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はじめに111

印刷業界において，1990年代以降デジタル化が急進
し，特にDTPの出現による製版工程のデジタル化から
始まり，CTP化によってプリプレスと呼ばれる分野の
デジタル化は完成したといえる。近年は，IT化による
情報の即時化，消費者ニーズの多様化や，環境対応への
意識の高まりなどの影響もあり，印刷物の小ロット化や
ニーズの多様化に対応しつつ，かつオフセット印刷を補
完する目的として，印刷のデジタル化が注目されている。

こうした背景の中，富士フイルムは本格的なデジタル
印刷機「Jet Press 720」を発表，ユーザーに好評をはく
している。

本稿では，その高性能/高画質を支える革新的な技術
を紹介する。

Jet1Press1720概要211

Jet Press 720は，小ロット対応のデジタルオフセット
印刷機という設計コンセプトから，①オフセット枚葉機
同等の操作性を有する，②一般オフセット印刷枚葉紙の
横通し使用可能，③オフセット画質，④小部数印刷適性，
⑤低VOC（水性インク），という特徴を有し，さらに従

来のオフセット印刷機に比べて，⑥色が鮮やか，⑦色間
レジ精度が高い，⑧色調整が容易，⑨出力物が安定して
おり改版が容易，というメリットを有している。システ
ム仕様は以下のとおりである。
画　　質　　　：オフセット印刷175lpi相当（1200dpi/4階調）
印刷色数　　　：4色（YMCK）
用紙搬送方式　：圧胴およびチェーングリッパ－搬送
出力速度　　　：2700枚/時間
出力用紙サイズ：�545mm×394mm～ 750mm×530mm�

（横通し）
装置サイズ　　：W7,350mm×D3,700mm×H2,060mm

特徴を支える技術311

システム全般3111
インク吸収層を持たない一般オフセット印刷用紙に，

オフセット画質を満たす高解像度印刷を行なうために，
本システムではプレコンディショニング液の用紙への事
前塗布による画像にじみ抑制を行なっている。また，オフ
セット印刷機と同等の印刷物を得るため，水性インク起
因の用紙変形抑制や，画像の強度確保，またシングルパ
スインクジェット固有の問題である画像欠陥の抑制が必
要であり，個々に相反するそれらを満足するために高度
な解析技術を駆使して現象の支配因子をタイムスケール
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ごとに明らかにし，Table 1のように材料/マーキング
プロセス/ヘッド/ハード/画像処理という多方向から
の対策を行なっており，その結果，Fig. 1に示す画像形
成方式を採用している。

紙紙

処理液塗布⇒乾燥 ｲﾝｸ描画 乾燥 熱圧定着ﾌﾟﾚｺﾝﾃ ｨ゙ｼｮﾆﾝｸﾞ液塗布→乾燥 

Fig. 1   Printing process with Jet Press 720.

材料技術3121

1高速凝集技術1312111
（Rapic技術：Rapid1Pigment1Coagulation技術）

にじみやドット合一を抑制するために，プレコンディ
ショニング液とインクを反応させ，インクを瞬時に凝集
させる技術を採用した。その結果，ドット同士が合一す
ることなく，その形状が正確に保たれ（Fig. 2），さらに
インクジェットでは宿命と言えるにじみによる文字再現性
劣化が抑制できる（Fig. 3）。凝集反応はインク中でマイ
ナスに荷電し分散状態にある顔料やラテックスをプレコン
ディショニング液に含まれる凝集主剤で荷電を制御し，
反発力がなくなることで起こる（Fig. 4）。凝集反応の高
速化は当社オリジナルの顔料分散剤，ラテックスを分子
設計し，製造プロセス開発から行なうことで実現した。

この高速凝集技術の獲得により，ドット合一回避によ
る高精細化，にじみ防止だけでなく，インクの打滴密度
を上げることが可能になり，広い色再現領域を実現でき
るようになった（Fig. 5）。

1用紙変形抑制技術1312121
（WPD技術：Water1Penetration1Deterrence技術）

材料技術とプロセス技術とのすり合わせによって用紙
変形抑制技術を開発した。

前記プレコンディショニング液による高速凝集技術に
よって，凝集した画像中にインク中の水分を留めること
で用紙への浸透を遅延し，その水分を速やかに乾燥する
高速乾燥技術と，その乾燥タイミングを制御するプロセ
ス技術によって，水分による用紙の変形を最小限に抑制
している。

プレコンディショニング液無し

プレコンディショニング液有り

 

Fig. 2   Ink dots with and without Rapic applied.

Jet Press 720 既存ｲﾝｸｼﾞｪｯﾄJet Press 720 既存ｲﾝｸｼﾞｪｯﾄ

Fig. 3 4 pt letters printed with Jet Press 720 and conventional 
inkjet press.

凝集剤

分散状態
マイナスに荷電、反発

凝集状態

ラテックス

顔料

分散剤

-
--

-

-
--

-

-

-
--

-

--

-
表面電位制御

凝集剤

分散状態
マイナスに荷電、反発

凝集状態

ラテックス

顔料

分散剤

-
--

-
-
--

-
--

-

-
--

-
--

-

-

-
--

-

--

-
表面電位制御

Fig. 4   Mechanism of pigment coagulation.
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Fig. 5   Color gamut of Jet Press 720 and Japan Color（coated paper）.

Table 1   Technical requirements to provide the high quality demanded.

必要性能 材料 マーキングプロセス ヘッド ハード 画像処理
オフセット画質 にじみ抑制 現象解明および

制御値決定
精密液滴制御 プレコンディショニング液

安定付与
ドット合一抑制型
スクリーニング設計

高密度ノズル配置 4色ヘッドの1圧胴上配置
用紙変形抑制 水浸透遅延

保湿溶剤カ－ル抑制
迅速乾燥

画像強度確保 耐擦性付与
耐ブロッキング性付与

熱圧定着制御

画像欠陥抑制 吐出安定性付与 吐出安定性付与 安定用紙搬送
精密ギャップ制御

スジムラ補正

信頼性 ヘッド特性維持
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一方で，インク中に保湿剤として含有される高沸点有
機溶剤は，揮発せずに画像中に残留する。この溶剤が時
間をかけて用紙へ拡散することも用紙変形の原因とな
る。われわれは水性インクで一般的に使用されるグリセ
リンなどの溶剤と比較して用紙変形を大幅に抑制できる
溶剤を見出し，それらの組合せによってカールを抑制し
た低カールインク構成を見出した。

この低カールインク構成では，用紙表面強度の劣化や，
インクの保存安定性，インクの目詰まりによる吐出安定
性の悪化などの新たな課題が生じたが，それぞれ，イン
クの処方設計，顔料分散剤設計，システムからの目詰ま
り防止などの技術を投入して解決している。

高画像強度技術312131
描画直後の耐擦性を確保するためには，定着時に安定

な皮膜を形成することが重要であり，皮膜形成にはポリ
マーの軟化温度（造膜温度）を定着温度以下に制御する
必要がある。一方で定着直後からは，インク皮膜のべた
つきを防止して耐ブロッキング性を確保するために， 
環境温度よりも高いポリマー軟化温度が要求される

（Fig. 6）。印刷現場や輸送中などのさまざまな環境にお
いて，定着時の軟化温度（造膜温度）はより低温に，定
着後のインク皮膜軟化温度はより高温にするための熱物
性制御は，当社で開発したポリマーラテックスと複数の
溶剤を最適に配合する処方技術により実現した。

ヘッド技術3131

1高画質１パス印刷用インクジェットで要求さ313111
れるヘッドの性能

通常のインクジェットプリンタでは，各ノズルの吐出
インクの着弾位置誤差や体積誤差を目立たなくするため

に，用紙の同じ部分でヘッドを複数回走査し，複数のノ
ズルで描画することで各ノズルの誤差を平均化してい
る。また，この仕組みにより，インクジェットヘッドの
ノズル密度よりも高い画素密度，例えば1000dpiを越え
る画像を印字する事ができる。

一方，より高速で印字を行なうためには，ヘッドを固
定して用紙だけを搬送する必要がある。しかし，この場
合，ノズル密度は用紙上の画素密度と等しい必要があり，
また複数ノズルで描画して誤差を平均化する方法が採れ
ないので，インクジェットヘッド自体のインク吐出精度
を高める必要がある。さらに，Jet Press 720は印刷機と
いう製品コンセプトを実現する上で，印字位置精度を従
来のオフセット印刷機同等にする必要があるため，用紙
を圧胴搬送する構成を取っており，1つの圧胴上に4色
分のヘッドを配置する必要性からヘッド幅を狭くしなけ
ればならない。

Jet Press 720では，MEMS（Micro-Electro-Mechanical 
Systems）プロセス技術を活用することで，吐出インク
の方向性・体積精度を向上し，さらに1200dpiのノズル
密度の狭幅ヘッドを実現した。

このようにJet Press 720ヘッドの最大の特徴は，小
型でありながらノズルの密度が高く，しかも非常に高い
加工精度で作られている点にある。

小型高精度な高密度MEMSヘッド構造と信頼性313121
Jet Press 720では，2,048個のノズルを持つモジュー

ル17個を，一直線に実装して1色分のラインヘッドを構
成している（Fig. 7）。実装に使う材料，組立て調整方法
の工夫によって，数μmの位置精度を実現している。

モジュール（Fig. 8）には，高精度のインク吐出を行
なうため，さまざまな工夫が凝らされている。単一のモ
ジュールで1200dpi，1時間2,700枚の印字を実現してい
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Fig. 6   Demands for the control of polymer thermal properties  under various conditions.

 

Fig. 7   Line-type structure. Fig. 8   Exterior view of ink head module.
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るが，このために，インク吐出精度，駆動周波数に大き
く影響するノズルや流路，さらにはインク吐出駆動用の
ピエゾ素子や高密度配線などアクチュエータ構造全般
に，シリコン基板をベースとしたMEMS加工プロセス
が適用され，機械加工では困難なサブミクロンレベルの
加工精度を実現し，この精度を生かした最適な流体設計，
ヘッド構造，そして高出力のピエゾアクチュエータ，を
採用している。

さらに小型化を実現するために，高度な配線実装技術
と材料技術を融合している。インクジェットヘッドは通
常の半導体デバイスと異なり，高密度配線のすぐ隣に微
細なインク流路が形成されているため，インク漏れや湿
気は信頼性に重大な影響を及ぼす。しかしながら，モ
ジュールの小型化とラインヘッド構成の高精度なモ
ジュール実装のために，モジュールの耐湿封止には多く
の設計上の制約が伴うため，少ない接着面積で，強度や
高い耐インク性，耐湿度バリア性を実現する必要がある。
Jet Press 720では，耐薬品性に優れた接着材料と封止材
の応力解析を駆使し，高い耐久性を実現した。

高耐久撥水技術313131
Jet Press 720ではオフセット印刷並の印刷物耐性を

実現するために特殊な定着性の高いインクを用いている
が，このインクを長期間安定に吐出するために，ノズル
近傍の高い撥水性が求められる。一方で，撥水膜は常に
インク等にさらされるため，高い化学耐性も必要であり，
さらにノズル面のメンテナンスによる物理的摩耗耐性も
必要である。印刷機という用途での，桁違いの印刷枚数
を実現する上で，撥水膜はヘッドの寿命を大きく左右す
る。従ってヘッドには，当インクに対しても高い撥液性
を示すフルオロカーボン系材料を用い，下地膜の制御と
組み合わせることで，緻密かつ高強度な撥水膜を実現し
た。さらにインクそのものや，メンテナンス方法などの
技術と組み合わせて，印刷機としての高寿命を実現した。

インク吐出制御，安定化技術313131
インクは，温度が変化すると粘度が変化し，吐出状態

に影響を与える。Jet Press 720では，いかなる環境でも
安定した吐出を行なうため，各モジュールには温度調整
したインクを循環供給し，インクの粘度変動を抑える工
夫がなされている。また，オフセット並の画質実現に必
要な，3通りの体積のインク滴を，高い周波数で安定し
て選択吐出するために，流体シミュレーション技術と吐
出状態観察技術を駆使して，ピエゾ素子の駆動波形を高
度に最適化している（Fig. 9）。

ハード技術3131
Jet Press 720は高い要求性能を実現するため，ユニー

クなハード技術が数多く採用されているが，ここでは特
に用紙搬送およびヘッドメンテナンス技術について説明
する。

枚葉オフセット印刷ユーザーの使い易さ，安定シート
紙搬送，およびラインヘッドと用紙間の精密なギャップ制

御を行なうためにJet Press 720では，オフセット印刷機
で実績のある圧胴/チェーングリッパー搬送方式を採用
しており，高精度でありながら高速搬送を実現している。

また，ラインヘッドで印字を行なう際に用紙を把持し
ている描画胴には真空吸着機構を設けて用紙を胴表面に
しっかりと固定し，ギャップを正確に制御することに
よってドット位置ズレのない画像を形成可能にしてい
る。吸着に際しては種々のサイズのシート紙に対応する
必要があるため，表面に吸着穴を配した吸着シートを使
用している。この吸着シートは，小さいサイズのシート
紙が使用されて，用紙外の吸着穴で空気漏れが起こるよ
うな場合でも，用紙はきちんと吸着できるように内部の
流路抵抗を制御した設計にしている（Fig. 10）。

S M L 
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Fig. 9   Photo of ink droplets.
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Fig. 10   Sheet paper holding mechanism.
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またヘッド特性維持に必要なヘッドメンテナンス機構
としては，乾燥により固着しやすいラテックス含有イン
クに特化した洗浄液供給/Webワイプヘッドメンテナン
ス方式を採用した（Fig. 11）。
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洗浄液付与 Webワイプ

バネによる圧力付与

Web移動

ヘッドBar移動

洗浄液
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ノズル面

洗浄液

非接触

洗浄液付与 Webワイプ

バネによる圧力付与

Web移動

ヘッドBar移動

洗浄液
付与ノズル

Fig. 11    Method of web-wiping head maintenance using cleaning 
solution.

ヘッドのノズルプレート上には描画中に発生するイン
クミストの付着や埃付着により汚染されるが，非接触の
洗浄液付与ノズルより供給された洗浄液によって除去さ
れ易くなったインクおよび埃は清浄なWebによるワイプ
によって完全に除去され，ヘッドは清浄な状態に保たれ
る。また，ワイプ後はWeb面が自動更新されることに
よって常にインクや埃の除去性能は適切に維持される。

画像処理技術3131
Jet Press 720では高速描画を実現するためシングル

パス方式を採用しており，インク液滴の着弾位置が理想
位置から所定量ずれている「着弾位置ばらつき」，飛翔
液滴量のずれによる「ドット径のばらつき」，液滴が吐
出しない「不吐出」などの描画不良が発生した時に，そ
れらがただちに紙送り方向のスジムラとなり画像不良の
原因となる（Fig. 12）。

高性能ヘッドを用いてもこれら画像欠陥の発生を完全
になくすことは困難であるため，Jet Press 720ではこれ
らの画像欠陥を補うために画像処理的な手法を用いた，
2種類のムラ補正機能を搭載している。以下に説明する
2種類のムラ補正機能は，いずれも画像欠陥の視認性を
低減させる補正処理を行ないJet Press 720の高画質化
に貢献している。

シングルパス方式

位置ばらつき位置ばらつき ドット径ばらつきドット径ばらつき

Paper  feed

不吐出不吐出

吐出口

(ノズル)

シングルパス方式

位置ばらつき位置ばらつき ドット径ばらつきドット径ばらつき

Paper  feed

不吐出不吐出

吐出口

(ノズル)

Fig. 12   Diagram showing errors in the single pass printing.

不良ノズル補正機能313111
不良ノズル補正機能は液滴が正常に吐出しない場合

（不吐出など）に発生する細かいスジ状の高周波ムラの
補正を行なう。以下のシーケンスで補正は実施される。
①テストチャート出力

 印刷時の咥え部分の余白に1枚/1色の不良ノズル検知
パターンを描画する（印刷中の不良ノズルを監視）。

②画像情報の読取り
 装置内に搭載されたインラインセンサーで，描画され
た不良ノズル検知パターンを読み取る。

③画像情報の解析
 検知パターンの読み込み画像を解析し，不良ノズル（着
弾位置誤差が所定量以上のノズル，不吐出ノズル）を
検知，特定する。

④補正処理の実施
 ③で特定した不良ノズルの近傍ノズルの描画濃度を所
定量上げて描画を実施する（Fig. 13）。近傍ノズルの
描画濃度を上げることで，不吐出ノズルで発生する白
スジの低視認化を図ることができる。なお，③で検知
された不良ノズルは強制的に吐出させない処理を行な
い，不吐出ノズルと同等の処理を行なう。

不良ﾉｽﾞﾙが発生
している状態

不吐ﾉｽﾞﾙ

不良ﾉｽﾞﾙ補正後

不吐ﾉｽﾞﾙ 近傍ﾉｽﾞﾙ白ｽｼﾞ発生

不良ﾉｽﾞﾙが発生
している

不吐ﾉｽﾞﾙ

不良ﾉｽﾞﾙ補正後

不吐ﾉｽﾞﾙ 近傍ﾉｽﾞﾙ白ｽｼﾞ発生

Fig. 13   Diagram showing correction of the missing dots.

低周波ムラ補正機能313121
ドット径のばらつき（飛翔液滴ばらつき）は，モジュー

ルの特性（駆動制御精度含む）に依存し，比較的安定な
低周波ムラとなることが多い。この低周波ムラはACP

（Auto Calibration Print）と呼ばれる補正シーケンスを
印刷前に行なうことで補正を行なう。以下のシーケンス
で補正は実施される。
①テストチャート出力

 C, M, Y, K各色ごとに1枚ずつ複数階調を含むACPテ
ストチャートを出力する。

②画像情報の読取り
 装置内に設置されたILSでACPチャート画像を読み
取る。

③画像情報の解析
 各色各階調の濃度データがノズル幅方向で均一となる
ように，使用全ノズルに対して階調補正テーブルを作
成する。

④補正処理の実施
 ③で作成した階調補正テーブルを用いて階調変換を行
なうことで，各階調でノズル幅方向に均一な濃度の画
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像を得ることができる（Fig. 14）。

ﾉｽﾞﾙ幅方向

ﾉｽﾞﾙ幅方向

ﾉｽﾞﾙ幅方向

ＩＬＳ読み
取り値
(補正前
濃度値)

補正
ﾃｰﾌﾞﾙ

補正後
(濃度値)

＋

↓

ACPﾃｽﾄチャート

ﾉｽﾞﾙ幅方向

ﾉｽﾞﾙ幅方向

ﾉｽﾞﾙ幅方向

ＩＬＳ読み
取り値
(補正前
濃度値)

補正
ﾃｰﾌﾞﾙ

補正後
(濃度値)

＋

↓

ACPﾃｽﾄチャート

Fig. 14    Diagram showing correction of non-uniformity due to low 
frequency noise.

結び311

このJet Press 720の開発は，インクジェットヘッド
技術・材料技術・システムインテグレーション技術・画
像設計技術が深く関わることにより達成できたもので 
ある。

今後も，①デジタル印刷機の特徴である付加価値を最
大限活用した新たなビジネスモデルの提案に加え，②印
刷基材汎用性の拡大，印刷スピードの向上，画像品質の
更なる改良などの技術開発を継続していく。

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


