
We developed a new technology that extensively uses a special-light observation function. This function is becoming increas-
ingly important in endoscope diagnoses as it significantly improves the usability of an endoscope in terms of aspects such as its 
operativity, insertion characteristic, and compatibility. This platform technology is scheduled to be built into our future system, 
and the announced 7000 system will be its first application in 2016. The 7000 system provides five functions using the above 
mentioned new technology: (1) “G7 control portion” enables intuitive manipulation; (2) “Coloassist flexible portion” includes 
advanced force-transmission and adaptive bending to enable smoother insertion; (3) “One-step Connector” offers better handling 
during cleaning, disinfection, and storage; (4)  “4 LED lights” enables high-intensity white-light illumination and special-light 
illumination; and (5) “LCI” emphasizes minute differences in colors.

Abstract

1.　はじめに

　近年，従来の内視鏡検査で行われていた白色光による自然
な色の画像による観察から，光の波長を制御して従来の光で
は観察しづらかった病変を観察しやすくする特殊光観察が盛
んになってきた。当社は狭帯域光観察機能BLI（Blue LASER 
Imaging）を開発し，2012年に発売，がん診断に重要な情
報と言われている粘膜表層の微細な変化を強調する特殊光観
察を実現した。さらに，狭帯域短波長光と白色光を同時に
照射し，色の微細な違いを色彩強調するLCI（Linked Color 
Imaging）を2014年に発表し，当社独自の観察機能として
炎症観察，拾上げ観察等の可能性を訴求し，国内で高い評価
を得ている。
　今回，これらの特殊光観察機能に加えて，操作性・挿入性・
互換性といった内視鏡システムのユーザビリティーを大きく
改善する新規技術を開発した。
　これらの新規技術はプラットフォームとして今後の内視鏡
システムに標準搭載していくことを意図しており，第一弾と

して2016年に発表した7000システム（Fig. 1）は市場から
好評を得ている。
　本報告において，これら新プラットフォーム技術および当
社独自の観察機能であるLCIについて，その目的・特長・原
理を解説する。
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Fig. 1　The 7000 system
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2.　プラットフォーム技術の概要・特徴

　新規プラットフォーム技術は，スコープ，光源に適用され
ている。
　スコープには，直観的な操作を可能にした「G7操作部（Fig. 
2）」，高追従挿入部・カーブトラッキングにより挿入性を改
善する「コロアシスト」，洗浄・取扱を容易にした「ワンステッ
プコネクタ」が組み込まれた。これらの技術は，いかにした
らユーザーが使いやすくなるかを追求して開発されており，
最初の商品化となった7000システム用760スコープ（Fig. 
3）は市場から大きな反響を得ている。
　光源には，4色の大光量LEDを用いて，発光比率を高精度
に制御して観察モード毎に適した照明を作り出す「マルチ光
源技術」を実現し，白色光観察と特殊光観察を可能とした。
白色照明としては既存のキセノン光源同等の高輝度照明を実
現し，LED素子の長寿命化によって定期交換を無くした。特
殊光観察では先行機種である「LASEREO」と同質の画質を
実現した。今後，4色独立光源のメリットを活かした新たな
観察モードへの発展が期待できる。

3.　スコーププラッフォームの開発

3.1　新操作部の開発
　内視鏡操作部は術者の手のサイズ，把持方法や手技の違
い，洗浄消毒時の取り回しや耐久性といった多様な要素が求
められる。これらのニーズや要件に精度よく応え，より多く
のユーザーが検査に集中できる快適な操作性の実現が課題で
あった。

3.1.1　開発の進め方
①医師にとって，内視鏡操作は無意識下での動作となってい
る。医療現場に入り込み，対象ユーザーの行動観察を通じて，
潜在ニーズを顕在化した。
②対象となる医療施設およびユーザー（医師，技師，看護師）
に向けて，ニーズの可視化→妥当性評価→改善を繰り返し実
践した。
③ラピッドプロトタイプを活用したヒアリングを実施。評価
コメントの要件を導き出した。
④医師のコメントを正しく理解することが重要となるため，
デザイナー自身が人体ファントムで訓練し，内視鏡の基本操
作を習得して臨んだ。
⑤内視鏡操作は，画面観察，挿入部と操作部の操作，挿入部
方向転換の際に行われる捻り動作が一体となって行われる。
操作部単体ではなく，実機に近づけたスコープのプロトタイ
プを使用，検査環境も実検査に近づけ，評価を実施した。
⑥準備・洗浄/消毒・保管作業では，確実・簡便・効率的な
作業性が求められる。行動観察と作業現場の運用面に注目し，
ニーズを発掘した。

3.1.2　主なデザイン施策
①アクセス性の重視
　アングルノブ（図参照）やボタンに届かない場合があり，
検査において手の疲労にも繋がるため，本機は指の導線を短
縮化する形状とした（Fig. 4）。さらに，敢えて手の中で操作
部を持ち変えやすい形状とした。親指の付け根に載せるサド
ルポイント（図参照）については，基本ポジションの安定性
を確保しつつ，手を上に回転させる運動（上部ボタンへのア
クセス時に多用する）の中心軸となり，多様な持ち方が可能
となる形状とした（Fig. 5） 。

Fig. 2　G7 Control Portion

Fig. 3　The 760 series

Fig. 4　Easier access to the knob 
and switches

Fig. 5　Corners have been 
rounded
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②把持部形状の工夫
　把持部形状については，捻り動作時に力がかけやすいよう，
把持部断面形状を扁平化した（Fig. 6）。
③ズームボタンの改善
　ズームボタンについては，当社存機の縦列配置から並列配
置に変更。親指の第二関節を中心とした回転運動で自然な操
作が可能（Fig. 7） 。

④識別性の向上
　検査の現場では，内視鏡の種類および鉗子口径を判別する
ため，情報の適正な表示が求められる。視認性の高い場所に
情報を一括配置した。さらにG7専用部品については，アク
セサリー含め個別に識別色を採用し従来品との識別を容易に
した（Fig. 8） 。

3.2　コロアシストの開発
　大腸の内視鏡検査では，肛門から内視鏡を挿入し，S状結
腸→下行結腸→横行結腸→上行結腸→盲腸まで，挿入部を手
元で操作しながら先端部を押し進めていく。大腸の解剖学的
な特徴として，（1）3次元的に曲がりくねった臓器であり体
壁に固定されている部分と非固定部に分けられること，また
（2）SD-Junction，脾彎曲，肝彎曲といった彎曲部の存在が
挙げられる。解剖学的な特徴と合わせて，患者によって腸管
の長さも異なることなどから，大腸内視鏡の挿入手技の習得
には時間がかかると言われている。医師にとって使い勝手が
良く，被験者にとってストレスの少ない大腸挿入性を実現す
るために，新内視鏡システムに搭載した新たなキー技術が①
高追従挿入部，②カーブトラッキングである。

3.2.1　高追従挿入部
　内視鏡の挿入部においては軟性部と呼ぶホース状部品の特
性が支配的であり，新内視鏡システムでは大腸内視鏡用軟性
部の材質および製造プロセスを抜本的に見直した。軟性部は

全方向に曲がることができる円筒形状の金属部品に樹脂層を
コーティングして作られている（Fig. 9）。大腸挿入において
は，医師の“押し，引き，捻り”操作がダイレクトに内視鏡
の先端に伝わること（追従性）が求められる。このためには
軟性部がバネのように元の状態に戻ろうとする “弾発性”が
重要であり，捻りと弾発性との関係についてFig. 10を用い
て説明する。彎曲した軟性部では，彎曲の内側にある樹脂は
圧縮，外側の樹脂は引張の変形を受ける。軟性部を捻るとい
うことは局所的に見れば樹脂が圧縮⇔引張の伸縮変形を繰り
返し受けることと同義である。したがって，変形した樹脂が
元の形状に戻りやすいほど，すなわち弾発性が高いほど，捻
りの追従性が向上すると考えられる。

　軟性部の弾発性は上記樹脂材料で決定づけられ，下記の式
1で表現される。つまり第2項目以降の粘性項が小さいほど，
弾発性が高い材料であり，応力の時間変化を測定することに
より比較することができる（Fig. 11）。

　当社は高弾発樹脂を独自開発し，さらに高弾発樹脂を薄層
コーティングする成形技術を確立することで高追従性軟性部
を実現した。実際の捻り操作における改良効果を検証した結
果，捻りトルク力が当社従来品と比較して大きく軽減され，
医師の挿入操作に対する追従性が劇的に改善することを確認
した（Fig. 12）。

Fig. 6　Slice-shape of the grip 
portion

Fig. 7　Zoom switch

Fig. 8　Identifi cation colors

Fig. 9　Structure of the 
fl exible portion

Fig. 10　Transmission of the 
twisting-motion property

Fig. 11　Snapping performance of the fl exible portion

Fig. 12　Transmission of the rotating force
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3.2.2　カーブトラッキング
　大腸挿入時の患者苦痛は彎曲部通過時に発生しやすく，ス
テッキの柄で腸管を伸ばすような状態となることから “ス
テッキ現象”と呼ばれる。当社の軟性部の樹脂コーティング
層は2層構造であり，高弾発樹脂層とそれよりも柔軟な樹脂
層で構成され，2層の厚み比率を変化させることにより（Fig. 
13），先端から手元まで独自の硬さグラデーションを実現し
ている。このグラデーションを最適化することにより，腸管
を伸ばすことなく柔軟に曲がりながら脾彎曲を通過し，通
過した後は弾発性によって直線的な状態に戻る。この機能
を “カーブトラッキング”と呼ぶ（Fig. 14）。ステッキ現象を
回避するためには先端側は非常に柔軟な特性が求められるた
め，高弾発樹脂を数10μmレベルで厚み制御しながらコー
ティングする超薄層成形プロセスを確立した。

3.2.3　市場評価結果
　以上，新内視鏡システムの大腸内視鏡に搭載したキー技術
を紹介した。すでに臨床現場で使用され始めており，実際
にご使用頂いた医師からは“思ったように操作できる”，“ス
ムーズに脾彎曲を曲がってくれる”等の高評価が得られてい
る。

3.3　ワンステップコネクタの開発概要

3.3.1　ワンステップコネクタの目的
　内視鏡スコープは体内を照明する光を受取り，撮像した画
像信号をプロセッサに伝送する必要がある。これまでの当社

内視鏡システムでは，スコープに光源と接続するライトガイ
ドコネクタとプロセッサと接続する電気コネクタの2種類の
コネクタを持っており，スコープ接続が煩雑であった。
　また，スコープの洗浄消毒に際し，電気接点の保護のため，
ユーザーが電気コネクタに防水キャップを装着する必要があ
り，この防水キャップの着脱操作の煩雑さと，つけ忘れ等に
よる電気回路の故障，電気接点を手洗浄時に傷つけて腐食さ
せてしまう等の懸念があった。
　これらの課題を解決するため，プロセッサ・光源装置とス
コープのインターフェースに必要な電気信号および電力供給
を，光および磁気に変換して送受する技術（無接点技術）を
開発し，電気コネクタと電気接点をなくした無接点方式のワ
ンステップコネクタを実現した。（Fig. 15，16）
　ワンステップコネクタで取扱性が改善されたこと，操作ミ
スによる故障が低減されたことで，医療コスト削減につなが
るとして，病院施設に優先的に選定・採用いただいている。

3.3.2　概要・特長
　スコープの電気コネクタ・電気接点をなくすために，プロ
セッサ・光源装置とスコープのインターフェースに以下の技
術を搭載した。
① 赤外レーザー光による映像データの無線通信
② 磁界による無線電力伝送

Fig. 13　Stiff ness gradation and resin layer of the fl exible portion

Fig. 14　Conceptual diagram of “Adaptive Bending”

Fig. 15　One-step connector

Fig. 16　Conceptual diagram of the contact-free technology
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3.3.3　無接点技術について
①赤外レーザー光 による映像データの無線通信
　電気接点を用いずに映像データなどの大容量データを高速
に伝送するには，無線LANのような電波を用いた方式や光
LANのような光ファイバー方式がある（Table 1）。
・電波方式
　送受信の配置制約が少ない利点があるが，周辺機器等の電
磁波ノイズの影響を受けやすく，通信に失敗した場合は再送
する方式のため，リアルタイムで画像通信する内視鏡システ
ムには適さない。
・光ファイバー方式
　高速な通信速度と電磁波ノイズに左右されないという利点
があるが，光コネクタを高精度で位置決めする必要があり，
ユーザーが頻繁に着脱するスコープのインターフェースには
採用できない。
　このため，内視鏡インターフェース用途に合致した，電波
と光ファイバーの利点を合わせ持つ，光で空間を伝送する方
式を開発した。本方式には，高速伝送に対応するため，レー
ザーを採用した。位置ずれに弱いというレーザー光の課題に
対しては，コリメートレンズによる平行光化および受光側で
のならい機構により位置ずれに対する高いマージンを確保し
ており，精密な位置合わせをせずに画像を安定的に伝送する
ことを実現した（Fig. 17）。

②磁界による無線電力伝送
　無線による電力伝送は，コイルに電流を流し磁界に変換し
て伝送する電磁誘導方式が一般的であり，近年スマートフォ
ンなどのモバイル機器でバッテリーの充電目的で利用されて
いる。
　バッテリーは安全性や寿命の問題があるため，洗浄消毒と

いった高温高湿・浸水環境にさらされるスコープへの搭載は
不適当と考え，バッテリーを搭載せずに直接給電する方式を
採用した。この方式の場合，スコープ側の電圧の安定化が課
題となるため，光による無接点を用いて，スコープ側の消費
電力を逐次フィードバックすることで，電圧変動に追従でき
る制御技術を開発した。
　また，スマートフォンなどに使用されている汎用コイルは
サイズが大きく，スコープへの搭載スペースが確保できない。
コイルおよびフェライトの材質から見直しを行い，電力伝送
効率を高めることで，汎用品の1/2の面積で同等の給電能力
を持つ小型コイルを開発し，スコープ搭載へのサイズ制約の
課題を解決した。

3.3.4　ワンステップコネクタ形状
　洗浄消毒での取り回しに寄与する小型化，確実な着脱と持
ち運びがしやすい把持性，配管接続でのユーザビリティー性
に加え，耐久性を課題として解決した（Fig. 18）。

4. 光源プラットフォームの開発

　4色の大出力LED （青紫色LED，青色LED，緑色LED，赤
色LED）を使って，それらのLEDを光学的に合波し，さらに
独立に光量を制御することで，各種観察モードに適した発光
比率の照明光を作り出すマルチ光源技術を実現した内視鏡光
源「BL-7000」を開発した。
　この光源により，キセノン同等の高輝度白色照明とBLI, 
LCI等の特殊光照明を可能とした。以下に技術内容を説明す
る。

4.1　光合波技術と 4 色 LED 独立光量制御
　4色の光を合波する光学技術について説明する（Fig. 19）。
青紫色LEDから発生した青紫光と青色LEDから発生した青
色光は，青紫色光を透過し，青色光を反射するダイクロイッ
クフィルタ1にて青紫色と青色が合波された光となる。一方，
緑色LEDから発生した緑色光と赤色LEDから発生した赤色
光は，緑色光を透過し，赤色光を反射するダイクロイックフィ
ルタ2にて，緑色と赤色が合波された光となる。最終的に，
青紫色と青色が合波された光と，赤色と緑色が合波された光
は，青紫色光と青色光を反射し，緑色光と赤色光を透過する
ダイクロイックフィルタ3にて4色全てが合波された光とな
り，本光源の出射口より内視鏡スコープに入射される。

Table 1　Advantages and disadvantages of the communication 
method

Fig. 17　Improvement of the alignment-gap margin in wireless 
communication

Fig. 18　One-step connector design
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　さて，BL-7000の4色のLEDによる構成は，診断において
重要となる照明光に大きな革新をもたらす可能性がある。4
色のLEDを独立に制御することでこれらの光量比率を自在
に，かつ安定，高精度に調整することができ，さまざまな
観察モードへ対応した照明光を作り出すことができる（Fig. 
20）。例えば，通常観察モードでは緑色光の比率を高くし，
明るい白色画像を提供する。一方，BLIモードでは表層血管
での吸収率が高い青紫色光の比率を高くし，中層血管への吸
収率が高い緑色光の比率を抑えることで，病変に関わる表層
血管構造を強調した画像を提供する。また，BLI-brightモー
ドでは青紫色光と緑色光の比率をどちらも高くすることで，
表層血管の描出と明るさを両立させることができる。これら
の他にもBL-7000はさまざまな照明光を作り出す能力を有
しており，新たな観察モードへの応用が期待される。

4.2　キセノンランプ 300W 相当の明るさ
　近年，照明用途に幅広く利用されるようになった白色LED
は，単体で広帯域（さまざまな色）の発光スペクトルを得る
ことができる。その反面，発光体が一つなので放熱の制約が
あり，発光面の温度上昇で発光可能な光量には限界がある。
キセノンランプ300W相当の明るさを白色LEDで実現する
ことは現状では難しい。一方，4色のLEDでは，各々のLED
については放熱で制約される光量上限は白色LEDと同程度
だが，放熱を4箇所に分散することで放熱性能は4倍となり，
一つの白色LEDに比較して光量の上限を大幅に引き上げる
ことができる。これによって高光量かつ広スペクトル帯域の
光を作ることが可能となり，キセノンランプ300W相当の
明るさを実現した。

5.　LCI の開発
　狭帯域短波長光と白色光を同時に照射し，色の微細な違い
を色彩強調するLCIを2014年10月に提供開始した。本機能
はLASEREOシステム，7000システムに搭載しており，以下
に概要・原理を説明する。

5.1　LCI の目的
　内視鏡による粘膜の観察では，正常な粘膜と炎症のある粘
膜を見分けなければいけない。ヘリコバクター・ピロリ菌な
どが原因となって胃の粘膜が炎症を起こした場合，胃粘膜が
薄く痩せてしまう萎縮が進み，胃がんを引き起こしやすい状
態になるため，粘膜の炎症を早期に見つけることが重要であ
る。しかし，正常な粘膜と炎症部はわずかな色の違いしかな
いため，炎症部の発見や炎症の度合いの判断などが難しい場
合があった。このような背景を勘案し，LCIはFig. 21の白色
画像のような粘膜のわずかな色の違いを識別しやすくするこ
とを目的として開発した。 

5.2　LCI の原理
　胃粘膜では，粘膜層内に分布する血管内のヘモグロビンに
よる吸収と粘膜内の散乱で色が決まり，ピロリ菌未感染の萎
縮のない粘膜では粘膜下層の太い血管は見えず一様な色に
見える。一方，ピロリ菌感染粘膜は萎縮性胃炎が発生して
Fig.22（a）の右のように粘膜層が薄くなり，照射光は血管
内のヘモグロビンに吸収される割合が減る。そのため粘膜筋
板層や粘膜下層の血管が粘膜色に影響するようになる。粘膜
層の下の粘膜筋板層は粘膜層より血管量が少なく，散乱が強
いため，Fig. 22 （b）のように萎縮粘膜は褪色調に見え，粘
膜層の吸収散乱で見えなかった粘膜下層の血管が透見され
る。
　LCIはこの粘膜状態の変化を白色光と同時にヘモグロビン
に吸収されやすい狭帯域短波長光を照射することで，白色光
のみと比べて微細な色調変化を捉えやすくしている。さらに，
赤成分の信号も利用して粘膜付近の色を中心に，赤味を帯び
ている色はより赤く，白っぽい色はより白くなるような色強
調処理を行い，粘膜色付近のわずかな色の差を視認しやすく
している。また，BLIやBLI-brightのような擬似カラーで再
現せず，白色画像に近い色調で明るい画像を提供している。

Fig. 19　Optical system combining four LEDs

Fig. 20　Optimized illumination profi le for the observation modes

Fig. 21　Color enhancement via LCI
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5.3　将来性
　LCIは白色光では難しかった微妙な炎症診断（例えば，潰
瘍性大腸炎の寛解期の判断）のサポートや，通常光に近い明
るさと色調で観察できることから，スクリーニング用途に使
われることが期待される。

6.　まとめ

　今回開発したプラットフォーム技術である新操作部，コロ
アシスト，ワンステップコネクタによりユーザーが使いやす
い内視鏡スコープを実現した。またマルチ光源技術を用いた
4色LED光源によってLCIをはじめとする狭帯域光観察機能
を可能とし，観察しやすい内視鏡画像を提供できたと考える。
　今回のプラットフォーム技術を今後の新機種へ展開し，当
社内視鏡全体をユーザーが使いやすく観察しやすいシステム
として普及させていきたい。

商標について

・「BLI」「LCI」「LASEREO」は、富士フイルム（株）の登録
商標です。

・その他，本論文中で使われている会社名，システム・製品
名は，一般に各社の商標または登録商標です。

Fig. 22　Models of atrophic gastritis

FUJIFILM RESEARCH & DEVELOPMENT (No.62-2017) 7


