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1.	 はじめに

　写真プリントの作成方法が多様化する中で，昇華型熱
転写方式（D2T2方式：Dye Diffusion Thermal Transfer 
systemの略：以降，D2T2方式と表記する）は，簡便性，
高い画像品質から，店頭即時用プリンター，IDカード
作製機，アミューズメント用プリンターなどに採用さ
れている。D2T2方式では，プリンターヘッドの熱を利
用し，効率よく染料の転写を行なうために，受像紙の
断熱性が重要な性能である。われわれは，新規な断熱
技術を導入し，当社が長年培ってきた水系重層塗布に
よる受像紙作製を可能にした。さらに，写真支持体技
術との融合により，滑らかな調子再現性，高い最大濃度，
優れた白色度，および高い光沢度を実現し，高い画像
品質のプリントを提供できるようにした。また，プ 
リントの取扱性においても優れた効果を達成した。そ
の内容について報告する。

Photo 1   Thermal paper and ink ribbon for D2T2 print system.

Photo 2   D2T2 Thermal photo print system “Princiao”.
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2.	 D2T2方式の概略

　D2T2方式による画像形成の原理を簡単に説明する。
材料は，染料を含むインク層を塗設したインクリボンと，
インクリボンから転写される染料を受容する受像層を有
する受像紙から構成される。画像形成は，インクリボン
と受像紙を重ね合わせ，インクリボン背面からサーマル
ヘッドにより加熱し，インク層中の染料を受像層へ拡散
転写することで行なわれる。インクリボンの構成は，薄
いPET支持体上にイエローインク層，マゼンタインク層，
シアンインク層および表面保護層が塗設されており，こ
れらが順次転写されることでカラー画像が形成される。
　Fig. 1にプリンターの構成図を示した。サーマルプ 
リントヘッド（TPH：本文中ではサーマルヘッドと記載）
と対抗するプラテンローラーとの間に，受像紙の受像層
とインクリボンのインク層が接した状態でこれらをはさ
み，長手方向に走査しながら，画像情報に応じた熱をサー
マルヘッドから与えて染料を転写させる。イエロー染料，
マゼンタ染料，シアン染料による画像形成のための走査
を３回，および表面保護層の転写のための走査を１回，
合計４往復の動作を行なって印画を完了する。

Fig. 1   Composition of D2T2 print system.

　Fig. 2に今回開発した新規受像紙の特性曲線を示し
た。横軸は印加エネルギー量，縦軸は視覚濃度（染料転
写量に相当）を表わしている。0.7msecと2msecはパル
ス周期を示すもので，それぞれ高温高速プリンターと低
温低速プリンターに相当する特性曲線を示している。

Fig. 2   Characteristic curves of the new materials.

3.	 新規受像紙の開発

　受像紙はインクリボンから転写される染料を受容し，
画像を形成する。このため，少ない熱量で多くの染料が
転写される，高い転写性能が望まれる。転写性能には，
サーマルヘッドから供給される熱量を受像紙表面近傍に
蓄えるための断熱性，およびインクリボンから拡散して
きた染料を効率よく受け容れる受容性が重要である。こ
のため，受像紙の基本構成は，基材上に断熱層および受
像層を塗設したものになっている。従来型の受像紙の構
成としては，基材上（コート紙など）に，断熱性を有す
るボイドフィルム（気泡を含有させたポリプロピレン
フィルムなど）を貼り合わせて断熱層とし，染料受容性
の高いポリマーを有機溶媒に溶解・塗工して受像層とし
たものが一般的である。
　今回の新規受像紙の開発においては，当社独自の断熱
性付与技術を開発し，新規層構成による設計を行なった。
さらに，すべての構成層を水系塗布により重層塗設する
方式を世界で初めて採用した。有機溶媒を実質的に使用
しないことで，環境負荷を低減することができた。また，
銀塩方式写真材料製造で長年培ってきた高精度重層塗布
技術を活かすことができた。
　以下，受像紙材料の設計および導入技術について解説
する。

3.1	 新規受像紙層構成
　従来型の受像紙は，コート紙にボイドフィルムを貼り
付けて断熱層とし，その上に受像層を溶剤塗布で形成し
ていた。今回，開発した新規受像紙では，両面をポリエ
チレンでラミネートした紙基材上に，下引層，断熱層，
および受像層を水系重層塗布して形成している。新規受
像紙の断面図をFig. 3に示した。

Fig 3. Cross section of a new paper.

　以下，各層の機能について説明する。

3.2	 受像層
　受像層は，インクリボンから拡散してきた染料を受容
し，画像を形成させる層である。染料に対する高い受容
性を有すること，水系塗工液を用いて受像層を形成する
ために受像ポリマーは水分散物で供給できること，が求
められる。

ー



3FUJIFILM RESEARCH & DEVELOPMENT (No.54-2009) 

　これらの要求を満たす材料として，塩化ビニル系，ア
クリル系，あるいはポリエステル系などのポリマー分散
物を探索し，塩化ビニル系材料が好適であることを見出
した。さらに，ガラス転位温度（Tg）の調節のため，
アクリル酸エステルを加えた塩化ビニル／アクリル酸エ
ステル共重合ポリマーを選択した。
　塩化ビニル系材料が好ましいことを示す一例をFig. 4
に示した。受像ポリマーのガラス転位温度が低いと転写
性が高いこともFig. 4からわかる。

Fig. 4 Influence of components and glass transition tempareture 
of receiving layer for receiving amount of dye.

　また，受像層に要求される性能として離型性がある。こ
れは，インクリボンと接した状態で加熱された後，インク
リボンから容易に剥離する性能である。受像層のガラス
転位温度を下げると，転写濃度は増加するが離型性が低
下し，受像紙とインクリボンとの剥離力が増加する。剥
離力が増加すると剥離振動が発生し，異音が生じたり，
剥離線（スティッキングあるいはバンディングともいう）
の画像故障を生じることがある（Photo 3参照）。さらに
ひどい場合には接着が起こり，インク層が凝集破壊して
受像紙に転写することもある。

Photo 3   Example of sticking problem.

　われわれは，受容性の向上と離型性の向上を両立させ
るために離型剤を探索し，効果的な弗素系離型剤を見出
して受像層に導入した。離型剤添加による効果をFig. 5
に示した。印画後の受像紙とインクリボンを剥離するた
めに必要な力が，離型剤の添加量に応じて減少すること
がわかる。

Fig. 5   Effect of release agent for peeling force.

3.3	 断熱層
　断熱層は，サーマルヘッドから供給される熱の拡散を
防いで，インクリボンから受像紙への染料転写を促進さ
せるために設置される層であり，中空ポリマー粒子およ
びバインダーを主成分として構成されている。高い断熱
性を得るためには，熱伝導率の低い空気を断熱材として
用いることが好ましい。従来型受像紙ではボイドフィル
ム中の空気がこの役割を果たしていた。新規受像紙では，
ポリマー粒子中に空気を含む中空ポリマー粒子を断熱材
料として採用した（Photo 4）。中空ポリマー粒子は水中
に分散されており，水系塗布を可能にした。中空ポリマー
粒子は分散状態では粒子内に水を含有しているが，塗工
後の乾燥過程で水が蒸発して空気相を形成する。
　バインダーとしては，必要な膜強度を付与すること，
良好な塗工性を付与すること，を目的としてゼラチンを
採用した。

Photo 4   Hollow-body particles.
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　高断熱性／低断熱性の断熱層をシミュレーションによ
り比較した結果をFig. 6に示した。インクリボン裏面か
ら加えた熱が，インクリボン中を伝わって受像紙へ拡散
していく状況を示している。高断熱性の断熱層を有する
受像紙の熱拡散による温度分布を赤線で記し，低断熱性
の断熱層を有する受像紙の温度分布のうち100℃と
120℃の部分を黒線で記した。高断熱性の受像紙では熱
拡散が少なく，加熱点近傍のインクリボンおよび受像層
が高温に保たれることを表わしている。

Fig. 6   Comparison of heat insulating ability by simulation.

　また，断熱層中の空隙量と転写濃度の関係をFig. 7に
示した。空隙量，すなわち含有空気量の増加に伴って，
染料転写量が増加し濃度が上昇することを意味している。

Fig. 7 Influence of air content in heat insulating layer for receiving 
amount of dye.

3.4	 下引層
　昇華型熱転写方式では，受像紙とインクリボンを重ね
てサーマルヘッドとプラテンローラーにはさみ，加熱・

加圧した状態で印画が行なわれる。この際，サーマルヘッ
ドが均一かつ安定に材料と接触するために，サーマルヘッ
ドが材料の接触部に適度に食い込むことが好ましい。こ
のため，受像紙にはクッション性が要求される。新規受
像紙ではガラス転移点が低く，柔軟なSBRを主成分とす
る下引層を設置することで，クッション性を付与してい
る。

3.5	 基材
　新規受像紙では，基材として銀塩カラーペーパーに用
いられている両面レジンコート紙（WP紙ともいう）を
採用した。これにより，昇華型熱転写受像紙でありなが
ら銀塩カラーペーパーと同じ質感を持たせることをね
らった。同時に，白色度・平滑性・導電性（帯電性）な
どの特長をそれぞれ新規受像紙の性能として活かすこと
もねらった。
　新規受像紙では，断熱層中の中空粒子が散乱体となっ
て白色を呈するが，基材の地の色も反映されている。基
材に含まれる二酸化チタン，群青（青味付け染料），お
よび蛍光増白剤の最適設計により，明度が高く，黄色味
が抜けた好ましい白色となっている（Table 1参照）。

Table 1   Whiteness Comparison Usual Paper and New One.

Whiteness 当社従来型受像紙 新規受像紙

ISO白色度 87 % 92 %

　銀塩カラーペーパー用途で培われた抄紙技術，および
ポリエチレンラミネート処理技術により，基材は均質で，
基材表面は平滑に仕上がっている。これにより，コート
紙を用いた従来型受像紙では得られない，光沢度の優れ
た受像紙となっている（Table 2参照）。

Table 2   Gloss Comparison Usual Paper and New One.

Gloss 当社従来型受像紙 新規受像紙

45°正反射受光率 73 % 92 %

　基材の裏面には，帯電防止の目的で導電層が塗設され
ている。これにより，表面電気抵抗率が従来型受像紙に
比べて約1/1,000に下がり，帯電性が大幅に低減してい
る。従来型の受像紙は帯電が大きく，集積部からプリン
トを取り出して端部をそろえる際に滑りが悪いため，作
業性の面から改良を望まれていたが，新規受像紙ではこ
れを改良することができた。
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　連続印画後の集積作業の写真をPhoto 5に示した。従
来型の受像紙（写真左）は，帯電量が大きいため滑りが
悪く，集積後に端部を揃えることが困難である。一方，
今回の新規受像紙（写真右）では容易に端部を揃えるこ
とができ，作業性が大きく向上した。

Photo 5 Effect of improvement of electric conductivity on working  
 efficiency.

4.	 まとめ

　白色度および光沢度に優れ，帯電性改良により集積後
の作業性が向上した，昇華型熱転写受像紙を新規に開発
した。基材上の全塗布構成層を，有機溶剤を実質的に使
用しない水系塗工液で形成することにより，受像紙の製
造工程における環境負荷を大きく低減した。

（本報告中にある “FUJIFILM”，“Princiao” は富士フイ
ルム㈱の登録商標です。）


