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　リーマン・ショックに端を発した世界同時不況は日本の企業に大打撃を与えましたが，2009年後半から
2010年にかけての新興国需要を梃子に，世界経済もようやく回復基調に入りました。 富士フイルムグループ
も構造改革を経て強靭な企業体質を作り上げ，2011年3月期の業績では，第二の創業を確実にするV字回復
の第一歩を踏み出す見通しが得られています。
　しかしながら，欧州金融危機に見られるように世界経済はまだまだ不安定であり，その中での日本経済
は，新興国を中心とした成長市場への乗り遅れや，TPPに象徴される新たな経済圏の構築への対応遅れ
など，課題は多く，予断を許さない状況が続いています。
　こうした中で，企業の成長・発展の議論は，従来の単なる「市場競争力の強化をいかにして進めるか」
というオペレーション的視点から，「企業活動のあらゆる力を総合して企業価値をいかにして高めるか」
という包括戦略的視点に移ってきています。当社をはじめとする技術系企業を例に取ると，「既存市場の
中で競合他社よりも優れた性能の製品を低コストで製造し販売する」といった個別論的な目標ではなく，

「R&D活動によってイノベーションを生み出し，社会の中で大きな価値を創造し続けていく」という 
包括的な目標を達成することが企業の存続に関わる課題として認識されるようになってきました。言い 
換えると，いまほど企業経営におけるR&Dの意味が問われている時代もないといえるでしょう。
　技術系企業にとって企業価値を高める基盤はR&Dにあります。これは当たり前のように聞こえますが，
R&D活動から真の企業価値を生み出していくのは簡単ではありません。R&Dに託された役割を，私たち
が日々の企業活動の中で確実に果たしていくためには，R&Dによって生み出される製品やサービスが， 
社会の中で人々にどれだけの価値を提供することができるかをさまざまな側面から，また，短期や長期の 
視点から，考え抜いてビジネスモデルを組み立て，実践していくことが必要です。
　私たちは往々にして「イノベーション」という言葉を「技術革新」という意味で使います。しかし， 
単に新規な製品やサービスを市場に導入しても，結果として社会に大きな価値を生み出さなければ，イノ
ベーションとはみなされないのです。私たち富士フイルムグループは，人々のクォリティ オブ ライフの
向上を通じて，社会に大きな価値を生み出すイノベーティブな製品やサービスの開発を目指しています。
私たち富士フイルムグループにおけるR&Dの目的もそこにつきると考えます。
　富士フイルムグループのR&Dが対象とする成長分野は，映像やドキュメントによる良質なコミュニケー
ションを支えるイメージング&プリンティング分野，高度ICT社会の発展に貢献する高機能材料分野， 
そして，人々の美と健康を支えるヘルスケア分野です。私たちは，多年にわたって築き上げ，さらに日々
強化に打ち込んでいる基盤技術を活かし，これらの分野でイノベーションを目指します。富士フイルム 
グループは，こうしたR&D活動によって，将来にわたって省資源・省エネルギー・環境浄化・生活向上
を柱としたグリーン・サステイナブル技術を続々と生み出し続けることで，真のクォリティ オブ ライフ
の向上を目指します。
　この研究報告に掲載されている各論文のテーマを見ていただければわかるように，富士フイルムグループ
のR&D活動は極めて広い技術・事業範囲をカバーしています。富士フイルムグループは人間自身とその
社会活動から，人間を取り巻く環境に至るまで，まさに「人と地球の未来を拓く」ことを目指してR&D
活動に取り組んでまいります。

巻 頭 言

富士フイルム株式会社
執行役員
R&D統括本部
先端コア技術研究所長　浅見 正弘
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はじめに11 

われわれは，写真フィルムで培ってきた「美しい写真
を作る」技術を，「美しい肌を作るために」応用するこ
とで，機能性化粧品の開発を進めてきた。アスタリフト
シリーズは，30代後半以降の女性が求めるアンチエイ
ジングに着目した基礎化粧品シリーズであり，アスタキ
サンチンと3種のコラーゲンによる「トータルコラー 
ゲンケア」をコンセプトにしている。

2010年9月に上市した，アスタリフトシリーズのスペ
シャルケア製品「ジェリー アクアリスタ」（Fig. 1）は，
乾燥の根本から改良することを目標に開発したものであ
る。肌の老化は，紫外線やそれにより発生する活性酸素
に起因した「光老化」が主要因であると言われているが，
この活性酸素による炎症は肌の乾燥により加速すること
が知られている。したがって，普段から乾燥の無い肌を
作ることもアンチエイジングにとって重要である。

 

Fig. 1   ASTALIFT JELLY AQUARYSTA.

肌のバリア機能21 

肌は，その表面から表皮層，真皮層，皮下組織の構成
になっている。表皮は主にケラチノサイト（表皮細胞）
からなる。基底層で細胞分裂し新たに誕生したケラチノ

機能性化粧品「アスタリフト ジェリー　アクアリスタ」の開発

田代　朋子＊，中畝　明菜＊，小杉　拓治＊，荒河　純＊，森　久容＊，芹澤　慎一郎＊，
鈴木　啓一＊，森　冬比古＊，織笠　敦＊＊，中村　善貞＊

Development of Functional Cosmetics “ASTALIFT JELLY AQUARYSTA”

Tomoko TASHIRO*,  Akina NAKAUNE*,  Takuji KOSUGI*,  Jun ARAKAWA*,  Hisahiro MORI,*
Shinichirou SERIZAWA*,  Keiichi SUZUKI*,  Fuyuhiko MORI*,

Atsushi ORIKASA**,  and  Yoshisada NAKAMURA*

Abstract

The stratum corneum is the outermost layer of the skin and serves as a barrier to suppress loss of moisture 
and protects the body against the hazardous external substances such as viruses and allergens. It is well 
known that ceramides, one of the components of intercellular lipids in the stratum corneum, are gradually lost 
with aging. As a potent countermersure to the decrease of ceramides, we mobilized our propriety NANO 
FOCUS TECNOLOGY to nano-disperse human-type ceramides down to 20 nm in diameter. The human-type 
nano ceramide dispersion exhibits permeability up to 9 times greater than that of precedent examples. Based 
on this invention, we have developed “ASTALIFT JELLY AQUARYSTA” that features the nano ceramide 
dispersion, for the purpose of improving barrier functions of the skin.

本誌投稿論文（受理2010年11月15日）
 * 富士フイルム（株）R&D統括本部
  医薬品・ヘルスケア研究所
  〒258-8577 神奈川県足柄上郡開成町牛島577
 * Pharmaceutical & Healthcare Research Laboratories
  Research ＆ Development Management Headquarters
  FUJIFILM Corporation
   Ushijima, Kaisei-machi, Ashigarakami-gun, Kanagawa 

258-8577, Japan

 ** 富士フイルム（株）ヘルスケア事業統括本部
  ライフサイエンス事業部　商品部
  〒107-0052 東京都港区赤坂9-7-3
 ** Product Planning Division
  Life Science Products Division
  Healthcare Business Headquarters
  FUJIFILM Corporation
  Akasaka, Minato-ku, Tokyo 107-0052, Japan



2 機能性化粧品「アスタリフト ジェリー　アクアリスタ」の開発

サイトは，徐々に分化誘導を受け形状と機能とを変化さ
せ，後からできてきたケラチノサイトに押し上げられる
ようにして，表面へ移動していく。

分化の最終段階として脱核した状態を角質細胞と呼
び，角質細胞に分化する際，細胞周囲に脂質などを放出
し，細胞間脂質を形成する。この角質細胞とその間を埋
める細胞間脂質からなる層を角層と呼んでいる（Fig. 2）。

角層角層

メラノサイト
（色素細胞）

基底層

基底膜

線維芽細胞

角層角層

メラノサイト
（色素細胞）

基底層

基底膜

線維芽細胞

ケラチノサイト
（表皮細胞）
ケラチノサイト
（表皮細胞）

Fig. 2   Schematic diagram of skin.

角層の構造と機能211 
この肌の最外層にある角層は，レンガ（角質細胞）と

モルタル（細胞間脂質）に例えられる構造をしており，
水分の蒸散を防ぐとともに，外的な異物や刺激の侵入を
防ぐ役割（バリア機能）を担っている。

モルタルに相当する細胞間脂質はセラミドを主成分
（約50％）とし，コレステロール，脂肪酸などの脂質か
ら構成されている。セラミドは疎水性部分と親水性部分
が交互に折り重なる層状構造（ラメラ構造）を特徴とし
ており，このラメラ構造により強固なバリア機能を実現
している（Fig. 3）1）。

異物

水分

外的刺激

ラメラ構造

異物

水分

外的刺激

ラメラ構造

Fig. 3   Functions of stratum corneum.

セラミドの役割212 
角層中のセラミドは加齢とともにその量が減ることが

知られている2）。セラミド量が減少すると，バリア機能
に重要なラメラ構造を綺麗に形成できなくなり，肌が乾
燥しやすくなったり，炎症を起こしやすい状態になる。

ヒト型ナノセラミド分散物31 

加齢によるセラミドの減少を補い，肌本来が持つバリ
ア機能を取り戻すため，われわれは角層への浸透性の高
いヒト型ナノセラミド分散物を開発した。

セラミドの種類と性質311 
角層のセラミドは，表皮の有棘層や顆粒層で，L-セリン

とパルミトイル-CoAから種々の酵素の働きにより生成
される。合成されたセラミドは一旦グルコシルセラミド
またはスフィンゴミエリンとして蓄えられたあと，角層
最下層で細胞外へと排出され，酵素の作用を受けて，再
びセラミドとなり，ラメラ構造を形成する3）。

このようにL-セリンから生合成される角層のセラミ
ドは，光学活性体であり，基本骨格として，11種類ま
でが同定されている。これら角層のセラミドと同じ構造の
セラミドをヒト型セラミドと呼ぶ（Fig. 4）。ヒト型セラ
ミドを肌に適用することで，水分の蒸散を抑制可能であ
ることから，アトピー性皮膚炎患者らに対して治療研究
が行なわれている4）。

しかしながら，ヒト型セラミドは結晶性が高いため，
水，油などあらゆる成分への溶解性が低く，化粧品への
配合が困難であった。そのため，従来の化粧品では，セ
ラミドに似た構造の擬似セラミドや，角層のセラミドの
前駆体であり，溶解性が高いグルコシルセラミドを使用
することが多かった。しかしながら，擬似セラミドやグ
ルコシルセラミドでは角層のバリア機能を回復させるに
は不十分であった。

Fig. 4   Molecular structure of human-type ceramide.

 NANO FOCUS技術を用いたヒト型ナノセ312 
ラミド

われわれは，独自の分散技術NANO FOCUS技術を用
い，ヒト型セラミドを溶解オイルを使用せずに水中に微細
に分散することに成功した。平均粒子径約20nm，粒子径
分布が均一で外観も透明な分散液が得られ，透過型顕微鏡
観察からも従来品に比較し，細かい粒子になっていること
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を確認した（Fig. 5）。このNANO FOCUS技術を用い
たセラミド分散液をヒト型ナノセラミドと呼ぶ。

従来の

ヒト型セラミド

NANO FOCUS技術

「ヒト型ナノセラミド」

分散液の

透明性

透過型

顕微鏡写真

模式化した

イメージ図

従来の

ヒト型セラミド

NANO FOCUS技術

「ヒト型ナノセラミド」

分散液の

透明性

透過型

顕微鏡写真

模式化した

イメージ図

Fig. 5 TEM images and schematic diagrams of human-type 
ceramide dispersion.

肌への効果（エビデンス）313 
ヒト型ナノセラミドの肌への効果を確認するため，角

層への浸透性試験を実施した。健常成人5名を対象に，
従来品およびNANO FOCUS技術のヒト型セラミドを
上腕部内側に７日間塗布し，7日後テープストリッピン
グ法にて定量した。従来品と比較して，ヒト型ナノセラ
ミドでは約9倍角層浸透性が高いことが明らかとなった

（Fig. 6）。

従来品を1とした
相対的な浸透量

従来の
ヒト型セラミド

NANO FOCUS 技術
ヒト型ナノセラミド

10.0

8.0

6.0

4.0

2.0

0.0

約９倍

従来品を1とした
相対的な浸透量

従来の
ヒト型セラミド

NANO FOCUS 技術
ヒト型ナノセラミド

10.0

8.0

6.0

4.0

2.0

0.0

約９倍

10.0

8.0

6.0

4.0

2.0

0.0

約９倍約９倍約９倍

Fig. 6   Amount of permeated ceramide to stratum corneum.

また，3次元皮膚モデル（表皮モデル）を用い，従来
品とNANO FOCUS技術により分散したヒト型セラミ
ド溶液の浸透性の違いを可視化することに成功した。セ
ラミドの検出は抗セラミド抗体を用い，蛍光抗体検出法
にて行なった。Fig. 7で，緑に光っている部分がセラミ
ドであるが，従来のヒト型セラミド（左）に比較し，ヒ
ト型ナノセラミド（右）では角層のすみずみまでセラミ
ドが浸透していることが確認できた。

従来のヒト型セラミド
NANO FOCUS
ヒト型ナノセラミド

角層

角層

従来のヒト型セラミド
NANO FOCUS
ヒト型ナノセラミド

角層

角層

Fig. 7 Optical and fluorescent microscopy image of 3-dimensional 
human dermal model.

次に，ヒト型ナノセラミドによる角層バリア機能回復
試験を実施した。健常成人14名の前腕内側をアセトン-
エーテル混液で脱脂して得られた肌荒れ部位に，従来品
およびNANO FOCUS技術のヒト型セラミドを同量， 
毎日塗布し，バリア機能の回復を水分蒸散量（TEWL）
測定により追跡した。その結果（Fig. 8）から，NANO 
FOCUS技術のヒト型セラミドは，従来品よりも早く，
肌荒れ部位のバリア機能を回復させることが確認で 
きた。

0 2 4 6

肌バリア（水分保持力）回復力

脱脂後日数

0.00 

0.50 

1.00 

1.50 

2.00 

2.50 

ヒト型ナノセラミド
（NANO FOCUS 技術）

従来の
ヒト型セラミド

肌バリア（水分保持力）回復力 TEWL減少量 g/h/m2

0 2 4 6

肌バリア（水分保持力）回復力

脱脂後日数

0.00 

0.50 

1.00 

1.50 

2.00 

2.50 

ヒト型ナノセラミド
（NANO FOCUS 技術）

従来の
ヒト型セラミド

肌バリア（水分保持力）回復力 TEWL減少量 g/h/m2

Fig. 8   Change of transepidermal water loss.

上段：光学顕微鏡，下段：蛍光顕微鏡



4 機能性化粧品「アスタリフト ジェリー　アクアリスタ」の開発

ジェリー アクアリスタ41 

「乾燥の根本を絶ち，本当に乾かない肌へと導く」を
商品コンセプトに，このヒト型ナノセラミドを高配合し
開発した商品がジェリー アクアリスタである。

ジェリー製剤411 
高濃度のヒト型ナノセラミドを配合するため，われわ

れはゲル状の製剤を選択した。このゲル状の製剤は，弱
い会合力により架橋しているため，結晶性が高いヒト型
セラミドの析出を防ぎ，高濃度配合が可能となった。

また，弱い会合力により架橋しているゲル状の製剤で
あるため，触った瞬間は変形するが，1 ～ 2分後には表
面が平坦化（レベリング）するという特殊な物性を持っ
ている（Fig. 9）。これにより，毎回の使用時に，新鮮な
気持ちで肌のお手入れができる，特徴的な化粧品の使用
感を提供可能となった。

触った瞬間 １～２分後

Fig. 9   Flatness of product surface.

肌での効果412 
バリア機能改善効果があるヒト型ナノセラミドを高配

合したジェリーアクアリスタについて8週間の連用試験
を行なった。女性10名に対し，朝晩通常のスキンケア
に加え，ジェリー アクアリスタを使用していただき，
使用前/2週間/4週間/8週間での肌状態を確認した。
Fig. 10に水分量，Fig. 11にキメスコア，毛穴スコア，
シワスコアの変化を平均値で示した。水分量，キメ，毛
穴，シワとも使用前に比較し，有意に改善することを確
認した。

角質水分量（CM units）

塗布開始日

68.0
66.0
64.0
62.0
60.0
58.0
56.0
54.0
52.0
50.0

2週目 4週目 8週目

Fig. 10   Change of water content of skin.

スコア値

塗布開始日

キメ

1.50

0.60

1.00

2週目

毛穴

塗布開始日

シワ

2.50

スコア値

0.00

1.00

2週目

1.50

2.00

0.50

塗布開始日
1.80

スコア値

0.60

1.20

2週目

0.90

1.50

Fig. 11   Change of skin condition.

まとめ51 

アスタリフトシリーズは，今回報告したヒト型ナノセ
ラミドをはじめとし，写真フィルムで培ってきた乳化分
散技術（NANO FOCUS技術）を応用した，機能性ス 
キンケアシリーズである。高い抗酸化力を有するアスタ
キサンチンのナノ乳化物や分子量・役割の異なる複数の
コラーゲンを組み合わせたコラーゲンなど特徴的な成分
を配合している。今後も，特徴ある化粧品技術を開発し，
肌を基礎から改善していきたい。

参考文献

 1)  美容皮膚科学. 日本皮膚科学会監修. 南山堂, 2009, 
p.752.

 2)  Imokawa, G.; Abe, A.; Jin, K.; Higaki Y.; Kawashima 
M.; Hidano A. J. Invest. Dermatol. 96 (4), 523-526 
(1991).

 3)  伊東信. スフィンゴ脂質代謝マップ. 生化学. 68 (6), 
巻頭（1996）.

 4)  Elias, P.M. J. Invest. Dermatol. 125 (2), 183-200 (2005).

（ 本 報 告 中 に あ る “ ア ス タ リ フ ト ”，“ASTALIFT”，
“AQUARYSTA”，“NANO FOCUS” は富士フイルム（株）
の登録商標です。）
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はじめに11 

血中リパーゼは，アミラーゼやトリプシンと同じく主
として膵臓からの逸脱酵素であり，急性膵炎では血中リ
パーゼ活性とアミラーゼ活性は著増する。リパーゼ活性
は，アミラーゼよりも膵臓に特異性が高く，アミラーゼ
活性よりも膵機能をより特異的に反映すると解され，血
中リパーゼ活性の高値は膵炎の診断の指標として評価が
高いとされている1）。血中リパーゼ活性測定試薬として
は，酵素共役法が主流であるが，液体法では旭化成社が
開発した1,2-ジグリセライド法，またドライケミスト
リー法ではイーストマンコダック社が開発したジアセチ

ナーゼ法などがある。
一方，人とは異なり，犬および猫などの獣医領域では，

従来のリパーゼ活性測定試薬では血中リパーゼ活性の膵
炎に対する感度，特異性が低いことが確認されており，
迅速な診断が困難な疾患として知られている。その理由
としては，膵臓以外で産生されるリパーゼとして胃リ
パーゼ，肝リパーゼ，リポプロテインリパーゼなど膵リ
パーゼ以外の複数のアイソザイムが血中に存在するた
め，リパーゼ活性値はこれらの合算としての評価になる
ためと考えられている。

このため，テキサスA&M大学のSteinerらは，膵リ
パーゼのみと特異的に結合する抗体を用いた膵リパーゼ

膵由来リパーゼに特異性の高い 
「富士ドライケムスライドv-LIP-P」の開発

中村　健太郎＊，景山　茂樹＊，田中　秀明＊＊，川崎　和也＊，寺島　薫＊

Development of FUJI DRI-CHEM v-LIP-P Slide that Has the High 
Specificity to Pancreatic Lipase

Kentaro NAKAMURA*,  Shigeki KAGEYAMA*,  Hideaki TANAKA**, 
Kazuya KAWASAKI*,  and  Kaoru TERASHIMA*

Abstract

The lipase of blood is mainly a deviation enzyme from pancreas, and its activity is a highly evaluated 
index for pancreatitis diagnosis in human medical care. However, the sensitivity and specificity for the 
pancreatitis of the blood lipase activity is low in the veterinarian medical care for dogs and cats , and making 
rapid diagnosis has been difficult to conduct. The Pancreatic Lipase Immunoreactivity (PLI), a blood 
diagnosis method, is the most superior in sensitivity and specificity as a pancreatitis marker for the dogs and 
cats at present. However, because PLI is not easy and rapid, there is a strong need for the development of an 
easy and rapid method of pancreatitis screening. FUJI DRI-CHEM (FDC), a dry chemistry method, is a 
system that enables measurement of various enzymic activities in the blood easily and rapidly, which has 
widely been used in veterinary care. Now we have developed the FDC v-LIP-P Slide having high specificity 
to measurable pancreas lipase. The measurement principle we used is the triglyceride method. The specificity 
for the pancreas lipase has also been improved by prescribing colipase, bile salt and sodium dodecyl benzene 
sulphonate, which is an anionic detergent. In addition, the reactivity has been improved by prescribing 
triolein, an emulsified substrate, to secure the area of the oil-water interface for the reaction to the pancreatic 
lipase. It was confirmed that the correlation of FDC v-LIP-P Slide and PLI was excellent. This shows that 
this slide is a very effective diagnostic product for the rapid screening of pancreatitis.

本誌投稿論文（受理2010年12月2日）
 * 富士フイルム（株）R&D統括本部
  医薬品・ヘルスケア研究所
  〒258-8577 神奈川県足柄上郡開成町牛島577
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  FUJIFILM Corporation
   Ushijima, Kaisei-machi, Ashigarakami-gun, Kanagawa 

258-8577, Japan

 ** 富士フイルム（株）神奈川工場
  イメージング材料生産部
  〒250-0193 神奈川県南足柄市中沼210
 ** Imaging Materials Production Division
  Kanagawa Factory
  FUJIFILM Corporation
   Nakanuma, Minamiashigara, Kanagawa 250-0193, 
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免疫活性測定法（PLI）を開発し，膵炎診断に有効であ
ることを報告した。現在，犬および猫の両方において，
最も感度と特異性に優れる膵炎の診断指標はPLIである
とされている2），3）。

しかしながら，現在のところ犬および猫の唯一の血液
診断法とされているこの方法は簡便でなく，測定結果を
得るまでに数日を要するなど迅速診断に結びつきにくい
ことが欠点であり，迅速に膵炎をスクリーニングできる
方法が望まれている。

近年，ロシュ社により開発され普及しはじめている血
中リパーゼ活性測定試薬（液体法）であるDGGR基質法
は，これまでの主流であった1,2-ジグリセライド基質法
などに比べ犬膵リパーゼ活性の検出において特異性が高
く，測定法として有用であることが報告されている4）。
このことは，反応基質，反応助剤，反応条件の違いによ
り，膵リパーゼ活性を特異的に測定できることを示す結
果と考えられる。

ドライケミストリー法である富士ドライケム（以下，
FDCと略す）は，血液中のさまざまな酵素活性を簡便，
迅速に測定することができるシステムであり，現在でも
獣医領域において広く使用されている。そこで，膵炎診
断の要望に応えるべく，膵リパーゼ活性に特異性の高い
測定法の開発を行なったので報告する。

開発のポイント21 

スライド化に採用する測定原理の決定211 

測定原理の選定21111 
リパーゼ活性測定法には種々の方法があるが，FDC

アナライザーに適用可能な可視光を利用した比色法の代
表的なものとしては，以下のTable 1にまとめる方法が
ある。これまでの各種検討により1,2-ジグリセライド法
は膵リパーゼに対する特異性が低く5），6），同様にジア
セチナーゼ法も特異性が低いことが報告されている7）。
一方，DGGR基質法は特異性が高いと報告されている4）。
また，膵リパーゼの天然基質であるトリグリセライドを
用いる方法については，リポプロテインリパーゼおよび
肝リパーゼなどに比べ膵リパーゼに対する特異性が高い
ことが報告されている8）。よって，測定原理の選定にあ
たっては，DGGR基質法およびトリグリセライド法を選
択し，ドライケミストリー化の検討を行なった。

Table 1   The list of the lipase measurement principles.

方法名 開発
メーカー 測定法 膵炎への特異性 採用メーカー

ジアセチナーゼ法
（ドライ法） EK 酵素共役法 膵炎以外の疾患でも陽性となる7）。

オルソクリニカルダイアグノス
ティックス社
IDEXX社（動物専用）

1,2-ジグリセライド法
（液体法） 旭化成 酵素共役法

犬の膵炎特異性が高くない，また
ヘパリン投与血漿で活性値上昇
する5），6）。

和光純薬など国内外数社
人・動物市場でシェア1位

DGGR基質法
（液体法） ロシュ レゾルフィン基質法 人，犬の膵炎特異性が高い4）。 ロシュ，協和メディックスなど

人市場でシェア2位

トリグリセライド法
（液体法／ドライ法） 旭化成 酵素共役法

トリグリセライドは肝リパーゼ，LPL
に比べ膵リパーゼに対する特異性
が高い8）。

 DGGR基質法とトリグリセライド法のドライ化21112 
可能性検討

DGGR基質法は1,2-O -ジラウリル-rac -グリセロ-3-グ
ルタル酸-（6’-メチルレゾルフィン）-エステルを用いた方
法である。この基質はアルカリ条件下でリパーゼにより
1,2-O -ジラウリル-rac -グリセロールと不安定な中間物質
であるグルタル酸-（6’-メチルレゾルフィン）-エステルに
分解される。後者はアルカリ条件下で自然にグルタル酸
と580nm付近に吸収を有するメチルレゾルフィンに分
解する（Fig. 1）。このメチルレゾルフィンの赤色の吸光
度の増加速度を測定する方法である5）。つまり，DGGR
基質法で用いる基質は非常に不安定であり，経時安定性
が懸念された。DGGR基質は弱酸性pHの液に分散され，
冷蔵では1年間安定であった。一方，中性pHの場合でも
容易に分解し，リパーゼの至適pHである弱アルカリ性

（pH＝8）の場合やリパーゼ活性化剤であるデオキシコー
ル酸ナトリウムの存在下では分解が加速されることが確
認された。基質の分解メカニズムをNMR，MASSによ
り解析したところ，2箇所のエステル結合のうち，色素
に隣接するエステル（矢印部分）が優先的に分解してい
ることが特定された。

液体法では，pHに対し不安定な基質を，使用前の段
階では安定なpHの液として保存し，自動分析機器で測
定する時に，リパーゼの至適pHであるpH＝8の別の反
応試液と混合することでリパーゼ活性測定を可能として
いる。一方，FDCスライドでは，後述の2.3に示すよう
にリパーゼ活性測定に必要なすべての試薬をスライドに
含有させておく必要がある。よって，反応基質とともに
pH＝8の反応環境を作り出すために必要な緩衝剤およ
びアルカリ成分を含有させておかなければならない。こ
のような条件下でDGGR基質をスライド内に安定に保存
することは極めて難易度が高い。

一方，基質にトリグリセライドを用いて作製した
FDCスライドは，反応場のpHを8にした場合でも，
45℃で2 ～ 3週間強制経時を経た後でも反応性に変化が
見られず，DGGR基質に比べ圧倒的に安定性が高いこと
が確認された。

グルタル酸-(6’-メチルレゾルフィン)-エステル 
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Fig. 1   Reaction scheme of the DGGR method.
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以上の結果より，ドライ化はトリグリセライド法で行
なうことを決定した。

 膵リパーゼの反応性および特異性向上に関212 
する検討

膵リパーゼの作用機序21211 5）

膵リパーゼの酵素学的特徴の一つは，酵素活性の十分
な発現にコリパーゼという分子量約11kDaの蛋白質を必
要とすることである。コリパーゼは膵からプロコリパー
ゼとして分泌され，腸管腔でトリプシンの作用を受けて
活性型となり，リパーゼと結合する。また，膵リパーゼ
が他のエステラーゼ類と比較して明らかに異なるのは，
脂肪酸エステルと水層との界面が形成されてはじめて高
い酵素活性を示すようになるという特徴である。した
がって，エマルジョン形成に影響を及ぼす胆汁酸塩の存
在などがリパーゼの活性に影響する9），10）。

この膵リパーゼのユニークな特性は，リパーゼが活性
中心を覆う “lid”（蓋）と呼ばれる特有の構造を有して
いるためとされている。通常，リパーゼ単独ではこの 
“lid” は閉じており，酵素活性をほとんど示さないが，
コリパーゼと胆汁酸塩の存在下で立体構造の変化が生
じ，Fig. 2のように活性中心が露出して，疎水性部分が
基質と安定して結合し，酵素活性を示すと考えられてい
る11），12）。生理的な条件下では，膵リパーゼはコリパー
ゼ-胆汁酸塩-脂質とこのような複合体を形成して脂肪の
消化を行なっていると考えられる。

また，膵リパーゼ活性に特異性が高いDGGR基質法に
おいても，胆汁酸塩とコリパーゼが組み合わされた処方
となっていることから，これらをもとに処方設計を行
なった。

Substrate emalsion

colipase

Bile salt

Pancreatic lipase
C-terminal domein

N-terminal domein

“Lid” domein

Substrate emulsion

colipase

Bile salt

Pancreatic lipase
C-terminal domein

N-terminal domein

“Lid” domein

Fig. 2   Schematic view of the reaction of the pancreas lipase.

 膵リパーゼ特異性を有するドライ化の処方検討21212 
反応基質にトリオレインを用い，さらにコリパーゼお

よび胆汁酸塩を用いた処方検討を行なった。ここで，胆
汁酸塩としては，デオキシコール酸ナトリウムを主に用
いたが，デオキシコール酸ナトリウムは水溶性が高くな
いために，水溶性の高いタウロデオキシコール酸ナトリ
ウムを併用する処方とした。また，本測定原理は酵素共
役法であるために，以下の反応スキームを達成するため
の各種試薬を処方した（Fig. 3）。

Lipase, Colipase
Triolein  +  2H2O      2-Monoglyceride  +  2 Oleic acid

MGLP
2-Monoglyceride  +  H2O                     Glycerol  +  Oleic acid

GK, MgCl2
Glycerol  +  ATP                       L-α-glycerophosphate +  ADP

GPO 
L-α-glycerophosphate +  O2 H2O2 +  Dihydroxyacetone phosphate

POD
Diarylimidazole leuco dye  +  H2O2 Blue color dye  +  2H2O

Lipase, Colipase
Triolein  +  2H2O      2-Monoglyceride  +  2 Oleic acid

MGLP
2-Monoglyceride  +  H2O                     Glycerol  +  Oleic acid

GK, MgCl2
Glycerol  +  ATP                       L-α-glycerophosphate +  ADP

GPO 
L-α-glycerophosphate +  O2 H2O2 +  Dihydroxyacetone phosphate

POD
Diarylimidazole leuco dye  +  H2O2 Blue color dye  +  2H2O

Lipase, Colipase
Triolein  +  2H2O      2-Monoglyceride  +  2 Oleic acid

MGLP
2-Monoglyceride  +  H2O                     Glycerol  +  Oleic acid

GK, MgCl2
Glycerol  +  ATP                       L-α-glycerophosphate +  ADP

GPO 
L-α-glycerophosphate +  O2 H2O2 +  Dihydroxyacetone phosphate

POD
Diarylimidazole leuco dye  +  H2O2 Blue color dye  +  2H2O

Fig. 3   Reaction scheme of the FDC v-LIP-P Slide.

本処方でスライドを作製した場合の犬検体のDGGR
基質法との相関を確認した。

相関係数（r）=0.930と比較的良好な相関が得られたが，
特にDGGR基質法（リキテック リパーゼ カラーⅡ：ロ
シュ社製，以下DGGR基質法と略す）に対しスライドで
は低値に乖離する検体が散見された（Fig. 4a）。
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Fig. 4 Canine sample correlation of FDC v-LIP-P Slide and DGGR 
method (a. without sodium dodecylbenzene sulphonate 
(SDBS), b. with SDBS).

この低値乖離の原因として，リパーゼの反応場である
脂肪酸エステルと水層との界面形成が不十分であること
が考察された。そこでリパーゼの反応場として良好な油
水界面を形成するために界面活性剤の添加を検討した。
界面活性剤を選択するにあたって注意すべき点は，膵リ
パーゼ以外のリパーゼに対する反応性は変化させないと
いう点である。これに対し，ドデシル硫酸ナトリウムの
ようなアニオン性界面活性剤は膵リパーゼ以外のリパー
ゼ活性を阻害することが報告されている13），14），15）。そ
れらの報告をもとに検討を行なった結果，アニオン性界
面活性剤の中でもドデシルベンゼンスルホン酸ナトリウ
ムが膵リパーゼ以外のリパーゼ活性を変化させず，膵リ
パーゼ活性を向上できることが確認された。先の実験と
同じ犬検体を用いた相関においても低値乖離していた検
体が改善され，相関係数（r）=0.977と非常に良好な相
関が得られた（Fig. 4b）。

 膵リパーゼの反応性の向上（基質（トリオレ21213 
イン）の乳化）

リパーゼ活性の発現には脂肪酸エステルと水層との界
面形成が重要である。しかしながら，ドライケミストリー
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では，界面活性剤や保護コロイドの存在化で均一な乳化
物を形成した場合でも，乳化物を塗布乾燥すると，分散
媒である水が存在しなくなるために乳化物は凝集，合一
し，油水界面の有効な表面積が確保できなくなり，リ 
パーゼの反応速度が低下することが予想された。そこで
これまでの検討では，トリオレインをエタノールなどの
有機溶剤に溶解した状態で塗布乾燥し，反応場形成に必
要な胆汁酸塩およびドデシルベンゼンスルホン酸ナトリ
ウムを別に添加する方法でスライド化の検討を行なって
きた。これに対し，あらかじめトリオレイン乳化物を形
成する方式について膵リパーゼ反応性の確認を行なっ
た。トリオレイン乳化物形成には，界面活性剤にドデシ
ルベンゼンスルホン酸ナトリウム，保護コロイドとして
ゼラチン，ポリビニルピロリドンを用いた。また乳化は
高圧乳化分散機により行ない，平均粒径約200nmの乳
化物を作製した。

トリオレイン溶解型および乳化型のスライドについ
て，膵リパーゼ活性値が高値（800U/L）と低値（40U/L）
の管理検体を測定した時の反応速度差を比較した結果，
乳化型の方が溶解型に比べ膵リパーゼに対する反応性が
30％程度高いことが確認された（Table 2）。

以上の結果より，トリオレイン基質についてはあらか
じめ乳化物を形成し，塗布乾燥することでドライ化する
方式を採用した。

Table 2    Reactivity comparison by difference of state of substrate 
(triolein) in FDC v-LIP-P Slide.

溶解型 乳化型
反応速度差（⊿⊿ODr/min） 0.070 0.091
溶解型を100％とした時の反応速度差 100％ 130％

スライド層構成213 
FDC v-LIP-Pスライドの層構成をFig. 5に示す。

【Spreading layer】
Triolein emulsion
(Triorein, Sodium Dodecylbenzene Sulphonate,
Gelatine, Polyvinylpyrrolidone)
Colipase
Bile acid
Sodium Dodecylbenzene Sulphonate
Monoglyceride lipase
Calcium chloride

【Reagent layer】
Polymer
Glycerol kinase,  Magnesium chloride
Adenosine triphosphate disodium salt
Glycerol-3-phosphate oxidase
Peroxidase
Diarylimidazole leuco dye

【Transparent support】
PET film

Fig. 5   Structure of FDC v-LIP-P Slide.

ポリエチレンテレフタレートの光透過性支持体上に，
展開反応層で生成したグリセリンと反応する共役酵素お
よび発色色素を含む試薬層，膵リパーゼの反応基質であ
るトリオレイン（乳化物），膵リパーゼ活性発現に不可

欠なコリパーゼならびに胆汁酸塩，反応助剤であるドデ
シルベンゼンスルホン酸ナトリウム，共役酵素を含む展
開反応層の2層から構成されている。FDC v-LIP-Pスラ
イド上に，検体を点着すると，展開層で均一に展開しな
がら基質のトリオレインと反応する。リパーゼによって
生成した2-モノグリセリドはモノグリセリドリパーゼに
よってグリセロールと脂肪酸に分解される。グリセロー
ルはATP，Mg2+の存在下でグリセロールキナーゼによ
り，L-α-グリセロリン酸を生成する。L-α-グリセロ 
リン酸はグリセロール-3-リン酸オキシダーゼにより酸
化され，過酸化水素を生成させる。過酸化水素はペルオ
キシダーゼの作用で，ジアリールイミダゾールロイコ色
素を酸化させて青色色素を生成する。この青色色素の生
成速度を650nmにおける3.0分から5.0分の反射ODの変
化より求め，専用機器に内蔵された検量線よりリパーゼ
活性値に変換される。

FDC v-LIP-Pスライドの有効性の確認31 

膵リパーゼ特異性の確認311 
今回開発したFDC v-LIP-Pスライドの有効性を検証

する目的で，犬検体の膵リパーゼ特異性に関し，犬およ
び猫の膵炎診断に唯一有効とされている血液診断方法で
あるPLI（Spec cPL：IDEXX社，以下PLIと略す）と
の相関性を確認した。また，従来の血中リパーゼ活性測
定法であり，ドライケミストリー法であるジアセチナー
ゼ法（ベットテストスライドLIPA ：IDEXX社製，以下
ジアセチナーゼ法と略す）と液体法である1,2-ジグリセ
ライド法（リパーゼカラーオートテストワコー：和光純
薬社製，以下1,2-ジグリセライド法と略す），DGGR基
質法に関してもあわせて確認した（Fig. 6）。
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Fig. 6 Canine sample correlation of PLI and various measurement 
of the lipase activity (a. FDC v-LIP-P Slide (dry chemistry),  
b. Diacetinase method (dry chemistry), c. DGGR method 
(wet chemistry), d.1,2-Diglyceride method (wet chemistry)).
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FDC v-LIP-PスライドはPLIに対し相関係数（r）＝0.931
の良好な相関が見られた。一方，FDCと同じくドライ
法であるジアセチナーゼ法は相関係数（r）＝0.314と低い
ことが確認された。

また，液体法においては，DGGR基質法は相関係数 
（r）＝0.972と良好な相関が見られ，論文等で報告のとお
り膵リパーゼを特異的に測定していることが確認され
た。一方，1,2-ジグリセライド法は相関係数（r）＝0.401
と低いことが確認された。

この結果より，DGGR基質法と同様にPLIと高い相関
性を示すFDC v-LIP-Pスライドは膵リパーゼ特異性が高
いことが推定された。それに対し，PLIとの相関性が低
いジアセチナーゼ法および1,2-ジグリセライド法は，特
にPLI低値の検体に対し高いリパーゼ活性を示している
場合が多く，膵リパーゼ以外のリパーゼアイソザイムを
測り込んでいる可能性が高いことが示唆された。

DGGR基質法およびFDC v-LIP-Pスライドはともに膵
リパーゼ特異性が高いことが，犬検体のPLIとの相関性
において確認された。そこで，DGGR基質法とFDC 
v-LIP-Pスライドの相関を犬検体および猫検体で確認し
た（Fig. 7a）。

犬検体について，DGGR基質法とFDC v-LIP-Pスライ
ドとの間には，相関係数（r）＝0.993の非常に良好な相
関が認められた。また猫検体についても，試験した検体
としては中～高濃度域の検体数が少ないものの相関係数

（r）＝0.983と良好な相関が認められた（Fig. 7b）。
猫検体に関しては，FDC v-LIP-Pスライド，DGGR基

質法ともにPLIとの相関関係は確認できていない。また，
中～高濃度域の検体数が不足しているために，更なる膵
リパーゼ特異性に関する検討が必要であるが，両方法間
で高い相関性が認められたことから，膵リパーゼ以外の
アイソザイムの測り込みは少ないことが予想された。
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Fig. 7 Correlation of FDC v-LIP-P Slide and DGGR method  
(a. canine samples, b. feline samples).

同時再現性の確認312 
繰返し測定した場合のバラツキの程度が許容レベルか

どうかの確認を行なった。リパーゼ活性値の異なる3つ
の犬血清を用い，それぞれ20回繰返し測定した結果を
Table 3に示す。いずれの活性値レベルにおいてもバラ
ツキの尺度である変動係数（CV）は4％以下であり，膵
炎診断に対しては十分許容できるレベルにあることが確
認できた。

Table 3    Reproducibility in measurement with FDC v-LIP-P Slide 
for dog serums.

dog serum 1 dog serum 2 dog serum 3
1 37 678 412
2 36 706 406
3 38 671 392
4 37 707 396
5 37 723 375
6 37 686 382
7 38 719 386
8 35 680 393
9 36 695 377
10 37 713 386
11 37 725 394
12 35 700 399
13 35 722 399
14 34 749 397
15 38 730 397
16 34 704 400
17 36 708 397
18 36 683 388
19 37 676 390
20 40 685 394

average (U/L) 36.5 703.0 393.0
SD (U/L) 1.47 21.1 9.0
CV (%) 4.0 3.0 2.3

まとめ41 

獣医領域において，膵炎を簡便・迅速にスクリーニン
グ可能なFDC v-LIP-Pスライドの開発について検討した。

膵リパーゼに特異性の高い測定原理としては，DGGR
基質法またはトリグリセライド法が適している。DGGR
基質法に用いる反応基質である1,2-O-ジラウリル-rac-グ
リセロ-3-グルタル酸-（6-メチルレゾフフィン）-エステル
は膵リパーゼ至適pHであるpH＝8条件下では，非常に
分解しやすく，不安定であった。一方，トリグリセライ
ド法の基質であるトリオレインは安定であった。FDC
スライドでは反応に必要なすべての試薬をスライドに含
有させなければならない，トリグリセライド法の反応基
質であるトリオレインは保存環境であるpH＝8におい
ても安定であり，ドライ化可能と判断し，トリグリセラ
イド法を測定原理に選択した。

膵リパーゼの特異性確保のために，コリパーゼおよび
胆汁酸塩に加え，ドデシルベンゼンスルホン酸ナトリウ
ムを処方した。これによって犬検体において良好な相関
を得ることができた。

また，反応基質であるトリオレインを乳化分散し，ス
ライドに処方することで膵リパーゼに対する反応性の向
上を図ることができた。

上記の施策を導入したFDC v-LIP-Pスライドは，犬検
体においてPLIと良好な相関が得られた。また同じく
PLIと良好な相関を有するリパーゼ活性測定法である
DGGR基質法との相関も良好で，バラツキも許容レベル
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にあることが確認された。
現在，犬および猫の膵炎診断に唯一有効とされている

PLIは簡便ではなく，また測定結果を有するまでに数日
を有することから迅速診断に結びつきにくいという欠点
がある。今回開発したFDC v-LIP-Pスライドは，膵リパー
ゼに特異性が高く，従来より獣医領域で使用されている
簡便，迅速測定が可能なFDCシステムに搭載できるこ
とから，獣医領域の膵炎診断において非常に有効な診断
薬となることが期待される。
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はじめに　11 

当社はスクリーン/フィルム（S/F）システム，FCR
（Fuj i  Computed Rad iography），DR（Dig i ta l 
Radiography）と進化するX線診断モダリティの開発を
一貫して手がけ，高画質化（被曝線量低減）や診断性能
の向上，撮影室のワークフロー改善に取り組んでいる。
DRシステムにおいては，X線平面検出器（Flat Panel 
Detector;以下FPD）の検出面を，従来と表裏逆に配置
することで高画質化を実現した「ISS（Irradiation Side 
Sampling）方式」の検出器1）を採用し，CRカセッテと
サイズコンパチ（以下レトロフィット）のカセッテDR
システム「FUJIFILM DR CALNEO C（カルネオ・シー）」

（Fig. 1）を2010年4月に上市した。本システムは従来
FCRのDQE（Detective Quantum Efficiency）に対して
約1.7倍の高画質化を達成するとともに，病院側が保有
する立位スタンド・臥位テーブルをそのまま使用するこ
とができるレトロフィットを実現することで，FCR/CR
カセッテからの置き換えを狙った高画質/高スループッ
トのカセッテDRシステムである。またCRカセッテで
培った筐体技術をモディファイし，カセッテDRにおい
て軽量化を達成することで，ハンドリング性に優れた快

適なワークフローを提供し，従来のFCR同様の操作感
で使用可能なDRシステムとなっている。本報告では，
筐 体 の 軽 量 化 技 術 開 発，FPDの 高 画 質 化 技 術，
FUJIFILM DR CALNEO C（型式：DR-ID 600）のシス
テム特長と諸性能について報告する。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

Fig. 1   FUJIFILM DR CALNEO C.

軽量レトロフィット・カセッテDR 
「CALNEO C」の開発

田中　哲哉＊，榎本　淳＊，鍋田　敏之＊，吉田　太＊，小田　泰史＊，北田　信＊

Development of “CALNEO C”, the Light-weight DR Cassette 
Compatible with Conventional Cassette

Tetsuya TANAKA*,  Jun ENOMOTO*,  Toshiyuki NABETA*,  Futoshi YOSHIDA*,   
Yasufumi ODA*,  and  Makoto KITADA*

Abstract

We have developed a new digital radiography system FUJIFILM DR CALNEO C, of 384 × 460 mm in 
size and 14mm thick, equivalent to a CR (Computed Radiography) cassette. The other main features are the 
light-weight of 2.8 kg and high quality images with low dose. Since CALNEO C is the same size as a CR 
cassette, it can be set to an existing X-Ray Table and Stand. The 2.8 kg case having a light carbon & resin 
frame provides a user-friendly workflow to technologists. DQE (Detective Quantum Efficiency) of the 
‘Irradiation Side Sampling (ISS) method’ FPD (Flat Panel Detector) shows a 1.7 times higher level than our 
existing model of FCR VELOCITY.

 

本誌投稿論文（受理2011年1月28日）
 * 富士フイルム（株）R&D統括本部
  メディカルシステム開発センター
  〒258-8538 神奈川県足柄上郡開成町宮台798

 * Medical Systems  Research & Development Center
  Research & Development Management Headquarters
  FUJIFILM Corporation
  Miyanodai, Kaisei-machi, Ashigarakami-gun, Kanagawa 
  258-8538, Japan
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パネルの筐体技術開発　21 

筐体構造概要211 
CALNEO Cは，CRカセッテで培った柔構造筐体をモ

ディファイし採用することで2.8kg台の軽量化と強度の
バランスを実現した。また最小限の筐体構成部材で熱拡
散構造，ノイズシールド構造を実現することで，X線を
必要以上に遮蔽することなく高画質を確保した。

軽量化　212 
DRカセッテの使用形態として従来の立位/臥位撮影

台にセットする撮影と，パネル単体を患者に直接接触さ
せるフリー撮影とがある。フリー撮影は技師が片手で 
DRカセッテを操作するため，パネルが軽量であること
が必須条件となる。また，フリー撮影はカセッテの筐体
に患者の体重がかかるため強度が必要であり，強度と軽
量化を両立することが開発上の大きな課題であった。

このような技術課題に対し，CALNEO Cでは以下の
施策によって2.8kg台の軽量化を実現した。

（1） 筐体：CRカセッテで実績がある「カーボン板＋樹脂枠」
の強度をインサートしたフレームで調整する工法で
最適化を行ない，必要な全体剛性を最小重量で実現。

（2） エレキシャーシ：導通性・ノイズシールド性などの
電気的特性を確保しつつ強度を持たない材料を実験
的に求め，最軽量な「薄板金属板」で構成。

（3） カセッテ全体の変形を許容する「柔構造」とするこ
とで，その他部材を徹底的に最小＆軽量化。
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Fig. 2   Comparison of weight and strength.

Fig. 2は各社DRパネルの重量と落下強度の関係をプ
ロットしたものである。CALNEO Cは，すべての部品
を強度部材とその他部材に区分けして，重量の決め手と
なる強度部材の重量比率を最小限とすることで，重量と
強度のバランスを確保している。

Fig. 3はパネル落下時の状態を変形シミュレーション
で解析した結果と，高速度カメラで撮影した実験の結果
である。カセッテ全体がしなって衝撃を吸収しているの
がわかる。筐体の変形量は，全体剛性の最適化を行ない，
TFTガラスと回路基板が破壊限界に達しないよう調整
されている。

Fig. 3   Panel flexibility when falling.

放熱設計　213 
DRカセッテを長時間安定的に動作させるためには内

部回路からの放熱対策が重要となる。カセッテ内部温度
が上昇することで，チャージアンプ，TFT（Thin Film 
Transistor）パネルなどの特性が変化し，画像ムラやノ
イズ発生の原因となる。

温度対策の観点としては，内部部品の絶対温度を下げ
ると同時に，TFTパネル面内あるいは各チャージアン
プの温度差を最小限に抑えることがポイントとなる。

CALNEO Cの冷却構造は，以下の施策により内部温
度の均一化，および絶対温度低下を図っている。

（1） 裏面カバー（非撮影面）側からの放熱を主な放熱面
として構成し，熱シミュレーションで熱伝達経路と
熱容量を最適化し，残留熱量を最小化

（2） エレキシャーシを熱伝導性の良い金属板と断熱材な
どで積層配置することで，熱を分散させて，TFT
面内温度を均一化。

Fig. 4は，熱対策前後でのパネル内温度分布を示した
ものである。上記の最適化により，面内温度分布で 
ΔT<3k，絶対温度でt<40℃を達成した。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Before After

Fig. 4   Cooling effect (simulation).

ノイズシールド構造　214 
DRカセッテはTFTパネルや回路基板が薄い筐体で囲

まれているため，外部ノイズや静電気の影響を非常に受
けやすい構造となっている。このためTFTデバイスお
よび回路基板をそれぞれ導体で囲うシールド構造を取っ
ている。シールド部材は，ネジ止め・カシメ等により締
結され，メンテナンスで開閉される外周部は，導電ガス

Simulation Test
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ケットにより完全シールドされている。
このような構造を取ることで，EMC試験を十分クリ

アできる性能が確保できた。

FPDの高画質化技術　31 

CALNEO C搭載のFPD　311 
CALNEO Cは，X線を可視光に変換するシンチレー

タと，可視光を電荷に変化するフォトダイオード，読み
出し回路であるTFTを組み合わせた「間接変換型FPD」
である。間接変換型FPDはシンチレータとフォトダイ
オードを含む検出部が平面で一体化しており，装置の薄
型・軽量化が可能である。従来の間接変換型FPDでは，
X線の入射面（被写体側）にシンチレータ層，出射面に
フ ォ ト ダ イ オ ー ド を 含 む 検 出 部 を 配 置 し たPSS

（Penetration Side Sampling）方式がとられている1）。今
回，CALNEO Cに搭載したFPDは，入射面に検出部，
出射面シンチレータを配置する当社独自の「ISS方式」
を採用した（Fig. 5）。

ISS方式の特長とPSS方式との比較　312 
間接変換型FPDの高画質化には，シンチレータ層のX

線吸収量を増大させること，X線によって発生した光の検
出効率を高めること，発生した光の広がりを抑え，ボケを
少なくするように設計することなどのアプローチがある。

X線吸収を高めるためにはシンチレータ層の膜厚を増
やすこと，発生した光の利用効率を高めるためには，検
出部までの発光の減衰をできるだけ小さくすることが有
効である。ISS方式は，間接変換型FPDの検出メカニズ
ムに注目し，上記の2つのアプローチを同時に行ない，
高画質を達成する技術である。

入射したX線はシンチレータ層内で吸収され，指数的
に減衰しながら進行するため，シンチレータの膜厚方向
の発光量はX線入射側で非常に大きく，出射側で小さい
分布となる。また，シンチレータは蛍光体粒子が密に充
填された構造であり，蛍光体粒子自体が光を散乱させる
ために，シンチレータ層内における光の減衰も発生する。

Fig. 6に膜厚に対する感度の変化を示す。PSS方式に
おいてはシンチレータ層内の光の発生が最も多い場所
は，最も検出部から遠くなるため，X線吸収量の増加を
狙い膜厚を上げると，散乱の影響を大きく受ける。一方，

ISS方式では光の発生が最大の場所は検出部から最も近
い部分であり，膜厚による感度低下は見られない 

（Fig. 8（a）， （c））。
X線が入射しシンチレータ内で発光した光は，等方的

に発光強度を持ち，さらにシンチレータ層内で拡散され
る。このため，光の発生場所が検出部から遠ければ遠い
ほど，光の広がりが大きく，いわゆるボケが生じる。

Fig. 7は 膜 厚 に 対 す るMTF（Modulation Transfer 
Funcion）の依存性を示す。PSS方式においては，膜厚
を大きくすると，フォトダイオードで光が検出されるま
でに広がりが大きくなる。X線入射側の蛍光体は発光強
度が高く，拡散した光も相対的に大きく検出されること
から，画像のボケへの影響が顕著となる。一方ISS方式
は，強度の最も高い入射側の発光は膜厚による光の広が
りは存在しない。膜厚増加分に対応する発光は広がりを
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Fig. 7   Relation between scintillator thickness and MTF.
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持つので，その広がりのMTFへの影響は，相対的に小
さい（Fig. 8（b），（d））。

このように当社独自技術であるISS方式の間接変換型
FPDは従来のPSS方式と比べ高画質・高分解能を達成
しており，製品の画質競争力に大きく貢献することがで
きる。

FUJIFILM DR CALNEO Cのシステム特長41 

画質性能　411 
Fig. 9，Fig. 10にCALNEO Cと当社従来機種である

FCR PROFECT CSのDQE，MTFを示す。線質はIEC
規格2）のRQA5，撮影線量は1mRである。CALNEO C
はFCR PROFECT CSに対して約1.7倍のDQEを示して
おり，MTFについても約1.25倍の値を確保している。
これにより従来機種と同等以上の画質を維持しつつ，撮
影線量を低減できる。
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高スループット　412 
FPDの残像低減技術と，高速の読取技術により，ビ

ルトインタイプのCALNEOに近い高スループット化を
実現した。

これにより撮影数の多い施設においてもストレスのな
いワークフローが構築できる。

FCRとの親和性413 
画像データハンドリングとして，通常DRで使われて

いるリニアデータではなく，ログデータを採用すること
により，FCRで培ってきた画像処理エンジンをそのま
ま活用できる。これにより当社既設機画像との親和性が
高く，安定した画像処理が行なえるため，読影医の負担
を軽減することができる。さらにFCRと同じコンソー
ルで撮影することが可能となるため，FCRを併設して
いる施設でも，技師は一つのコンソールで患者情報の入
力や撮影後の操作を行なえるため，効率のよい作業が可
能となる。
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まとめ　51 

今回開発したFUJIFILM DR CALNEO Cの筐体技
術，高画質化技術と特長，およびそのシステム性能を概
説した。本装置および開発した諸技術は，被曝線量の低
減やワークフローの改善を可能としており，広く利用さ
れることを期待する。

今後も医療の質の向上，さらには人々のクォリティ 
オブ ライフの向上に貢献するため，新たな技術に挑戦
し，コストパフォーマンスの高い装置を提供していく。

参考文献　

 1)  Beutel, J. et al. Handbook of Medical Imaging, Vol.1. 
Physics and Psychophysics. SPIE, 2000, chapter 4.

 2)  IEC62220-1-1：Medical electrical equipment - 
Characteristics of digital X-ray imaging devices - 
Part 1: Determination of the detective quantum 
efficiency Ed. 1.0 (2003).

（本報告中にある “CALNEO” , “FCR” , “FUJIFILM” は
富士フイルム（株）の登録商標です。）
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はじめに11 

全世界で進められている環境負荷低減の動きは印刷業
界にも及んでいる。日本の業界団体である日本印刷産業
連合会での取り組みを例にあげると，グリーンプリン
ティング認定制度（2001年～）では環境負荷の少ない
CTP（Computer To Plate）システムや無処理刷版の採
用などを促し，循環型社会形成の自主行動計画（2009年）
では，現像廃液などが含まれる産業廃棄物最終処分量を
2010年度に2005年度比で24％削減する活動を推し進め
ている。

お客様が印刷版を作成する工程（製版工程）で排出さ
れる主な廃棄物として，製版フィルム，現像廃液，各種
包装材料があげられる。

製版フィルムについては，組版のデジタル化（DTP：
DeskTop Publishing），レーザーおよび印刷版技術の進
展により，製版フィルムを介さずプレートセッターで直
接印刷版に描画可能なCTPシステムの普及が急速に
進んでいる。工程簡略化によるコストダウンや環境負荷
低減効果が後押しし，世界で2001年度に20％程度であっ
たCTP化率は現在50％を超えている1）。

さらに，当社をはじめとする印刷版メーカー各社は，
環境対応のCTP版として現像廃液の環境負荷が小さい
簡易処理CTP版，無処理CTP版の開発を進めている。
しかし，これらは従来の高アルカリ現像液を用いた印刷
版システムの品質に及ばず，完成度の向上が今後の普及
の鍵である。

包装材料には外装の段ボール，内装の合紙やボール紙
があるが，これら紙類は既存のリサイクルシステムが充
実している。

このような状況から，当社では現在主流である高品質
な高アルカリ現像液システムの環境負荷低減への取り組
みも重要と考え，研究開発を進めてきた。本報告では，
国内の商業印刷向けCTP市場で90％以上の割合を占め
るサーマルポジ型CTPシステムの環境負荷低減に向け
た取り組みを中心に報告する。

Photo 1   Positive thermal CTP plate “XP-F”.

環境対応サーマルCTPシステム「ECONEX」の開発

青島　徳生＊，渡辺　年宏＊

Development of Environmentally Friendly Thermal CTP System “ECONEX”

Norio AOSHIMA*  and  Toshihiro WATANABE*

Abstract

We have developed an environmentally friendly thermal CTP (Computer To Plate) system “ECONEX”, 
which is composed of a positive thermal CTP plate “XP-F”, developer/replenisher “XP-D/XP-DR”, 
apparatus for reducing waste developer “XR-2000, XR-5000”, and a CTP setter “Luxcel T-9900G CTP”. 
Rapid dispersion developing technology of XP-F, enabling a highly concentrated replenisher to be used, 
realized substantial reduction of replenisher usage. XR-2000 and XR-5000, which incorporate decompression 
distillation technology, realized an 85% reduction of waste developer/rinse water along with low energy 
consumption. A novel LED (Light Emitting Diode) array in “Luxcel T-9900G CTP”, characterized by a broad 
depth of focus and non-radiation waiting sequence, has demonstrated both high quality and energy saving. 
We expect the ECONEX system to contribute in promoting the ecology movement in the printing industry.

本誌投稿論文（受理2010年12月3日）
 * 富士フイルム（株）R&D統括本部
  グラフィック材料研究所
  〒421-0396 静岡県榛原郡吉田町川尻4000
 * Graphic Materials Research Laboratories
  Research & Development Management Headquarters
  FUJIFILM Corporation
   Kawashiri, Yoshida-cho, Haibara-gun, Shizuoka 

421-0396, Japan
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ECONEXシステムの構成と技術内容21 

当社では，2010年に環境対応サーマルCTPシステム
「ECONEX」を発表した。これは，サーマルポジCTP
プレート「XP-F」，現像廃液削減装置「XR-2000,XR-5000」，
サーマルCTPセッター「Luxel T-9900G CTP」を主な
構成要素とするシステムである。XP-FとXR-2000/5000
では，現像廃液の大幅な削減を，Luxel T-9900G CTPで
は高生産性を省電力で実現し，市場で好評を得ている。

CTPプレート「XP-F」211 
サーマルポジCTP版の現像処理は，現像，水洗，フィ

ニッシングの各工程を順に経て行なわれる（Fig. 1）。常
に一定の品質を得るために，それぞれの工程で使用状況
に応じた処理液の補充が行なわれる。補充した分余剰と
なった処理液は現像処理廃液となり，産業廃棄物として
の処理が必要となる。つまり，補充量を減らすことが廃
液量削減につながるわけである。

現像 リンス ﾌｨﾆｯｼﾝｸﾞ 乾燥 

Fig. 1   Developing process of positive thermal CTP plate.

各工程のなかでCTPプレート，現像液より補充量低
減のアプローチが可能なのは，主に現像工程である。現
像工程の補充には，現像処理したプレートの面積に比例
して補充される処理補充と，空気中の炭酸ガスが時間と
共に現像液へ溶解することで処理液のpHが低下するた
めに必要となる経時補充があるが，特に後者の割合が現
像工程の補充の7割を占める。経時補充を削減するには，
現像液中のアルカリ成分（pH）に依存しない現像シス
テムが必要となるが，一般的には有機溶媒などのアルカ
リに代わる現像主剤を現像液に加えることが必要であ
る。この有機溶媒成分はVOC（揮発性有機化合物）と
も呼ばれ，大気や水質などへ放出されると，公害や健康
被害を引き起こすことから問題視され，環境配慮設計と
は言えない。

そこで，当社では現像液を高濃度少量補充とすること
で廃液量を低減する取り組みを，サーマルポジCTPシ
ステムを発売以来一貫して進めてきた。現在，高濃度少
量補充を可能としているポイントは2つある。1つは，
VOC成分を含まず，またpH調整剤としてシリケートで
はなく糖類を用いることで，高濃度まで濃縮可能とする
現像液設計。2つめは，現像液の電導度管理による高精
度な補充システムである。これらの組み合わせにより，
廃液量削減と品質の両立を可能とした。

ECONEXでは，上記の考え方をさらに推し進め，従
来品と比べ使用液状態でさらに30％高濃度化した現像
補充液「XP-DR」でのシステム構築を達成した。

XP-DRの導入にあたり，その現像特性に合わせたプ
レート設計が必要となった。サーマルポジCTPプレー
トでは，露光により感光層の現像性が向上し，現像液の
浸透，感光層の現像液への溶解・拡散のプロセスを経て
現像が完了する。XP-DRは従来品（DT-2R）と比較して，
浸透性が高く，拡散性が遅いという特性が認められた。
この特性により，画像部の感光層は現像液のダメージを
受けやすく，また非画像部に拡散しきれなかった感光層
が残りやすい傾向がみられた。そこで，新たに画像部の
現像液耐性と非画像部の現像液拡散性を向上させた新プ
レートXP-Fを新開発した（Fig. 2）2）。

画像露光画像露光 現像液浸透現像液浸透 感光層拡散感光層拡散

画像部の現像液耐性UP

遅い速い

非画像部の現像液拡散性UP

IR 
Laser 現像液

現像液

画像部
ﾀﾞﾒｰｼﾞ大

感光層の
拡散遅い

非画像部
溶解促進

画像部 非画像部

現像液

・
・・ ・・・

・
・

Fig. 2   Assignment of highly concentrated replenisher.

未露光部である画像部では，現像液への溶解性を左右
する感光層メイン樹脂として現像液溶解性の異なる2種
類を混合することで，現像液溶解性を制御した。これに
より画像部の現像液耐性を大幅に向上させ，XP-DRに
おいても従来の現像補充液（DT-2R）と同等の現像液耐
性を達成すると共に，露光時の溶解性も従来のプレート

（HP-F）同等を確保した（Fig. 3）。

0.0
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Fig. 3   Effect of solubility control of main binder.

一方，露光部である非画像部では，感光層の溶解・拡
散 を 促 進 す る，RDD（Rapid Dispersion Developing）
技術を採用した。これはメイン樹脂とは異なる現像性を
有し，かつ拡散性に優れる樹脂を少量加えることで，未
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露光部の現像液耐性を維持しながら感光層全体の拡散を
促進するものである（Fig. 4）。

新開発:拡散促進機能素材採用

RDD technology
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Fig. 4   Effect of RDD technology.

これらにより高濃度補充液であるXP-DRにおいても
従来システム同等の現像特性が得られ，品質を維持しな
がら現像廃液量を従来システム比で最大40％削減する
ことが可能となった。

現像廃液削減装置「XR-2000，XR-5000」212 

Photo 2    Apparatus for reducing waste developer/rinse water  
“XR-2000”.

この廃液削減装置は，現像廃液を減圧蒸留により蒸留
再生水と濃縮廃液に分離するものである。フィニッ
シャーは濃縮適性がなく対象外だが，現像工程，水洗工
程より排出される廃液すべての容積を最大1/8まで削減
することが可能で，アルカリ現像システムのなかでは最
も廃液量が少ないシステムを構築可能である。蒸留は室
温付近で行なわれるため蒸留の精度が高く，蒸留再生水
pHは，BOD，CODなどの公共下水基準を満たし下水放
流が可能である。さらに，本装置やCTPプレートの自
動現像機の洗浄用水への利用も可能である。また，ヒー
トポンプ方式の採用による省電力設計や，現像廃液の輸
送，焼却最終処分時の炭酸ガス排出量の削減にも寄与す
る装置である（Fig. 5）2）。

XR-2000，XR-5000の稼働率100％における最大廃液
処理量は，それぞれ1500L/月，3900L/月であり，プレー
トの処理量に応じて容量の異なる装置を選択可能であ
る。

Fig. 5   Systematic view of reducing waste developer/rinse water.

例えばCTP版の月あたりの使用量が1000m2のお客様
が，XP-FとXP-DR，XR-2000からなるECONEXシステ
ムを採用頂くと，従来製品で最大440Lあった現像処理
工程の廃液を，約70Lまで減らすことが可能となる 

（Fig. 6）3）。このような高レベルの濃縮が可能なのは，
前項で述べた濃縮適性のある現像液の寄与が大きく，当
社システムの大きな特徴である。発売以来300台以上の
導入実績があり，その効果に市場から大きな反響を頂い
ている。

※HP-Fは水洗補充が最も多い場合
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Fig. 6 Effect of reducing waste developer and rinse water by using 
ECONEX system.

CTPセッター「Luxel T-9900G CTP」213 

Photo 3   Thermal CTP setter “Luxcel T-9900G CTP”.
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623チャンネルのLEDレーザーをライン上に配した独
自のイメージングヘッドを搭載。四六全版で時間あたり
70版出力可能で，商業印刷用途としては世界最速の
CTPセッターである。焦点深度の深いレーザー（±50μm）
の採用により，焼きボケのない常に高品質な画像露光を
安定して行なうことが可能である。描画時のみLEDレー
ザーが発光するシークエンスにより，レーザーの長寿命
化，低消費電力を実現した。これにより，当社従来機比
較で10 ～ 30%の省電力を実現した2）。

Table 1   Specifications of thermal CTP setter “Luxel T-9900G CTP”.

出力方式 円筒外面走査方式
対応プレート 富士フイルム　サーマルプレート

刷版サイズ 最大1,160×940mm
最小324×370mm

最大出力サイズ 1,160×926mm
露光光源 レーザーダイオード（623ch）
解像度 1200/1219/1270/2400/2438/2540 dpi
生産性 70版/時
接続RIP FUJIFILM WORKFLOW XMF/Valiano Flow 3

おわりに31 

本論文で報告した「ECONEX」システムは，これま
でどおりの品質を維持しながら，現像廃液削減や低消費
電力など，さらに環境に配慮した設計になっており，環
境対応を進めたいお客様にとって非常に有効なツールで
ある。このシステムの導入が進み，印刷業界全体の環境
負荷低減活動に貢献できることを期待している。

参考文献

 1)  大貫良子, 青島徳生, 吉川直紀. プリプレスと副資材
の環境対応　1.プリプレス用PS/CTP版の環境対応
～最新動向～ . 日本印刷学会誌. 47 (1), 15-20 (2010).

 2)  富士フイルムグラフィックシステムズ. 環境対応
CTPシステム「ECONEX」. テクノトレンド2010 
グラフィックアーツ機材インデックス. JAGAT 
info, 別冊96号, 26-27 (2009).

 3)  富士フイルム株式会社吉田南工場. 環境対応サーマ
ルCTPシステム「ECONEX（エコネックス）」－現
像廃液量減で環境負荷低減－. サステナビリティレ
ポート2010, p.6 (2010).

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



20 多層ディスク用2光子増感型光記録材料の開発

はじめに11 

光ディスクへのさらなる大容量化の要求と，記録デー
タの保持に必要な電力消費量低減への要請を満たす次世
代光記録媒体としてディスク内部に3次元に情報を記録
する体積記録ディスクが注目されており，近年，非線形
空隙形成材料1），線形吸収によるヒートモード材料2）や
2光子吸収記録材料3）などが提案されている。

2光子吸収記録は3次の非線形光学効果の一つである
同時2光子吸収を利用するもので，記録材料の線形吸収
が存在しない長波長の光を用いることができるために媒
体内部まで記録光を減衰することなく到達させることが
でき，また焦点付近の光強度の強い領域でのみ吸収が起
こるため，基本的には奥行き方向の焦点位置を制御する
だけで3次元記録が可能であることから，体積記録には
特に適した方式であるといえる。

2光子吸収を利用した記録材料には，2光子吸収を効

率よく行なう機能と，その後に吸収や蛍光など所望の物
性を変化させる機能とが必要であるが，最初に報告され
たスピロピラン誘導体4）が両機能を一分子で担うフォ
トクロミック材料であったこともあり，2光子吸収記録
材料として種々のフォトクロミック材料が用いられてき
た。一般にフォトクロミック材料の2光子吸収断面積は
きわめて小さく，またフォトクロミック性を維持したま
まで2光子吸収断面積を大幅に向上させることはきわめ
てむずかしいため，フォトクロミック材料を用いた2光
子吸収記録は現実的ではなかった。われわれは，両機能
をそれぞれ異なる化合物に分離してそれぞれの機能に特
化した化合物を用いることで，2光子吸収断面積の大き
な化合物と所望の物性変化を起こす化合物とを組合せて
高効率な2光子吸収記録材料が構築できると考え，機能
分離型の2光子増感記録材料を開発してきた5）。

本論文では，実用化を目指すうえで必要となる記録密
度（記録層一層あたりの記録容量がBlu-ray Disk；BD

多層ディスク用2光子増感型光記録材料の開発

秋葉　雅温＊，高橋　依里＊，滝沢　裕雄＊， 
佐々木　俊央＊＊，望月　英宏＊＊，見上　竜雄＊＊，北原　淑行＊＊

Two-photon Sensitized Recording Materials for Multi-layer Optical Disk.

Masaharu AKIBA*,  Eri GOTO-TAKAHASHI*,  Hiroo TAKIZAWA*,   
Toshio SASAKI**,  Hidehiro MOCHIZUKI**,  Tatsuo MIKAMI**,  and  Toshiyuki KITAHARA**

Abstract

Two types of novel two-photon sensitized recording material writable at 405 nm and 522nm were 
developed. The fluorescent dye generation type (F-type) material consists of at least two-photon absorption 
dye (TPAD) and fluorescent dye precursor (FDP), which is non-fluorescent before two-photon recording and 
fluorescent after two-photon recording due to fluorescent dye generation. The fluorescence quench type 
(Q-type) material, on the other hand, consists of at least TPAD, fluorescent dye (FD) and fluorescent 
quencher precursor (QP), which is fluorescent before two-photon recording and the fluorescence intensity is 
reduced after two-photon recording at the recorded spot due to fluorescent quencher generation. Both types 
of material showed quadratic dependency on recording light intensity. A twenty-layer two-photon recording 
media was fabricated with the fluorescence quench-type material, and two-photon recording and one-photon 
fluorescent signal readout was successfully conducted. 

本誌投稿論文（受理2011年1月17日）
 * 富士フイルム（株）R&D統括本部
  有機合成化学研究所
  〒258-8577 神奈川県足柄上郡開成町牛島577
 * Synthetic Organic Chemistry Laboratories  
  Research & Development Management Headquarters  
  FUJIFILM Corporation
  Ushijima, Kaisei-machi, Ashigarakami-gun, Kanagawa
  258-8577, Japan

 ** 富士フイルム（株）R&D統括本部
  記録メディア研究所
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同等の25GB）実現の可能性を示すとともに，20層多層
媒体への2光子3次元記録を実証したのでその詳細を報
告する。

記録再生評価系21 

2光子吸収記録材料の性能評価に先立ち，Fig. 1に示
した2光子記録再生評価系を構築した。522nmでの2光
子記録には，当社が新たに開発した超小型フェムト秒パ
ルスレーザー F-1A6）（パルス幅490fs，繰返し周波数
3GH ｚ，最大ピークパワー 50W），405nmでの2光子記
録 に はTi：Sapphireレ ー ザ ー（Spectra-Physics社 製，
パルス幅200fs，繰返し周波数8MHz，最大ピークパワー
200W）をそれぞれ用いたが，本論分では主に当社レー
ザーを用いた際の記録再生結果について報告する。2光
子記録により形成された記録ピットの再生には633nm
のHe-Neレーザーまたは405nmの半導体レーザーを用
いた。
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Fig. 1 The optical setup for two-photon absorption recording and 
one-photon fluorescence readout.

2光子吸収記録材料の構築31 

材料設計指針311 
高感度2光子吸収記録材料の構築にあたっては，設計

指針に2光子増感という考え方を用いた。2光子増感と
は，2光子吸収化合物と，所望の物性変化を引き起す化
合物（変調材料）とを組合せた機能分離型材料で，2光
子吸収断面積の大きな化合物を用いることで高感度を，
所望の物性変化に対応した変調材料を用いることで，必
要なシグナル形態に柔軟に適応できる，優れた材料設計
指針である。本論文では，2光子記録部で蛍光色素が生
成して蛍光強度が増大する蛍光色素発色型材料と，2光

子記録部で蛍光消光剤が生成して蛍光強度が減少する蛍
光消光型材料について報告する。

蛍光色素発色型材料312 
蛍光色素発色型材料は，2光子吸収色素（TPAD）と

蛍光色素前駆体（FDP）から構成される。Fig. 2に示し
たように，未記録部で本記録材料は400nmよりも長波
長領域には線形吸収が存在しない無蛍光性の材料であ
る。2光子記録光として405nmまたは522nmのパルス
レーザーを本記録材料に照射すると，記録光照射部で 
2光子吸収が起こってTPADの励起状態が生成する。励
起状態のTPADは共存するFDPとの間で光誘起電子移
動反応を誘起してFDPのラジカルカチオンを生成，さ
らに酸化反応が後続して650nm付近に吸収極大を有す
る蛍光色素（FD）を生成する。記録シグナルの再生には，
生成したFDの吸収帯に含まれる633nmのHe-Neレー
ザーでFDを励起し，得られる蛍光を検出する。

Fig. 2 Absorption and fluorescence spectral change of the F-type 
material upon two-photon recording.

Fig. 3には，蛍光色素発色型記録材料をスピンコート
した単層記録膜に2光子記録を行なって記録マークを形
成した後，633nmのHe-NeレーザーのCW光を平均パ
ワー 0.3-0.5ｍWで照射して信号再生を行なった際に得ら
れたシグナルのようすを示した。

 

Fig. 3 Two-photon recorded pits (top) and signals from the two-
photon recorded pits on the monolayer media (bottom). 
These signals are recorded via two-photon absorption at 
522 nm and read by one-photon excitation at 633 nm.
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本記録材料では，記録光照射部分に蛍光色素が生成す
るため，無蛍光のバックグラウンドに蛍光性のシグナル
が発現するLwo-to-High記録となる。

蛍光消光型材料313 
2光子の回折限界は1光子の回折限界の1/√2倍であ

るから，522nm（＝373nm相当）の記録光を用いれば
405nmの記録光を1光子で用いるBD並みの記録密度が
期待できる。一方で，上記の蛍光色素発色型記録材料で
は発生する蛍光色素の吸収に依存して633nmで信号再
生を行なう必要があるために，信号再生部分でBD並み
の記録密度実現を困難にしていた。そこで，短波長での
信号再生を可能とすることでの記録密度向上をめざし，
405nmで信号再生できる蛍光消光型材料を構築した。

蛍光消光型材料は，2光子吸収色素（TPAD），蛍光
消光剤前駆体（QP）および蛍光色素（FD）の3成分よ
り構成されるが，TPADおよびQPは蛍光色素発色型材
料のTPADおよびFPDと同一の化合物を用いた。FDは
再生波長の405nmにあらかじめ吸収を有し，強い蛍光
を発する蛍光色素で，記録光照射によって発生する蛍光
消光剤（Q）により蛍光が消光される（Fig. 4）。

Fig. 4 Absorption and fluorescence spectral change of the Q-type 
material upon two-photon recording.

Fig. 5には，蛍光消光記録材料をスピンコートした単
層記録膜に2光子記録を行なって記録マークを形成した
後，405nmの半導体レーザーのCW光を照射して信号再
生を行なった際に得られたシグナルのようすを示した。

 

Fig. 5 Two-photon recorded pits (top) and signals from the 
monolayer recording media (bottom). These signals are 
recorded by two-photon absorption at 522 nm and read by 
one-photon excitation at 405 nm.

本記録材料では，記録光照射部分に蛍光消光剤が生成
してもともとの蛍光を消光するため，明るい蛍光のバッ
クグラウンドに蛍光強度の落ちた暗いシグナルが発現す
るHigh-to-Low記録となる。

本結果は，405nmでの記録再生を行なうBDと実質的
に同程度の短波長で記録再生が可能であることを示した
ものであるから，BD同等の記録密度で2光子記録およ
び1光子再生が可能であることを強く示唆するものであ
る。

2光子記録特性314 
Fig. 6には，記録光強度に対するシグナル強度（蛍光

色素発色型材料）および変調度（蛍光消光型材料）の関
係を示した。どちらの記録材料に対しても2光子記録波
長は522nm，再生波長は蛍光色素発色型材料が633nm，
蛍光消光型材料は405nmである。
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Fig. 6 Relationship between average writing power vs. signal 
intensity for the F-type material (left) or modulation for the 
Q-type material (right). The signals were recorded 522 nm 
of pulsed laser with 50 μs of exposure time. Recorded 
signals were read at 633 nm for the F-type material and 
405 nm for the Q-type material.

Fig. 6に示した結果から明らかなように，記録におけ
るシグナル強度または変調度は記録光強度の二乗に比例
しており，記録ピットの形成が同時2光子吸収によるも
のであることが確かめられた。

20層記録の実証315 
2光子吸収による3次元記録が可能であることを確か

めるため，蛍光消光型材料を用いて20層の記録層から
なる多層媒体を作製し，各層への2光子記録と1光子再
生を行なった。作製した記録媒体は，1μｍの記録層を
10μｍの中間層で挟んだ構造を有する。Fig. 7には得ら
れた多層記録の結果を示した。アルファベットの周囲の
暗い部分が2光子記録により形成された記録マークであ
る。層の特定を容易にするために，各層にそれぞれ異な
るアルファベットが未記録部として残るように記録光照
射位置を設定した。
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Fig. 7より明らかなように，隣接した記録層に記録さ
れたシグナルの漏れこみ（層間クロストーク）は実質的
に観測されず，きわめて明瞭で分離のよいシグナルが
20層の記録層各層から観測された。

Fig. 7 The structure of the fabricated twenty-layer two-photon 
recording media (left) and the two-photon recorded signals 
in each layer (right).

おわりに41 

機能分離型2光子増感記録材料とのコンセプトの下，
原理的にBD同等の記録密度が実現可能な2光子吸収記
録材料を構築した。これらの記録材料は，記録光強度に
対する明確な二乗特性を示し，記録反応が同時2光子吸
収により進行することを確認した。加えて，蛍光消光型
材料を用いた20層記録媒体への3次元記録では，隣接す
る記録層間のクロストークが無い良好な3次元記録特性
を実証した。

今後は実用化に向けてさらなる感度アップと記録特性
の向上に取り組む予定である。
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はじめに11 

当部署では，当社のコア技術である画像技術を活用し
た携帯電話向けソリューションを長年にわたり展開して
いる。近年は主に法人向けのソリューションを開発して
おり，これまでにドキュメントを画像に変換し，配信す
る技術である「GT-Document」を開発し，主に企業内
のドキュメントを社外で閲覧するための技術としてサー
ビス展開を行なっている1）。

一方，ドキュメントと同様に業務上重要な社内リソー
スとして，イントラネット内の業務用Webシステムが
存在する。この内，社外での利用要望の強いWebシス
テムとして，例えば，勤怠登録，グループウェア，営業
管理・支援システム，決裁・承認システムなどがあげら
れる。業務用途に浸透している携帯電話を使えば，社外
での空き時間にこれらのWebシステムにアクセスする
ことにより業務の効率化が期待できる反面，携帯電話の
性能上の制約から，PC用に作られたWebシステムを直
接携帯電話で活用することはむずかしい状況にあった。 
 

また，社外での利用のために，携帯電話専用のWebサ
イトの構築などもしばしば行なわれているが，導入・運
用に伴うコストが課題となっていた。

そこでわれわれはGT-Documentにつづく技術とし
て，PC用Webサイトを直接携帯電話で閲覧・操作する

「GT-Browser」技術を開発し，携帯電話で社内のWeb
サイトを社外で利用するサービス「Keitai Remoteイン
トラアクセス」として商品化を行なった（Fig. 1）。本報
告では，GT-Browserの概要と特長を解説する。

Fig. 1 Keitai Remote INTRA-Access based on the GT-Browser 
technology.

画像技術を応用した携帯電話向けサーバサイドWebブラウザ
「GT-Browser」の開発

渡辺　健太郎＊，宮本　隆司＊，沢野　哲也＊，浅井　有人＊，羽田　典久＊＊

Development of the Server-side Web Browser for Mobile Phone  
based on the Imaging Technology “GT-Browser”
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Abstract

We have been developing enterprise solutions for mobile phones based on the imaging technology. 
Compared with an e-mail system, websites in the intranet have not been utilized in the mobile environment 
because of the poor performance of mobile phones. In this report, we introduce “GT-Browser”, that is a 
mobile web-browsing system based on the imaging technology for PC-based websites.
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技術コンセプト21 

GT-Browserはサーバ上でWebサイト画面を構築し，
携帯電話でのPC向けWebサイトの閲覧，操作を可能と
するサーバサイドWebブラウザである。

一般的に利用されている携帯電話用Webブラウザは，
Webサイトの情報を携帯電話に直接受信し，画面の構
築・描画を行なう。しかし，PC用のWebサイトを表 
示･操作可能なブラウザを，PCに比べて性能の低い携
帯電話上で実現することは容易ではなく，画面の表示崩
れや操作できない部分が生じるなどの問題が発生してい
た。また，企業内のイントラサイトなどにある機密性の
高い情報を社外で利用する場合，携帯電話に社内の情報
が直接送信されてしまうため，ブラウザの利用履歴など
からの情報漏洩のリスクが存在していた。

これらの問題に対し，われわれは携帯電話とWebサー
バの間に中間サーバを配し，Webサイトの画面構築・
描画を高性能なサーバマシン上で実施するサーバサイド
レンダリングという手法を採用することにより，PC用
のブラウザと同等の表示再現性を実現した。また，GT-
Browserはサーバ上でWebサイトの情報を画像に変換
することにより，携帯電話に直接Webサイトの情報が
送信されない，シンクライアント型のブラウザである点
も重要なポイントである。

システム構成，および動作フロー31 

前述のとおり，GT-Browserは主にWebサイト閲覧用
の携帯電話と，Webサイトを携帯電話用に変換するGT-
Browserサ ー バ に よ っ て 構 成 さ れ る。Fig. 2にGT-
Browserのシステム構成例と動作フローを示す。本構成
例では，当社の運用するデータセンターを経由して，顧
客のデータセンター内にあるWebサーバにアクセスす
る場合を想定している。以下に，Fig. 2の動作フローに
ついて詳述する。

Fig. 2   System configuration of GT-Browser.

①Webサイト情報の取得
PC向けWebサイトを閲覧するにあたり，まず携帯電

話からのリクエストに従い，GT-Browserサーバが閲覧
対象となるWebサイトのサイト情報（HTMLファイル，
Javascript，スタイルシートなど）を取得する。

②Webサイトの画像化・インタフェース情報の抽出
GT-BrowserサーバはWebサイトのサイト情報を元に

Webサイト画面を構築する。その後，画面を携帯電話
向け画像に変換すると共に，携帯電話から操作するため
のインタフェース情報の抽出を行なう。

③携帯電話への配信・表示
携帯電話は抽出されたWebサイトの画像とインタ

フェース情報をGT-Browserサーバより取得する。取得
した画像とインタフェース情報は携帯電話にあらかじめ
インストールされたアプリケーション上に描画される。
アプリケーション上の画面イメージをFig. 3に示す。こ
のように，PCで通常利用する画面と同等の画面を携帯
電話上のアプリケーションで表示することができる。

Fig. 3   Snapshot of the GT-Browser screen.

ま た，Webサ イ ト で 多 用 さ れ る さ ま ざ ま なGUI
（Graphical User Interface）を，抽出されたインタフェー
ス情報を元にアプリケーション上で構築することによ
り，Webサイトの操作が可能となる（Fig. 4）。ここで
いうGUIとは，例えばアンカーリンク，テキストボック
ス，ラジオボタン，セレクトボックスなどである。

Fig. 4   Interface of GT-Browser.

④携帯電話からの操作の反映
携帯電話上でのインタフェースの操作はGT-Browser

サーバに送信され，Webサイトの操作として反映され
る。本操作による画面遷移後に，Webサイトの画像情報，
およびインタフェース情報の再取得が行なわれ，携帯電
話のアプリケーションに表示される。
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技術特長41 

GT-Browser技術の特長として，下記があげられる。

①PCと同等の操作性
PC用Webサイトをそのまま表示できるため，カーソ

ル操作によりPCと同じ操作性でWebサイトの閲覧がで
きるほか，携帯電話用のWebサイトを作成する必要が
ないため，Webサイトの導入・運用コストが不要な点
がメリットとしてあげられる。また，カーソルで操作す
る方法以外に，携帯電話上での操作に配慮した複数の操
作モードを提供している。

②スムーズな画面操作
携帯電話で表示されるWebサイトは画像で表示され

ているため，スムーズな拡大縮小が可能である（Fig. 5）。
また，画像配信に伴う通信量を削減し，高速な表示を可
能とするため，携帯電話での表示に必要な最低限のサイ
ズで画像が送信される。これにより，一定以上画面を拡
大すると表示がぼやけるため，拡大画面の画像を再取得
することで，高品質の画面表示を行なう。

Fig. 5   Expand/shrink a screen image on GT-Browser.

③高いセキュリティ
GT-Browserはサーバで生成したWebサイト画面を表

示，操作するシンクライアント型の技術である。そのた
め，例えば従業員や取引先の連絡先など，Webサイト
の情報が直接端末に送信されることはない。また，アプ
リケーション終了と同時に受信した画像などはすべて消
去されるため，携帯電話上に履歴などが残ることもなく，
情報漏洩の心配がない。サーバ上でのWebサイト画面
構築や操作に利用するWebサイト情報についても，利
用ユーザごとに管理し，利用後は確実に消去される。こ
のため，重要な情報を含むWebサイトに関しても安全
に利用することができる。

④Webサイト上のドキュメント閲覧可
GT-Browserは同じくサーバ上でドキュメントの画像

化を行なうGT-Documentと連携することができる。こ
れにより，Webサイト上に添付されているドキュメン
トも携帯電話で閲覧することができる。

まとめ51 

本報告では，画像技術を応用した，携帯電話による
PC向けWebサイト閲覧・操作技術であるGT-Browser
について解説した。本技術により，企業内にあるPC用
Webサイトの社外活用が促進され，セキュリティの観
点でも安全な形で業務の効率化を行なうことができると
期待される。今後，本技術の機能・性能の向上に尽力す
ると共に，携帯電話以外の端末上での活用やさまざまな
用途での利用も考慮しつつ，同技術を活用した市場開拓
を進めていきたい。

参考文献

 1)  大谷洋, 池谷直樹, 上杉英司, 浅井有人, 瀬川英生, 羽
田典久. 携帯電話における高精細ドキュメント
ビューアの開発. 富士フイルム研究報告. No.55, 
50-54 (2010).

（本報告中にある “JavaScript” はサン・マイクロシステ
ムズ・インコーポレーテッドの登録商標です。“Keitai 
Remote” は富士フイルム（株）の登録商標です。“GT-
Browser”，“GT-Document” は富士フイルム（株）によ
り商標登録出願中です。）
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はじめに11 

一般的にソフトウェア商品開発において，仕様を詰め
込み過ぎて開発期間と費用が増大したにもかかわらず商
品がユーザーニーズと合わないという問題が起こる場合
がある。この要因として，感性に頼った属人的，場当た
り的なやり方で要求が定義されることが考えられ，具体
的には要求仕様作成工程において，以下が大きな課題と
なっている1）。

（1）要求を絞り込む
ユーザーにとって本当に必要な機能を掴めてない。あ

れもこれも実現しようとして，多くの要求を盛り込んで
しまう。

（2）要求仕様の裏づけを取る
要求の妥当性，客観的な裏づけがないため，いろいろ

な人の意見によって仕様が二転三転する。
上記2つの課題に取り組む上で，短期間で効率よく客

観的な事実ベースのデータを集めることがポイントにな
る。短期間にユーザーニーズを掴み，効率良く仕様をま
とめるには，網羅的に検討するのではなく，「当たり」
を付けて絞り込み，それを検証して課題を特定する「仮
説検証プロセス」が有効であることが知られている2）。
一般的な仮説検証プロセスにおいては，①状況の観察・

分析，②仮説の設定，③仮説の検証の３つのフェーズが
繰り返し行なわれる3）。ユーザーインターフェース（以
下GUI）を持つソフトウェア開発では，ソフトウェアプ
ロトタイプを用いて検証が行なわれる（Fig. 1）。

①状況観察・分析仮説

②仮説の構築 

③仮説の検証 

・ソフトウェアプロトタイプ利用

Fig. 1   Hypothesis verification process for GUI software development.

しかし，われわれが対象としているオンラインでフォ
トブックを作成するためのコンシューマ・フォト向けソ
フトウェア開発では，写真ならではの特徴があり，GUI
ソフト開発の仮説検証プロセスをそのまま適用したので
は解決できない課題がある。そこで，フォト向けに仮説
検証プロセスを改良し，フォトブックを作成するための
ソフトウェア開発へ適用，実践した。

コンシューマ・フォト向けソフトウェア開発における 
仮説検証プロセスの適用

松本　徹也＊，山路　啓＊，塚越　一真＊，松原　俊夫＊

Application of Hypothesis Verification to Software Development  
for Photo Products

Tetsuya MATSUMOTO*,  Kei YAMAJI*, 
Kazuma TSUKAGOSHI*,  and  Toshio MATSUBARA*

Abstract

Generally in the photo market, customers have specific personal memories about their photos to be 
printed. We took this into account in verifying the usability of our online photobook ordering system. We 
adopted a well-known hypothesis verification method and improved the verification process by using testers’ 
own photos in the designing and ordering of a photobook, and printing them in the final product prototype.  
This approach successfully met the customer needs more accurately.

本誌投稿論文（受理2010年11月26日）
 * 富士フイルム（株）R&D統括本部
  ソフトウエア開発センター
  〒222-0033 神奈川県横浜市港北区新横浜2-10-23
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   Shin-yokohama, Kouhoku-ku, Yokohama, Kanagawa 
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本報告では，2. において写真ならではの特徴を，3. に
おいてGUIソフト開発の仮説検証プロセスでの課題を，
4. において課題に対する解決策，5. において実践した

「フォト向け仮説検証プロセス」について述べる。6. に
おいて，プロセスを実践した結果，7. において市場導入
状況を示す。

写真ならではの特徴21 

フォトブックのようなフォト商品は，ユーザーの思い
出を形にして提供するものであり，以下の特徴がある。

（1）人によって写真1枚1枚の思い入れが違う
人それぞれ，写真に対する観点が異なる。人の感性を

扱う商品であり，使う写真によって商品の価値が変わる。
（2）ユーザーの写真が商品になる

一般コンシューマ商品（カメラやカバンなど）と異な
り，ユーザーの画像を使ったものが最終商品となる。ユー
ザーごとに最終商品が異なる。

GUI31 ソフト開発の仮説検証プロセスでの課題

2. であげた特徴ゆえに，オンラインでフォトブックの
作成をするようなフォト商品の開発にGUIソフト開発の
一般的な仮説検証プロセスを適用すると，検証フェーズ
にて以下のような問題を生じる（Fig. 2）。

（1） 思い入れのあるデータを使わないと正当な評価を
得ることができない

機能・操作性をテストデータで検証しても，データに
対する思い入れがないためユーザーが本気になれず正当
な評価を得ることができない。例えば，「好きな写真を
選択する」という評価をする場合，ユーザーの思い入れ
が正しく反映されないと意味のない結果となってしまう。

（2） ソフトウェアプロトタイプだけでは正当な評価を得る
ことができない

フォト分野では，ソフトウェアは最終商品とならない。
ユーザーはソフトウェアプロトタイプから最終商品イ
メージを持てないため，機能や操作性が商品に及ぼす効
果がわからず正当な評価ができない。

■注文ソフト（一般 B to C）

■注文ソフト（フォト）

最終商品がイメージできる

最終商品がイメージできない

ソフトウェア検証のみで判断可

ソフトウェア検証のみでは判断不可

Fig. 2   Challenges for software prototype in photo products.

課題に対する解決策41 

課題に対する解決策として，われわれは検証フェーズ
に以下2点の工夫を取り入れた（Fig. 3）。

（1）ユーザーのデータを使う
ユーザー自身が撮影したデータを利用することで，

ユーザーを本気にさせる。
（2）商品プロトタイプを使う

ユーザーが手にする最終商品を確認するための商品プ
ロトタイプを作成する。最終商品と提供機能のイメージ
を関連付けることでトータルでの検証が可能となる。

ソフトウェアプロトタイプ (2) 商品プロトタイプ

一般的な検証範囲

今回の検証範囲

(1) ユーザー画像の利用

Fig. 3   Solutions to challenges.

実践したフォト向け仮説検証プロセス51 

プロセス概要511 
今回の仮説検証プロセスは，仮説の検証フェーズに上

記解決策を採り入れたと同時に，短期間での仕様絞り込
みのために，状況観察・分析フェーズでターゲット像の
具体化（ペルソナ手法4）の取り組み），仮説の構築フェー
ズでロードマップ作成を実践し，3つのフェーズを5つ
のステップに細分化した（Table 1）。

Table 1   Initiated process.

一般的プロセス 今回のプロセス
①状況観察・分析 Step1：状況観察・分析（ターゲット設定）
②仮説の構築 Step2：仮説の構築
③仮説の検証 Step3：仮説の可視化（プロト開発）

Step4：ユーザー検証
Step5：仕様再検討
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プロセス詳細512 

Step1：状況観察・分析（ターゲット設定）51211 
誰に何を提供するのか，具体化する。ターゲット像の

プロファイルを具体化しイメージを共有化できるように
する。具体的には，ターゲット像の基本情報（年齢，性
別，職業など）から，詳細情報（家族構成，趣味嗜好，
生活パターンなど），写真に対する姿勢（ショット数/月，
保存方法など）などのデータから，イメージを明確にし
て共有した。

ターゲット像を見える形にすることがポイントである。

Step2：仮説の構築51212 
課題を抽出し，解決するための仮説を構築する。具体

的には，フォトブックを作成する時の課題（大量の画像
群からの画像選択，納得のいくレイアウトにする作業に
多大な時間がかかるなど）を抽出し，作業負荷を軽減す
るための仮説を構築した。

構築した仮説すべてを検証するのは多大な労力と時間
を必要とするため，仮説に優先順位付けを行ない，長期
スパンで解決策のステップを描き，開発項目，検証項目
をロードマップに描くことがポイントである。

Step3：仮説の具体化（プロトタイプ開発）51213 
解決策の具現化/可視化，検証の絞り込みを行なう。

具体的には，機能・操作性を確認するためのソフトウェ
アプロトタイプと，商品満足度・提供機能とのイメージ
を関連付けるための商品プロトタイプを開発した。

短期間で早く結果を出すために検証ポイントに絞った
ソフトウェアプロトタイプの作成と，提供機能の効果が
確認するための商品プロトタイプを作成することがポイン
トである。

Step4：ユーザー検証51214 
仮説に基づく解決策を検証する。具体的には，商品プ

ロトタイプを見ながら，ソフトウェアプロトタイプを
ユーザーのデータを使って操作してもらい，その様子を
観察した。

他人のデータでは思い入れがないため，本来あるべき
思考判断ができず，短慮な操作となってしまう。このた
め，ユーザーのデータを使うことがポイントである。

評価室

観察室

Fig. 4   User validation methodology.

Step5：仕様再検討51215 
検証結果から仕様を再検討する。具体的には，検証終

了直後に，ユーザーの行動結果を関係者で模擬し，検証
結果の妥当性を確認した。結果が思わしくない場合は仮
説を立て直し，次の検証につなげた（例：画像選択時の
失敗画像表示方法）。

検証から時間が経つほど，開発者自身の思いに戻りが
ちなので，結果が旬なうちに仕様再検討することがポイン
トである。

フォト向け仮説検証プロセスの実践結果61 

フォトブックを作成するソフト開発に本プロセスを適
用した結果は以下のとおりである。

ユーザーのデータによる効果611 
ユーザーデータを利用することで，ユーザー自身を本

気にさせることができ，仮説としてあげていなかった使
い方や機能を知ることができユーザーの潜在ニーズを見
出すことができた（例：失敗画像の表示方法）。さらに
仮設の裏づけをとることができ，検証結果にもとづく仮
説の修正が的確に実施できた（Table 2）。

Table 2   Number of hypothesis at each cycle.

1サイクル 2サイクル 3サイクル
仮説総数 5 12 11
仮説とおり 1 8 11
修正した仮説数 3 3 0
破棄した仮説数 1 1 0

1サイクル目のUI・操作系の検証では4項目（含破棄
した仮説）が，2サイクル目の機能検証では4項目（含
破棄した仮説）が仮説と異なる大きなギャップとなった
が，次サイクルでは収束させることができた。

1サイクル目 2サイクル目 3サイクル目

仮

説

の

確

度

高

：UI/操作系 ：画像選択 ：レイアウト 
凡例

仮説と検証結果に

ギャップ（赤色） 

仮説を修正 

時間

仮説と検証結果に

ギャップ（赤色） 

低

Fig. 5   Accuracy of hypothesis at testing cycle.
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商品プロトタイプによる効果612 
ソフトウェアプロトタイプと商品プロトタイプによっ

て機能性と商品性をあわせて提供したことで，ユーザー
はその機能が実際の商品にどのように反映されるのかを
イメージでき，正当な評価結果を得ることができた。例
えば，撮影日時をまとめて表示する機能はソフトウェア
プロトタイプ検証ではユーザーの反応が鈍かったが，商
品プロトタイプへの反映を見せたところ，ほぼ全員が欲
しいと回答した。ソフトウェアのプロトタイプだけでは，
誤った判断をしかねない仮説である。さらに，商品プロ
トタイプで最終商品イメージを示したことにより，商品
用途と金額に関するユーザーニーズを確認することもで
きた。

市場での評価結果613 
検証結果において評価の高かった機能（自動レイアウ

ト機能など）を当社オンラインネット注文サイトへ導入
し，機能の満足度についてのアンケートを実施した（導
入前後で実施）。

画像を自動で配置した結果に満足と回答した人は 
24ポイント増加し，導入した機能が有効であった。

まとめと今後71 

本報告では，GUIソフト開発の一般的な仮説検証を 
オンラインでフォトブックを作成するためのコンシュー
マ・フォト向けソフトウェア開発に適用するための新た
なプロセスを決め，実際の開発に適用することで，ユー
ザーニーズの把握に成功した。今後は，実プロジェクト
でのさらなる活用を通して本プロセスを洗練しつつ，
ユーザーにとって本当に価値ある機能の開発に結びつけ
ていきたい。

参考文献

 1)  山岸耕二ほか. 要求獲得プロセスの効率化. 日経コン
ピュータ, 2009年7月8日, No.734, p.120-125.

 2)  内田和成. 仮説思考 BCG流問題発見・解決の発想法. 
東京, 東洋経済新報社, 2006, p.22-54.
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はじめに11 

富士フイルムにとって，医療をはじめとするさまざま
な分野において，高機能・高性能な製品を提供するため
に，ソフトウェアは必要不可欠な技術分野となってきて
いる。さらに製品技術の進化やシステムの複雑化が進 
み，ソフトウェア開発力の重要度が一段と増大し，ソフ
トウェア開発管理に要するスキルやノウハウ，品質管理
などに対し，これまで以上に高度な能力が求められている。

われわれはそのような状況の中，富士フイルムと富士
フイルムソフトウエアが一体となり，ソフトウェア開発
力の強化を目的としたプロジェクト管理を実践した。

プロジェクト管理の手法として，組織のQ（品質向上），
C（コスト削減），D（期間短縮）を改善するために，世
界で広く用いられているCMMI（Capability Maturity 
Model Integration：能力成熟度モデル統合）のモデルを
参考にプロジェクト管理技術を習得し，実績ベースライン
や実績モデルを確立させ，不具合摘出のためにレビュー
速度を制御するなど，独自の統計的プロジェクト管理を
実践した。

その結果，不具合の前倒し発見率が向上できたことで，
プロジェクトの終盤で不具合を修正する回数を減らし，

納期遅延の抑止と不具合修正工数の削減によるQCDの
改善を達成することができた。

今回実践したプロジェクト管理手法とその効果を報告
する。

従来のプロジェクト管理手法の限界21 

富士フイルムにおけるソフトウェア開発のプロジェク
ト管理手法は，組織の標準プロセスを規定し，それに基
づいてプロジェクトを運営することで成果物の管理や進
捗管理を行ない，製品の品質を保証してきた。

また，全プロジェクトの開発データを組織共通のデー
タベースへ格納し，組織全体で共有することで，過去の
経験を計画や見積もりに活用する仕組みを構築し実施し
てきた。

しかし，確実にQCDの向上を図り組織に寄与するた
めには，プロジェクトのQCD目標を定量化し，プロジェ
クト全期間を通じて，プロセスを統計的に制御しながら
目標の達成可否を予測できる状態が必要である。従来の
プロセスにはこのようなプロジェクト管理を行なうため
の枠組みがないため，これまでの仕組みを維持するだけ

ソフトウェア開発における統計的プロジェクト管理手法の導入と実践

相磯　正司＊＊，湯浅　耕季＊＊，鈴木　圭一＊

Introduction and Practice of Statistical Project Management  
Technique in Software Development

Masashi AISO**,  Kouki YUASA**,  and  Keiichi SUZUKI*

Abstract

We implemented innovative project management in order to strengthen software development technology.  
We acquired project management skills based on CMMI (Capability Maturity Model Integration) which is used 
as a model for QCD (Quality, Cost and Delivery) improvement all over the world, and practiced statistical 
project management (eg. establishing process performance baselines and models, controlling reviewing speed to 
thoroughly discover software defects and so on). As the result, we improved QCD, reducing the number of 
times to correct defects by increasing the defect discovery rate in the early phases of development.
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ではプロジェクト管理に限界がある。高度なプロジェク
ト管理を行なうためには，次章で述べる統計データに基
づいたプロセスが欠かせない。

統計データに基づいたプロセスの内容31 

統計データに基づいたプロセスでは，プロジェクト管
理やプロセス改善を推進するグループが主体的に活動す
る「組織プロセス実績」と開発プロジェクトが主体的に
活動する「定量的プロジェクト管理」の2つのプロセス
エリアを実施する必要がある1）。

組織プロセス実績311 
組織プロセス実績の目的は，QCDの目標を達成する

ために，現状のプロセスの実績を定量的に理解すること
である。具体的には，以下の活動を行なっていく必要が
ある。

（1）プロセス実績データ
　 プロジェクトの実績データを分析して，各プロセス

のデータを分析，集計したもの。
（2）プロセス実績ベースライン

　 プロセスの能力をあらわす統計的な指標値で，実際
のプロセス実績と期待されるプロセス実績を比較す
るためのベンチマークとして使用される。

（3）プロセス実績モデル
　 プロセス実績の履歴データから作成され，プロセス

の将来の結果を予測するために使用される統計モ 
デル。

定量的プロジェクト管理312 
定量的プロジェクト管理の目的は，開発プロジェクト

の主要なプロセスについて，統計手法を用いて管理する
ことにより，プロジェクトが設定したQCDの目標を達
成することである。具体的には，以下の活動を行なって
いく必要がある。

（1）プロジェクトの定量的目標設定
　 プロジェクトのQCDに関する定量的な目標を設定

すること。
（2）統計管理対象プロセスの決定

　 目標達成のために重点的に管理するプロセスを決
め，統計的な管理方法を行なうこと。

（3）異常の発見と是正
　 重点管理するプロセスを統計的に管理し，目標達成

を妨げるような異常なデータを発見，是正すること。
（4）目標達成予測

　 プロジェクトの状況を統計的に分析し，目標達成の
可能性を予測すること。

上記の活動のために，組織プロセス実績の活動で構築
したプロセス実績ベースライン，プロセス実績モデルを
使用する。

プロジェクトにおける取り組み41 

「医療系コンソール開発組織」を対象に，統計データ
に基づいたプロセスを適用した。

 統計データに基づいたプロジェクト管理手411 
法導入のストーリー作り

統計データに基づいたプロセスを導入するにあたっ
て，組織目標を達成するためにプロジェクト管理のス
トーリーを作成した。そこで，過去の医療系コンソール
開発組織のデータを分析し，改善ポイントを定め，効果
の予測までの一連のストーリーを考察した。

不具合修正工数の分析41111 
開発プロジェクトでは，品質のよい製品を納期とおり

に出荷することを目標としているが，すべての開発プロ
ジェクトで納期とおりに出荷することが必ずしもできて
いない。

その原因を把握するために，過去の医療系コンソール
組織のデータを分析した結果，不具合の修正工数が最下
流のシステムテスト工程でもっとも費やしており，納期
が遅延する最大の要因となっていることが判明した。

分析結果では，Fig. 1で示しているように，不具合 
１件あたりの修正工数は，上流のシステム設計工程と比
較すると最下流のシステムテスト工程では，約20倍の
工数を費やしている。

そこで，上流の設計工程，コーディング工程で不具合
を摘出し，最下流のシステムテスト工程での不具合発生
を減少させることで，不具合修正工数を大幅に削減でき，
納期遅延を防止できると判断した。

不具合１件あたりの修正工数比率
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Fig. 1   Relative time necessary to correct one defect in each phase.

不具合密度とレビュー速度の分析41112 
上流の設計工程，コーディング工程で不具合を摘出し，

最下流のシステムテスト工程での不具合発生を減少させ
る施策を導き出す目的で，過去の医療系コンソール開発
組織のデータより，不具合密度（成果物規模あたりの不
具合件数）とレビュー速度（レビュー 1時間あたりの成
果物規模）の相関を分析した。
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その結果，Fig. 2で示すように，設計工程，コーディン
グ工程ともに，レビュー速度のある値を境に，不具合密
度の傾向が変化することが判明した。

そこで，設計工程，コーディング工程でのレビュー時
には，レビュー速度を制御して，不具合を多く摘出でき
る適切な速度でレビューを実施する施策を打ち出した。
最終的に，下流のシステムテストでの不具合を減少さ 
せ，不具合修正工数を削減に寄与できると判断したもの
である。

レビュー速度と不具合密度の相関

レビュー速度（Page/Hr.)

不
具
合
密
度

（
件

/
P

ag
e
）

Fig. 2   The correlation between reviewing speed and defect density.

効果の予測41113 
レビュー速度を制御し，適切な速度でレビューを実施

することで，上流の設計，コーディング工程で不具合を
前倒しで摘出する効果を過去の工程別不具合密度と修正
工数のデータより算出した。その結果，不具合修正工数
を56.5%削減できると予測した。

組織プロセス実績の実践 412 

実績ベースラインの確立41211 
設計工程，コーディング工程でのレビュー速度を制御

し，不具合を前倒しで摘出するために，不具合密度とレ
ビュー速度を各開発工程で管理する必要がある。

そこで，過去の医療系コンソール開発組織のデータを
もとに統計手法を用い，不具合密度，レビュー速度，修
正工数などの実績ベースラインを作成し，実際のプロセ
ス実績と期待されるプロセス実績の比較を可能とした。

実績ベースラインの作成，運用にあたっては，以下を
考慮した。

（1） ベースラインは，平均値と標準偏差で構成させる。
これにより，組織の実力値の幅を持たせた分布の
形で表現した。

（2） ベースラインは，定常監視を行なうことを目的に
しており，半期サイクルで更新して推移を観察した。

実績モデルの確立41212 
開発の各工程で品質を管理する目的で，不具合密度や

修正工数などの実績モデルを作成し，開発最終工程であ
るシステムテスト工程終了時の不具合密度，修正工数の
予測を可能とした。

不具合密度予測モデルは，過去の医療系コンソール開
発組織のデータをもとに回帰分析を行ない作成したもの
である。開発途中の工程別累積不具合密度を回帰式に入

力することにより，次工程以降の不具合密度の予測値を
求められる。

修正工数予測モデルは，開発途中の工程別累積修正工
数や不具合密度などのデータを用いて，次工程以降の修
正工数の予測値を求められる。

定量的プロジェクト管理の実践413 

プロジェクト目標の設定41311 
定量的プロジェクト管理を実施するためには，組織目

標，実績ベースライン，実績モデルをもとにして，測定
対象のプロセスを選択し，プロジェクトの品質，実績目
標を設定する必要がある。

定量的プロジェクト管理を適用する目標とは，
（1）数値で表現され，目標幅を持っている。
（2）プロジェクト遂行中に統計的な手法で管理できる。
の2点を満足するものでなければならない。

また，定量的プロジェクト管理を可能にするには，工
程ごとの中間目標を設定するなど，工程途中でも管理で
きる形式に落とし込む必要がある。これらを踏まえて，
各プロジェクトで目標値を設定した。

管理図による早期問題発見と是正41312 
組織ベースラインとプロジェクト目標値をもとにし

て，各開発工程で不具合密度とレビュー速度の管理図を
作成し，問題の早期発見と是正に努めた。

Fig. 3は，X-R管理図の例である。設計工程，コー 
ディング工程では，レビュー議事録1件につき1点をプ
ロットし，テスト工程では，1日ごとのテスト消化件数
および不具合摘出件数を取得し，日時の不具合密度を算
出する。それを1点とし，管理図にプロットした2）。

X-管理図（欠陥密度）
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Fig. 3   X-R control chart.

上記管理図を確認することにより，プロセスの逸脱の
有無を判定した。判定のルールは組織で定義しており，
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以下の条件のいずれかを満たす場合は逸脱の可能性を疑
うこととした。各条件の発生確率はいずれも極めて低い
ので，何か特殊な原因による挙動である可能性がある。

（1）8連点が同一サイド
（2）5連点が同一サイドでそのうち4点が1σ線の外
（3）3連点が同一サイドでそのうち2点が2σ線の外
（4）3σの外にある点

Fig. 4は，3σの管理限界を超えている例である。こ
のような場合は，再発を防止する目的で逸脱の原因を分
析し，是正処置を実施した。

X-管理図（欠陥密度）
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Fig. 4   An example of the deviation.

予測モデルによる不具合密度，修正工数予測41313 
組織で作成した不具合密度予測モデル，修正工数予測

モデルをプロジェクトへ適用し，システムテスト工程終
了時の不具合密度と修正工数の予測を実施した。

プロジェクトは，各開発工程で，不具合密度および修
正工数の実績値を回帰式へ代入することにより，次工程
以降の不具合密度と修正工数を推測することができ，各
工程での品質目標を達成できるかの判断を行なった。

得られた成果51 

QCDの改善効果511 

テスト工程の不具合の削減（Q）51111 
設計工程，コーディング工程で，レビュー速度を制御

し，適切なレビュー速度でレビューを実施したことによ
り，上流の設計工程，コーディング工程で不具合を多く
摘出することができ，その結果，下流のシステムテスト
工程での不具合発生を減少させた。本手法導入前のプロ
ジェクト平均と比較して，システムテストの不具合密度
を41%削減した。

また，予測モデルの活用と管理図による監視を強化し
たことにより，問題を早期に発見でき，類似不具合の再
発を防止した。

修正工数の削減（C）51112 
上述したテスト工程の不具合削減は，修正工数の削減

にも寄与した。本手法導入前のプロジェクト平均と比較
して，システムテストの不具合修正工数を52%削減し，
全工程トータルでは32%の修正工数削減を行なった。

納期誤差の縮小（D）51113 
納期遅延の最大要因となっていたシステムテスト工程

の不具合修正工数を削減したことによって，納期誤差が
本手法導入前のプロジェクトでは，±18.6%であったの
に対して，本手法を導入したプロジェクトでは，±1.0%
とほぼ納期とおりに出荷することができた。

CMMI成熟度レベル4の達成512 
2010年3月に，カーネギーメロン大学 ソフトウェア

工学研究所公認のCMMIリードアプレイザによる公式
のアプレイザルを富士フイルムと富士フイルムソフトウ
エアの医療系コンソール開発組織を対象にして実施し
た。その結果，成熟度レベル4の認定を受けた。現行の
CMMI-Ver.1.2で成熟度レベル4以上を達成している国
内企業は2社のみで，当社が3社目となる。

まとめ61 

本報告では，富士フイルムと富士フイルムソフトウエ
アが一体となって，ソフトウェア開発の統計的プロジェ
クト管理手法を導入するため，プロジェクト管理技術を
習得し，実績ベースラインや実績モデルを確立させ，不
具合摘出のためにレビュー速度を制御するなど，独自の
統計的プロジェクト管理を実践した結果，

・ 過去のデータを分析して，改善ポイントを定め，改
善効果を定量的に予測した。

・ 統計的プロジェクト管理のポイントとなる「定量的
プロジェクト管理」を実施するために，目標値を定
め，独自の「実績ベースライン」と「実績モデル」
を確立し，プロジェクトで実践した。

・ 改善効果を定量的に示した。
本統計的プロジェクト管理手法の導入により，達成し

た成果は，医療系コンソール組織が目指す方向と一致し
たが，さらにソフトウェアの開発力を強化していくため
には，これからも継続的に改善を進めていく必要がある。
今後は，ソフトウェアのプロジェクト管理技術をより高
めて，医療系コンソール以外の製品やサービスへ展開し
ていく予定である。
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Background and Objectives of AMPAS-IIF11 

The development of digital imaging technology 
allows more and more feature films to be made using 
the DI (Digital Intermediate) process, which means - 
whichever the input is (film or digital), whichever the 
output is (film or digital), any intermediate process 
including editing, visual effects, and color correction - 
all processes were carried out utilizing digital files. 
There were de-facto standard file format DPX and de-
facto encoding procedures Cineon for DI, but Cineon is 
a very vague specification with no assurance of the 
same color for the same code value. As a result, every 
facility started to use different code values in various 
workflows, leading to tremendous inefficiency and 
quality loss in the process.

In response to this situation, AMPAS (the Academy 
of Motion Picture Arts and Sciences), started to discuss 
new standards for digital motion picture workflows in 
2004. The goal was to create a new standard for the 
digital motion picture making procedures, which would 
include the clear definition of color spaces and specific 
procedure of image rendering. This new process was 
named the Image Interchange Framework (IIF).

The AMPAS committee announced that more than 
30 companies would contribute to the development 
process. FUJIFILM joined this project in 2005 and 
contributed in the development of new standards in 
many sub-projects. In this article, we will provide a 
basic understanding of AMPAS-IIF and the significant 
technologies FUJIFILM contributed.

Basic Understanding of AMPAS-IIF21 
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Fig. 1   AMPAS-IIF architecture.

AMPAS-IIF is intended to achieve its various 
applications in diverse use cases. It consists of several 
encoding color spaces and transformations between 
these color spaces which are clearly defined for easy 
understanding of the pixel value meaning (Fig. 1). 
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Abstract

A new procedural workflow for the making of digital motion pictures is under development by the 
industry organization “AMPAS (the Academy of Motion Picture Arts and Sciences)”. The workflow targets 
the facilitation of digital cinema production comprising a wide range of procedures. FUJIFILM contributed 
in the solution of one of the major technical issues: reference rendering transform. This transform needs to 
have “Film-look” reproduction, huge dynamic range coverage and very precise accuracy for its inversion. 
Completion of this transform enabled feasibility testing of this workflow. At this point, the workflow has a 
satisfactory quality and is effective enough to be implemented.
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Encoding Color Spaces211 

ACES21111 1）

ACES stands for “Academy Color Encoding 
Specification”. It is a scene-referred color space and 
RGB primary (see Fig. 2) was selected to cover all of 
the spectrum locus. This means all of visible colors can 
be expressed in positive RGB values. ACES images are 
encoded in 16-bit float. This means it can express an 
unlimited range of colors, and can be saved in the 
OpenEXR file format which is the de-facto standard for 
saving floating point images.

ACES is the principal color space of AMPAS-IIF. 
ACES images are used for archiving. Camera film images 
are converted to ACES. Digital camera data are also 
converted to ACES. CGI (Computer Generated Imagery) 
is also rendered to ACES. ACES is a connecting color 
space and all of the editing should be done in ACES. Color 
correction will be done to ACES images.

ACES is defined as scene-referred color space, but it 
is not necessary to express very precise scene colors. 
Above all, ACES white point is set to D60 (CIE standard 
illuminant), and it would never match that of the actual 
scene. It can also include an input device characteristic 
as well as artistically controlled color reproduction. 

Another important point is that the same ACES 
values must be rendered to the same color, making it 
possible to observe the same color in different output 
devices. This will be explained later.

Fig. 2   Color spaces.

APD/ADX21112 2）

APD stands for “Academy Printing Density”. ADX 
(Academy Density Exchage Encoding) is the code 
values of APD, and their relationship is defined with 
one to one mathematical calculations.

APD is defined very clearly by its spectrum 
sensitivity (see the top left of Fig. 3). Given the 
spectrum transmittance of the OCN (Original Camera 
Negative), all facilities can get the same APD values. 
The spectrum density was determined to match the 

product of the spectrum sensitivity of print film and 
printer’s light.  Fortunately, the spectrum sensitivity of 
Eastman Kodak’s positive film and FUJIFILM’s were 
very similar. By using the most popular printer’s light, 
we could decide the definition to a single set of 
spectrum sensitivities for APD. 

OCES21113 
OCES stands for “Output Color Encoding Specification”. 

This is the definition for the internal use in the IIF. No 
end-user ever handles OCES images directly. OCES is the 
output image color space targeted for the reference 
display device which would have a more than 1,000,000 to 
1 dynamic range. OCES images can be acquired by 
rendering RRT (which will be explained later) to ACES 
images. Therefore, the same ACES images would be 
converted to the same OCES images every time. 

Input Transform212 

 Digital Camera to ACES: 21211 
IDT (Input Device Transform)

The digital camera image would be transformed by 
IDT to ACES images. Usually, digital cameras have a 
function to encode colors according to its own data 
format. AMPAS-IIF requires image data which must 
be converted to scene-referred ACES images, so IDT’s 
role is to make an inverse transformation from the 
encoded image data through raw image data to ACES 
image data .  The most important part of this 
transformation is a 3×3 matrix to convert digital 
camera spectrum sensitivity color space to ACES color 
space defined by ACES primaries.

 APD/ADX to ACES and vice versa: 21212 
Universal Unbuild and Universal Build

The role of OCN is simply to convert original scene 
colors (ACES) into OCN density (APD). We call this 
transformation a “Build” function. The inverse 
transformation from APD to ACES is called an “Unbuild”.

Every OCN has its characteristic to achieve its own 
image reproduction. AMPAS has defined “Universal” 
transforms for both directions, “Universal” means that 
there is only one transform. As a result, a different OCN 
image results in a different ACES image even if the same 
scene was captured. In other words, “Universal Unbuild” 
was chosen for the typical OCN characteristic, and there 
remain different OCN characteristics in ACES image.

Output Transform213 

RRT (Reference Rendering Transform)21311 
RRT is the only one transform from ACES to OCES. 

We will explain what was required for this and how we 
developed the ultimate RRT in a later section.
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ODT (Output Device Transform)21312 
ODT is the transform to convert OCES into an 

actual output device format which has a specific and 
limited dynamic range and limited color gamut. Usually, 
ODT is expressed by a simple 1D LUT (Look up Table) 
and one 3×3 matrix. The simplicity of the ODT is 
brought about by the def init ion of the OCES 
transformed by complex RRT. We can easily calculate 
proper ODT for many different output devices.

Use Cases214 
In this section, we will show the typical procedure 

based on AMPAS-IIF.

Film Capturing and Digital Projection21411 
1) OCN is scanned into ADX through a film scanner.
2) ADX is transformed to ACES.
3)  Editing and grading are accomplished using ACES 

images.
4)  ACES images are rendered by RRT/ODT to a 

digital projector.

Digital Capturing Film Out21412 
1)  Digital camera raw images are transformed to 

ACES by it’s IDT.
2)  Editing and grading is accomplished using ACES 

images.
3)  ACES images are rendered by RRT/ODT and 

transformed by inverse print film functions to get 
ADX code values for film recording.

4)  The internegative is recorded and printed on print 
film.

Requirements and Difficulties of  31 
RRT/ODT Design

There was a strong demand for Reference Rendering 
Transform (RRT) inheriting the characteristics of scene 
reproduction of the film. The major elements of 
AMPAS-IIF is RRT that converts scene-referred 
colorimetry image data (ACES) to output referred 
colorimetry image data (OCES), providing a “film-like” 
image in the theater viewing environment. 

In the traditional film-based production, which has 
evolved for several decades through collaborative efforts 
between film manufacturers and cinematographers, an 
original scene was shot using color negative film, printed 
onto print film and projected on the screen. This film 
system has achieved an excellent scene reproduction 
cultivated over decades.

In order to satisfy the demand mentioned above, the 
AMPAS-IIF concept requires RRT to meet the following:

-  RRT tone scale has luminance dynamic range more 
than 6.0 logE or 1,000,000 : 1.

-  RRT maps all ACES data to OCES data.
-  The tone reproduction and color rendering of the 
RRT when used with an ODT are similar to those 
of the film system. 

-  The ODT handles primarily luminance dynamic 
range mismatches between OCES and viewing 
device.

-  The RRT is invertible to a reasonable level of 
precision.

ACES has no limitation of dynamic range and color 
gamut. OCES has a wide dynamic range. To design the 
“film-like” transform from ACES to OCES was very 
challenging. The difficulties in RRT/ODT design are as 
follows:

-  The transform must cover a huge color space 
which has never been attempted before.

-  The transform must have a high quality and 
reasonable architecture appropriate to be a future 
standard.

-  There is no common understanding of the “film-like” 
reproduction design. RRT should reproduce scenes 
equivalent or greater level than film.

Many attempts have been made to develop RRT by 
many people, such as to describe output colors by using 
a viewing model of color science, or manipulation to 
expand the print film preview 3DLUT. All of them 
failed to satisfy all requirements at the same time.

RRT/ODT Design41 

Outline of the Design411 
After we started to seek for the solution, we also 

encountered a lot of difficulties. But we came up with a 
new idea of RRT/ODT design. It was to expand the 
mathematical model of a print film simulation.

First, we developed the very precise print film 
reproduction simulation in a mathematical model. We 
expanded its dynamic range by extending the tone 
curve and expanded the color gamut by the saturation 
control method.

Print Film Simulation (PFS)412 
Print film simulation in a mathematical model is the 

starting point of RRT development. FUJIFILM already 
had developed a color reproduction simulation method 
for the color paper. We applied this technology to 
motion picture print film and achieved ultimate 
accuracy.
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Fig. 3   Diagram for PFS.

The PFS consists of the following steps.
1)  Calculation of printing density of color negatives 

by integrating the negative stock transmittance 
spectrum with the print film’s spectral sensitivity. 

2)  Acquisition of Analytical Dye Amount (ADA) by 
converting printing density by using the print film’s 
exposure versus dye amount curve (ADA curve). 
ADA curve is obtained by color ramp exposure and 
channel independent density calculation.

3)  Addition of CMY dye spectrum corresponding to 
each ADA value to print film base transmittance, 
bringing an estimated print film transmittance 
spectrum.

Fig. 4   Comparison between PFS and actual print film.

The calculation flow of the PFS is shown in Fig. 3, 
and the accuracy of the simulation is shown in Fig. 4. 
The difference between this calculation and actual film 
color is less than 2.0 in average delta E. 

Since this method is based on parameters like ADA 
tone curve, dye spectrum and base spectrum, it could 

be a good model for the expansion of the dynamic 
range and color gamut.

Dynamic Range Expansion444 
Since the print film’s dynamic range is about 3.0 or 

1,000 : 1, we needed to expand it to more than 6.0. We 
tried to extend the tone curve straightforward toward 
negative dye amount (Fig. 5 (a)). However, the large 
negative value of ADA caused extremely highly-
saturated colors and unbalanced high saturation in 
different colors of hue, therefore a big hue shift was 
observed in saturation-increased colors (Fig. 5 (b)).

After several trials with ADA tone curves, we found 
that the expansion of ADA tone curve in subtractive 
color space brought about a tremendous drawback. 
What we finally concluded was that the expansion in 
the ADA tone curve should be limited to a minimum, 
and that the main expansion would be applied in 
additive color space. It means that once we obtain XYZ 
values from calculated transmittance spectrum and 
RGB values expressed in ACES primary definition form 
linear combination of XYZ, we only need to apply the 
tone curve expansion in order to achieve a high 
dynamic range in additive color space containing those 
values in principle. This expansion method worked 
very well. The results are shown in Fig. 6, and this 
method had basically none of the drawbacks that the 
previous method had.
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Fig. 5   First trial of dynamic range expansion.

Fig. 6   Final version of dynamic range expansion.

(a)  Color difference between 
PFS and actual print film. 
The points at the left show 
colors in actual print film. 
The average dE is 1.979. 
(White dE<3, Pink dE<5)

The print film was directly 
printed from color negative.
We m a d e 6 3= 2 1 6 c o l o r 
patches negative by ARRI 
Laser with regular intervals of 
exposure power. The points 
spread all over the print film’s 
gamut.

(b) Spectrum examples. Green: PFS, Red: Actual print film.
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(a)  ADA curve. Bold line: PFS. Broken 
line: RRT. Expansion at minus ADA 
or ultra highlight is kept small. The 
curves for R, G and B are set to 
same curve.

(a)  ADA curve. Bold lines: PFS. 
Broken lines: Linear expansion.

(b)  Reproduction of Macbeth 6 
colors. Black: PFS, Blue: ODT, 
Magenta: RRT. The result 
shows balanced saturation 
increase in RRT and hue 
preservation in RRT and ODT.

(b)  Reproduction of Macbeth 6 
colors. Black: PFS, Blue: ODT, 
Magenta: RRT.
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Color Gamut Expansion414 
Following to the expansion of dynamic range (4.3), 

there are requirements for better color reproduction in 
bright colors. For ODT, when the dynamic range is 
compressed from 6.0 to about 3.0 that of a real output 
device, colors close to highlight suffer not only tone 
scale compression but also saturation reduction. It 
seems to indicate that RRT and ODT rendering is not 
an improvement from print film reproduction.

We attempted to expand the bright color gamut by 
developing “saturation-preserving tone compression” and 
applying it in the RRT. This is a combination of the RGB 
LUTs and YCC (or L*a*b*) LUTs. The first step 
expansion of the tone curve is applied in ACES primary 
by RGB LUTs. The next step is the half compression of 
gamma also in ACES primary. The final compression 
was processed after converting to YCC and only Y 
channel undergoes gamma compression to targeted 
dynamic range of 6.0. This final process preserves the 
saturation of colors in this region. As a result, compared 
to the previous method of which compression is done in 
the entire RGB color space, bright color saturation is 
increased and coverage of color gamut is expanded.  
Fig. 7 (b) shows the color gamut of this method.
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Fig. 7   Gamut expansion with 1D LUT.

Design for the Ideal Gray Tone415 
The final problem in the RRT and ODT design is the 

gray tone scale issues.
Print film has a yellowish tinted highlight for better 

reproduction of skin tones. In other words, it sacrifices 
neutral grays for better skin tone reproduction. 
However, for an ideal color reproduction system, the 
gray tone scale should be neutral from the beginning to 
end for easy understanding and customization.

There was a controversy insisting that gray tone 
scale may work better for AMPAS-IIF standard. We 
made a couple of system gray tone scale examples and 
made evaluation of them.

Finally, we found that both proper skin tone color 
reproduction and neutral gray tone scale could be 
achieved by optimizing saturation control (4.4). AMPAS 
members agreed with our proposal, and the system 
gray tone scale was set to neutral and white point set 
to D60. It contributed to simple system design, easy 
implementation and customization of AMPAS-IIF. 

Inverse Calculation Accuracy416 
The last requirement we had to meet was to achieve 

invertibility. Fig. 8 (a) is the RRT calculation diagram. 
Our RRT calculation includes conversion from multi 
spectral data (eg. 81ch) into 3ch (RGB) data by integral 
calculation. Analytically, this conversion is difficult to 
calculate the inverse conversion. Therefore we 
transformed the inverse function to the combination of 
1D LUTs and 3D LUT. However, simple application of 
non-linear 3D LUT by linear interpolation results in 
unacceptable errors in inversion. 3D LUT is very non-
linear and applying this 3D LUT by linear interpolation 
results in unacceptable errors.

To reduce the errors, we introduced a shaper matrix 
for the 3D LUT. The shaper matrix is designed to 
make the shape of RRT’s 3D LUTs close to ideal cubic. 
The shapes of 3D LUTs are shown in Fig. 8 (b). By this 
method, we achieved the roundtrip error 0.14 in 
average deltaE. Its accuracy was more than required 
and the difference between before and after roundtrip 
images was unrecognizable.
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Fig. 8   RRT calculation diagram and shape of 3D LUT.

(c)  Saturation control in RRT.

1.RGB expansion.
2.RGB compression.
3.YCC compression.

(a) RRT calculation diagram.

(b)  Shape of 3D LUT. 
Left: original. 
Right: with shaper MTX.

(a)  Gamut comparison. 
PFS: color, DCI: white. 

(b)  Gamut comparison. 
ODT: color, DCI: white.
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Conclusion51 

FUJIFILM’s dynamic range expanded print film 
simulation technology enables film-like reproduction 
from digital camera and CGI through wide scene color 
space. Furthermore, FUJIFILM ’s color gamut 
expansion technology enables maximum use of the 
color gamut of the digital projector. Contributions of 
RRT and ODT enabled us to use AMPAS-IIF in real 
projects. Currently, a lot of projects are testing the use 
of RRT and ODT, and all of the projects are achieving 
positive results. 

Several issues remain in AMPAS-IIF. FUJIFILM 
con t i nues  t o  con t r i bu te  t o  the  AMPAS - I IF 
standardization and to the development of the motion 
picture industry.
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ライフサイクルアセスメントとカーボン11 
フットプリントについて

ライフサイクルアセスメント（以下，LCA）とは，
ある製品の原材料・資源の採取から廃棄・リサイクルさ
れるまで（製品のゆりかごから墓場まで）の環境負荷を
定量化し積み上げて，地球環境への影響を評価する手法
をいう（Fig. 1）。

なおLCAはISO規格としてシリーズ化されている。
ISO14041　LCAの原則および枠組み
ISO14044　LCAの要求事項および指針
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Fig. 1   Conceptual diagram of LCA.

一方，製品のカーボンフットプリント（以下，CFP）
とは，環境影響を地球温暖化に特化して，製品ライフサ
イクル全体におけるGHG排出量を定量化した指標で 
ある1）。

現在，CFPは各国の関心が高く，実際に日本だけで
なく，英国他，各国でCFP制度のパイロットプロジェ
クトが実施されている。また，ISOにおいても規格開発
が進められており，2012年に発行予定となっている。

ISO14067　CFPの算定方法・表示方法
国内においては，経済産業省主導の下，CFPの試行

を2009年から3年間，実施中である2）。その主な活動は，
製品ごとに産業界（メーカーや業界団体）が主体となっ
て，個々の製品の温室効果ガス算定方法を標準化するこ
とである。さらにメーカーはその算定方法に基づいて実
際に積上げたデータの検証を受け，製品にラベル表示し
ていく。試行開始当初は，日用品や食品などが多かった
が，徐々に工業製品に広がりつつある。

PS版カーボン・フットプリント指標標準による 
当社環境配慮活動の可視化

朝倉　克宜＊，𠮷川　直紀＊＊，大貫　良子＊＊＊

Visualization of Our Environmentally Conscious Activity by Implementation 
of Carbon Footprint Index to FUJIFILM Pre-Sensitized Plates

Katsuyoshi ASAKURA*,  Naoki YOSHIKAWA**,  and  Yoshiko OONUKI***

Abstract

FUJIFILM has a established closed loop recycling system for aluminum-based pre-sensitized plates (PS 
plates) used in lithographic printing, which will significantly encourage our customers to reduce 
environmental impact of the graphic indsutry. FUJIFILM will communicate our pro-environmental efforts by 
way of the Carbon Footprint Label. Life cycle GHG (Greenhouse Gas) emissions of the PS plate were 
calculated as “Carbon Footprint of Product (CFP).” The closed loop recycling system showed remarkable 
GHG emission reduction compared with the open recycling system showing only modest reduction. The CFP 
is a valid communication tool to demonstrate GHG reduction explicitly. The CFP will encourage customers 
to recycle PS plates in the closed loop system.
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PS版でCFPに取り組んだ背景21 

富士フイルムグループのGHG排出量211 
富士フイルムグループにおけるライフサイクル全体の

GHG排出量の中で，原材料として調達するアルミニウ
ム（製造）が大きな割合を占め，そのほとんどは，PS
版の基材に使われている（Fig. 2）。

Fig. 2   GHG emissions of Fujifilm group in FY2009.

 PS版のクローズドループリサイクル（以下，212 
PS to PS）

PS版は，印刷物を刷るための版材である。総厚み
0.15mm ～ 0.4mmの高純度のアルミニウム基板に，数ミ
クロンの感光層が塗布されている。この感光層によって
画像が形成され，インキがのる画線部を親油性，他を親
水性・撥油性にすることにより，印刷が可能となる。

ボーキサイト鉱石を主原料とするアルミニウム新地金
の電解製錬には，膨大なエネルギーが必要であり，新地
金1kgを得るためのGHG排出量は約9kgにも及ぶ。これ
に対し，再生地金を得るためのGHG排出量は約0.3kg程
度で済むので，再生アルミニウムを原材料とすることに
より，大幅なGHG排出量の削減効果が期待できる。し
かし，PS版製造のためには高い純度のアルミニウムが
必要であり，低純度の製品から再生して使うことは現実
的に不可能である。アルミニウムは一度純度を落とすと
元の純度に戻すには，膨大なエネルギーが必要となる性
質を持っているからである。したがって，再生アルミニ
ウムの使用を進めるにあたっては，現状の大部分を占め
るカスケードリサイクル（PS版以外の製品へのリサイ
クル）（Fig. 3）から，PS to PS（Fig. 4）に切り替える
必要がある。

富士フイルム吉田南工場では，平成18年10月より，
廃材アルミニウムのPS to PSを実現している。工場で
発生した廃材アルミニウムを分別，異物除去し，協力合
金会社にて溶解し，純度の高い再生地金としている。こ
の純度の高い再生地金と新地金から，アルミ圧延会社に
てPS版用アルミニウム板を製造，富士フイルム吉田南
工場にて再びPS版の製造に用いている。

Fig. 3   Past flow of PS plate aluminum.

 
Fig. 4   Present flow of PS plate aluminum.

標準化プロセスと主な特徴31 

サプライチェーン全体における位置づけ311 
印刷会社が商品である「印刷物」を製造する際，PS版

は原材料調達段階または生産段階に負荷を計上する「中
間財」と位置づけられるが，中間財となると，資源の採
掘からPS版の製造までの環境影響を考慮する，にとど
まってしまう。これでは，PS版のリサイクルによる
GHGの排出削減効果を正確に表現できない。また，印刷
会社でのPS版の露光・現像に係る機器やシステムの設
計やオペレーションによるGHG排出量の削減努力も表
現することが必要と判断し，PS版の使用段階，廃棄・リ
サイクル段階を含めたライフサイクル全体を評価範囲と
した（Fig. 5）。これにより，PS版のCFPを印刷会社が
参照する場合，リサイクルの仕方によって，最終製品（印
刷物）におけるPS版の寄与および印刷会社のGHG削減
にどれだけ貢献できるか，を明らかにすることができる。

Fig. 5   Correlation diagram of PS plates and printing products.
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 リサイクル工程におけるGHG排出量の配312 
分方法

PS版のリサイクルの扱いを明確に示すために，製造
されたPS版アルミニウム100kgを印刷会社AおよびB
が50kgずつ使用する場合をFig. 6，Fig. 7のように例示
した。ここで，アルミ再生地金製造に伴う溶解ロスを
20％と仮定している。

Fig. 6に示したように，A，B共にカスケードリサイ
クルを実施している時には，それぞれが新地金を50kg
使用していることになる。

PS版ﾒｰｶｰ

Ａ印刷会社

Ｂ印刷会社

50kg　カスケード・リサイクル

新地金
100kg

100kg (新地金100%)
新地金50kg

新地金50kg

50kg　カスケード・リサイクル

Ａ，Ｂ共に，新地金：再生地金=50kg：0 kgの割合となる。（新地金100%）

PS版ﾒｰｶｰ

Ａ印刷会社

Ｂ印刷会社

50kg　カスケード・リサイクル

新地金
100kg

100kg (新地金100%)
新地金50kg

新地金50kg

50kg　カスケード・リサイクル

Ａ，Ｂ共に，新地金：再生地金=50kg：0 kgの割合となる。（新地金100%）

Fig. 6 Allocation of aluminum when A and B execute cascade 
recycling.

一方，カスケードリサイクルを実施する印刷会社Aと
PS to PSを実施する印刷会社Bが存在する場合は，Aは
新地金を50kg使用するが，Bは新地金を10kg使用し，
再生地金を40kg使用するものとした。すなわち，ここ
ではアルミ再生地金製造に伴う溶解ロスを20％と仮定
しているので，印刷会社Bからの使用済みPS版50kgの
うち40kgだけが再生地金としてリサイクルされ，新地
金はシステム全体で60kg必要となるが，このうち50kg
をカスケードリサイクルを実施する印刷会社Aに配分
し，残りの10kgを印刷会社Bに配分するものと考えた。
これは，AとBの廃棄・リサイクル段階がそれぞれ独立
に実施されていると考えることに等しい。

Ａは，新地金：再生地金=50kg ：0 kg の割合となる（新地金100%）

Ｂは，新地金：再生地金=10 kg ：40 kg の割合となる。

新地金50kg

PS版ﾒｰｶｰ

Ａ印刷会社

Ｂ印刷会社

50kg　カスケードリサイクル

再生地金
製造

50kg　クローズドループリサイクル

再生地金

新地金
100kg

40kg 10kgロス分

新地金10 kg
＋再生地金40kg

Ａは，新地金：再生地金=50kg ：0 kg の割合となる（新地金100%）

Ｂは，新地金：再生地金=10 kg ：40 kg の割合となる。

新地金50kg

PS版ﾒｰｶｰ

Ａ印刷会社

Ｂ印刷会社

50kg　カスケードリサイクル

再生地金
製造

50kg　クローズドループリサイクル

再生地金

新地金
100kg

40kg

60kg

10kgロス分

新地金10 kg
＋再生地金40kg

60kg

Fig. 7 Allocation of aluminum when A executes cascade recycling, 
and B executes closed loop recycling.

CFP値の表示方法313 
PS版は厚さ0.24mmの製品が主流ではあるが，厚さだ

けでなく縦・横のサイズもさまざまである。従って，厚
さ・サイズごとにCFP値をつけると，同じ製品で何種
類もの数値が存在することになり，ユーザが混乱する懸
念がある。そこでPS版の代表厚みを0.24mmに固定し
て，単位面積あたりのCFP値を表示することにした。
なお，0.24mm以外の製品については，厚さは基材のア
ルミ板によるものであり，塗布されている感光層の量，
およびPS版製造に要するエネルギー，使用時の製版工
程での負荷は同一であることから，アルミ板重量に比例
する段階（アルミ板製造段階および流通段階）と比例し
ない段階（アルミ板以外の原材料，生産，使用，廃棄リ
サイクル段階）に整理して算出することにした。そして，
厚さ0.24mm以外の製品についても，実際の製品への換
算が必要であることを明確に注意喚起することで，
0.24mm製品のGHG排出量を表示することが許された。

経済産業省の試行事業では，使用段階や廃棄・リサイ
クル段階を含まない「中間財」製品については，秤のマー
クをイメージした公式マークの使用を禁じている。これ
は，全ライフサイクルを計算した商品と消費者が混同し
ないようにとの配慮である。ここで取り上げたPS版は，
使用段階も廃棄・リサイクル段階も含んでおり，かつ印
刷会社にとっての「最終消費財」と位置付けられたため，
公式マークの使用を許された（Fig. 8, Fig. 9）。

さらに印刷会社とのコミュニケーションを図るため，
補足表示の内容を規定した。①従来製品に対するGHG
削減率，②ライフサイクル段階別のGHG排出量，③再
生アルミ比率，④PS to PSに関する表示，⑤1㎡あたり
の重量（kg），⑥製品厚みに関する情報について，追加
的に表示して良いと規定した。

Fig. 8   Product label in which CFP is specified.

Fig. 9   Enlarged CFP label.
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本標準の適用内容 ～デジタルサーマル41 
プレートECONEX「XP-F」の例～

富士フイルムのサーマルポジCTPシステムの開発で
は，ライフサイクル全体で環境負荷軽減をねらった設計
の見直しを行ない，リサイクル原材料の採用や，新現像
システムの開発により，GHG量削減を実現した。

 原材料段階での削減：廃材アルミニウムの411 
PS to PSシステム

PS to PSを実施せず，原材料アルミニウムとして，輸
入新地金を用いた場合，PS版の全生産工程に占める原
材料アルミニウム地金のGHG負荷は，71％に上ってい
た。廃材アルミニウムを再生地金化する場合，ボーキサ
イトからの精錬による新地金に比して大幅に少ないエネ
ルギーで地金が生産可能である。このため，アルミニウ
ム新地金に替えて，廃材アルミニウムからリサイクルし
た再生地金アルミニウムをPS版に用いると，PS版の全
生産工程（原材料のアルミニウム地金製造からPS版製
造まで）で発生するGHG排出量を63％削減させること
が可能になる（Table 1）。

なお，従来方式であるアルミニウムのカスケードリサ
イクルの場合，リサイクル先の他用途分野の原材料段階
でのGHG排出量の抑制効果があるが，繰り返しカスケー
ドリサイクルを行なうことで，アルミ品質の低下が発生，
またカスケードリサイクル先の特定が困難であり，最終
的に品質低下したアルミは廃棄されてしまう。そのため，
カスケードリサイクルでの効果を控除分としてPS版の
製造へ考慮はしない。これにより，明確でないカスケー
ドリサイクル先での他用途分野において，原材料段階で
の効果が計上された場合の2重計上を防いでいる。CFP
の数値算出ルールにおいても，同様の考え方で統一され
ている。

現在，富士フイルム吉田南工場の廃材アルミニウムの
PS to PS率は約80％に達している。これを全て実施す
ると，新地金アルミニウムのみを材料にした場合と比べ
て，GHG排出量を最大で年間約5万トン削減できる見込

みである。廃材アルミニウムのPS to PSシステム運用開
始以来の累積GHG削減量（H21年度まで）は，約12万
トンに達している。

使用段階の削減：現像補充量削減412 
新システムECONEXシリーズでは，プレートの「高

速分散現像技術」の開発により，未露光部の現像液耐性
と露光部の現像性の両立を達成した。これは，高濃度補
充液においても充分な現像液拡散性，充分な品質を確保
しながら，従来に比べ少量補充を可能とした。これによ
り，従来システムとの比較で，現像補充量を最大40％
削減した。

廃棄段階の削減：廃液量削減413 
自動現像機のオプションとして廃液削減装置「XR」

を導入することにより，現像廃液を濃縮し，7/8を再生
水に，残りの1/8を濃縮廃液に分離処理することが可能
となる。この結果，産業廃棄物となる現像廃液を1/8に
低減することができる。

ECONEX 「XP-F」でのCFP値414 
富士フイルム吉田南工場でのPS版製造時に発生する

廃材アルミニウムによるPS to PSの効果と，現像工程
の技術改良や廃液削減装置の導入により，デジタルサー
マルプレート「XP-F」では，GHG排出量の低減がなさ
れている。PS to PS実施以前（同様のPS版の製造処方，
条件と仮定し，新地金アルミニウム100％使用したとし
て算出）に比して，約7.3％のGHG排出量が削減されて
いる（Table 2）。

今後の課題51 

GHG排出量削減の観点511 
PS版用のアルミコイルは，圧延会社にて圧延製造さ

れているが，その際，新地金，再生地金ともに一旦溶解
され，圧延用スラブに鋳造された後，スラブを圧延して
いく。従って現在の溶解工程としては，再生地金化する

Table 1   Reduction of GHG emissions in PS plate manufacturing process by the closed loop recycling system.
（kg－CO2e/kg－PS版）

アルミニウム
地金

アルミ圧延
工程

アルミ以外の
原材料

PS版
製造工程 合計 削減率

カスケードリサイクル方式（新地金100％） 9.223） 1.294） 0.95 1.59 13.05 －
PS to PS（クローズドリサイクル）方式 0.98 1.29 0.95 1.59  4.81 －63％
※CFP，PS版のPCRに準拠し，CFP原単位にて算出した。カスケードリサイクルによる，リサイクル効果控除は考慮していない。

Table 2   Reduction of GHG emissions in life cycle perspective of XP-F.
（kg－CO2e/kg－PS版）

原材料調達
段階 生産段階 流通販売

段階
使用維持
管理段階

廃棄リサイクル
段階 合計 削減率

従来製品（新地金100％） 7.57 1.04 0.16 0.60 0 9.37 －
XP-F（クローズドリサイクル実施） 7.05 1.04 0.16 0.44 0 8.69 －7.3％
※CFP，PS版のPCRに準拠し，CFP原単位にて算出した。カスケードリサイクルによる，リサイクル効果控除は考慮していない。
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際と圧延用スラブに鋳造する際の計2回を要する。溶解
は，天然ガス，重油の燃焼で実施されているため，仮に
溶解回数を削減できれば，GHG排出量の削減にも寄与
する。

溶解回数を現行2回から1回にするには，さまざまな
技術課題を克服しなければならないが，仮に実現した場
合のGHG排出量削減効果（推定）は，PS版の全生産工
程におけるGHG排出量を約19％削減できるポテンシャ
ルを持つ（Table 3）。

この段階までPS to PSを発展させることで，PS版の
全生産工程に占める原材料アルミニウムのGHG負荷は
大幅に削減でき，富士フイルム吉田南工場でのPS版製
造工程でのGHG負荷を下回るレベルとなりうる。

資源活用の観点512 
一般に，ボーキサイト量4に対して，精錬によりアル

ミニウム量１が得られると言われている。残量の3は，
赤泥といわれる強アルカリ性の有毒な廃液である。この
赤泥の処理方法は，赤泥廃液を貯水しておくしかなく，
潜在的な外部費用が存在する。2010年10月，ハンガリー
ではこの池の堤防が決壊し，貯水してあった赤泥廃液が
周辺の川・町・村に流出，生態系に重大な被害を及ぼす
と懸念されている。循環リサイクルを進めることは，ア
ルミニウム新地金製造に伴う膨大な電解精錬エネルギー
を抑えるだけでなく，赤泥の廃液量を低減し，限りある
資源の有効活用する点においても重要である。現在，日
本におけるアルミニウムのマテリアルフローは，純度や
用途に応じて，非常に複雑な系が出来上がっている。し
かし最終的には，都市鉱山化や海外流出する形で相当量
が不足し，これを補填する形で新地金を投入し続けてい
るのが実態である。

循環リサイクルの意義を考察するにあたり，マテリア
ルフローを単純化したモデル（100％カスケードリサイ
クルと100％循環リサイクルの比較モデル）を用いた。

（Fig. 10, Fig. 11）カスケードリサイクルから循環リサイ
クルに移行する過渡期においては，新地金のリーケージ

（ある場所で使わなくなった分，別の場所で使うように
なること）は確かに存在するが，これに目を向けすぎる
と，長期的に目指すべき姿が歪んでしまうことになる。

循環リサイクルで目指すべきは，アルミニウム純度に
応じた製品ごとに循環させることであり，各製品の需給
バランスを鑑みつつ，必要最低限の新地金アルミニウム
を投入することが理想の姿といえる。

これを短期間で実現することはむずかしい。しかし，

アルミニウム純度95％以上を必要とする，カスケード
リサイクルの上位にあたるPS版を製造している当社が
先頭に立って推進していくこと，これこそが社会に対し
て責任を果たすことであり，使命であると考えている。

原料調達製品製造
輸送

ユーザ使用

＜循環リサイクル＞＜カスケードリサイクル＞

純度

高

低

原料調達
製品製造

輸送

新地金アルミニウム
　　　　　　９９．７％

廃棄

缶

ＰＳ版

建材

原料調達製品製造
輸送

ユーザ使用

＜循環リサイクル＞＜カスケードリサイクル＞

純度

高

低

原料調達
製品製造

輸送

新地金アルミニウム
　　　　　　９９．７％

廃棄

缶

ＰＳ版

建材

ユーザ使用ユーザ使用

Fig. 10 Comparison between cascade recycling system and closed 
loop recycling system.

８．１１

Ｅ１１＋ＥＡ１ １＋Ｅｓ１１＋ ・・・

循環モデル

１９．６４

ＥＡ０＋Ｅｓ０＋ＥＡ１＋Ｅ１・・・＋Ｅｆ

カスケードモデル

ｋｇCO2ｅ／ｋｇ（３製品）

総ＧＨＧ排出量

ＰＳ版 ＰＳ版 ＰＳ版

循環モデル（定常状態）

ＰＳ版

廃棄物

缶

ﾎｲｰﾙ

カスケードモデル

Ｅｓ０ＥＡ０

ＥＡ１
Ｅ１

Ｅｓ１

ＥＡ２
Ｅ２

Ｅｓ２

Ｅｆ

Ｅ１１

ＥＡ１１

Ｅｓ１１

缶
Ｅ１２

ＥＡ１２

Ｅｓ１２

ﾎｲｰﾙ
Ｅ１３

ＥＡ１３

Ｅｓ１３

８．１１

Ｅ１１＋ＥＡ１ １＋Ｅｓ１１＋ ・・・

循環モデル

１９．６４

ＥＡ０＋Ｅｓ０＋ＥＡ１＋Ｅ１・・・＋Ｅｆ

カスケードモデル

ｋｇCO2ｅ／ｋｇ（３製品）

総ＧＨＧ排出量

ＰＳ版 ＰＳ版 ＰＳ版

循環モデル（定常状態）

ＰＳ版

廃棄物

缶

ﾎｲｰﾙ

カスケードモデル

Ｅｓ０ＥＡ０

ＥＡ１
Ｅ１

Ｅｓ１

ＥＡ２
Ｅ２

Ｅｓ２

Ｅｆ

Ｅ１１

ＥＡ１１

Ｅｓ１１

缶
Ｅ１２

ＥＡ１２

Ｅｓ１２

ﾎｲｰﾙ
Ｅ１３

ＥＡ１３

Ｅｓ１３

ＰＳ版 ＰＳ版 ＰＳ版

循環モデル（定常状態）

ＰＳ版

新地金　新地金　新地金　新地金　
ｱﾙﾐﾆｳﾑｱﾙﾐﾆｳﾑｱﾙﾐﾆｳﾑｱﾙﾐﾆｳﾑ 新地金　新地金　新地金　新地金　

ｱﾙﾐﾆｳﾑｱﾙﾐﾆｳﾑｱﾙﾐﾆｳﾑｱﾙﾐﾆｳﾑ

新地金　新地金　新地金　新地金　
ｱﾙﾐﾆｳﾑｱﾙﾐﾆｳﾑｱﾙﾐﾆｳﾑｱﾙﾐﾆｳﾑ

新地金　新地金　新地金　新地金　
ｱﾙﾐﾆｳﾑｱﾙﾐﾆｳﾑｱﾙﾐﾆｳﾑｱﾙﾐﾆｳﾑ

添加ﾒﾀﾙ
(Fe､Cu等)
添加ﾒﾀﾙ

(Fe､Cu等)
添加ﾒﾀﾙ

(Fe､Cu等)
添加ﾒﾀﾙ

(Fe､Cu等)

添加ﾒﾀﾙ
(Fe､Cu等)
添加ﾒﾀﾙ

(Fe､Cu等)
添加ﾒﾀﾙ

(Fe､Cu等)
添加ﾒﾀﾙ

(Fe､Cu等)

添加ﾒﾀﾙ
(Fe､Cu等)
添加ﾒﾀﾙ

(Fe､Cu等)
添加ﾒﾀﾙ

(Fe､Cu等)
添加ﾒﾀﾙ

(Fe､Cu等)

添加ﾒﾀﾙ
(Fe､Cu等)
添加ﾒﾀﾙ

(Fe､Cu等)
添加ﾒﾀﾙ

(Fe､Cu等)
添加ﾒﾀﾙ

(Fe､Cu等)

廃棄物廃棄物

缶

ﾎｲｰﾙ

カスケードモデル

Ｅｓ０ＥＡ０

ＥＡ１
Ｅ１

Ｅｓ１

ＥＡ２
Ｅ２

Ｅｓ２

Ｅｆ

Ｅ１１

ＥＡ１１

Ｅｓ１１

新地金　新地金　新地金　新地金　
ｱﾙﾐﾆｳﾑｱﾙﾐﾆｳﾑｱﾙﾐﾆｳﾑｱﾙﾐﾆｳﾑ

添加ﾒﾀﾙ
(Fe､Cu等)
添加ﾒﾀﾙ

(Fe､Cu等)
添加ﾒﾀﾙ

(Fe､Cu等)
添加ﾒﾀﾙ

(Fe､Cu等)

新地金　新地金　新地金　新地金　
ｱﾙﾐﾆｳﾑｱﾙﾐﾆｳﾑｱﾙﾐﾆｳﾑｱﾙﾐﾆｳﾑ

添加ﾒﾀﾙ
(Fe､Cu等)
添加ﾒﾀﾙ

(Fe､Cu等)
添加ﾒﾀﾙ

(Fe､Cu等)
添加ﾒﾀﾙ

(Fe､Cu等)

缶 缶缶缶 缶缶缶
Ｅ１２

ＥＡ１２

Ｅｓ１２

ﾎｲｰﾙ ﾎｲｰﾙﾎｲｰﾙﾎｲｰﾙ ﾎｲｰﾙﾎｲｰﾙﾎｲｰﾙ
Ｅ１３

ＥＡ１３

Ｅｓ１３

Fig. 11   GHG emissions of both recycling systems.
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今後，PS to PSを拡大するには，当社単独では成し得
ず，PS版に係るステークホルダー，特に印刷会社の協
力が不可欠となる。サプライチェーン全体でのGHG削
減・資源循環へと発展させるため，CFPをコミュニケー
ション・ツールとして有効に活用していきたい。

Table 3   Reduction of GHG emissions in PS plate manufacturing process with one time metal dissolution.
（kg－CO2e/kg－PS版）

原材料
アルミコイル

原材料
アルミ以外

PS版
製造工程 合計 削減率

溶解2回（現行：再生地金化方式） 2.27 0.95 1.59 4.81 －
溶解1回 1.38 0.95 1.59 3.92 －19％
※CFP，PS版のPCRに準拠し，CFP原単位にて算出した。カスケードリサイクルによる，リサイクル効果控除は考慮していない。



46 PS版カーボン・フットプリント指標標準による当社環境配慮活動の可視化 
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大久保　滋　夫＊

他

日本臨床検査自動化学会会誌, 35 (2), 
224-229 (2010)

新しい抗菌･抗ウイルス素材を用いた高機能バイオ
フィルタ

上　山　洋一郎 膜, 34 (6), 351-354 (2009)

抗原抗体反応を利用した抗インフルエンザウイルス
エアフィルタの開発

草　野　隆　之
上　山　洋一郎
塚　本　康　浩＊

日本ウイルス学会学術集会プログラム･
抄録集, 57, 356 (2009)

機能性化粧品「アスタリフトホワイトニングエッセンス」
の開発

楠　田　　　文
久　保　利　昭
須　藤　幸　夫
中　村　善　貞
川　渕　達　雄
織　笠　　　敦

FujiFilm Res & Dev, No.55, 33-37 (2010) 

肌と高分子　アスタキサンチンナノ乳化物の開発 田　代　朋　子 高分子, 58 (12), 917-918 (2009)

特徴的な加工技術と製剤
ナノ乳化･分散技術のヘルスケア製品への応用

氏　家　久美子 Food Style 21, 14 (7), 44-46 (2010) 

マイクロアレイ解析を用いたラット小腸におけるサ
ラシア属植物エキスの免疫亢進機能の発見

小　田　由里子
植　田　文　教
中　村　善　貞
柿　沼　千　早
中　村　孝　昭

FujiFilm Res & Dev, No.55, 42-49 (2010) 

サラシア属植物の腸内環境への作用と新規機能 小　田　由里子
植　田　文　教

食品薬学シンポジウム講演要旨集, 3, 89-91 
(2009)

サラシア属植物エキスの腸内細菌叢への影響 植　田　文　教
小　田　由里子
中　村　善　貞

日本栄養･食糧学会大会講演要旨集, 64, 
86 (2010)
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サラシア属植物エキス投与ラット肝臓の遺伝子発現
解析

小　田　由里子
植　田　文　教
柿　沼　千　早
亀　井　飛　鳥＊

他

日本栄養･食糧学会大会講演要旨集, 64, 
92 (2010)

ウナギ卵の摂取がマウス肝臓の遺伝子発現に与える
影響

植　田　文　教
牧　野　快　彦
鈴　木　かなん＊

他

日本薬学会年会要旨集, 130 (3), 239 (2010)

DGGR基質法およびドライケミストリー法で測定し
たイヌ血中リパーゼ活性の膵特異性の検討

中　村　健太郎
寺　島　　　薫
石　岡　克　己＊

他

日本獣医学会学術集会講演要旨集, 150, 
290 (2010)

精製抗体を用いたオープンサンドイッチ測定系の構築 笠　置　典　之
森　　　寿　弘
小　島　峻　吾＊

他

化学工学会年会研究発表講演要旨集 
(CD-ROM), 75, E306 (2010)

Establishment of open-sandwich (OS) immunoassay 
for sensitive detection of thyroid hormone 
thyroxine

Kasagi N.
Mori T.
Islam K.＊

他

J Biosci Bioeng, 108 (S1), S33 (2009)

光学補償フィルムのヘイズ低減と最適配置による
VA型LCDの正面コントラスト比改善

齊　藤　之　人
網　中　英一郎
石　黒　　　誠
木　島　まどか
田　中　秀　明

日 本 液 晶 学 会 討 論 会 講 演 予 稿 集 
(CD-ROM), 2010, S3 (2010) 

Design of Retardation Films for VA-mode LCDs 
with a High Contrast Ratio at Normal Incidence

Ishiguro M.
Sekiguchi M.
Saitouh Y.
Ishihara M.
Miyazaki K.
Mihayashi K.

応用物理学関係連合講演会講演予稿集 
(CD-ROM), 57, 17P-K-10 (2010)

New Approach to Enhance Contrast Ratio at 
Normal Incidence by Controlling the Retardation of 
Optical Compensation Film in Vertically Aligned 
Liquid Crystal Displays

Ishiguro M.
Sekiguchi M.
Saitoh Y.

Jpn J Appl Phys , 49 (3) , 030208.1-
030208.3 (2010)

◎ Review of viewing-angle compensation of TN-mode 
LCDs using WV film

Yasuda S.
Ito T.
Oikawa T.
Ito Y.
Takahashi Y.

J Soc Info Display, 17 (4), 377-381 (2009)
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塗布方式による新規低反射ARフイルム 及　川　徳　樹
鈴　木　貴　登
三　森　悠太郎

月刊ディスプレイ, 16 (7), 59-64 (2010)

New Clear-AR Film by Wetting Process Suitable 
for Surface Film of Large Size LCD-TVs

Oikawa T.
Inoue K.
Suzuki T.
Mitsumori Y.
Yasuda S.
Suga Y.
Mihayashi K.

Proc Int Disp Workshops, 16 (3), 1885-
1888 (2009)

りん光有機EL素子の効率･耐久性向上技術開発 外　山　　　弥
佐　藤　　　祐
木　下　正　兒
飛　世　　　学
山　下　清　司
河　戸　孝　二
伊　勢　俊　大
滝　沢　裕　雄

FujiFilm Res & Dev, No.55, 24-28 (2010)

◎ Degradation evaluation of α-IGZO TFTs for 
applicaon to AM-OLEDs

Imai S.
Kimura M.＊

IEEE Elec Dev Lett, 31 (9), 963-965 
(2010)

塗布型Ba-Ferriteメディアの磁気的スペーシング評
価法の検討

村　田　悠　人
井　上　健一郎

J Magn Soc Jpn , 34 (3), 182-184 (2010)

塗布型Ba-ferriteテープシステムに適した信号処理
方式の検討

武　者　敦　史
清　水　　　治

映像情報メディア学会年次大会講演予
稿集 (CD-ROM), 2010, 17-4 

リニアテープシステム用バリウムフェライトテープ
の高密度化研究

原　澤　　　建
鈴　木　涼　太
武　者　敦　史
清　水　　　治
野　口　　　仁

電子情報通信学会技術研究報告, 110 
(112), 67-71 (2010) 

二光子吸収記録媒体の記録再生特性 北　原　淑　行
秋　葉　雅　温
佐々木　俊　央
見　上　竜　雄
望　月　英　宏
高　橋　依　里
津　山　博　昭

映像情報メディア学会年次大会講演予
稿集 (CD-ROM), 2010, 18-2

High Recording Density Tape Using Fine Barium-
Ferrite Particles With Improved Thermal Stability

Matsumoto A.
Murata Y.
Musha A.
Matsubaguchi S.
Shimizu O.

IEEE Trans Magn, 46 (5), 1208-1211 
(2010) 



115FUJIFILM RESEARCH & DEVELOPMENT (No.56-2011) 

題　　　　　　　目 著　　者 報　　告　　誌

Particle Orientation Effects of Barium Ferrite 
Particulate Media

Shimizu O.
Harasawa T.
Oyanagi M.

IEEE Trans Magn, 46 (6), 1607-1609 
(2010)

◎ Modeling of the write and read back performances 
of hexagonal Ba-ferrite particulate media for high 
density tape recording

Shimizu O.
Lee J.＊

他

J Mag Mag Mat, 322 (24), 3869-3875 
(2010)

Readout signal intensity for the Two-photon 
sensitized fluorescent recording materials

Sasaki T.
Mikami T.
Mochizuki H.
Kitahara T.
Akiba M.
Goto-Takahashi E.
Takizawa H.

Proc SPIE, 7730, 77301F.1-77301F.8 
(2010)

Two-photon sensitized recording materials for 
multilayer optical disk

Akiba M.
Goto-Takahashi E.
Takizawa H.
Sasaki T.
Mochizuki H.
Mimami T.
Kitahara T.

Proc SPIE, 7730, 773018.1-773018.6 
(2010)

近未来に役立つ光メモリの技術　2光子吸収記録材料 秋　葉　雅　温 Optronics, No.345, Page.117-122 (2010)

Duplicated Quartz Template for 2.5 inch Discrete 
Track Media

Yamashita N.
Oomatsu T.
Wakamatsu S.
Nishimaki K.
Usa T.
Usuki K.

Proc SPIE, 7488, 74880W.1-74880W.9 
(2009)

◎ Duplicated templates for discrete track media Tatsugawa A.
Yamashita N.
Oomatsu T.
Saito K.
Katou T.
Ishioka T.
Usuki K.

Proc SPIE, 7823, 78233L.1-78233L.7 
(2010)

デジタルバーサタイルディスク（DVD）レーベル
面レーザ描画技術の開発（Ⅰ）－システムの構築－

久　保　裕　史
山　田　聖　哉＊

他

日本写真学会誌, 73 (4), 218-226 (2010)

垂直磁化膜を有するマスターディスクを用いた磁気
転写特性

藤　原　直　人
西　田　陽　一
石　岡　利　英
安　永　　　正
杉　田　龍　二＊

電子情報通信学会技術研究報告, 110 
(112), 7-10 (2010)
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EUVレジストにおける技術開発 椿　　　英　明 フォトポリマー懇話会講演会, 176, IV.1-
IV.7 (2009)

ネガ現像用ArF液浸レジスト材料の開発 樽　谷　晋　司 日本化学会講演予稿集, 90 (1), 32 (2010)

Study on acid diffusion length effect with PAG-
blended system and anion-bounded polymer system

Tarutani S.
Tsubaki H.
Takahashi H.
Itou T.
Matsunaga K.＊

他

Proc SPIE, 7639, 76391O.1-76391O.7 
(2010)

Study on approaches for improvement of EUV-
resist sensitivity

Tarutani S.
Tsubaki H.
Takahashi H.
Itou T.

Proc SPIE, 7639, 763909.1-763909.8 
(2010)

Resist Material for negative tone development 
process

Tarutani S.
Kamimura S.
Enomoto Y.
Katou K.

Proc SPIE, 7639, 763904.1-763904.8 
(2010)

Study on Approaches for Improvement of EUV-
resist Sensitivity

Tarutani S.
Tsubaki H.
Tamaoki H.
Takahashi H.
Itou T.

J Photopolym Sci Technol, 23 (5), 693-
698 (2010)

Advances in dual-tone development for pitch 
frequency doubling

Tarutani S.
Enomoto Y.
Fonseca C.＊

他

Proc SPIE, 7640, 76400E.1-76400E.12 
(2010)

開発事例／富士フイルム　フルカラー偽造防止ラベ
ル “FORGE GUARD（フォージガード）”

網　森　一　郎 紙パルプ技術タイムス, 53 (8), 82-84 (2010)

有機無機ハイブリッド超親水膜の開発 山　崎　純　明
田　中　智　史
福　田　　　誠
村　山　裕一郎
近　藤　義　顕
小笠原　英　樹
内　田　　　修

FujiFilm Res & Dev, No.55, 29-32 (2010) 

表面グラフトポリマーを用いた金属ナノ粒子分散膜
の形成

加　納　丈　嘉
川　村　浩　一

ポリマー材料フォーラム講演予稿集, 18, 
122 (2009)
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新規癒着防止膜としての自己組織化ハニカムフィルム 伊　藤　晃　寿
白　土　健太郎
山　崎　英　数
下　村　政　嗣＊

他

ポリマー材料フォーラム講演予稿集, 18, 
205 (2009)

◎ Multicolor photoacoustic imaging by a single 
transducer with piezoelectric copolymer film in a 
wide frequency range 

Tsujita K.
Ohmori T.＊

他

Proc SPIE, 7564, 75642V.1-75642V.7 
(2010) 

◎ Fabrication of thin film surface templates from two 
immiscible polymers by phase separation and 
phototethering

Kawamura K.
Yokoi K.
Fujita M.

Chem Lett, 39 (3), 254-256 (2010)

◎ A facile approach to the fabrication of ultrathin 
polymer films and application to optical lenses

Kawamura K.
Kano T.
Inoue M.
Matsushita Y.
Kasahara T.
Fujita M.
Nakamura S.

Polymer, 51 (20), 4562-4570 (2010)

Effect of Grain Size on Mechanical Properties of 
Full-Dense Pb (Zr,Ti) O3 Ceramics

Miyoshi T.
Funakubo H.＊

Jpn J Appl Phys, 49 (9) , 09MD13.1-
09MD13.6 (2010) 

InGaZnO4単結晶薄膜の作製と電気特性評価 奈　良　裕　樹
高　田　真　宏
梅　田　賢　一
望　月　文　彦
田　中　　　淳
鈴　木　真　之

応用物理学関係連合講演会講演予稿集 
(CD-ROM), 57, 17A-TL-3 (2010)

液相プロセスによるIn-Ga-Zn-O,In-Zn-O TFTの作製 梅　田　賢　一
平　井　博　幸
東　　　耕　平
南　宮　麻　紀
田　中　　　淳

応用物理学関係連合講演会講演予稿集 
(CD-ROM), 57, 17A-TL-7 (2010)

セラミックス固相法によるIn2-XGaXZnO4-δ固溶系
の研究

梅　田　賢　一
田　中　　　淳
鈴　木　真　之

応用物理学関係連合講演会講演予稿集 
(CD-ROM), 57, 17A-TL-2 (2010)

◎ Characterization of Nb-doped Pb (Zr,Ti) O3 films 
deposited on stainless steel and silicon substrates 
by RF-magnetron sputtering for MEMS applications

Fujii T.
Hishinuma Y.
Mita T.
Naono T.

Sens Actuators A, 163 (1) , 220-225 
(2010)

Mechanical and Electrical Properties of Pb (Zr,Ti) O3 
Ceramics Prepared by Aerosol Deposition

Miyoshi T. Key Eng Mater, 421/422, 423-427 (2010)
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Reduction of Oxygen Inhibition in Photopolymerization 
of Cyclic Allylic Sulfide Monomer

Yamada S.
Goto Y.

J Photopolym Sci Technol, 23 (1), 109-
114 (2010)

◎ Nanoscale morphological design of ZnO crystals 
grown in aqueous solutions

Kawano T.
Imai H.＊

J Ceram Soc Jpn, 118 (1383), 969-976 
(2010)

実装工程の効率化に貢献する技術･ソリューション
実装用キャリア『PROLEADER（プロリーダー）』

當　間　隆　司 エ レ ク ト ロ ニ ク ス 実 装 技 術, 26 (11), 
10-13 (2010) 

高感度低コヒーレンス動的光散乱測定システムの
開発

中　村　崇市郎
佐　藤　悠　貴
石　井　勝　弘＊

応用物理学関係連合講演会講演予稿集 
(CD-ROM), 57, 18P-K-3 (2010)

◎ High-definition television system onboard lunar 
explorer Kaguya (SELENE) and imaging of the 
moon and the earth

Yahagi S.
Kanayama S.
Yamazaki J.＊

他

Space Sci Rev, 154 (1-4), 21-56 (2010)

ビームスプリッタを用いた超高速度カラーカメラ 斉　田　有　宏
金　山　茂　弘
北　村　和　也＊

他

高速度イメージングとフォトニクスに
関する総合シンポジウム論文集, 2009, 
223-228

レーザー光源の新しい潮流と実用化の胎動
手のひらサイズ超短パルス固体レーザーの開発

山　添　昇　吾
加　藤　雅　紀
笠　松　直　史
足　立　貴　志

O plus E, No.372, 1294-1298 (2010)

1μm帯広帯域スーパールミネッセントダイオード
と波長可変レーザ

浅　野　英　樹
向　井　厚　司
矢　口　純　也
大　郷　　　毅

電子情報通信学会技術研究報告, 109 
(403), 65-69 (2010) 

高Ga濃度IGZO TFTの可視光照射時における光安
定性

濱　　　威　史
望　月　文　彦
田　中　　　淳
鈴　木　　　真

応用物理学関係連合講演会講演予稿集 
(CD-ROM), 57, 17A-TL-9 (2010)

IGZO-TFT活性層上のGaO層の効果 中　山　昌　哉
板　井　雄一郎
多　田　　　宏
今　井　真　二
三　島　康　由

応用物理学関係連合講演会講演予稿集 
(CD-ROM), 57, 17A-TL-8 (2010)

High-precision, low-coherence Fizeau interferometer 
using a pulsed laser diode for measurement of 
transparent plates

Ueki N.
Bitou Y.＊

Meas Sci Technol, 21 (7), 077001,1-4 
(2010)
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◎ Verification of a specific reaction between an 
airborne antigen and an immobilized antibody at a 
gas-solid interface

Iwanaga H.
Tsuzuki H.
Kamiyama Y.
Ueda H.

Anal Sci, 25 (9), 1101-1106 (2009)

有機デバイスの耐久性に関わる科学
有機色素材料の光励起状態と耐光性

宮　下　陽　介 日本写真学会誌, 72 (5), 350-359 (2009)

キナクリドンナノ粒子の光励起状態と耐光性 宮　下　陽　介
横　山　　　裕
田　邊　　　守
笠　井　　　均＊

他

光 化 学 討 論 会 講 演 要 旨 集, 2009, 213 
(2009)

Stopped-flow studies of the formation of organic 
nanocrystals in the reprecipitation method

Mori J.
Miyashita Y.
Oliveira D.＊

他

東北大学多元物質科学研究所研究発表
会講演予稿集, 9, 113 (2009)

種結晶を用いた銅フタロシアニンの多形制御 宮　下　陽　介
馬　場　耕　一＊

他

東北大学多元物質科学研究所研究発表
会講演予稿集, 9, 143 (2009)

◎ Recent progress in our studien organic nanocrystals Mori J.
Miyashita Y.
Nakanishi H.＊

他

Nonlinear Opt Quantum Opt, 38 (3-4), 
297-308 (2009)

◎ Using an organic additive to manipulate sizes of 
perylene nanoparticle

Mori J.
Miyashita Y.
Oliveira D.＊

他

J Cryst Growth, 312 (3), 431-436 (2010)

電 界 誘 起ESR法 に よ る ホ ー ル 輸 送 材 料
2-TNATA,DNTPD中のトラップキャリアー解析

椙　山　卓　郎
小宮山　　　孝
原　　　佳　子
河　戸　孝　二
外　山　　　弥
日　向　浩　彰

応用物理学会学術講演会講演予稿集 
(CD-ROM), 71, 16A-ZK-7 (2010) 

低コヒーレンス動的光散乱法による懸濁微粒子の
分散状態解析

中　村　崇市郎
佐　藤　悠　貴
石　井　勝　弘＊

高分子学会予稿集 (CD-ROM), 59 (1), 
Disk1, 2PE047 (2010)

局所分極された誘電体表面近傍の空間電場測定 仲　西　正　寿
二　瓶　靖　和
佐々木　勝　寛＊

他

日本金属学会講演概要, 146, 251 (2010) 
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液晶性有機半導体／電極界面の接触電位差の測定
と電子構造の考察

谷　　　忠　昭
飯　野　裕　明＊

他

応用物理学会学術講演会講演予稿集, 70 
(3), 1145 (2009)

第一原理計算によるBiCoO3の正方晶起源の研究 奥　野　幸　洋
坂　下　幸　雄

応用物理学関係連合講演会講演予稿集 
(CD-ROM), 57, 17P-TR-9 (2010)

First Principles Calculation Study of the Origin of 
the Tetragonal Structure of BiCoO3

Okuno Y.
Sakashita Y.

Jpn J Appl Phys, 49 (9) , 09ME08.1-
09ME08.6 (2010)

高分子溶液多層流における界面不安定現象の発生
に対する流動挙動の影響

中　村　直　貴
山　崎　英　数
横　山　敦　士＊

成形加工, 21, 265-266 (2010)

ウェブハンドリング技術　ディスプレイ分野にお
けるウェブハンドリング技術の適用

疋　田　伸　治
橋　本　　　巨＊

月刊トライボロジー , No.277, 62-65 (2010)

コンケイブローラによるウェブ搬送時のディフェ
クト防止に関する実験的検討

疋　田　伸　治
上　田　逸　央＊

他

日本機械学会情報･知能･精密機器部門
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237 (2010)

リプロン･レーザー表面光散乱法を用いたポリマー
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長　坂　雄　次＊

化学工学会秋季大会研究発表講演要旨
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エネルギーフローの実用化
〈省エネルギー設計のエンジニアリングツール〉
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印刷分野の画質に係る標準化動向 卜　部　　　仁 Imaging Conference Japan論文集, 2010, 
304

CRおよびデジタイザーに関する規格の紹介 窪　田　　　聡
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わかりやすい医療機器QMS
QMSの要求事項と対応方法を事例を交えて，わか
りやすく解説
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中　村　雅　彦
阿　部　健　治
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Pharm Tech Jpn, 26 (11), 2171-2177 
(2010)
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わかりやすい医療機器QMS
QMSの要求事項と対応方法を事例を交えて，わか
りやすく解説
第2回　マネジメントプロセス（1）－責任と権限

阿　部　健　治
中　村　雅　彦
菊　地　克　史＊

Pharm Tech Jpn, 26 (12), 2371-2376 
(2010)

商品開発遅延の本質的な原因と抜本的解決のための
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15-17 (2010)
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他
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中　山　章　子 専門図書館, No.243, 22-25 (2010)
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