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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.
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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.



12 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」用「Fujifilm Xerographic Photopaper」の開発

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.




