
FUJIFILM released a new sheet-fed inkjet printer in 2014̶Jet Press 720S. Based on the previous Jet Press 720 model re-
vealed in 2008, the Jet Press 720S has been developed with improved functions. We adopted the PZT sputtering process in the 
printhead for good uniformity among jets, new printhead maintenance technology for nozzles with fewer defects, and a simpli-
fied replacement process for defective printhead modules. These technological advancements have resulted in improved printing 
productivity. In addition, full-size variable printing was introduced to diversify the available printing services.

Abstract

1.	 はじめに

　富士フイルムは商業印刷の小ロット化に対応できる高速高
画質枚葉インクジェット印刷機「Jet Press 720」を2008年
のDrupaに技術展示し，以後市場投入してきている1）。これ
に続き，後継機となる「Jet Press 720S」を開発し，2014
年に量産を開始しており好評を博している。本稿では印字品
質の安定化，ダウンタイム削減による生産性向上，フルバリ
アブル印刷への対応により進化を遂げたJet Press 720Sに搭
載されている機能について述べる。

2.	 Jet	Press	720Sの概要

2.1	 システム概要
　Jet Press 720SではJet Press 720から継承および進化し
た以下の技術群を搭載している。

①　高密度打滴を行う高耐久MEMSヘッドの実装
②　ヘッドのメンテナンスによる高画質印字の維持
③　高速凝集技術による高い色再現性
④　水性インクの乾燥
⑤　インラインスキャナによる高精度読み取り
⑥　画像処理技術
⑦　フルバリアブル印刷（オプション）

　これらの技術により従来のオフセット印刷機にはない汎用
性を備えたことで，小ロット印刷や短納期印刷など，さまざ
まなニーズに対応できる革新的な印刷機としての評価を得て
いる。
　Fig. 1にJet Press 720Sの外観を，Jet Press 720Sのシス
テム仕様を以下に記す。

画質	 ：1,200dpi×1,200dpi
色	 ：CMYK（4色），水性顔料インク
用紙搬送方式	 ：シート搬送
最大用紙サイズ	：B2（750x532mm）
用紙厚	 ：0.105mm~0.34mm
最大印刷速度	 ：2,700枚/時
装置サイズ	 ：W8,019mm×D2,653mm×H2,050mm
重量	 ：14トン
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Fig. 1　View of Jet Press 720S
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2.2	 高精度MEMSプリントヘッド概要
　Jet Press 720Sでは高精度なカラーレジストレーショ
ンを確保するために，ひとつの印字胴にコンパクトな
1,200dpi/720mm幅ピエゾ方式ヘッドを4色配置している
（Fig. 2）。これによりシングルパス印字で最大2,700枚/時
の生産性を実現している。
　プリントヘッドは1,200dpiで2,048個のノズルを持つ
ヘッドモジュールを使用しており，数μmの高精度で17個
が並ぶプリントバーを形成することで広い印字幅に対応して
いる。
　このヘッドは，インク流路からノズルまでSiを使った，
MEMS（Micro Electrical Mechanical System）プロセスを活
用し，サブミクロンレベルで高精度かつ高密度に構成されて
いる。インクの最小滴量は，2.0plを100kHzで吐出する能
力を有しており，小滴の他に，中滴，大滴の3種類のインク
滴サイズを打ち分けて描画を行っている。
　Fig. 2にFUJIFILM Dimatix社にて製造するプリントヘッド
モジュールを，またFig. 3に高精度に実装したプリントバー
の外観を示す。

3.	 Jet	Press	720Sに搭載されている技術

　Jet Press 720Sでは，システム全体において実装する搭載
技術の見直しを行い，Jet Press 720より技術を継承すると
ともに性能向上を図り，新たな技術を搭載した。これらの技
術について順に述べる。

3.1	 ヘッド関連技術
　ヘッド耐久性の改善および印字性能の悪化抑止策を導入す
ることで，非印字時間を圧縮し実質的な印字生産性を向上さ
せている2）。具体的には，（1）圧電アクチュエータ部のスパッ

タ薄膜化による印字耐久回数の向上，（2）Web（クリーニ
ング布）によるノズル面ワイピング，（3）分割ダミージェッ
トによるノズル面へのインク付着防止，（4）ノズル乾燥劣
化抑制，（5）ヘッド交換機能の付与，である。

3.1.1	 圧電アクチュエータ部のスパッタ成膜
　Jet Press 720Sの圧電アクチュエータには，富士フイルム
が開発した，高い圧電定数を誇るスパッタ膜を用いている
（Fig. 4）。従来は，バルク状のPZT（チタン酸ジルコン酸鉛）
を薄く研磨する方法を採用していたが，スパッタ化により，
研磨等の生産工程が大幅に削減され，モジュール内の吐出効
率をより均一化することに成功している。またスパッタPZT
膜は接着剤を用いず，耐熱性が高いために，成膜後の高温プ
ロセスの自由度が広がり，透湿性の低い保護膜を安定して表
面に形成することができるため，水分の浸入による寿命の低
下を抑えることを可能にしている。実験的に行った高湿環
境での高電圧パルスを7,000億回印加する過酷な耐久試験に
おいても，2,048個のアクチュエータ部がまったく故障せず
3%以内の変動に抑えられる結果が得られており，駆動部の
耐久性向上に貢献している（Fig. 5）。

3.1.2	 Webによるノズル面ワイピング
　ラテックスを含む水性顔料インクを長期間に渡って安定的
に吐出させることは難しい課題であり，吐出精度を確保する
ためにノズル近傍の高い撥水性を維持し続ける必要がある。

Fig. 2　Inkjet print engine and printhead module

Fig. 3　Print bar Fig. 4　SEM micrograph of sputtered PZT

Fig. 5 Average displacement over time. Less time degradation 
of displacement occurs with recurring jetting pulses. Data 
points indicate when each jetting pulse occurred.
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このため，ヘッドモジュールには耐久性の高いフルオロカー
ボン系の高耐久性の撥水膜をノズル面上に付与している。さ
らに，ヘッドモジュール内でインク循環を行い，ノズル近傍
でのインク増粘を防止する構造としている（Fig. 6）。
　また，吐出安定性を確保するためのヘッドメンテナンスに
は，乾燥固着しやすいラテックス含有水性顔料インクに対し
て，ノズル洗浄液を染み込ませたWebでワイプする方式（Fig. 
7）を新たに採用している。このメンテナンス機構によりノ
ズル面は常にクリーンな状態に保たれ，吐出性能の維持を可
能としている。

3.1.3	 分割ダミージェット
　ラテックスを含む水性顔料インクを長期間に渡って安定的
に吐出させるために，Webでのワイプを行う前に，Job中に
ノズル近傍で増粘したインクを吐き出す作業として，ダミー
ジェットを行っている。Job印字中のインクミストに加え，
このダミージェット時のインクミストがノズル面に付着する
ため，ノズル面をクリーンにキープするためには，繰り返し
Webワイプを実施することが必要であった。
　Jet Press 720Sでは，ダミージェットを行うノズルを複数個・
複数回に分割することで，ノズル間のクロストークによるミス
ト発生を大幅に低減し，ノズル面へのミストの付着を最小限
に抑えることができた（Fig. 8）。これにより，ワイプ回数を低
減することができ，ワイプ摩擦によるノズル面のダメージを最
小限に抑え，かつ非印字時間を削減することに成功している。

3.1.4	 ノズル乾燥劣化抑制技術
　Jet Pressシリーズでは，紙への高速での凝集定着を実現
するため，一般の水性インクジェットインクに比べ固形物が
ノズルに固着し再溶解しにくい特性を持つ，ラテックス含有
の水系顔料インクを採用している。ノズル面へのインク固着
を抑制する技術のひとつとして，インク循環圧力，ノズル面
圧力の最適化を実施している。実験的な各圧力の最適化を実
施し，インク循環圧力を高く，ノズル面圧力を高精度に正圧
寄りとすることで，乾燥固着による吐出劣化を抑制できるこ
とが分かっている。代表的な圧力について参考値を示す（Fig. 
9）。この方法で，標準的な初期条件に比べて，強制条件に
おいて乾燥劣化速度を6倍遅延させることができている。

3.1.5	 ヘッド交換技術
　前述の技術群によりヘッドモジュールの印字性能維持は
Jet Press 720よりさらに向上しているが，性能劣化したヘッ
ドモジュールを容易にメンテナンスできることも求められ
る。Jet Press 720Sでは，ヘッドモジュール単位の交換機構
を新たに導入することでメンテナンス性の大幅な向上とダウ
ンタイムの削減を実現している。
　ヘッドモジュールの交換作業および交換後の数μmオー
ダの位置調整やヘッド特性の補正作業は本体オペレーション
に従ってユーザレベルで実施できるように準備されており，
印字性能悪化という事態にも迅速に対応可能としている。
Fig. 10にヘッドモジュール交換機能の概略図を示す。

Fig. 6　Schematic of ink circulation in printhead module

Fig. 7　Outline view of web wiping system

Fig. 8　With and without divided dummy jetting

Fig. 9　Ink pressure control in printhead module

Fig. 10　Replaceable printhead module
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3.2	 高速凝集技術
　継続して搭載している基盤技術のひとつとして，プレコン
ディショニングおよび高速凝集が挙げられる。一般的なイン
クジェット方式では，インクジェット専用紙以外のオフセッ
ト用紙などを使用すると，ドットの拡がりによる画像にじみ
が発生しやすい。Jet Press 720/720Sではにじみのないオフ
セット印刷画質を達成するために，プレコンディショニング
液を印字前に用紙に塗布することでにじみを抑制している。
この工程ではプレコンディショニング液を用紙上でインクと
反応させることで，瞬時にインクを凝集させ，隣接のドット
同士が合一することなくドット形状が保たれる（Fig. 11）。
この結果，インクジェット印字の課題であるにじみを抑制し，
文字再現性の劣化を防ぐことを可能としている（Fig. 12）。
凝集反応の高速化は，当社オリジナルの顔料分散剤およびラ
テックスを開発することで実現している。
　さらにこの高速凝集技術により，インクドットの印字密度
を向上させることができ，広い色再現域を実現することにも
繋げており，インクジェット印刷技術の核のひとつである
（Fig. 13）。

3.3	 画像補正，応用技術
　印刷した画像や補正用専用チャートを装置内で瞬時に読み
取るインラインスキャナを実装している。印字胴のプリント
ヘッド直後にて印刷直後の画像を読み取ることで，印字状態
の変化をすばやく検知して画像補正を加えることを可能とし
ている。これにより印字中の描画状態の変化においても少な
い損紙の発生にとどめている。

　Jet Pressシリーズの画像補正技術により，印字ノズルの
吐出不具合やばらつきがある場合にも，白スジやムラの補正
を行うことができる。不吐ノズルがある場合は，補正を行わ
ないと白スジを発生させてしまうが，近傍のノズルの描画濃
度を変えることでスジの視認性を下げることができる（Fig. 
14）。また大きな吐出曲がりを検出した際にも，対象ノズル
を不吐化することにより同様に補正を行うことを可能として
いる。

3.4	 バリアブル印刷
　デジタル印刷機ならではの機能として，連続して印刷する
印刷Jobにて印刷画像を1枚ごとに設定できるバリアブル印
刷機能を新たにオプション搭載している。バリアブル印刷時
にも4色フルカラーでの印刷をフルスピードで行うことが可
能である（Fig. 15）。
　また，両面印刷時には用紙の先刷り面にあらかじめ印字し
たバーコードを，フィーダ部のバーコードリーダで読み取り，
先刷り面に合わせた適切な後刷り面の画像をリアルタイムで
準備することを可能としている（Fig. 16）。
　つまり先刷り面の印字順が画像種類ＡＢＣＤＥであり，後
刷り面印字時にＡＢＤＣＥと一部が入れ替わっていたとして
も，バーコード読み取りにより入れ替わりを認識し，後刷り
面画像をａｂｄｃｅと合わせることができ，本来の画像を印
刷できる。両面バリアブル時のヒューマンミスや用紙抜けを
自動的に補正することを可能としている。
　これらはデジタル印刷機の大きな特徴となりうる機能であ
り，多様な印刷ニーズに対応できるため，大きな訴求力となっ
ている。

Fig. 11 Ink-dot shapes with and without the preconditioning process Fig. 12 Letters printed with and without the preconditioning process

Fig. 13　Color gamut of Jet Press series and Japan color Fig. 14　Correction method for missing nozzle
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4.	 まとめ

　Jet Press 720Sは，これまでのJet Pressシリーズの基盤技
術を継承しつつ，革新的な改良を加えることで進化したもの
である。今後も多様化する印刷業界において，新たな印刷ビ
ジネスを創出し，活性化を図る起爆剤となるべく，印刷媒体
の拡大や印刷速度向上，印字品質のさらなる向上などの技術
開発を継続していく。
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Fig. 15　Image data flow for variable printing Fig. 16　Image data flow for reverse side variable printing
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