のLED励起光

源を加えた。特に大きく進化を遂げた点は，従来製品

の手動操作部分のほとんどをパーソナルコンピュータ

（PC）から行えるようにしたことである。PCとのイン

ターフェースはUSBを採用し，最新のパソコンに対応

できるようにしたことで高感度・高精細はもちろんの

こと，多用途性とさらなる利便性向上を実現した。い

わば，「簡単！きれいな高感度」がLAS-3000の基本

コンセプトである。

2.1 システム構成

LAS-3000は，カメラヘッド，カメラレンズ，励起光

源と分光フィルタおよび制御・電源部を内蔵したイン

テリジェントダークボックス，操作ソフトウェア（読

み取りソフト）をインストールしたパーソナルコン

ピュータ（PC）から構成されている。カメラヘッドと

インテリジェントダークボックスは，読み取りソフトか

らの露出時間設定，フォーカス調整，フィルタ選択を

始めとするさまざまな動作指示をUSB経由で受け取る。

2.2 ユニット詳細

2.2.1 カメラヘッド

一般に，CCDはその温度を低く安定に保つことで，

露出時間と温度に依存する暗ノイズ（バイアス性ノイ

ズ）を小さくすることができる。LAS-3000のCCDは対

角28mmの大型なCCDで，2段サーモモジュールにより，

室温下で－30℃まで冷却して動作させている。これに

より，30時間に及ぶ長時間露出が可能になった。冷却

動作に伴う放熱は，強制空冷により行っている。

CCDに蓄積された電荷の読み出しは，低速駆動に

よって画素ごとのばらつきである読み出しノイズ（ラン

ダム性ノイズ）を低減できることから，一般的なビデ

オカメラよりも低い1MHzで行っている。このことによ

り，1画素あたり20電子（r.m.s.）以下にノイズを低減

している。

蓄積電荷を複数画素まとめて読み出すことでS/Nを向

上させる方法（ビニング）が知られるが，LAS-3000は

2画素，8画素，32画素，128画素の4段階のビニングが

可能である。

2.2.2 カメラレンズ

LAS-3000専用に，球面レンズ9群12枚構成の，焦点
距離 43mm，Ｆナンバー 0.85 の大口径カメラレンズ
（FUJINON VRF43LMD）を同時開発した。これは，市
販レンズの中で明るいといわれるF1.4のレンズの約2.7
倍に相当する明るさである。さらに，そのイメージ
サークルをCCDの対角長の1.4倍としたことで，周辺減
光比は従来製品比2倍以上となった。このことで，撮影
画像の中央部と周辺部の質感の差を大幅に改善するこ
とができた。

Table 1 Main Specification of LAS Series.

Fig. 1 Schematic Diagram of LAS-3000 system.
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アイリスは開放とF2.8の2段階で，それぞれ微弱光収

録とデジタイズに対応させている。光学的な歪曲は

CCDから読み出した後，固有データを使ってPC側で補

正処理を行っている。この結果，出力画像の歪曲は1％

未満となり，精確な等倍プリントを可能にした。また，

フォーカシングとアイリスはそれぞれパルスモータで

動作し，そのパルス数をインテリジェントダークボッ

クスの制御部に記憶させておく。これにより，前回撮

影条件を呼び出すだけで，フォーカス調整をせずに合

焦した画像を収録することができる。

2.2.3 インテリジェントダークボックス

撮影試料をセットする暗箱（インテリジェントダー

クボックス；以下，IDX）は励起光源，蛍光フィルタ切

換装置，電源および制御基板を内蔵する。さらに，被

写体サイズの設定を撮影距離（結像面であるCCD受光

部から被写体までの距離；共役長）の調節で行うよう

に試料台を電動で上下させる機構を備えている。特に，

励起光源を試料台と一体化させたことで，撮影距離の

違いによる照度の分布変化を解決している。また，設

置場所が狭いなどの制約の多い実験室に置けるように，

基板・機構部分およびサービスポートをIDXの正面と

右側面部に集中させたことで，壁を背にしたコンパク

トな設置が可能になった。試料が直接触れる試料トレ

イは，従来製品と同様に自家蛍光が少なく洗浄の容易

な黒色テフロンコーティングを施している。

2.2.4 落射照明

LAS-3000の落射照明は励起波長ごとに対称な2個の

ユニット1組で構成されている（Fig. 2, Fig. 5）。その各

ユニットの中央に，フォーカシングとデジタイズを目

的とするカクテルLED光源を，そして，その両サイド

に励起用の各波長のLED光源を配した。レンズへの直

入射を防ぐバイザーは，S/N比の高い蛍光画像を得るこ

とに貢献している。また，光源自身が試料の蛍光像に

影響を与えることのないように，すべて，蛍光体を含

まないLEDを用いている。

a．着脱の容易化
2002年 9月発売当時の標準モデルは，主波長460nm

の固定式青色LED光源を搭載していたが，multi colorモ
デルから520nmと630nmの2種を追加した。このため，
すべての光源ユニットを簡単に交換できるように着脱
の容易な仕組みに変更した。

b．励起光の単色化

LEDを平面的に多数を配置することで，薄型で広範

囲に均一照射可能な光源を作ることができるが，スペ

クトル分布に広がりがあるため，特に，発光波長中心

より長波長側の光は蛍光検出の際のノイズとなる。そ

こで，それぞれのLED光源に，波長中心付近より長波

長側をカットする光学フィルタを与えた。Fig. 4にそれ

ぞれのLED光源の分光スペクトルを示す。

c．照明ムラと光パワーの向上
まず，青色LED光源について，試料台中央のマイク

ロプレートのサイズに相当する14cm×9cmのエリアの
照明ムラを10％程度に収めつつ，試料上の光パワーを
上げられるようにシミュレーションを行った（Fig. 5,
Fig. 6）。最後に，実系で検証した結果，ムラは10％以
内に収まり，光パワーも試料台中央のマイクロプレー
トサイズ内で20.3μW/cm2となった。緑と赤のユニッ

Fig. 2 Inside view of IDX.

1. Hook the hanger. 2. Slide in to the arrow direction. 3. Lower the latch.

Fig. 3 3 easy actions to install the light source unit.

Fig. 4 Excitation light source spectra 
The light source consists of an LED combined with an
appropriate filter which cuts the longer wavelength side of
the spectrum to avoid the overlapping with the detected
fluorescence.
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トについても同様に進めた。なお，各ユニット中央部
はフォーカス調整とデジタイズ収録に使用するRGB 3
色を配したカクテルLED光源であるが，これもシミュ
レーションを参考にLED配置を決定した。
Fig. 6の左右の図はそれぞれ試料台全体の光パワー分

布を表現している。検討開始当時（右図）に比べ，LED
の数と配置を再検討した左図では，ムラを抑えたまま
光パワーを約50％向上できる結果が得られた。

Fig. 7にシミュレーション結果を反映して試作した光
源のムラのプロファイルを示す。得られた画像の縦方
向100mmを平均し，最大値を100％として表示した。

グラフの横軸の100mm表示が画像の中央部に相当する。
タイタープレートの長辺に相当する領域（グラフ上の
30mm～170mmに相当）で，10％以内のムラに収まっ
ている。

2.2.5 透過照明

白色LEDによる白色光源と，インバータ点灯のUV
管による主波長312nmのUV光源の2種を用意した。こ
れらも落射光源と同じようにユニットで差し替えが可
能で，銀染色ゲルには白色光源，エチジウムブロマイ
ド染色ゲルにはUV光源というように，目的に合わせて
使用する。

2.2.6 蛍光検出フィルタとフィルタ切替装置

フィルタは代表的なアプリケーションに合わせて専
用に5種用意した。大口径レンズの被写体側に接続する
ため，φ74mmの大サイズとし，M77ねじ込み枠に収め
た。

フィルタ切替装置は，5つまでの専用フィルタが取り
付け可能なホイール状フレームを持っている。その
フレームをカメラレンズの直前で回転させ，そのひと
つのフィルタが選択されると，ホイール状フレームご
とカメラレンズに圧接する動作を行う。これらは，す
べてPC側からの操作で行い，ユーザはフィルタに手を
触れることなく交換することができる。フィルタの取り
替えやレンズの着脱時は，PCからの操作によりホイー
ル状フレームを大きく下方に退避させることで交換作
業を容易にした。

2.2.7 読み取りソフト（ImageReader）

ユーザの接触がもっとも多い操作ソフトウェア（読
み取りソフト）は，従来製品で好評だった固定設定で
すぐに使い始められる「Lite」と，ユーザカスタマイズ
の可能な「Pro」とをひとつのソフトウェアに集約し，
GUI上のボタン一つで切り替えられる設計として利便性
の向上を図った。

Fig. 5 Simulation result for ray tracing (Blue LED unit).

Fig. 6 Simulation result for light intensity localization (Blue LED
unit).

Fig. 7 Measurement result for light intensity localization (Blue
LED unit).

Table 2 Fluorescent Detection Filters for LAS-3000.

For easy operation For customized operation

Fig. 8 LAS-3000 ImageReader GUI.
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撮影動作は，1枚撮り，繰り返し撮り機能のほかに，
多重露出を行う「Increment」モードと，露出時間を16
枚分までさまざまに設定して連続撮りする「Program」
モードを用意した。「Increment」は微弱で露出の程度が
わからないときなどに，「Program」はタイムコースなど
の把握に使うことができる。「Increment」モードの特長
は，発光像が徐々に現れていく途中経過をPCのモニタ
を通して観察でき，ユーザが任意に露出を止められる
点である。これは，現像するまで結果のわからない
フィルム法に対する大きな利点であり，フィルム露出
の過不足による撮り直しや，その撮り直しによって発
光が減衰してしまった試料を再作成しなければならな
いといった無駄を避けることができる。
もう一つの方法として，微弱な発光対象を4秒間，プ

レ露出を行い，その画像の濃度ヒストグラムの上限，
下限から適切な画像濃度とするに足る露出時間を自動
計算して，その露出時間で本撮影する「Auto」も用意
した。これは，発光時間の長い試料に対して有効である。
露出が完了してカメラヘッドから送られた画像信号

は，バックグラウンド補正，シェーディング補正，光
学歪曲補正の各画像補正処理が加わり，画像濃度のヒ
ストグラムから計算した適切なコントラストを与えら
れて，出力画像として表示される。

2.2.8 アクセサリ

従来製品と同様に，LAS-3000にも“ノンパララック
ストレイ”を用意した。Fig. 9 (a) に示すように，通常の
カメラレンズで普通に撮影した場合は周辺部のウェル
の底部が十分に写らない。一方，Fig. 9 (b)のように光路
の中途にフレネルレンズを入れて撮影すると，凸レン
ズの性質により周辺部ほど光軸側に屈折角が大きくな
るため，周辺のウェルも中心部と同じように底面まで
写すことができる。このように，ノンパララックスト
レイは，厚みを持つタイタープレートのどのウェルも
同じように写すことのできる便利なツールである。

2.2.9 バリエーションモデル（mini／UVmini）

化学発光専用機のLAS-3000mini，化学発光法とエチ
ジウムブロマイド蛍光検出兼用のLAS-3000UVminiの
2機種は標準モデルから励起光源と電動機構を省略した
普及モデルである。制御基板と電源は，IDXとは別の
ケースに収め，カメラレンズのフォーカスとアイリス
は手動操作できるようにツマミを追加した。

3. 実例

LAS-3000で撮影された画像を3例取り上げる。ここ
での画像定量ならびに画像重ね合わせは，当社製品の
画像解析ソフトウェア“Multi Gauge ver.3.0”を用いた。

3.1 化学発光法
Fig. 10に，ルミノール系の発光基質による検出比較

事例（データ：当社I&I事業本部　ライフサイエンスグ
ループ　カスタマーサポート）を示す。LAS-3000（◆），
フィルム（▲）共，2分間の露出を行った。LAS-3000
はアプライ量の少ない部分についても同程度に写し出
すことができており，フィルムと同等の感度を有する
ことを確認できた。また，フィルムで濃度的に飽和し
ている領域においても，LAS-3000は直線性を失わずに
対応しており，フィルムよりも広い範囲にわたって良
好に定量できることがわかる。

Fig. 9 Theoretical explanation of non-pallarax tray.

LAS-3000mini LAS-3000UVmini

Photo 2 Variation models: LAS-3000mini & LAS-3000UVmini
LAS-3000UVmini has the expansion bay for common
light source on the market.

Fig. 10 Comparison of LAS-3000 and X-ray fi lm images in
chemiluminescent detection.
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3.2 蛍光法
SYPRO Rubyはタンパクすべてを染色し，Pro-Q

Diamondはリン酸化タンパクのみを染色して蛍光発光す
る性質を利用して，青色励起光源でSYPRO Rubyを励起
した蛍光画像（青で表現）と，緑色励起光源でPro-Q
Diamondを励起した蛍光画像（緑で表現）を重ね合わせ
た（Fig. 11）。特異的なタンパクの泳動バンドを，励起
光を切り替えることによって識別できている。

3.3 デジタイズ
発光メンブレン試料に標準試料としての染色マーカー

が添えられている場合，X線フィルム法ではオリジナル
試料に発光パターンの写った現像済フィルムを直接重
ねて標準試料と検出試料との関係を調べていた。LAS-
3000ならば，発光パターンの撮影完了後，白色光を照
射して染色マーカーの画像も収録し，電子データであ
る2つの画像をディスプレイ上で重ねればよいだけだか
ら，画像検討をすぐに行える上，データの保存も容易
である。LAS-3000 ImageReader LITE（読み取りソフト）
はこの2回の画像収録を1回の撮影スタート操作で自動
的に行うことができる。
Fig. 12に染色マーカーとマウスIgGのウェスタンブロッ

ティングの重ね合わせ例（データ：当社 I&I事業本部
ライフサイエンスグループ　カスタマーサポート）を
示した。モノクロ画像はメンブレンと標準マーカーを示
し，擬似カラー部分はECLTMによる発光パターンである。

4. まとめ

スーパーCCDハニカムを冷却・スロースキャンして，
高感度・高精細で低ノイズな画像を出力できる冷却
CCDカメラを開発した。これをベースに，大口径レン
ズと多種類の励起光源，分光フィルタを新開発し，操
作の自動化・容易化を推し進め，新しいライフサイエン
ス研究用画像解析システムLAS-3000 multi colorを開発
した。化学発光法で，X線フィルム密着露出同等の感度
と，フィルム法ではなしえなかった広範囲の定量を可
能にした。さらに，蛍光法では，透過UV光源のほかに，
交換容易なLED落射励起光源を3種開発し，多重染色
などの多様なアプリケーションに対応できるように
なった。また，多重露出やプログラム撮影モードを加
え，多用途性と使いやすさを実現した。このような高
性能は，メンブレンやゲルの試料撮影はもとより，ドー
ピング検査4）や，マウスなどの生物を生きたままでイ
メージング5）する方面への応用など，ライフサイエン
ス研究のさまざまな場面でその発展と進歩に大いに貢
献することを期待している。
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Fig. 11 Overlaid image of phosphorylated proteins stained 
by Pro-QTM Diamond and SYPRO Ruby.
(Data courtesy of Dr. Atsuhiko Ishida, Department of
Biochemistry I, Asahikawa Medical College.)

Fig. 12 Overlaid image of prestained protein molecular weight
marker and mouse IgG western blotting using ECLTM.
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る電極には銀-塩化銀電極が用いられている。この銀-塩
化銀電極の製造では化学的酸化法を採用しており，そ
の酸化剤として重クロム酸カリを用いてきた。重クロ
ム酸カリウムは酸化電位が高く，均一処理が可能で，
また，十分な電極性能も得られることから広く一般的
に用いられている。
しかし，その半面，重クロム酸カリウムは毒性が強

く，発ガン作用も有するため，保管管理，取り扱い，
廃液処理などには細心の注意を払う必要があった。ま
た，近年地球環境保全の観点から，環境汚染リスクを
軽減することが強く求められるようになってきた。こ
のような背景から，また，当社の掲げる「富士フイルム
グループ　グリーン・ポリシー」にのっとり，重クロム
酸カリウムを用いない，より安全で環境負荷の少ない
製造方法の開発を行った。
種々の酸化剤について，銀の酸化能力，およびこれ

を用いて電極を作成したときの電極特性，製造適性，
環境負荷を評価した結果，キレート化剤で3価の鉄を
キレート化した，1，3-ジアミノプロパン四酢酸・鉄・
アンモニウム・一水塩（PDTA・Fe（Ⅲ））が重クロム
酸に替わる酸化剤として最も適していることがわかっ

富士ドライケムNa-K-Clスライドの製造工程における
重クロム酸カリウムの代替

寺嶋　正明*，韮澤　光治*，高橋　修一*，瀬志本　修*

Replacement of Potassium Dichromate in the Production of 
FUJI DRI-CHEM Na-K-Cl Slide

Masaaki TERASHIMA*,  Mitsuharu NIRASAWA*,

Syuichi TAKAHASHI*,  and  Osamu SESHIMOTO*

Abstract

A new manufacturing method for Ag/AgCl electrodes which comprise FUJI DRI-CHEM Na-K-Cl Slides
has been developed without using potassium dichromate. Potassium dichromate has long been used so far in
the manufacture of the Ag/AgCl electrode, because it is an excellent and useful reagent for oxidizing silver
to silver halides. 

However, hexavalent chromium compounds are generally toxic and may be fatal if absorbed through the
skin, swallowed or inhaled. On the other hand, there has been increasing demand for securing not only
human health but also earth environment. Therefore, it is strongly required to seek an alternative as soon as
possible for environmental conservation as well as hazard reduction.

1,3-Diaminopropanetetraacetic acid ferric ammonium salt monohydrate (PDTA･Fe (Ⅲ)) is found to be
an ideal substitute for potassium dichromate. It oxidizes silver effectively while reducing the aforementioned
risks. Electrodes produced with PDTA･Fe (Ⅲ) proved to behave as well as those with potassium
dichromate.

1．はじめに

物質濃度を電位差測定法で測定する場合，測定対象
物質の濃度に応じた電位を示す測定電極と，その電位
を測定する際の基準となる参照電極とが必要となる。
水素電極は電極電位の基準として精密な電位測定に用
いられるが，通常はより簡便な銀-塩化銀電極が用いら
れる。この銀-塩化銀電極の作成には，電気分解法の他，
化学的酸化法もいくつか1），2）提案されている。
血液中のナトリウム,カリウム,クロルイオンの測定を

目的とした富士ドライケムNa-K-Clスライドには3種類
のイオン選択電極が組み込まれており，その基礎とな
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た。酸化電位は重クロム酸カリウムに比較するとかな
り低下するため，これに伴う問題点もいくつか生じた
が，設備の再設計，反応条件の最適化などにより克服
した。スライドの臨床特性（同時再現性，相関性，干
渉物質の影響など）は，従来タイプと同様，良好な結
果が得られた。

2．血液中の電解質イオン（Na+，K+，Cl-）

測定の概要

2.1 臨床的意義

血液中にはブドウ糖，アルブミン，リポ蛋白，酵素，
電解質など，さまざまな成分が含まれており，生体の
機能維持に重要な役割を演じている。これらの成分濃
度は，疾病の状態に応じて変化するので，その濃度を
知ることができれば，診断上きわめて有用な情報とな
る。血液中の電解質（Na，K，Clイオン）は水分調整，
浸透圧および酸・塩基平衡の維持に関係する重要な成
分であり，その濃度を測定することによって飢餓・脱
水症状，腎不全，アジソン病，ネフローゼ症候群，ア
シドーシスなどの病態の把握に役立つ3）。

2.2 測定方法

臨床検査でNa，Kイオン濃度を測定する際には，従
来，炎光光度法が用いられてきた。これは炎色反応を
利用したものであり，再現性が良いことから広く用い
られてきたが，装置が大型であること，室内でガス
ボンベを用いるなどの点から，維持管理がより簡便な
イオン選択電極を用いる方法に変わりつつある。富士
フイルムにおいても，血液中のNa+，K+，Cl-イオン測
定用として乾式多層フィルム型イオン選択電極を用い
た，富士ドライケム800システム（FDC800システム）
を開発し4），ベッドサイド，ICU，夜間・緊急検査など
で広く使用されている。イオン選択電極はこれまでに
Na，K，ClのほかにCa，pHなど 5）多くの種類が開発
され，臨床検査の現場でも実用化されている。富士ド
ライケムシステムは，測定に液状試薬を用いないこと

からドライケミストリーとよばれ，現在，臨床検査の
一分野を築いている。

3．富士ドライケムNa-K-Cl スライドの構

成と測定原理

3.1 構成

富士ドライケムNa-K-Clスライドの構成をFig. 1に示
す。Na+，K+，Cl-イオン測定用の3種類のイオン選択電
極が1枚のスライドに組み込まれ，1つの検体について
同時に3項目測定可能である。試料として全血，血漿，
血清，尿を用いることができ，専用アナライザー富士
ドライケム800，3500，7000と共に用いる。

個々の電極の構成をFig. 2の（a），（b），（c）に示す。
支持体（ポリエチレンテレフタレート（PET））ベース
上に銀層があり，その上層部にAgCl層が形成されてい
る。さらにその上層には電解質層（ただし，Cl電極に
は無い）があり，最上層には，測定対象となるイオン
の種類に応じたイオン選択膜が積層されてイオン選択
電極を構成する。この多層一体型のイオン選択電極に
液分配部材，液絡形成部材を付加して測定に用いる。

3.2 測定原理

富士ドライケムNa-K-Clスライドの各電極は，まった
く等価な一対の電極を用いた示差式電位測定法に基づ
いている。左右同一の電極対のうち，左側を参照電極，
右側を試料電極と呼ぶ。参照電極には，濃度既知の参
照液を点着する。試料電極には血液などの被検液を点
着する。参照電極には参照液中のイオン活量に応じて
一定の電圧（Eref.）が発生する。Eref.はネルンストの式
に従い，（1）式で表される。試料電極は被検液のイオン
活量に応じた電圧（Esample）が発生し，Esampleは（2）式
で表される。参照液と被検液は液絡形成部材（ブリッ

 

Fig. 2   Structure of Na, K and Cl-electrodes.

Fig. 1   FUJI DRI-CHEM Na-K-Cl Slide structure.
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ジ）を介して液絡を形成し，電気回路が成立する。そ
れぞれの電極端子間の電圧差（E）は両者の差として観
測され，（3）式で表される。（3）式から被検液中の未
知のイオン活量（Asample）を求めることができる。

Eref.=E0 + (N/z)・Log (Aref.) （1）
Esample = E0 + (N/z)・Log (Asample) （2）
E = Esample－Eref. = (N/z)・Log (Asample/Aref.) （3）

Eref. ：参照電極電位
Esample ：試料電極電位
E0 ：標準電極電位
Aref. ：参照液中のイオン活量
Asample ：被検液中のイオン活量
N ：ネルンスト係数
z ：イオン価数

3.3 イオン選択電極の製造工程

イオン選択電極の製造工程をFig. 3 に示す。まず，
PETベース上にスパッタリングにより銀層を形成した銀
ベースを作成する。次に，その中央部の銀を除去して絶
縁し，互いに等しい一対の銀ベースとする。これを酸化
剤と塩化物が溶解した処理液中に浸漬し，上層部分を酸
化-ハロゲン化してAgCl層を形成する。その際，端子部
分は被覆しておく。その上部に電解質層，イオン選択膜
（ISM）を積層してイオン選択電極が出来上がる。電解
質層，ISMの積層には写真フィルムの製造で培った高度
な塗布技術を応用し，優れた均一性を確保している。

4．代替化

4.1 代替物質の選択

銀の酸化剤については，すでにすぐれた解説もなさ

れており6），これらの中から，1. 環境影響，2. 電極性能，

3. 製造適性の観点から数種類選び出し，過マンガン酸

カリウム，過酸化水素，PDTA・Fe（Ⅲ）の3種類を試

験候補として取り上げた。過マンガン酸カリウムは重

クロム酸カリウムに匹敵する酸化電位を有することか

ら選択した。過酸化水素は，反応後は水となる（下式

（3））ので，他の酸化剤に比べて環境影響の面で優れて

いることから選択した。PDTA・Fe（Ⅲ）は，酸化電位

は低くなるものの，安全性が高いこと，水に溶解しや

すく反応溶液の調整がしやすいことから選択した。

K2Cr2O7 +  14HCl  +  6Ag →
2CrCl3 +  7H2O  +  6AgCl  +  2KCl ・・・（1）

KMnO4 +  4HCl  +  3Ag →
3AgCl  +  MnO2 +  KCl  +  2H2O ・・・（2）

4H2O2 +  4Ag  +  4NaCl →
4AgCl  +  4NaOH  +  2H2O  +  O2 ・・・（3）

PDTA・Fe3+ +  Ag  +  NaCl →
PDTA・Fe2+ +  AgCl  +  Na+ ・・・（4）

4.2 酸化剤の種類と銀-塩化銀電極の特性

上記酸化剤を用いて銀-塩化銀電極を作成し，それら

の組成を蛍光X線分析装置（セイコー電子工業（株），

SEA2001）を用いて分析した（Table 1）。重クロム酸カ

リウム，過マンガン酸カリウムは，重金属の混入比率

が高い。おそらく，一部，重クロム酸銀，過マンガン

酸銀が生成したものと考えられる。一方，過酸化水素

は当然ながら他元素の混入はまったく認められなかっ

た。PDTA・Fe（Ⅲ）は痕跡程度のFeの混入が認めら

れた。

銀-塩化銀電極はまた，Clイオン選択電極の特性を持

つので，Clイオンに対する電位応答性を調べ，それぞ

れの電極の電気化学的な特性（応答速度，再現性）を

Fig. 3 Manufacturing process for the multi-layer ion selective
electrode.

Table 1   Elemental Ratio of AgCl Prepared with Various Oxidizers.
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Fig. 4   E.m.f response of Ag/AgCl electrodes prepared with various oxidizers.

比較した（Fig. 4）。過酸化水素，PDTA・Fe（Ⅲ）は速

い応答性と良好な再現性を示した。これに対し，過マン

ガン酸カリウムは電位が安定せず，その結果，再現性も

悪く，実用性に乏しい結果を得た。重金属の混入が，

電極性能に悪影響を及ぼしていると推定した。以上の結

果から，酸化剤として過酸化水素，PDTA・Fe（Ⅲ）に

しぼり，さらに製造適性，電極性能などの評価を行った。
Fig. 5は過酸化水素，PDTA・Fe（Ⅲ）を用いて作成

したAgClの形状を，重クロム酸カリウムのものと比較
したものである（JEOL，FESEM6700F）。重クロム酸カ
リウムに比べ，PDTA・Fe（Ⅲ），過酸化水素の塩化銀
の粒子は緻密な表面構造を有し，また粒径分布も少な
い。塩化銀の粒径は過酸化水素のものがもっとも大き
く，最大約1μmであった。ただし，過酸化水素の塩化
銀には処理欠陥が多く見られ，その部分の電極電位は
異常を示すという深刻な問題が明らかになった。部分
的に酸化銀が生成し，この部分でハロゲン化が進みに
くくなり，処理欠陥が生じるものと考えられる。異常
電位の発生は，製品の信頼性を損ねる重大な問題であ
り，その解決は重要課題であった。しかし，この処理
欠陥は容易には克服できず，製造適性に乏しいと判断
して採用を断念した。最終的に，PDTA・Fe（Ⅲ）を代
替候補とした。
PDTA・Fe（Ⅲ）の酸化電位は，重クロム酸カリウム

に比較し，かなり低下する。それぞれの酸化電位は最
適な製造条件下で，重クロム酸カリウムが約750mVで
あるのに対し，PDTA・Fe（Ⅲ）は約450mVであった。
これに伴い，処理ムラの発生，反応時間の延長，塩濃
度上昇に伴う腐食性のアップなどいくつかの問題点が
顕在化したが，処方の最適化や設備改良などの対策に
より，安定製造が可能となった。

4.3 PDTA･Fe（Ⅲ）による塩化銀形成反応

PDTA・Fe（Ⅲ）による酸化反応を最適な条件に設定
するため，塩化銀形成反応に関係する個々の要因につ
いて調べた。
（1）PDTA・Fe（Ⅲ）濃度依存性（Fig. 6）
PDTA・Fe（Ⅲ）の濃度と塩化銀生成量との関係を調

べた。塩化銀生成量は蛍光X線分析装置（前出）によ
りCl 元素の分析強度として求めた。100mMまでは
PDTA・Fe（Ⅲ）の濃度増加と共に塩化銀の生成量は急
速に増加するが，それ以降緩やかに増加する。

Fig. 5   AgCl particles  prepared with various oxidizers.

Fig. 6 Dependence of AgCl - forming reaction on PDTA・Fe(III)
concenteration.
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（2）NaCl濃度依存性（Fig. 7）
NaClの濃度と塩化銀の生成量の関係は，PDTA・Fe（Ⅲ）
と同様の傾向を示した。

（3）pH依存性（Fig. 8）
pHは塩化銀形成には強く関わり，6.0以上では塩化銀

生成量は急速に減少する。また，pH1.5以下ではFe3+が
キレート化剤から外れて沈殿物を生じやすく，安定な
溶液を成さない。

これらの結果から，PDTA・ Fe（Ⅲ），NaCl 共に
100mM以上，pH1.5-6.0で安定して塩化銀の形成が可能
であることがわかった。

5．臨床性能

次に，PDTA・Fe（Ⅲ）を製造工程中に組み込んで製
造した，富士ドライケムNa-K-Clスライドの臨床性能を
調べた。
（1）同時再現性
ヒト血漿を用いて繰り返し測定したときの測定値の

再現性（同時再現性）をTable 2に示す。Na，K，Clい
ずれもCV0.5～1.5％と良好な性能を示し，また，従来
品（重クロム酸カリウムによる製造品）とほぼ同等で
あった。

CV（Coefficient of variation）＝SD／Average (％)

（2）相関
ヒト血漿多検体を用いて従来品との相関を調べた結

果，Na，K，Cl 共に良好な相関関係がが確認できた
（Fig. 9）。ヒト全血でも同様の結果が得られた（データ
未掲載）。PDTA・Fe（Ⅲ）を用いて製造した電極は，
従来品と同等の測定値が得られることがわかった。

（3）干渉物質の影響
塩化銀生成の反応条件の変更は，特に，Cl電極にお

ける他のハロゲン化物の影響の受け方に違いが生ずる
可能性がある。Fig. 10は，Cl電極に対するBrイオン
およびIイオンの影響を従来品と比較したものである。
BrイオンおよびIイオン濃度が増加するに従い影響が認
められたが，従来品との比較において両者に差は認め
られなかった。

Fig. 7   Dependence of AgCl forming reaction on NaCl concenteration.

Fig. 8 Dependence of AgCl forming reaction on pH of the
oxdizing solution.

Table 2 Reproducibility of FUJI DRI-CHEM Na-K-Cl Slides Manufactured
by Using Potassium Dichromate and PDTA・Fe(III)  for Human
Plasma.

Fig. 9 Correlation between electrodes manufactured with potassium
dichromate and PDTA・Fe(III)  for human plasma.

Fig. 10   Effect of interferences on Cl-electrode.
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6. まとめ

「富士フイルムグループ　グリーン・ポリシー」は，
“持続可能な発展”を21世紀の地球，人類，企業にとっ
ての最重要課題と位置づけ，これを実現するための行
動指針のひとつとして環境負荷の低減と安全確保の推
進を掲げている。今回，行った重クロム酸カリウムの
代替化研究はその実践である。
重クロム酸カリウムは，優れた酸化力を有すること

から長年製造に使用してきた。当初，品質の安定して
いる工程を根本的に見直すことは経済的なメリットが
少なく，リスクのみが大きい冒険と考えられたが，地
球環境問題が深刻化する中で企業の果たすべき責務の
遂行は一刻の猶予も許されない，との見地に立ち，代
替化に踏み切った。
重クロム酸カリウムの使用を中止し，酸化剤として

PDTA・Fe（Ⅲ）を用いることで，環境影響の軽減，安
全性の向上を実現したが，同時に再生利用の可能性も
生まれた。すなわち，還元されたFe（Ⅱ）をエアーバ
ブリングなどによりFe（Ⅲ）に再酸化することで繰り
返し使用が可能となり，さらに省資源，環境影響の軽
減の道が開けた。今後もこのような改善を積み重ねて，
“持続可能な発展”を確かなものにしていきたい。
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プリズム一体型チップを用いる高S/N SPRセンサ
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Highly Sensitive SPR Sensor Using a Monolithic Prism Tip
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Abstract 

We report about high S/N surface plasmon resonance (SPR) using monolithic prism tip. To achieve
higher S/N ratio, we developed multi-PD differential detection technique and wavelength locked laser light
source. We also developed monolithic prism tip to obtain easier tip handling. The high sensitive biological
sensing by using our technologies is demonstrated.

1. はじめに

ゲノムやプロテオームの進歩により，医療診断や創薬
の手法は大きく変わりつつある。特に，蛋白どうしの
結合観測からは，学術的な基礎データから医療診断な
どの応用展開にいたるまで，非常に重要な情報が得ら
れるため，結合反応を検出するための手法が多数，開
発されてきた。代表的な手法として，色素などで標識
した物質が，基板に固定した特定物質と結合したかど
うかを検出する方法がある。この方法は，長年の改良
により精度も高く，最も多用されている。一方，蛋白
どうしの結合反応は標識物質によって阻害されること
もありうるため，無標識で観測する方法が強く望まれ
ている。無標識かつ高感度のバイオセンサとして，表
面プラズモン共鳴（SPR : Surface Plasmon Resonance）1）-5）

が期待され，1990年代から実用化が行われてきた。し
かしながら，現段階のS/Nが，薬剤などの探索に対し
て必ずしも充分とはいえないことや，プリズム光学系
を用いることによるチップ交換性の悪さなど，解決す
べき課題も大きい。本報告では，われわれがSPRの高
S/N化のために開発した高感度光学測定光学系および，
交換性向上のために開発したプリズム一体型チップに
ついて述べる6）-7）。

2. SPRの原理

まず，クレッチマンタイプのSPR4）の原理をFig. 1を
用いて説明する。透明誘電体/金属/試料という構成にお
いて，透明誘電体から金属界面に光が入射すると，光
の電場によって金属内に量子化された自由電子の集団
運動が誘起される。これをプラズモンと呼ぶ。いま，
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ときに，入
射光とプラズモンとの共鳴が起こり，これは表面プラ
ズモン共鳴（SPR）と呼ばれる。

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

ここで，ωは光の角周波数，cは真空中の光速である。
通常，θは全反射角よりも大きいため，このような条
件の入射条件を得るためにはプリズムが用いられる。

Fig. 1 Schematic of SPR.
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SPRが生じると光のエネルギーは金属内の自由電子の
運動に結合し，金属に吸収されてしまうため，全反射角
であるのにもかかわらず，反射光が減衰するという現
象が観測される。たとえば，Fig. 1で示すような光学系
においては，全反射光の中の暗線として観測される。
（1）式からわかるとおり，共鳴角θは試料の誘電率によ
って変化する。もしも，金属表面上で試料が何らかの
反応を起こし，誘電率が変化した場合にはθも変化す
るので，暗線の位置変位を計測することで反応の程度
が推定できる。また，SPRの状態が試料から摂動を受け
る距離は，金属界面から数百nm以下であるため，表面
近傍での変化のみをとらえることができるということ
がこの方法の大きな特徴となっている。これらの特徴
により，SPRを用いることによって，無標識かつ無洗浄
のセンシングが可能となる。
上記のような特徴を有している一方，SPRセンサでは，
光源の波長変動などによるノイズがS/N低下の原因とな
る。このため，無標識バイオセンシングとして期待さ
れていながらも，普及が進んでいないのが現状である。

3. SPRセンシングの高S/N化

われわれは，信号の高S/N化の手段として，差分型検出
法によるSPRの暗線測定法および，波長高安定レーザ光
源を開発した。
まず，差分型検出法について述べる。SPRの検出とし
て従来から用いられる方法としては，CCDによる暗線
検出法と，暗線中の一定角度点の信号変化を測定する
方法がある。前者の方法を用いれば容易に暗線の最小
位置を検出することができるが，CCDの分解能によって
感度の限界が決まってしまうことや，スイッチング
ノイズなどの影響を受けてしまうなど，高いS/Nを得る
ことがむずかしい。後者は，アナログ検出であるので
高い感度が期待できるが，SPRの中心位置を同定すること
が難しい。今回，開発した差分検出法は，暗線位置の同
定と高感度を両立する方法である。原理をFig. 2に示す。
2個のフォトダイオード（PD）でSPRの信号を測定し，
両者の信号をリアルタイムで差分すると，その信号は
SPR信号の微分と対応する。したがって，測定信号強度
の変化によって，暗線の極小値の同定が可能である。
また，PDと暗線の位置が適切な関係にあれば，差分値
は0近辺になるため，大きな増幅率で高感度検出を行う
ことが可能となる。さらに，この方法は，2つの検出器か
らの信号をリアルタイムで差分測定するため，電源な
どから混入するノイズが軽減されるというメリットが
ある。このような測定を行う場合，暗線位置が大きく
移動してしまうと，検出可能範囲からはずれてしまう
という欠点がある。これを克服するために，われわれは，
複数のPDが並んだPDアレイを用い，常にその中の最
適点で差分を行う方法を新たに開発した。その動作原理
をFig. 3を用いて説明する。PDがn個並んだアレイ素子
を用いる場合，まず，1と2，2と3・・・・，n-1と n
の間で差分信号を測定する。差分信号は，SPR信号の微

分と対応する。暗線の最小値周辺での微分値は0に近づ
くので，前後の信号との対応を見ながら，このチャン
ネルを測定ポイントとして設定し，以後，このチャン
ネル固定で測定を行う。Fig. 3ではチャンネルcが測定
ポイントとなる。実際の測定では，SPRの暗線の角度変
化はわずかであるので，このように最初に測定PDを決
定してしまえば，あとはその位置固定で測定が可能と
なる。本報告の実験では，24素子のフォトダイオード
アレイを使用した。
次に，高S/N化のためのもうひとつの手段として用い

た波長安定化レーザ8)について述べる。SPRにおいては，
照射光の波長の純度が高いほど生じる暗線がシャープ
になるため，より高い感度が得られる。そのため，
レーザ光源が用いられる場合が多いが，レーザ光源の
波長変動によってS/N低下が生じる。（1）式には波長に

Fig. 2 Schematic of 2-PD differential detection.

Fig. 3 Schematic of Multi-PD differential detection.
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よる変動要因は含まれないが，実際には，プリズムの
屈折率n，金属膜の誘電率εm，サンプルの誘電率εsが
波長に依存して変化するため，光源の波長が変動すると
SPR信号も変動する。この信号は，結合反応とは異なる
信号であるので，測定においてはノイズとなってしまう。
特に，SPRで用いる金，銀などの金属の誘電率は波長分
散が大きいため，光源の波長変動の影響は大きい。たと
えば，半導体レーザの波長が0.01nmシフトするとSPR
では屈折率変動換算で5×104以上のノイズとなる。実
用的には10-5以下が観測できる感度が望まれるため，
このようなノイズは致命的である。われわれは，この
ノイズを抑制するために，Fig. 4に示す独自開発の波長安
定化レーザをSPR測定の光源として用いた。

このレーザは，半導体レーザから発した光の一部を
反射ミラーで戻し，再度半導体レーザにカップリング
する構造となっている。光を戻す光路内に波長λ1の光
のみが透過する波長選択フィルタを入れることで，
半導体レーザの発振波長をλ1に制御することができる。
Fig. 5に波長安定化レーザを用いた際の効果を示す。光
フィードバックをカットし，フリーランニングで発信
しているときには，レーザの発振波長が不安定であり，
それに伴い，SPR信号のノイズも大きくなる。これに対
し，光フィードバックを行ったときには，レーザの発
振波長がシングルモードで安定し，SPRの信号もフィード
バック無しの状態に比べて1桁程度よくなっていること
がわかる。

4. プリズム一体型センサチップ

われわれは，チップ交換の容易化のための方法として，
プリズム一体型チップを開発した。SPR測定において
は，全反射条件を得るために，通常，プリズムが用い

られるが，ガラスのプリズムは高価であるため，プリ
ズムを固定し，平板状のチップを交換する方法が一般
的である。この場合，プリズムとチップの界面に空気
層があると反射が生じてしまうため，これを防ぐために，
液体などによる屈折率マッチングが必須となる。この
ような屈折率マッチングは，チップのハンドリングの
煩雑さにつながるばかりではなく，交換時のゴミ混入
によるノイズの原因になってしまうなどの欠点を有し
ている。われわれは，これらの欠点を解消するために，
Fig. 6で示すようなプリズムと測定面，およびサンプル
保持部が一体となった樹脂センサチップを開発した。
センシング部は，50nmの金蒸着膜を形成した構造となっ
ている。通常，樹脂の射出成形を行うと，樹脂内の応
力によって屈折率の不均一性や偏光の乱れによる信号
のS/N低下が生じる。そこで，われわれは光弾性定数の
小さな特殊な樹脂を用いてチップを作製した。この
センサは，サンプル保持部も一体となっているため，
測定前のセンサ面の表面処理や液交換などをオフライン
で行い，測定のみをオンラインで行うことができる。
このような測定手順を実施することで，多数のサンプル
を測定するときのハイスループット化も可能となる。

5. 実験結果

まず，屈折率感度を測定する実験の結果について述
べる。Fig. 7と Photo. 1に測定系を示す。実験サンプル
としてはショ糖で屈折率を調整した溶液を用いた。実験
から本システムのS/Nを評価した結果を示す。Fig. 8に
示すとおり，S/N=1に対応する屈折率変化は10-6である。
この測定におけるノイズには，長時間で変動するドリ
フトが含まれている。ドリフト成分は，リファレンス
を用いることで軽減することが可能である。われわれ
の見積もりでは，リファレンス法の導入によって，さ
らに1桁程度，検出限界をあげられる可能性を示す結果
を得ている。
次に，結合反応の測定実験について述べる。サンプ

ルとしては，抗原抗体反応を示すアビジンとビオチン
を用いた。実験は以下の手順で行った。まず，SPR

Fig. 5 Effect of wavelength locking.

Fig. 4 Schematic diagram of wavelength locking of LD due to
external optical feedback.

Fig. 6 Schematic diagram of the monolithic SPR tip.



チップの金属膜上にレセプタとなるアビジンを固定す
る。次に，この固定化表面にPBSバッファ液を充填し，
そのとき得られるSPR信号をベースラインとする。そ
の後，ベースライン測定を行ったのと同じ組成のバッ
ファ液にビオチンを溶かしたサンプルを加える。Fig. 9
に実験結果を示す。アビジンにブロッキング材を加え，
ビオチンが結合しないようにしたサンプルと比べ，ブ
ロッキングしていないサンプルではSPR信号が明らか
に変化していることがわかる。従来のSPRでは，ビオ

チンのような低分子蛋白の測定は難しいとされていた
が，われわれが開発したSPR測定装置によって，容易
に観測することが可能となった。なお，金属膜上への
蛋白固定方法を改良すれば，さらに高いS/Nが得られる
ことが期待できる。

6. まとめ

高性能のSPRセンサを目指し，角度差分検出および
波長安定化レーザを用いたSPR測定系，およびプリズ
ム一体型チップを開発した。本システムにより，高S/N
の測定を実現することが可能となった。今後は，シス
テムトータルとしての高スループット化やさらなる高
S/N化に取り組む予定である。
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Fig. 7 Configuration of the experimental setup.

Fig. 8 Experimental result of S/N evaluation.

Fig. 9 Responses to the immunoreactions for avidine and viotine.

Photo 1 Experimental setup.
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Abstract

In February 2004, Fuji Photo Film launched a new thermal CTP system “HN-N” for newspaper printing
sector, which is characterized by reducing the first plate-making time, the enhanced stability in terms of
exposure, processing, etc. and the environmental performance. These characteristics are attained by the
following three main technologies.

1. Highly efficient polymerization technology to eliminate pre- and post-heating processes.
2. Highly reactive initiator system for radical polymerization, which provides the stability against

ambient humidity and storage stability.
3. Technology for precise control of the oxygen content in the sensitive layer, which provides a sufficient

safelight tolerance under room-light condition.
We report the features of this system and related technologies.

1. はじめに

国内新聞社のCTP（Computer To Plate）化は，1992年
に朝日新聞社がNEC，三菱製紙と共同でOPC（Organic
Photoconductor）システムを実用化したのを始め，1996
年の日経新聞社OPCシステム採用，2001年の信濃毎日
新聞社フォトポリマーシステム採用および高知新聞社
銀塩システム採用と続いた1），2），3）。しかし，いずれ
のシステムもコンベンショナルシステムの品質安定
性・生産性レベルに到達しておらず，新聞社のCTPシ
ステム導入が一時停滞した。
その後，2003年に読売新聞社が松下電送，KPGと共

同でサーマルシステムを実用化したのを機に，新聞社
のCTP化検討が活発化した。このサーマルシステムは
高画質･明室取扱性が好評で，国内新聞市場ではサーマ
ルCTPシステムが業界標準システムの有力候補となっ
た。ただし，露光後に加熱が必要であることに起因す
る，①初版製版時間，②システム安定性，③環境適性
に関する課題が残っていた。
当社はこれらの課題を解決するために，サーマルネ

ガCTPシステム「HN-N」を開発した。本システムは，

新規に開発した，プレート「HN-N」，専用現像液「DH-
N／DH-NR」，専用高速自動現像機「LP-1310NEWS」
およびブランクプレート「HN-K」から成り，露光後の
プレヒート処理不要な高感度システムである。本論文
では，主にプレート「HN-N」の特長および新規に開発
した技術について報告する。

2. 新聞用サーマルCTPシステムの課題

2.1 新聞用CTPシステム概要
2003年2月時点で実運用されている新聞用CTPシス

テムをFig. 1に分類した。
新聞分野では，特に，システムの「高生産性と低シ

ステムコスト」が求められ，従来はプレートの高感度
化が必須であると考えられてきた。実際，市場では，
主として高感度なOPC・銀塩・フォトポリマーシステ
ムが普及し，高画質・明室取扱性が評価されて商業印
刷市場で標準システムとなっているサーマルシステム
は，相対的に低生産性／高システムコストで普及して
こなかった。

Photo 1   Digital Thermal Plate HN-N.
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一方，国内一部のセッターメーカーでは，サーマル

システムのメリットを新聞分野でも実現させようと，

生産性／システムコスト比向上を検討していた。そん

な中，半導体レーザー光源のコスト低減およびセッター

のプレートハンドリング時間短縮が可能となり，2003年，

国内新聞分野において初めてサーマルCTPシステムが

実用化された。

サーマルシステムのプレート感度は，OPC・銀塩シ

ステムが数μ J／ cm2，フォトポリマーシステムが約

100μ J／ cm2であるのに対して，約150mJ／ cm2と

1000倍以上も低いが，光源のマルチビーム化およびプ

レート搬送速度向上の技術により，セッター側でプ

レートの低感度を補完したシステムとなっている。

2.2 国内新聞用サーマルCTPシステムの課題

サーマルシステムの画像形成機構をFig. 2 に示す。

コンベンショナルシステムが露光後現像処理であるの

に対し，サーマルシステムはいずれの方式も露光後，

現像処理の前にプレヒート処理が必要である。

特に，国内で実用化された酸架橋方式には後述の3つ

の課題が残っている。これは，露光後の架橋反応に

熱が必要であること，および感光層を現像するために

高pH現像液が必要であることに起因している。

具体的には，感光層が光熱変換剤，酸発生剤（オニ

ウム塩），架橋剤（レゾール樹脂），ノボラック樹脂か

ら成り，画像形成が露光での酸発生と酸を触媒とした

プレヒート処理による架橋剤とノボラック樹脂の架橋

反応であるため，熱が必須となっている4）。また，現像

では，高pKaのノボラック樹脂を溶解させるために，

約pH＝13の現像液が必要となっている。

＜酸架橋方式の課題＞

①初版製版時間…プレヒート処理・低速処理による

処理時間増大

1．画像形成に必要な熱エネルギーはプレヒート温

度×プレヒート時間で決まり，高速処理と加熱

処理長がトレードオフの関係にある。従って，

初版製版時間短縮には限界がある。

②システム安定性…プレヒート処理・高 pH 現像に

伴う処理安定性低下，アブレー

ション5）による光学系汚染

1．画像形成にはプレヒート温度依存性があり，連

続処理時には温度変動が大きく，処理が不安定

である。

2．画像形成には現像pH依存性があり，高pH現像

液は空気酸化しやすく，処理が不安定である。

3．感度が約150ｍJ／cm2と低く，感光層への高出

力レーザー光照射によって感光層表面がアブレー

ションする。

③環境適性…プレヒート処理に伴う排熱・臭気発生

および電力消費量増大，廃液量増加，

現像廃液が特別管理産業廃棄物扱い

1．プレヒート温度が約150℃であるため，装置か

ら廃熱，臭気が発生する。

2．電力消費量が多く，オーブン1台当りのCO2排

出量は年間9t相当である。

3．高 pH現像液であることにより，廃液量増加，

現像廃液が特別管理産業廃棄物（pH＝12.5以上）

に該当する問題がある。

当社は，上記の課題を解決し，コンベンショナルシ

ステムの性能・品質安定性と環境適性向上を実現した

新聞用サーマルCTPシステム構築を目指した。

具体的には，プレヒートレスかつpH＝12以下の安

定処理システムの構築を目標に，プレート，専用現像

液，専用自動現像機の開発に着手した。以下，プレー

ト「HN-N」の開発について詳細に説明する。

Fig. 1   CTP system for newspaper printing market.

Fig. 2    Image - forming process.
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3. プレート「HN-N」の課題

3.1 新聞用既存サーマルCTPプレートのプレ
ヒート効果

画像形成感度のプレヒート温度依存性をFig. 3に示す。
ラジカル重合，酸架橋のいずれの方式も，プレヒート温
度を下げると画像形成感度が低下し，室温（プレヒー
トなし）ではまったく画像形成できないことがわかる。

次に，ラジカル重合方式と酸架橋方式の画像形成機
構上の本質的差異について説明する。
まず，ラジカル重合方式について簡単に説明する。

ラジカル重合方式は，感光層が赤外感光性増感色素，
ラジカル発生剤，重合性モノマー，アルカリ可溶性
バインダーから成り，画像形成が露光で発生したラジ
カルによる重合性モノマー間のラジカル連鎖反応で起
こっている4）。プレヒートの役割は反応促進であり，プ
レヒート処理工程で反応を完了させている。酸架橋方
式は前述の通りである。
感光層反応率の露光後経過時間依存性をFig. 4に示す。

ラジカル重合方式は露光後の経過時間に伴って反応
が進み，約24時間後にプレヒート処理を施した反応率
に到達する。これは，露光で発生したラジカルが感光
層中に存在しており，ラジカル連鎖反応が時間ととも
に徐々に進行していくためである。ただし，ラジカル連
鎖反応は，酸素により反応が阻害されるため，環境湿
度に依存し，高湿ほど反応が抑制されることがわかっ
ている。一方，酸架橋方式は，酸を触媒として熱で反

応が進む縮合反応であるため，露光後，時間が経過し
てもまったく反応は進まない。
まとめると，ラジカル重合方式のプレヒートは，反

応促進の目的で使用しており，必ずしも反応上不可欠
のものではない。一方，酸架橋方式では，反応させる
ためにプレヒートが必須である。

3.2 プレート「HN-N」の課題

サーマルシステムのプレヒート処理を除去するため
には，レーザー短時間露光のみで画像形成を完了させ
ることが必須であり，反応速度の大きいラジカル重合
を選択して開発を進めた。特に，既存のラジカル重合
方式に対して，少なくともプレヒート効果分だけは反
応を促進させる技術が必要であると考えた。
同時に，既存のラジカル重合方式の問題点を改良す

ることも目標として開発を進めた。なお，既存システ
ムの問題点は露光湿度依存性，経時保存安定性，セー
フライト安全性である。各特性の現状レベルをFig. 5～
7に示す。
Fig. 5は画像形成感度の露光湿度依存性である。既存

ラジカル重合方式は，25℃ 30％ RH（冬場）に対し
25℃75％RH（夏場）で感度が約60％低下しており，
国内では安定に使用することができない。

Fig. 6は経時保存安定性を見るために，強制サーモ後
の特性曲線を示したものである。強制サーモは，サン
プルを裸の状態で60℃10％RHあるいは45℃75％RH
の環境に3日間放置した条件で行った。既存ラジカル重
合方式は，いずれの条件においても強制サーモにより
感度が約25％低下する。

Fig. 3 Dependence of image formation behavior on preheating
temperature.

Fig. 4   Speed of polymerization.

Fig. 5   Dependence of sensitivity on relative humidity.

目標既存ラジカル重合方式

Fig. 6 Dependence of the sensitometric curve shape on the
keeping conditions.
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Fig. 7はUVカット蛍光灯400Lux，25℃30％RHの環
境下で曝光したときのカブリ濃度の時間依存性である。
既存ラジカル重合方式は，セーフライト安全性が約10
分であり，明室取扱性を推奨できないレベルである。

以上より，プレート「HN-N」の課題を，①プレヒー
トレス，②露光湿度依存性改良，③経時安定性改良，
④セーフライト安全性改良と設定した。目標は，Fig. 3
～7の図中に示したレベルである。

4．プレート「HN-N」の特長

「HN-N」は，Fig. 3～7に示した目標を達成し，前述の
課題をすべて解決したプレートである。Fig. 8に「HN-
N」の画像形成機構を示すが，ラジカル重合の反応性を
向上させ，露光工程だけで反応が完了する機構である。

以下に，性能および品質安定性上の主な特長を示す。

4.1 性能
1．感度を酸架橋方式に対して約1.5倍向上
（約150→100ｍJ／cm2）
2．初版製版時間を酸架橋方式に対して約80秒短縮
3．生産性100版／時以上のコンベンショナルシステ
ム同等以上を達成

4．高画質（FMスクリーン適性あり）

4.2 品質安定性
1．露光ラチチュードが広く，CTPセッターのロット
間差の問題なし

2．露光環境温湿度依存性なく，性能の季節変動なし
3．アブレーションがなく，光学系の汚染なし
4．現像のpHラチチュード広く，性能の日間差なし

5. プレート「HN-N」の主要技術

プレート「HN-N」に搭載された主な新規技術は以下
の3つである。
①プレヒートレスを実現した「熱的に安定な高速重
合技術」
②露光湿度依存性改良，経時保存安定性改良を実現
した「熱的に安定な高活性開始技術」
③明室取扱性を向上した「感光層酸素濃度制御技術」

5.1 熱的に安定な高速重合技術

前述のプレート「HN-N」の課題で説明したが，プレ
ヒートレスを実現するためには，既存のラジカル重合
方式に対して，少なくともプレヒート効果分だけはラ
ジカル重合反応を促進させる必要があった。反応促進
の目標は，Fig. 4のデータから見積もると，重合速度で
約10万倍（24時間→1秒以下）である。通常，反応を
促進するためには，ラジカルを発生させる開始反応系
の高活性化，ラジカル連鎖重合反応系の高活性化の観
点が考えられる。しかし，本開発の目標が約10万倍の
重合速度向上であることから，開始系の高活性化では
可能性が低いと考えた。また，既存システムがモノマー
だけでの重合反応であり，バインダーへの反応性付与
により重合速度向上できることがわかっていた。従っ
て，ラジカル連鎖重合反応系の高活性化を重点的に検
討した。その結果，高活性な反応性基を側鎖に付与し
たバインダーを開発することにより，プレヒートレス
を実現することができた。一方，反応性付与に対して
懸念された熱安定性は，バインダーの運動性を制御す
ることで解決した。
今回，CTPシステムの中では，初めて，反応性と熱

安定性を両立させたバインダーを開発し，「熱的に安定
な高速重合技術」を確立した。

5.2 熱的に安定な高活性開始技術

熱的に安定な高活性開始技術は，露光湿度依存性お
よび経時保存安定性を改良するために開発したもので
ある。高湿で減感する露光湿度依存性を改良するため
には，発生するラジカルおよびラジカル連鎖反応の酸
素耐性向上が必要であると考えた。また，経時保存安
定性を改良するためには，開始剤の熱分解温度および
LUMO準位を高くする必要があると考えた。高熱分解
温度はプレート保存時の熱による開始剤の分解抑制を，
また，高LUMO準位は赤外色素HOMO準位からの熱電
子移動抑制に効果がある。
これらの設計指針をもとに，「熱的に安定な高活性開

始技術」を確立した。

5.3 感光層酸素濃度制御技術

感光層酸素濃度制御技術は，セーフライト安全性を
改良するために開発したものである。通常のレーザー
露光では「熱的に安定な高活性開始技術」により環境
湿度依存性がまったくなかったが，セーフライト安全
性は環境湿度依存性があり，高湿ほど良化することを

Fig. 7   Room-light tolerance.

Fig. 8   Image forming process.
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見出した。これは，低照度感度に環境湿度依存性があ
り，ラジカルの重合反応と酸素との競争反応に低照度
不軌があることを示唆するものである。つまり，感光
層の酸素濃度を制御すれば，高照度高感度化と低照度
低感度化の両立が可能，すなわち，画像形成感度と
セーフライト安全性が両立できると解釈できた。実際
に，感光層の酸素濃度を増大させると，画像形成感度
とセーフライト安全性が両立できる領域のあることが
わかった。
本開発では，感光層酸素濃度を既存ラジカル重合方

式の約5倍に増大し，画像形成感度と明室取扱性を両立
させた。

6. まとめ

本論文で報告した新開発の商品名「新聞用オーブンレ
スサーマルネガプレートシステムHN-N／LP-1310NEWS」
は，富士フイルムのＰＳ版および商業印刷用CTPシス
テムで培った技術を結集し，新聞用サーマルCTPシス
テムとして，性能，品質安定性，環境適性を飛躍的に
進歩させたものである。
1分1秒を争うシビアな新聞製作現場では，特に，生

産性，安定性，メンテナンス性が求められる。初版製
版時間短縮，システム安定性向上，環境適性向上を実
現した「HN-N」は，高性能，品質安定性，さまざまな
意味でのコストダウンが評価され，すでに主戦力とし
て国内新聞社で活躍している。
富士フイルムは，今後もサーマルCTPシステムを進

歩させ，新聞製作現場に貢献し続けることができると
確信している。
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液晶ディスプレー用カラーフィルターのための
コレステリック液晶用光反応性キラル剤の開発

湯本　眞敏*，市橋　光芳**

Study of Photosensitive Chiral Compounds for Cholesteric Liquid Crystals
Directed toward the Color Filter for Liquid Crystal Display

Masatoshi YUMOTO* and  Mitsuyoshi ICHIHASHI**

Abstract

Cholesteric liquid crystals are excellent in term of the selective reflection property and the color purity of
the selective reflection light. We have investigated manufacturing the color filter for liquid crystal display
using cholesteric liquid crystals. The method we have examined is based on photosensitive chiral
compounds. The selectively reflected color of cholesteric liquid crystals including the photosensitive chiral
compounds is changed in accordance with the intensity of radiation energy. We selected the (E) -cinnamates
of isosorbide or isomannide as photosensitive chiral compounds because the HTPs (Helical Twisting Power)
before photo-irradiation are similarly high. On the other hand, after photo-irradiation, the HTP of the
isosorbide derivative is lower than that of the isomannide derivative. We have considered that the ΔHTP,
the difference between isosorbide 1 and isomannid 2 is due to the degree of the change in the relative
positions of the two cinnamoyl groups after photo-irradiation.

1. はじめに

液晶ディスプレー（LCD）用カラーフィルターは，
ガラスやプラスチック基板上の赤（R），緑（G），青
（B）の三色のパターンとブラックマトリックスから成
るものであり，液晶ディスプレーのカラー化には欠く
ことができない部材である。Fig. 1にカラーフィルター
の拡大写真を示す。RGBの各色は，有機顔料を着色剤
として含有する，感光性樹脂組成物を用いるフォトリソ
グラフィー法により作製されるのが主流となっている。
カラーフィルターの色特性は最も重要な性能の一つで
あり，有機顔料の微分散やバックライトの輝線に合わ
せた顔料系の採用により色純度の向上を図っている。
しかしながら，顔料の場合は色を明るくすると薄く

なり，色を濃くすると暗くなるというトレードオフの
関係にある。また，光の吸収を利用しているために光
の利用効率が低いという問題もある。さらに，カラー

フィルターの製造プロセスは，最低でもR，G，Bの3
回のUV露光と3回のアルカリ現像が必要であり，煩雑
なものとなっている1）。

Fig. 1 Photo micrograph of a color filter.
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2. コレステリック液晶

コレステリック液晶とは，ネマチック液晶に少量の
光学活性化合物（キラル剤）を添加することにより誘
起されるものであり，基板に対して垂直方向をらせん
軸とする一定周期のらせん構造を持つ2）。コレステリッ
ク液晶の特徴として，屈折率が周期的に変化するとい
うことから，らせんの向きに対応し，かつ，らせん
ピッチに対応した波長の円偏光を反射するという性質
がある。これは選択反射と呼ばれている。選択反射波
長(nm)は，下記式 (1) で与えられることが知られている。

λ = p・n ＝ｎ/ (β・c) (1)
ここで，pはコレステリック液晶のらせんピッチ (nm) ，
nは液晶の平均屈折率，cはキラル剤の濃度，βはキラ
ル剤特有の比例定数を表す。βはキラル剤が液晶をね
じる力の指標とされ，Helical Twisting Power (HTP) と呼
ばれる。したがって，らせんピッチが長くなると選択
反射波長は長波化することになる。Fig. 2にコレステリ
ック液晶のらせん構造の概念図を示す。

コレステリック液晶の反射色は色純度が高く，反射
光のために明るいという特徴を有している。また，透
過型のLCD用のカラーフィルターとして用いた場合に
は，光の利用効率が上がることが期待される。
われわれはコレステリック液晶により，LCD用カラー

フィルターの欠点が解決できると考えて検討を行った。

3. カラーフィルター作製プロセス

われわれが検討したLCD用カラーフィルター作製プ
ロセスをFig. 3に示す3）。
このプロセスは，
①少なくとも重合性母液晶，365nmに感光する光反
応性キラル剤，365nm以外の光に感光する光重合
開始剤からなるコレステリック液晶組成物をガラ
ス基板上に塗布する。

②光量が3段階に調節されたフォトマスクを介して光
照射を行う。光量に応じて光反応性キラル剤が反
応し，構造変化を起こす。この構造変化によって
HTPが変化し，ラセンピッチの変化，ひいては選
択反射波長の変化が起こる。これにより，潜像が
形成される。

③この組成物を液晶相を示す温度まで昇温し，潜像
に応じてR，G，Bに発色させる。

④光重合開始剤が感光する光で系全体を重合硬化さ
せる。

ことからなる。
最も特徴的なことは，製造工程の簡略化を図るため

にR，G，Bの3色を一度にパターニングすることであ
る。このために，キラル剤のねじり力が光により変調
する光反応性キラル剤の導入を行った。ここでわれわ
れが用いようとしている光反応性キラル剤に求められ
る要件としては，①初期のHTPが高いこと，②HTPの
変化が大きいこと（ΔHTP＝（光反応後のHTP）－
（光反応前のHTP））などが挙げられる。

4. 光反応性キラル剤

4.1 従来知見
光反応性キラル剤には次のようなものが知られてい

た。Aは，キラル部をメントンとして，カルコンのE体
からZ体への光異性化を利用したものである4）。Bは，
キラルなスルホキシドが光によって硫黄原子周りの立
体が反転すること，すなわち光インバージョンを用い
たものである5）。Cは，光学活性なビナフトールをキラ
ル部位とし，フォトクロミック化合物であるフルギド
の光閉環反応を利用したものである6）。
一方，5,5-縮環骨格を有するイソソルビトやイソマン

ニドがキラル剤として有用なことが知られていた7）。

Fig. 2 Cholesteric helical structure. p and p’ are the pitches of the
helix (p’>p) .
The arrows indicate the long axes of the molecules.

Fig. 4 Examples of photosensitive chiral componds.

Fig. 3 Manufacturing process of the color filter for LCD using
cholesteric liquid crystals.
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4.2 開発した光反応性キラル剤

われわれはイソソルビドやイソマンニドを，光異性
化能のあるけい皮酸でエステル化することにより，上
記に挙げた要件を満たす光反応性キラル剤が得られる
と考え，下記一般式で表される化合物を種々合成した。

光反応性キラル剤を用いたUV照射による透過スペク
トル変化の例をFig. 5に示す。

4.3 初期のHTP

イソソルビドの構造と，モデル液晶ZLI-1132（メルク
社製）中での初期のHTPとの関係を調べた。イソソルビ
ドのけい皮酸部の棒状形状をL/D比としてパラメーター
化し，HTPとの関係を見積もった。結果を下記に示す。
L/D比の計算には，半経験的分子軌道法であるPM3計
算で得られる最安定構造の長軸方向と短軸方向の長さ
を用いた。

Fig. 6のように，けい皮酸部のL/D比が大きくなる，
すなわち，けい皮酸部が棒状形状に近づくにつれて
HTPが高くなる傾向がみられた。

4.4 ΔHTP

けい皮酸エステル誘導体は，光によりE体からZ体に
異性化することにより構造変化を起こす。isosorbide 1
と isomannide 2では初期のHTPに大きな差が無いにもか
かわらず，光反応後のHTPに差異があり，ΔHTPは異
なるものになった。このΔHTPの差異は何に起因する
かを調べた。

①光反応性
けい皮酸エステルは光反応前にはE/E体であり，光を

照射した後の光定常状態では，E/E体の他に片方の二重
結合のみ異性化したE/Z体，またはZ/E体，両方の二重
結合が異性化したZ/Z体の混合物になる。1H-NMRに
よってそれぞれの存在比を求めたところ，Table 1のよ
うになり，isosorbide 1と isomannide 2でそれほど大きな
差異はなかった。

②各異性体のHTP
次に考えられうる幾何異性体を合成し，HTPを調べ

た。Table 2 より Z体の HTPは，isomannide 2 より
isosorbide 1の方が小さかった。

③考察
光学活性化合物では，CDスペクトルの励起子キラリ

ティー法による解釈により，コットン効果に由来する遷
移双極子モーメントの相対配置がわかるとされている8）。
λmaxが280nm近辺の吸収帯はけい皮酸エステルの長
軸方向の遷移に由来するものであるので，この吸収帯
でのコットン効果により分子内の2つのけい皮酸部の相
対配置を求めることができる。

Fig. 5 Variation in the transmission spectra of the cholesteric
liquid crystal in the course of UV irradiation.

Fig. 6 The relation between the L/D ratios and HTPs.

Table 1 Isomer Ratios of Isosorbide 1 and Isomannide 2 at the
Photostationary State.

Table 2 HTPs of All Isomers of Isosorbide 1 and Isomannide 2.
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isosorbide 1のE/E体では，負の第一コットン効果と正
の第二コットン効果が観測された（Fig. 7）。この場合の
遷移双極子モーメントの相対配置は左回りとなる。一
方，Z/Z体ではΔεは小さくなり，第二コットン効果は
観測されなかったが，正の第一コットン効果が観測さ
れた。このことより，2つの遷移双極子モーメントの相
対配置は平行もしくは右回りの可能性もあり得る。

一方，isomannide 2のE/E体では，正の第一コットン
効果と負の第二コットン効果が観測された（Fig. 8）。こ
の場合は，遷移双極子モーメントの相対配置は右回り
と考えることができる。また，イソマンニドのZ/Z体で
は，イソソルビドのZ/Z体ほどではないが，Δεは小さく
なり，第二コットン効果は観測されず，正の第一コッ
トン効果が観測された。このことより，2つの遷移双極
子モーメントの相対配置は右回りのままと考えられる。

これらのことより，isosorbide 1では，E/E体からZ/Z
体になることにより2つのけい皮酸部の相対的な配置が
大きく変化するが，isomannide 2では，E/E体からZ/Z
体となっても2つのけい皮酸部の相対的な方向性はそれ
程変化しないため，これら2つのΔHTPに差異が生じ
ると考察した。

5. まとめ

光反応性キラル剤を用いたコレステリック液晶によ

り，液晶ディスプレー用カラーフィルターが作製でき
ることの原理確認を行った。その中で，光反応性キラ
ル剤のモデル液晶ZLI-1132中でのHTPについて次のよ
うに考察した。
①高HTP化はキラル剤母核から伸長した置換基のL/D
比を上げることによって達成できる。
②isosorbide 1と isomannide 2のΔHTPの差異は，分
子内に有する2つのけい皮酸部の相対的配置の光反
応による変化の程度が異なることにより生じる。
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(by PM3) of isomannide 2.



64

UDC 679.76＋621.39.6

大口径グレーデッドインデックス（GI）型プラスチック光ファイバ（LUMISTAR）および高速光伝送システムの開発

本誌投稿論文（受理2004年12月27日）
*富士写真フイルム（株）R&D統括本部
新規事業開発本部富士宮分室
〒418-8666 静岡県富士宮市大中里200
*Fujinomiya Office, Business Development Division 
Research & Development Management Headquarters 
Fuji Photo Film Co., Ltd.
Oonakazato, Fujinomiya, Shizuoka 418-8666, Japan

**富士写真フイルム（株）R&D統括本部
新規事業開発本部
〒106-8620 東京都港区西麻布2-26-30

**Business Development Division 
Research & Development Management Headquarters 
Fuji Photo Film Co., Ltd.
Nishiazabu, Minato-ku, Tokyo 106-8620, Japan
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Abstract

Fuji Photo Film Co., Ltd. has succeeded in developing the world`s first Graded-Index Plastic Optical
Fiber (GI-POF:LUMISTAR) featuring more than 1 gbps/s high-speed transmission, a large diameter, high
resistance to heat and humidity, easy workability and low cost. Fuji Photo Film is now developing a high-
speed optical transmission system by making full use of the advantages of LUMISTAR. The first product is
the Optical DVI (Digital Visual Interface) Link System. The system is suitable for home theater systems and
stores/public facilities. In addition to the standard DVI image signal, the system can transmit audio and
control signals at speeds of 3Gbps, an accomplishment that has never been realized so far. Moreover,
LUMISTAR has enabled 30 m-class digital link-ups for the first time by virtue of it minimal signal
degradation with distance. With conventional electronic DVI cables, links above 10 m was difficult.

1. はじめに

ここ数年の間に，「情報社会」という言葉は世界中に
常識的概念として浸透した。携帯電話やインターネッ
トの普及に代表されるように，情報通信の取り出し口
は個人レベルに到達し，誰もが必要な情報を必要な時
に享受できる時代が到来している。それに伴い，情報
の形も音声から映像，さらには双方向のコミュニケー
ションへと変遷することで情報量の膨大化，情報伝達
の高速化は加速度的に増大することが予測される。す

でに，ADSLをはじめとしたインターネットのブロード
バンド化の普及は成熟期に到達しつつあり，光ファイ
バも一般家庭の軒先まで敷設され始めている。
富士写真フイルム株式会社では，近未来の FTTH

（Fiber To The Home）の情報伝送速度増大を見据え，
ギガ（1ギガは10億）ビット／秒以上の高速通信が可
能であり，低コストで耐熱性に優れ，家庭内の引き回
しに対して十分な可とう性と機械強度を有し，さらに
接続を容易にする大口径をも兼ね備えたグレーデッド
インデックス（GI）型プラスチック光ファイバ（POF）
「LUMISTAR」を開発し，プラスチック光ファイバで初
めて30ｍクラスの高速デジタル映像光リンクを実現す
る，「光DVI（Digital Visual Interface）リンクシステム」
を本年12月より販売開始した。

2. LUMISTARの特長

LUMISTARは，斯界の世界的権威である慶應義塾大
学小池康博教授の新技術を基に，平成13年度より共同
開発をスタートし，当社が長年培ってきた光学設計技
術と有機素材設計技術を駆使することで実現した。
LUMISTARの特徴の一つは高速伝送特性であるが，当
社ではPOFとしての大きな特徴である取扱い性，安全
性，耐環境性，コストも重視し，「高速・タフネス・安
全」を実現すべく開発を推進している。
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2.1 LUMISTARの特長

LUMISTARは非常に大きなコア径を有している。
Fig. 1に，すでに大陸間を結ぶ幹線系や長距離の光通信
で使用されているガラス系の光ファイバとLUMISTAR
の断面図を示す。LUMISTARはプラスチック特性を活か
し，光の伝播領域（以下，コアと称す）が300～750μm
ときわめて大きいため，分岐・接続を多数要するよう
なネットワークを構築する際に，接続に高精度かつ高
価な結合工程および結合器具（コネクタ）を必要とし
ないため，易施工性と低敷設コスト性を両立して高速
ネットワークシステムを構築できる。次に，最大の特徴
の一つであるLUMISTARの高速伝送特性を紹介する。
LUMISTARは，Fig. 2に示されるように光信号を伝達す
る領域（以下，コアと称す）において，コア周辺から
中心部にかけて曲線的に屈折率が上昇する構造（これ
を屈折率分布型（GI型）と称する）を持っている。こ
れに対し，コア部の屈折率は一定であり，階段状の屈
折率構造を有する階段型（SI型）プラスチック光ファ
イバ（POF）がすでに市販されている。
大口径のプラスチック光ファイバにおいて，一つの

光信号は膨大な光成分（以下，モードと称す）を含み，
プラスチック光ファイバ内を伝播して行く。モードを
1本の光線として模式的に考えるとすると，これらの
モードがプラスチック光ファイバ内を伝播する際に，
Fig. 3に示されるようにSI型POFの場合，Aのモード成
分とBのモード成分では屈折率が均一のため到達時間
に差が発生し，100mオーダーでの短距離通信において
も，大きな信号歪みを発生する。つまり，単位時間当
たりの信号数が密になる（＝高速な通信）と信号の歪
みが隣接する信号に影響を与え，正確な情報伝達が不
可能となる。この現象は，多数のモードが伝播する大
口径マルチモードファイバにおいて，「モード分散」と
呼ばれ，特に，SI型POFではほとんどがこのモード分
散により光信号の歪みが発生する1）。

一方，LUMISTARのコア部屈折率分布構造により，
Aのモード成分とBのモード成分の伝播速度を光速度の
屈折率依存性を利用してほぼ同一とすることが可能で
ある。これにより，プラスチック光ファイバによる光
信号伝送後の信号歪みを発生しにくいため，～100mの
短距離通信において1ギガビット／秒を超える高速伝送
が可能となる2），3）。

Fig. 4には，LUMISTARのタイムドメイン法による-3dB
伝送帯域測定結果を示した。SI型POFではモード分散
の影響により，伝送速度は100mの伝送において数十～
数百メガビット／秒に留まるのに対し，LUMISTARで
は1ギガ（1000メガ）ビット／秒以上の伝送速度を実現
している。

3. 光DVIリンクシステム（ODVI-03）開発

富士写真フイルム株式会社は，平成14年9月のGI型
プラスチック光ファイバ「LUMISTAR」開発発表以降，
グループ会社である富士ゼロックス株式会社，富士
写真光機株式会社（現，フジノン株式会社）と共同で
高速光伝送システムの開発を進めてきた。その第1弾で
ある「光DVIリンクシステム」は，ホームシアターや
店舗・公共施設での映像表示に最適な，プラズマテレ
ビ，大型液晶テレビ，プロジェクターなどの映像表示
機器と，チューナー，DVDプレーヤー・レコーダー，
デジタルセットトップボックスなどの映像送出機器をリ
ンクするシステムである。LUMISTARを使用し，今ま

Fig 1. Comparison of the cross section.
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Fig 3. Comparison of the two types in terms of transmitting performance.

入力信号 出力信号 GI型 

SI型

信号強度 

A、B 同時 

時間

A、B 同時 Aに対しBが遅れる

時間

信号は
変化しない

信号が
歪む

A
B

A

B

信号強度

A、B 同時 

時間

時間

Fig 4. Frequency response after transmission through 100m GI-POF.
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Fig 2. The index profiles of GI-type and SI-type fibers.
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で実現されていなかった，DVI規格の映像信号に加えて
音声・制御信号の伝送も可能にし，3Gbpsの高速光伝送
を可能にした。また，従来の電気DVIケーブルでは距
離が伸びると電気信号が劣化するため，10m以上のリン
クが困難であったが，信号劣化の少ないLUMISTARを
使用することで，30mクラスのデジタル接続が，取り扱
い容易なプラスチック光ファイバで初めて（平成16年
8月現在，当社調べ）可能になった。
「光DVIリンクシステム」は下記の特長で，ホームシ
アターや店舗・公共施設など（イベント会場，アミュー
ズメント施設，商業店舗，セキュリティー施設，ホテル，
学校，病院，駅／空港，放送局）での，プラズマテレ
ビ，大型液晶テレビ，プロジェクターなどの映像表示
機器とチューナー，DVDプレーヤー・レコーダー，
デジタルセットトップボックスなどの映像送出機器と
のリンクに最適である。
(1)信号劣化が少ないGI型プラスチック光ファイバ
LUMISTARの使用により，電気DVIケーブルでは
難しかった30ｍクラスのデジタル接続を可能にし
た。

(2)柔軟性と大口径化を両立したLUMISTARの特性を
活かして，取り扱い性が高いシステムを実現した。

(3)DVI規格の映像信号に加えて音声・制御信号の伝
送を可能にし，3Gbpsの高速伝送を実現した。

「光DVIリンクシステム」には，富士フイルムのGI型
プラスチック光ファイバLUMISTARとともに，富士
ゼロックス開発の「光送受信モジュール（VCSEL：面発
光レーザー，高速トランスミッター：電気信号から光
信号へ変換する装置，レシーバー：光信号から電気信
号へ変換する装置）」と，放送用テレビレンズからカメ
ラ付携帯用レンズまでFUJINONブランドの幅広い製品
群で光学制御技術に定評のある，富士写真光機開発の
「光学レンズモジュール」を搭載している。組み立ては，
デジタルカメラ・携帯電話用カメラモジュールの生産
で高密度実装・高精度組み立て技術に実績のある富士
フイルムフォトニックスが担当した。
このように，富士フイルムグループの技術力を結集

してシステム化を推進した本製品を皮切りに，今後は
DVIの次世代版規格であるHDMI（High Definition
Multimedia Interface）規格に準拠した光HDMIリンクの
開発など，さらにグループ内のキーデバイス・キー技

術を活かして，光伝送システム事業を展開していく計
画である。

4. LUMISTARの主要技術

4.1 屈折率分布形成技術
ここでは，高速伝送特性を実現する屈折率分布形成

技術を紹介する。
屈折率分布の形成は界面ゲル重合法を用いる。界面

ゲル重合法の基本原理は，まず，クラッドとなる中空
状の樹脂パイプ内にコアポリマーの原料（モノマー）
と屈折率分布形成用の低分子化合物（以下，ドーパン
トと称す），重合調整剤の混合溶液を注入する。ここで，
加熱重合を行う過程において中空状の樹脂パイプはモ
ノマーに可溶なため，パイプ内面がコア重合に用いる
モノマー原料により膨潤し，粘長なゲル層が形成され
る。一般的に高分子ラジカル重合反応において，粘度
上昇が起こると重合停止反応速度が急激に減少するた
め，重合反応が急速に進行することが知られており，
「ゲル効果」と呼ばれている。界面ゲル重合法は，この
ゲル効果によりコアの重合反応が中空管内壁の近傍か
ら中心部に向かって進行する。この際，モノマーと反
応しないドーパントはゲル層へと拡散していくが，モ
ノマーに対し比較的大きい分子サイズを有するドーパン
トを選択することによって，拡散が妨げられ，界面ゲ
ル重合に伴い，ドーパントは周辺から中心に向かって
濃度が高くなる形で濃度分布を形成するようになる。
ドーパントは，コア中に光を伝播させるためにポリマー
母材に比べ屈折率の高い材料を選択しているので，
ドーパントの濃度分布はコア中の屈折率の分布となり，
GI型の構造が形成される4）。Fig. 6には，界面ゲル重合
による分布形成機構を模式図で示した。

Fig 5. Optical DVI Link System.

Fig. 6 Mechanism of graded index structure formation via
interfacial gel polymerization.
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4.2 タフネス性向上技術
ここでは，当社有機素材設計技術に基づいて実現し

たタフネス性の向上について紹介する。
界面ゲル重合法によるGI型POFは，光通信において

最も重要な優れた透明性を維持するために，可視光領
域で，優れた透明性を有するポリメタクリル酸メチル
（以下，PMMAと称す）を基本母材とし，数ナノオー
ダーの分子サイズを有するドーパントを用いることで
過剰な散乱による透明性（以下，伝送損失と称す）の
劣化を抑制している。しかし，一方で，モノマーと反
応しないドーパントを添加することにより，ポリマー
の持つ熱変形温度（以下，Tgと称す）が低下する。基
本的に，単一ポリマーで構成されているSI型POFに対
し，①耐熱性が劣る傾向，②高温保存下でのドーパン
トの拡散による屈折率分布変化，③ドーパントを含有
するポリマーにおいて，高温・高湿下でポリマー中に
吸着した水分子が凝集構造を形成し，大幅な透明性劣
化を引き起こす場合がある，などの諸問題点が挙げら
れる5）。当社ではこれらの問題に対し，透明性を損なわ
ないGI型POF母材の開発と，分布形成に用いるドーパン
ト化合物の設計・開発に取り組むことにより，高いタ
フネス性を実現した。
Fig. 7に，LUMISTARを90℃という高温環境下にさ

らした際の屈折率分布形状の変化を示す。LUMISTAR
は90℃という高温環境において，数千時間オーダーで
の屈折率分布形状の維持を達成し，当社のGI-POFが高
い耐熱性を有していることが確認された5）。
一方，高温・高湿環境下での損失安定性に関しては，

屋内基準の1つである70℃/95％RHの条件にて当社GI-
POFの伝送損失変化を測定した。Fig. 8に示されるよう
に，LUMISTARは母材構成とドーパント設計の同時最
適化により，開発当初のGI型POFに比べ，高温・高湿
特性を飛躍的に向上させた。

その他の特性として，屋内配線において重要となる
ファイバが曲げられた際の伝送損失増加に関して紹介
する。光ファイバは，コアとクラッドの屈折率差によ
り光がコア中に閉じ込められるため，ファイバが曲げ
られた際にコア中を伝播する光が臨界角を超えると放
射され伝送損失の増加を招く。一般的に，大口径のSI
型POFにおける曲げ損失は，コア－クラッド間の屈折
率差を増加させることで改善が可能であるが，屈折率
差の増加によって伝播モード数も増大し，モード分散
の影響が大きくなるため，伝送速度とのトレードオフ
となる。LUMISTARは，モード分散を最小化する屈折
率分布を導入することで，優れた高速伝送特性を維持
したままきわめて高い屈折率差を実現し，Fig. 9に示さ
れるように開発当初のGI型POFに比べ，大幅に曲げ損
失を改善するに至った。

Fig. 7 Thermal stability of the index distribution in GI-POF.
Test temperature : 90˚C

Fig. 9 Improvement of folding loss characteristics of GI-POF.
Light source wavelength : 650nm
Test condition : single folding by 360˚

Fig. 8 Improvement of the heat and humidity resistance of GI-POF.
Test condition : 70˚C, 95% RH
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5. おわりに

ここ数年で，情報インフラは急速に発展するきざし
が見えている。情報の光化は高速通信のニーズによっ
て発展してきており，ギガビット／秒の伝送でも十分
と言えなくなる時代の到来も遠くは無いと考える。ガ
ラスファイバによる幹線系光ネットワークにおいては，
すでに波長多重分割方式（WDM）による通信の高速化
が図られている。大口径のGI型POFにおいてさらなる
高速化に対応するために，最適屈折率分布の制御が重
要となるが，WDM対応のための広い波長域での低損失
化，材料自体が持っている分散の低減なども今後の課
題として挙げられる。当社は，本開発のGI型POF技術
を有機素材設計技術と融合させることで高速伝送性能
のさらなる飛躍を目指す。
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Silver Clusters of Photographic Interest VIII: Electron
Microscopic Observation and Analysis of Ag Clusters
Formed on AgBr Grains by Light and Reduction.

銀塩写真における有機物微分散技術

青　木　孝　夫
瀬　岡　良　雄
久　下　謙　一*
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吉　岡　康　弘
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井　浜　三樹男
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リバーサル用純色・高堅牢カプラーの開発

1H-ピロロ［1, 2-b］［1, 2, 4］トリアゾール系新規シ
アンカプラーの開発

1, 1-ジオキソ-1, 2, 4-ベンゾチアジアジン系新規イエ
ローカプラーの開発

新製品「フジクロームベルビア100F・100 アスティア
100F センシアIII100」のご紹介

小型迅速デジタルミニラボ用プロセッサ（その2）

小型迅速デジタルミニラボ用処理剤（その2）

高感度ネガ「Venusシリーズ」の開発と新コンセプト
「写ルンですNight&Day」への展開

新カラーリバーサルフィルムフジクローム「Velvia100F/100」,
「ASTIA100F」の開発
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川　岸　俊　雄
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田　中　克　彦
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吉　田　和　昭
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中　井　泰　史

豊　田　雅　義
丸　山　陽　一
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須　賀　陽　一
三　上　勇　志
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池　田　秀　夫
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桑　島　　　茂
小　島　哲　郎
坂　東　信　介

日本写真学会誌, 66 (別冊1), 84-85 (2003)

日本写真学会年次大会講演要旨, 2004,
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小型迅速デジタルミニラボ“Frontier 340E”の開発

NewフジGカラーフィルムPROLASER FC/FTの開発

“夜景モード”搭載の新コンセプトレンズ付きフィルム
の開発

Development of the Aqueous-coated Photothermographic
Material.

カラーリバーサルフィルムにおける最新の色再現技術

MT法によるデジタルプリント画像評価法

「カラー画像再現とカラーマネージメント」デジタル
カメラのカラーマネージメント

色立体空間における色弁別楕円特性－輝度変化によ
る影響－

MT法による画像ムラと故障診断

写真と文化財の関わり（その3）宮内庁正倉院事務所
所蔵「聖語蔵経巻」のカラーCD-R化

色材色素の高機能化-耐久性・消色性のケミストリー
銀塩カラー印画紙の画像堅牢化技術

暗所保存性の新規評価法（その4）
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映像情報メディア学会技術報告, 28
(21), HI2004 72-81, 33-36 (2004)

品質工学研究発表大会論文集, 12, 340-
343 (2004)
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日本写真学会年次大会講演要旨, 2004,
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写真用長期低温低湿保存庫における使用条件下での
フィルムの温湿度変化

室内の大気汚染ガス濃度と画像劣化との相関

写真の歴史　感光材料の進歩と感光機構の歴史

透過写真の観察集合実験結果

科学教育と写真学会「夢・化学-21」～夏休み子供化
学実験ショー

科学教育と写真学会 写真フィルムにおけるゼラチン
ゲル挙動の展示・実演をして
－2002年「おもしろ高分子展」高分子ゲルにて－

印刷用版材　1. 平版印刷版材（1）PS版

印刷用版材　3. 平版印刷版材（3）CTP版

印刷用版材　4. 平版印刷版材（4）無処理刷版

デジタルサーマルプレートHP-Sの開発

デジタルサーマルプレートプロセサーLP940HII,
LP1310HIIの開発

次世代リソグラフィー用レジスト材料の開発状況
－EPL用ポジ型レジストの開発－

オフセット印刷技術の今後　RGBを中心としたワー
クフロー

版材から観たCTP  CTPプレートの分類

紙メディアと記録媒体　記録メディアの基礎
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118-119 (2004)

日本写真学会誌, 66 (6), 577-585 (2003)

放射線による非破壊評価シンポジウム
講演論文集, 4, 99-104 (2004)

日本写真学会誌, 67 (1), 3-8 (2004)

日本写真学会誌, 67 (1), 13-15 (2004)

日本印刷学会誌, 40 (5), 323-329 (2003)

日本印刷学会誌, 41 (1), 48-59 (2004)
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日本印刷学会研究発表会講演予稿集,
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電気学会光応用・視覚研究会資料,
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オンデマンド印刷 PODフロントエンドシステム技術

光微細加工技術とその応用　近接場光学を用いる
ナノリソグラフィ

無処理サーマルCTP刷版「LD-NS」の開発

デジタルサーマルプレートプロセサーLP940HII,
LP1310HIIの開発

カメラ付き携帯電話を活用したプリントシステムの
市場動向

新しいピクトログラフィー用受像シート「PZ/PG-SG
Ever-Rich」の開発

カメラ付き携帯電話用携帯プリンターの開発

完全モノシート型フルカラーデジタルプリントシス
テムの開発

「薄膜熱転写」記録方式における画像形成機構の解析

モノシート型フルカラーデジタルプリントシステム
の開発

感熱記録材料用支持体としての紙

TRANSER System for Super Large Size Color Filter
Fabrication.
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日本写真学会年次大会講演要旨, 2004,
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ブルー導波路SHGレーザの開発

X線損傷によるBaFBr1－xIx:Eu `2＋́ 蛍光体のPSL
劣化

CR画像を対象とした乳がん候補陰影検出システム

高精細デジタル画像を支えるテクノロジー　デジタル
カメラに必要な有効画素数とその画質

カラーデバイスと画像・信号処理 IV  3. 出力系デバ
イス 3.5 サーマルプリンタと信号処理

表示装置特性を考慮した携帯電話向け画像補正処理

携帯電話向け動画補正処理に関する検討－高速動画
セットアップ－

第4世代スーパーCCDハニカムを用いた広ダイナミッ
クレンジ撮像システム

高品質を支える画像処理技術“Image Intelligence”

CCDとCMOSセンサ　第4世代スーパーCCDハニカム

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

Color Reproduction and Conversion for Digital Motion
Picture Production.
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(2004)
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磁気転写特性のマスター磁性層厚依存性

エレクトロニクスとコンバーティング 塗布型磁気記
録媒体の高密度化技術「NANOCUBIC」

富士ドライケムシステムのデータ標準化

E-CELLによる骨再構築現象のシミュレーション

オキサゾリジノン化合物の合成方法

エノンの光反応の新展開:α－ヒドロキシメチルエノン
の不斉骨格転位反応

塩化メチレンを用いない実用的なハロゲン化反応

Synthesis and evaluation as a visible-light polymerization
photoinitiator of a new dye-linked bis (trichloromethyl) -1,
3, 5-triazine.

技術基盤「ケミカルハイウエー」のマネージメント
技術基盤分科会活動報告　平成13年7月～平成15年
6月

構造性発色を利用した化学物質検出センサーの構築

スルホン酸エステルの熱分解に対する構造の影響

Mechanistic Studies of the Photo - decomposition of
Substituted Bis (trichloromethyl) -1, 3, 5 - triazine
Sensitized by Merocyanine Dye.
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Molecular Distortion of trans-Stilbene and the Raman
Intensity of the In-Phase CH Out-of-Plane Wag of the
Central CH=CH Group.

Counter-Anion Effect on the Thermal Stability of
Amorphous Solid Films of Indotricarbocyanine Dyes
under Highly Humid Conditions.

Laser Flash Photolysis Study of Dialkylphenacylsulfonium
Salts.

Two-Photon Absorption Cross-Sections of Fluorene
Derivatives with Cationic Substituents.

Molecular dynamics simulation study on the phase
behavior of the Gay-Berne model with a terminal dipole
and a flexible tail.

ベンゼン環の呼吸振動に関する考察

酵母表層に発現させたリパーゼの有機溶媒中での利
用

Merocyanine-dye-sensitized Photoinitiator Generating a
Free-radical via an Intramolecular Electron-transfer
Process.

Novel and efficient dye-linked radical generators for
visible light photoinitiating polymerization.

LCD用光学補償膜の技術動向

LCD用光学フィルム
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