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映画用デジタルレコーダー出力専用フィルム「ETERNA-RDI」の開発
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Development of Motion-picture Recording Film ETERNA-RDI

Masaaki MIKI*,  Hikaru MURAKAMI**,  Youichi HOSOYA***,  and  Ryoji NISHIMURA***

Abstract

In April 2007, FUJIFILM introduced ETERNA-RDI for digital intermediate. It is the first film stock in
the world, designed specially for use in the digital intermediate workflow. ETERNA-RDI offers a significant
improvement over conventional non-specific intermediate film stock, producing fine detail and accurate color
from digital image data. New silver halide grain technology prevents spectral color crosstalk, and reduces
scattering of light with its fine control of incident light. Higher photographic stability makes handling in the
processing laboratory easier.

1. はじめに

映画制作は，撮影，編集，配給・上映の工程に大別さ
れ，各工程の用途に対応した銀塩フィルムが使用されて
きている。近年，映画制作の現場でもデジタル技術が普
及し，特に，編集工程において，種々のソースから作成
された画像の合成，および編集のデジタル化が主流とな
り，観客に新鮮な驚きや感動を与える映像の創出を容易
にしている。さらに，ここ数年，撮影から上映までの全
工程をデジタル技術で行なう，いわゆるデジタルシネマ
も登場してきたが，インフラ整備の問題などのために，
映画館の占有率は映画の本場USAにおいても2007年時
点で約10％に留まっており，市場では銀塩フィルムと
デジタル編集システムの相互のメリットを活かした映像
制作が発展している。筆者らは，こうした映画製作の変
化に対応し，アナログ・デジタルの融合を進化させるべ
く，デジタル編集とフィルム上映をつなぐキーとなる
フィルムレコーディングにスポットを当てたフィルムの
開発を行なった。
富士フイルム（株）は，映画製作におけるトータル画

質向上のソリューションとして，フィルムレコーディン

グ画質を飛躍的に向上させる，業界初のデジタルレコー
ダー出力専用フィルム「ETERNA-RDI」を完成し，2007
年4月に市場導入した（Fig. 1）。
本報告では，「ETERNA-RDI」の開発の背景，および

特長，さらに，これらの新製品の開発を可能にした技術
について説明する。

Fig. 1  Newly developed motion-picture recording film ETERNA-RDI.
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2. 開発の背景とETERNA-RDIの目標

近年の映画製作ワークフローの変化と，フィルムレ
コーディングの現状について概説し，それに基づいた
ETERNA-RDIの目標を述べる。

2.1 映画製作ワークフローの変化

映画製作におけるデジタル編集比率はFig. 2のように
着実に増加しており，現在では主流になってきている。

Fig. 2  Trend toward digitization in editing process.

こうしたトレンドとともに，映画製作のワークフロー
も変化を遂げてきている。すなわち，Fig. 3で示すよう
に，ネガフィルムをスキャニングした高画質画像を始め
とした，さまざまなデジタル画像の合成・編集を行なっ
てデジタルマスターを作成し，以降のさまざまな用途に
用いるシステムが整備されてきており，デジタルイン
ターメディエイトシステムと呼ばれている。デジタルマ
スターを用いた上映までのフローは，①フィルムレコー
ダーを用いて，②出力フィルムに記録し（フィルムレ
コーディング），必要に応じて，③インターメディエイ
トフィルムで複製を作成し，④ポジフィルムにプリント
して上映，となる。

Fig. 3  Workflow of motion-picture production.

タル画質を左右する重要な工程である。デジタル編集比
率の増加とともに，フィルムレコーダーは技術革新によ
る画質改良を重ねながら現在まで発展してきた。その中
で，独ARRI社が1998年に発売したレーザー走査記録方式
のARRILASERは，当時の既存レコーダーに対して飛躍的
な高精細・高コントラスト化による高画質化を達成した。
2002 年にはアカデミー科学技術賞を受賞している。
ARRILSERはレコーディング市場に広く浸透し，現在では
高画質デジタルレコーダーの代名詞的存在になっている。
フィルムレコーディング工程での出力用フィルムに

は，既存のフィルムが転用されてきた。コスト上の理由
からネガフィルムを用いる場合もあるが，多くの場合，
インターメディエイトフィルムが使用されている。Fig. 4
およびFig. 5に示すように，インターメディエイトフィ
ルムは映画用ネガフィルム製品群と比べて鮮鋭性・粒状
性といった画質に優れており，高画質レコーディングに
適していることがその理由である。しかし，インターメ
ディエイトフィルムは，あくまでもアナログ編集・複製
用途であり，本来の用途とは異なる使用をされていたに
過ぎなかった。デジタルマスターとインターメディエイ
トフィルムにレコーディングされた画像の間にはいまだ
大きな画質差が存在しており，市場からはさらなる改善
が求められていた。

2.2 フィルムレコーディング

前記のワークフローにおいて，フィルムレコーディン
グはデジタル/アナログ変換を行なう工程であり，トー

Fig. 4 Comparison of sharpness among negative films and
intermediate film.

Fig. 5 Comparison of granularity among negative films and
intermediate film.



きるようになった。
線や文字の描写において，周囲との濃度差が大きい場

合，細い線は細くなって消え，太い線はにじみが生じて
しまい，ディティールを再現するのが通常は困難である。
ETERNA-RDIでは，後述のスーパー・ナノ・キュー
ビック・グレイン技術，およびスーパー・エフィシェン
ト・ライト・コントロール技術により，高コントラスト
画像のハイライト部でもオリジナル画像にきわめて近い
再現が可能になった（Fig. 7）。このことは，シャープで
キレの良い映像の再現にも貢献し，奥行き感，立体感に
優れた，深みのある絵が得られるようになった（Fig. 8）。
シャープネスを表わす物理特性値CTF（Contrast Transfer
Function）が従来のインターメディエイトフィルムと比
較して格段に優れていることがわかる（Fig. 9）。
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2.3 ETERNA-RDIの目標

筆者らは，フィルムレコーディングへのニーズについ
て調査・検証を行ない，問題点を以下のようにまとめ
た。
（問題1）特に，ハイライト画像（ネガフィルム上では

高濃度部）で顕著になる画像にじみ
（問題2）色再現性の悪化
（問題3）長尺レコーディング時の，トップ駒とラスト

駒の間の色ずれ（トップ/ラスト差）
問題点1と2は，オリジナル画像の忠実再現を求める

ポストプロダクションの要望に対応するものである。問
題点3は，現像作業負荷の軽減を求めるラボからの改善
要望に対応するものである。すなわち，トップ/ラスト
差を緩和するための現像作業対応が必要となり，作業負
荷を生じていた。
Fig. 6に各問題点が発生する原因をまとめた。

フィルムが原因となっている項目が多いが，これは，
アナログ複製用のインターメディエイトフィルムをフィ
ルムレコーディングに転用しているためであり，レコー
ダーとフィルムのマッチングが悪いことが根本原因と
なっていた。さらに，これらの問題点を解消するための
技術検討と市場テストを重ねた結果，市場価値ニーズを
満たすためには，フィルムレコーダーのポテンシャルを
最大限に引き出せる，まったく新しいフィルムが必要と
なることがわかった。
以上のことから，筆者らは，オリジナル画像の忠実再

現と，良好なラボハンドリング性を目標に，世界初とな
る映画用デジタルレコーダー出力専用フィルムの開発を
行なった。

3. ETERNA-RDIの特長

本章では，ETERNA-RDIの主要な特長を示す。それ
を実現した技術との関連については次章に記す。

3.1 画期的な画像にじみ低減

劇場のスクリーンは横幅25mを超えるものが少なく
ない。その場合，拡大率は1,200倍を超えるため，オリ
ジナルとなるネガフィルム上で微少なディティール表現
ができていることが要求される。従来のインターメディ
エイトフィルムでは再現できなかったレーザービームに
よる微細なデジタル映像が，ETERNA-RDIでは再現で

Fig. 7  Less blur in highlight area with ETERNA-RDI.

Fig. 8  Superior Sharpness of ETERNA-RDI.

Fig. 9  Superior sharpness of ETERNA-RDI shown in CTF chart.

Fig. 6  Analysis of problems regarding the quality of film recording.

3.2 オリジナル画像に忠実な調子再現と色再現性

ETERNA-RDIでは表現できる濃度領域が広がってい
る。ハイライト部でも画像の飛びは減少し，シャドー部
の暗部表現がリッチになり，解像力の向上とあいまって
非常に深みのある調子再現ができるようになった。さら
に，オリジナルを再現することがむずかしかった色域の
外輪に近い領域でも忠実な色再現が可能になっている。
例として，ARRILASERでR, G, B各色の単色露光した
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20段ステップチャートの各パッチのネガ濃度測定プロッ
トをFig. 10に，ポジフィルム上のR, G, B, C, M, Y各色
を測色した色度図をFig. 11に示す。従来のインターメ
ディエイトフィルムでは，オーバー露光域で色相の変化
が激しいのに対し，ETERNA-RDIでは，アンダー露光
域からオーバー露光域に渡るすべての露光域で色相の変
化がなく忠実に色再現していることがわかる。

3.3 長時間レコーディングにも耐え，ラボハン
ドリング性を向上する写真安定性

ARRILASERでのレコーディングは1コマ当たり数秒
かかるため，2,000ft 長 1ロール全長にわたるレコー

ディングには15時間以上を要する。従って，同じロール
内であっても，ロールのトップ駒とラスト駒では露光か
ら現像までの時間に15時間以上の開きが生じる。1ロー
ル全長にわたってグレースケールを露光し，トップとラ
ストの処理後濃度を比較した結果をFig. 12に示す。上
段がセンシトメトリー，下段がトップ/ラスト濃度差の
六角座標プロットである。従来のインターメディエイト
フィルムは，最大トップ/ラスト差がプリンターステッ
プ値2（濃度差D=0.05）あったのに対し，ETERNA-RDI
は，プリンターステップ値1以下で長時間レコーディン
グ時の安定性に優れ，ラボハンドリング性が向上してい
ることがわかる。

Fig. 11  Less color crosstalk of ETERNA-RDI; chromaticity chart.

Fig. 10  Less color crosstalk of ETERNA-RDI.

Fig. 12  Higher photographic stability of ETERNA-RDI.
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4. ETERNA-RDIを実現した技術

ETRNA-RDIの特長と，それを実現した技術の関連を
まとめると，Fig. 13のようになる。

Fig. 13  Major features and technologies of ETERNA-RDI.

4.1 スーパー・ナノ・キュービック・グレイン技術

感光性ハロゲン化銀粒子はフィルム性能を決定する最
も重要な要素であり，フィルム種に応じて最適な設計が
なされている。インターメディエイトフィルムの場合，
感光性ハロゲン化銀粒子のサイズは，高い鮮鋭性・優れ
た粒状性という高画質要件に対応するため，0.1～0.2μm
域である。これは，従来の銀塩フィルム用ハロゲン化銀
として最小クラスであるが，ハロゲン化銀粒子は高い屈
折率を有するため，このような小サイズ粒子といえども
光散乱を発生させる要因となっていた。また，この微小
粒子に十分な写真感度を持たせるため，還元増感が高感
化主要技術の一つとして導入されているが，このことは
潜像安定性の制御をむずかしくしていた。本来の用途と
異なるフィルムレコーディングに流用した場合，これら
の問題点が顕著に発生してしまう。本開発では，イン
ターメディエイトフィルムのハロゲン化銀粒子を出発と
しながらも，デジタルレコーダーのポテンシャルを最大
限に引き出すため，根本的な設計変更を行なった。
フィルムレコーディング時の画像にじみは，記録光が

フィルム中で散乱することによって生じる。記録光量が多
くなるほど散乱光も増えるため，少ない光量で記録できる
こと，すなわち，フィルムの感度を高めることにより画像
にじみを低減させることができる。そこで，レコーディン
グ時の感光過程で発生する非効率について調査を行なった
結果，下記の二つの要因が大きいことがわかった。

非効率1．高照度相反則不軌
非効率2．光源波長と分光感度のミスマッチによる光

吸収率の低下

まず，非効率1の解消について述べる。インターメ
ディエイトフィルムの従来の複製用途では，面露光のた
め露光時間は1/1000秒オーダーであるのに対し，走査型
レーザー記録方式では，生産性を確保する上で必然的に
短時間露光が必要となるため，露光時間は数十ナノ秒と
なり，わずか106分の1になってしまう。そのため，イン
ターメディエイトフィルムを用いたフィルムレコーディン
グでは，潜像分散による高照度相反則不軌が発生してい
た。この問題は，イリジウム錯体をハロゲン化銀粒子内
部の適切な位置に最適量ドープすることにより改良した。
ドーパントが適度な深さの電子トラップとなって，超短
時間露光により発生した光電子を捕捉し，その後，徐々
に放出し，潜像集中化を促進することで非効率1を解消

した。
ETERNA-RDIは，Fig. 14に示すようにフィルムレ

コーダーのR, G, Bの3色すべての光源特性にマッチし
た分光感度を実現することによって，非効率2も解消し
ている。この達成には，分光感度を大幅に短波化するこ
とが必要であったため，従来知られていた増感色素の組
合せからは実現不可能であった。筆者らは，増感色素の
会合性，親疎水性に関する詳細な検討から，従来，知ら
れていなかった特定の増感色素の組合せによって，フィ
ルムレコーディングに最適な分光感度を実現できること
を見出した。これによって，非効率2が解消されフィル
ムレコーディング時の感度が向上するとともに，異なる
感色性層の間の露光波長に対する感度差が広がり，分光
混色の低減に関しても絶大な効果が得られた。

Fig. 15 Cross section of conventional intermediate film and
ETERNA-RDI.

これらの改良などにより，フィルムレコーディングにお
けるハロゲン化銀粒子の感度を約10倍まで飛躍的に高め
ることに成功した。この感度原資を利用してハロ
ゲン化銀使用量を80％に削減し，粒子サイズも低減した
設計とすることで，画像にじみの大幅な低減を実現するこ
とが可能となった。さらに，この感度向上によって，後述
のスーパー・エフィシェント・ライト・コントロール技術
の導入も可能となり，にじみ低減に対する相乗効果を生ん
でいる。インターメディエイトフィルムとETERNA-RDI
の断面電子顕微鏡写真の比較をFig. 15に示す。写真で白

Fig. 14 Spectral sensitivity of conventional intermediate film and
ETERNA-RDI.
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く見えるのがハロゲン化銀粒子である。赤丸で囲んだ青
感色層において，特に粒子サイズの差異が顕著であるが，
それ以外の領域でも全層にわたって粒子サイズが小さい
ことがわかる。
各感色層は，露光ラチチュードを確保するため高感度

層（上層）と低感度層（下層）から成っており，低感度
層の方が相対的にハロゲン化銀粒子サイズが小さい。
ETERNA-RDIでは，低感度層の粒子サイズは約70nmと
極小サイズ域に達している。このサイズ域では光散乱が
ほとんど発生しないため，低感度層のハロゲン化銀使用
量を増やしても画像にじみには悪影響を与えない。この
ことは，以下に述べるように，レコーディング用途での
さらなる改良を可能にした。
従来のインターメディエイトフィルムは，ΔLogE=1.7

程度の露光ラチチュードを前提として設計されており，
その範囲では階調はほぼ1を保っているが，それを超え
た高露光領域では軟調化している。これに対して，レ
コーディング用途では，ΔLogE=2以上必要になるため，
階調が軟調化している高露光領域まで使用することにな
る。これが高濃度領域でにじみが顕著に発生することの
一因となっていた。通常の場合，階調調節のために低感
度層のハロゲン化銀粒子量を増やすと光散乱の増加を引
き起こしてしまうが，上記の極小サイズ粒子によって，
光散乱をほとんど増加させることなく，高濃度域までの
直線性を達成することが可能となった。従来のインターメ
ディエイトフィルムとETERNA-RDIのデジタルレコー
ダーによる特性曲線をFig. 16に示す。従来のインター

Fig. 16 Characteristic curves of conventional intermediate film and
ETERNA-RDI.

メディエイトフィルムでは，高濃度を出すためには露光
量が多くなるため，画像にじみの発生，分光混色の増大
といった問題が生じていた。ETERNA-RDIでは，良好な
直線性によりこれらの性能についても改良されている。
以上に加えて，従来のインターメディエイトフィルム

のハロゲン化銀粒子に適用されていた還元増感について
もさらなる改良を行なった。還元増感はハロゲン化銀粒
子の結晶成長過程でほどこされるが，粒子間に不均一を
生じ易いため，平均として最適な還元増感をほどこして
も増感レベルが不十分な粒子が発生し，それらが潜像退
行発生要因となっていた。本開発では，還元増感条件の
改良によって不均一を排し，粒子間での増感レベルを均
一にすることで潜像退行を抑え，長時間レコーディング
を行なった場合でもトップ/ラスト差が生じにくい写真
安定性に優れたフィルムを実現した。

4.2 スーパー・エフィシェント・ライト・コン
トロール技術

従来のインターメディエイトフィルムは，既存フィル
ムの中では最も良い鮮鋭性を有していたが，すでに述べ
たように，筆者らはデジタルレコーダー出力用として究
極のフィルムを目指した。そのために，スーパー・ナ
ノ・キュービック・グレイン技術を開発し，鮮鋭性を大
幅に向上させた。しかし，理想的なレコーディング画質
を実現するためにはさらなる改良が必要であった。
インターメディエイトフィルムの感色層は，上側（記

録光の入射側）から順に青感色層，緑感色層，赤感色層
が積層されており，下側の感色層に達する記録光は上側
の感色層を通過する。各感色層の高感度層のハロゲン化
銀粒子サイズは0.1μmを超えており，光散乱の発生が
避けられないため，下層に記録光が到達する以前に散乱
が発生してしまう。この問題を解決するために，光吸収
層を感光層の上層に導入し，到達以前に発生する散乱光
をカットした。通常の場合，このことにより感度の低下
が発生してしまうため，光吸収層の塗設量には制限があ
り，十分に効果を発揮させることができない。しかし，
本開発では，スーパー・ナノ・キュービック・グレイン
技術により十分な感度原資があったため，感度低下も十
分に補うことが可能となり，散乱光をほとんどカットす
ることが可能となった。
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以上の通り，スーパー・ナノ・キュービック・グレ
イン技術，および，スーパー・エフィシェント・ライ
ト・コントロール技術を開発し，それらの効果を最大限
に活かし，かつ相乗効果を発揮する設計を行なうことに
より，当初の目標を達成し，理想的なレコーディング用
フィルムであるETERNA-RDIを実現することができた。

5. おわりに

映画製作のワークフローは年々発展を遂げ，現在では
デジタルインターメディエイトシステムが一般的になり
つつある。デジタル技術の進歩はめざましいが，撮影か
ら上映までの全体を見渡すと，アナログ・デジタルハイ
ブリッドシステムもまた進化し続けていることがわか
る。現在でも映画撮影・上映の大半はフィルムによって
行なわれており，アナログとデジタルの接点に位置する
技術・商品は今後も重要になっていくと考えられる。わ
れわれは，映画文化の発展の一助となるべく，映画業界
に携わる各方面の方々と鋭意議論を重ねて，業界初の製
品を世に送り出すことができた。ETERNA-RDIは発表
当初から業界の大きな関心を呼び，すでにニューライン
シネマ大作「Golden Compass（邦題 ライラの冒険 黄金
の羅針盤）」，東映「劇場版 仮面ライダー電王」や東宝
「NARUTO－疾風伝 5」などの製作に使用されている。
本製品が今後のさらなる映画制作の拡がりを与え，映像
技術と文化に貢献していくことがわれわれの願いであ
る。最後に，本研究を進める上でご指導いただいた方々，
およびETERNA-RDIの開発に携わってご協力いただい
たすべての方々に謝意を表します。
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