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1. はじめに

1997年3月に富士フイルムより発売された新リバーサル
フィルム「フジクロームASTIA100」は，滑らかで美しい
肌色再現，ハイライトからシャドーに至る豊かな描写
力，優れた色温度依存性などの特長を持ち，特に人物・
ファッション，商品撮影など品質の高さを求められる分
野でその特長を発揮する高画質カラーリバーサルフィル
ムである。本報告では，フジクロームASTIA100の品質
設計の考え方，性能上の特長，およびその性能を達成す
るために導入した技術について説明する。

Photo 1  Products of the new color reversal film FUJICHROME ASTIA100

2. ASTIAの品質設計の考え方

2.1 カラーリバーサルフィルムの市場分野別
ユーザーニーズ

カラーリバーサルフィルムの市場分野 (撮影対象) は，
① 人物・ファッション (スナップを含む)，② 静物・商
品，③ 風景・ネイチャー，④ 報道・スポーツ，⑤ 医
療・業務の5分野に大別することができる。これらの市
場分野別ニーズの特徴とフィルムの品質設計に要求さ
れる性能は，Table 1のとおりである。

Table 1 The Characteristics of Color Reversal Film Demanded by
Market Area Segments

1990年に市場導入されたフジクロームVelvia (ISO感度
50) 1) 2) は，内型・外型を含めたあらゆるカラーリバーサ
ルフィルムの中で最高の画質とイメージカラーを追求
したフィルムであり，特に風景・ネイチャーの分野で
好まれて使用されている。また，1994年に市場導入さ
れたフジクロームPROVIA100 3) は，高画質かつ高彩度の汎用
タイプのカラーリバーサルフィルムとして，幅広い市場
分野で使用されている。

要求性能
感度 階調 画質 色再現 色温度 相反則

ニーズの特徴
増感適性 階調バランス 依存性 不軌

市場分野 粒状 シャープネス 彩度 色相忠実性

人物 ◎ ◎ ◎ ○ ◎ ◎ 滑らかで美しい肌色再現
ファッション 高画質 (粒状)

静物 優れた階調・階調バランス

商品 ○ ◎ ◎ ◎ ○ ◎ ○ ◎ 忠実な色再現
高画質 (粒状, シャープネス)

風景 ○ ◎ ◎ ◎ ○ ◎ ○ 高画質 (粒状, シャープネス)
ネイチャー 高彩度

報道 ◎ ◎ ○ ○ ◎ ○ 高感度
スポーツ 増感適性

医療 ○ ○ ◎ ○ 忠実な色再現業務
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本誌投稿論文 (受理1997年10月15日)
*富士写真フイルム (株) 足柄研究所
〒250-0193  神奈川県南足柄市中沼210
*Ashigara Research Laboratories
Fuji Photo Film Co., Ltd.
Minamiashigara, Kanagawa 250-0193, Japan

フジクロームASTIA100の開発

首藤　定伸*，倉光　昌之*，桑島　茂*，坂東　信介*

Development of Fujichrome ASTIA100

Sadanobu SHUTO*,  Masayuki KURAMITSU*,  Shigeru KUWASHIMA*

and  Shinsuke BANDO*

Abstract

In March 1997, Fujifilm released a new color reversal film, the Fujichrome ASTIA100. This film enables
rich tone-reproduction, from highlights to shadows, as well as smooth and beautiful skin tones. ASTIA100
also has a high color-temperature tolerance and other superior physical properties. This new color reversal
film is thus particularly well-suited for fashion, portrait, and commercial photography, and all other areas
where images of exceptionally high quality are essential. The present report describes the ideas behind the
product-quality design of Fujichrome ASTIA100. Special emphasis is given to the film’s special capabilities,
as well as to the technologies that were introduced to give ASTIA100 its unique and superior capabilities.



2 フジクロームASTIA100の開発

フジクロームASTIA100の開発にあたり，前述の市場
分野別ユーザーニーズをさらに詳細に調査・分析した
ところ，特に人物・ファッション分野，静物・商品分
野において，VelviaやPROVIAよりも軟調かつ落ち着い
た色再現で，特に肌色再現性に優れたカラーリバーサ
ルフィルムのニーズがあることがわかった。ASTIAは，
人物・ファッション分野，静物・商品分野に照準を絞
り，これらの分野で特に品質要求が高い階調，色再現
性などの性能向上を徹底的に追求し，VelviaやPROVIA
とは異なる特長を持つ新しいタイプのフジクロームと
して設計された4) 5) 6)｡

2.2 ASTIAの階調設計
ハイライト階調が硬いことは，肌色の調子再現には

必ずしも好ましくない。階調が硬いと，たとえば，顔
の明るい部分と暗い部分の差が際だってしまい，ぎす
ぎすとした感じの肌の調子再現となる。従って，肌色
を滑らかに描写するには，ある程度軟調な階調が必要
である。特に，ファッション写真などで撮影される肌
色は，比較的ハイライト階調まで含むケースが多く，
ASTIAの階調はこれまで以上にハイライト部を重視して
設計された。
Fig. 1に，PROVIAと比較したASTIAの特性曲線を示

す。上記のような「滑らかな肌」を表現するため，
ASTIAの特性曲線は，中濃度部からハイライト部にかけ
ての階調がPROVIAよりも軟調に設定されている。さら
に，人物・ファッション撮影以外の用途でもニュート
ラルで豊かな調子再現が可能なように，ハイライトか
らシャドーまでのガンマ設計を最適化し，中濃度部か
らシャドー部にかけての階調はやや硬調に設定して階
調全体のしまりを持たせている。

2.3 ASTIAの色再現に関する設計
2.3.1 色彩度
前述のように，階調を軟調化すれば滑らな調子再現

が可能になるが，軟調化することは同時に色彩度を低
下させる副作用がある。従って，階調を軟調に設計す

る場合には，色彩度の低下を防ぐための技術が必要と
なる。ASTIAで用いられている色彩度を向上させるため
の技術は，インターイメージ効果 (またはインターレイ
ヤー効果) を強調する技術である。
2.3.2 インターイメージ効果
インターイメージ効果とは，ある感色層と別の感色

層の間に生じる現像に関わる相互作用のことを言う7) 8) 9)。
インターイメージ効果は，ある感色層が現像された時
に，その層で発生した現像抑制物質がほかの感色層の
現像を抑制することによって生じる。カラーネガフィ
ルムでは，通常，カラー現像時にDIR (Development
Inhibitor Releasing) カプラーから放出された現像抑制物
がインターイメージ効果を発生させる役目を果たす。
カラーリバーサルフィルムでは，インターイメージ効
果は第1現像 (黒白現像) において現像されたハロゲン化
銀粒子から発生したヨードイオンや，弊社独自の技術
である黒白現像時にDIR作用を持つ化合物から放出され
た現像抑制物質によって起きる。インターイメージ効
果は，一般に色彩度を向上させる作用がある。以下に，
インターイメージ効果によって彩度が強調されるメカ
ニズムを赤色の再現を例にとって説明する。
フィルムが赤い被写体からの光を受けると，主に赤

感層が感光し，多くのハロゲン化銀粒子が現像される。
それに比べ，青感層や緑感層はほとんど感光していな
いため現像される粒子が少ない。インターイメージ効
果の作用には，以下の2つのパターンがある。

• パターン1 : 赤感層が緑感層や青感層からインター
イメージ効果を受ける場合

緑感層や青感層では現像可能な粒子が少ないため，
白色光で露光した場合，すなわちグレーに発色した
場合に比べ，赤感層が緑感層あるいは青感層から受
けるインターイメージ効果，すなわち現像抑制作用
が少なくなる。このため，赤感層の現像が進み，そ
の結果，シアンの発色濃度が下がることで彩度が高
まる (Fig. 2)。

ASTIA100

PROVIA100

赤感層へのインター
イメージ効果あり

〃　 なし

Fig. 2 Interimage effect from blue and green sensitive emulsion
layers to red sensitive emulsion layer

Fig. 1   Characteristic curves of ASTIA and PROVIA
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• パターン2 : 赤感層から緑感層や青感層にインター
イメージ効果が作用する場合

感光した粒子の多い赤感層で発生した現像抑制物が
緑感層や青感層に拡散し，緑感層および青感層のもと
もと数少ない感光した粒子の現像をさらに抑制するこ
とによって，緑感層および青感層の感度が下がり，マ
ゼンタやイエローがより発色することで彩度が高まる
（Fig. 3)。

色彩度に対する階調およびインターイメージ効果の
影響について，コンピュータを用いた画像シミュレー
ションを行った結果をPhoto 2に示す。画像Bは，画像A
に対して階調を軟調化した場合のシミュレーション画
像である。また，画像Cは，軟調化した画像Bの階調の
ままインターイメージ効果を強調したシミュレーショ

ン画像である。階調を軟調化した画像Bは，画像Aに対
して調子再現性 (特に，白い電話機の陰影などのハイラ
イトディテールの描写力) が向上しているが，画像Bの
色彩度は画像Aに比べ低下していることがわかる。一方，
画像Cは，軟調で優れた調子再現性を保持したまま，イ
ンターイメージ効果を強調したことによって色彩度が
画像A並に向上していることがわかる。これらのシミュ
レーション結果は，ASTIAの階調および色再現設計に反
映され，インターイメージ効果を強調しつつ階調を軟
調化することによって，色彩度と調子再現性の両立が
ASTIAで実現できている。
2.3.3 ASTIAの肌色再現
ASTIAの開発に当たり，肌色再現に関して多くの人

物・ファッション分野のフォトグラファーの意見を拝
聴した。フォトグラファーが好ましい肌色再現を表す
表現として，前述の「滑らかな肌」のほかに，「美しい
肌色」，あるいは「つながりの良い肌色」などが代表的
にあげられる。われわれは，これらの表現を技術的な
意味に翻訳することから始め，必要な写真特性を実現
すべく斬新な技術を盛り込むことによって，ASTIAの美
しい肌色再現を実現した。
(1 ) 美しい肌色再現
肌色は少し黄色の入った淡い赤であり，人種差は，

大まかには分光反射分布の差というよりも反射率の違
いである10)。肌色の好みの方向は，人種や国籍によっ
て若干差があり，日本人はやや赤い肌色を好み，白人
はやや黄色い肌色を好む傾向があるが11) 12)，肌色を分
光反射分布そのままに再現すると，頭にイメージされ
る肌色に比べ，ずいぶんと低彩度の色になってしま
い，肌色の好みの方向にかかわらず嫌われる傾向があ
る。すなわち，人がフィルムに再現されることを期待

Photo 2   Computer simulated images by changing the gradation and interimage effect

赤感層からのインター
イメージ効果あり

〃　 なし

Fig. 3 Interimage effect from red sensitive emulsion layer to blue
and green sensitive emulsion layers
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している「美しい肌色」は記憶色の肌色であり，実
際の人肌の分光反射よりも少し鮮やかに再現されな
ければならない。
Fig. 4に，5500Kの色温度の光源下での肌色階調の

特性曲線を示す。肌色は，赤感層が最も強い光で露
光され，緑感層や青感層は相対的に弱い光で露光さ
れる。従って，フィルムの階調が軟調な場合には，
シアンの濃度が乗って薄黒い肌色となってしまう。
このとき，前述のパターン1のように緑感層や青感層
から赤感層にインターイメージ効果が作用している
フィルムならば，肌色露光で赤感層への現像抑制が
減り，シアン濃度が下がることによって美しい肌色
再現が可能になる。また，前述のパターン2のインタ
ーイメージ効果が作用する場合も，マゼンタやイエ
ローの色乗りが良く，健康的で美しい肌色を再現す
ることができる。ASTIAでは，この2つのパターンの
インターイメージ効果を作用させることによって，
「美しい肌色再現」を可能にしている (Photo 3)。

(2 ) つながりの良い肌色再現
前に人種や個人差で肌の反射率が異なることを述べ

たが，同一人物の肌でも体の部分部分によって肌色の
色相や反射率，つまり明るさが微妙に異なる。また，
撮影時のライティングもそれぞれの部分の明るさに影
響を与える。フォトグラファーはよく「肌色のつなが
りが良い」という表現を使うが，この言葉は，顔，胸
あるいは手足など身体の部位によって，また，顔など
特定部分の明るい部分と暗い部分によって色味 (色相)
が極端に変化しないことを指している。前項にてイン
ターイメージ効果を作用させれば美しい肌色を再現す
ることが可能であることを述べたが，より好ましい
肌色再現を実現するには，これだけではまだ不十分
である。
インターイメージ効果が肌色の色味や明暗 (肌色階

調のBGR特性曲線の間隔や露光量に応じた発色濃度の
高低) によって不均一に作用する場合には，上記のよ
うな被写体の肌色の部分部分における差をかえって強
調することになる。肌色のつながりをよくするために
は，肌色の色階調を表すBGRの特性曲線が，グレー階
調の特性曲線と同様に滑らかに平行に描かれなければ
ならない。Fig. 5の破線は，赤感層がほかの感色層に
与えるインターイメージ効果が，① 青感層のハイライ
ト部へ過剰に作用し，② 緑感層のシャドー部へ過剰，
かつ③ 青感層のシャドー部へは不足しているフィルム
の肌色再現を表している。このような肌色再現特性の
フィルムでは，肌の明るい部分は黄色っぽくなり，暗
い部分は紫っぽく再現されてしまう。ASTIAでは，
BGRのそれぞれの濃度におけるインターイメージ効果
を適切にコントロールする，後述のICG技術によって
「つながりの良い肌色」を実現している (Photo 4)。

ICG粒子

従来粒子

肌色

濃
度

露光量 (logE)

Photo 3 Comparison of skin color reproduction between ASTIA
and a simulated image which has insufficient interimage
effect

Fig. 4   Characteristic curves of skin tones

Fig. 5 Characteristic curves of skin tones ; ICG (--- ) and
conventional grains (———)



(3 ) 赤肌の再現
皮膚の色素が薄くて血管が透けやすいなどの理由で

赤っぽい肌色を持つ，いわゆる赤肌の人がいる。飲酒
による赤ら顔も一種の赤肌であり，また，ニキビや腫
れの部分も血液が溜まるため赤い色をしている。これ
らの赤肌，あるいは肌の赤い部分をフィルムがさらに
赤く再現してしまうとしたら，決して好ましいことで
はない。前項で，美しい肌色再現のためにインターイ
メージ効果の強調が必要であることを述べたが，赤肌
の再現においてインターイメージ効果を強調しすぎる
と，赤肌がより赤みにシフトして再現されてしまう。
Fig. 6に，普通の肌色と赤肌の特性曲線を示す。特性

曲線における普通肌と赤肌の差は，大まかにはRの特性
曲線とGBの特性曲線との間隔の違いである。Fig. 6の破
線は，緑感層と青感層から赤感層に過度のインターイ
メージ効果が作用している場合を示している。前述の

ように，普通肌の再現では，赤感層に適切なインター
イメージ効果が作用すると美しい肌色の再現が可能に
なるが，赤肌の再現では赤感層にインターイメージ効
果が過度に作用すると赤みがかえって強調されてしま
う。従って，普通肌と赤肌を両立させて好ましく再現
するためには，肌色階調におけるRの特性曲線とGBの
特性曲線との間隔の違いによって，インターイメージ
効果を適切にコントロールしなければならない。ASTIA
では，上記インターイメージ効果の適切なコントロー
ルによって，赤肌を不自然に強調しない美しい肌色再
現を実現している (Photo 5)。
2.3.4 色温度依存性
色温度依存性とは，撮影を行う光源の色温度によっ

てフィルムに再現される色味が変化することである。
同じ太陽光でも晴天の日中の色温度は高く，朝や夕方
の色温度は低い。また，晴天下でも日陰の色温度の方
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適切なインターイメージ効果

過度のインターイメージ効果

適切なインターイメージ効果

過度のインターイメージ効果

普通肌 赤肌

Photo 5 Comparison of reddish skin color reproduction between
ASTIA and a simulated image which has too much
enhanced interimage effect

Fig. 6   Characteristic curves of usual skin color and reddish skin color ; suitable interimage effect (--- ) and too much interimage effect (———)

Photo 4 Comparison of skin tone reproduction between ASTIA
and a simulated image which skin tone curves are not
parallel



が日向の色温度よりも高い。色温度の違いはBGRの分
光強度分布の差であり，色温度が高い場合はB光の強度
が強く，被写体は青味がかって再現され，色温度が低
い場合はこの逆で，黄色味あるいは赤味がかって再現
される。
色温度が変化すると，センシトメトリー上ではBGRの
特性曲線の間隔や相対的な位置関係が変わることにな
る。色温度が高い場合には，色温度が低いときに比べ
青感層の現像粒子が増え，緑感層や赤感層の現像粒子
が減る。従って，緑感層や赤感層から青感層への現像
抑制作用が減って (青感層の現像粒子は一層増え) イエ
ローの発色濃度が減少し，被写体はより青みがかった
色に再現される。Fig. 7のように，青感層へのインター
イメージ効果を適切にコントロールすれば色温度依存
性を小さくすることが可能である。ASTIAでは，青感層
へのインターイメージ効果が肌色再現の場合と同様に
適切にコントロールされているので，色温度が高い日
陰の青味変化がきわめて小さい (Photo 6)。

3． ASTIAを実現した技術

3.1 精密階調制御 (AGC) 技術
ASTIAのBGRの感色層は，それぞれがさらに感度

の異なる3つの乳剤層によって構成されている。さら
に，これら合計9つの乳剤層には，必要に応じて感度
の異なる超均一微粒子 (Super Uniform Fine Grain) 乳
剤が複数ブレンドされている (Fig. 8)。肌色再現に代
表されるASTIAの豊かな調子再現性は，上記のよう
な各乳剤層の濃度配分のパラメーターとそれぞれの
乳剤層に含まれる乳剤感度のパラメーターを自在に，
かつ精密に制御する技術，すなわち精密階調制御
(Accurate Gradation Control) 技術によって達成され
ている。

3.2 超均一微粒子 (SUFG) 技術
ASTIAには，弊社独自の超微粒子技術をより進化させ

た超均一微粒子 (Super Uniform Fine Grain) 技術を採用
し，前述の精密階調制御技術との組み合わせにより，
ハイレベルの画質を実現している。
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高感度SUFG乳剤を
最適混合した高感度層

中感度SUFG乳剤を
最適混合した中感度層

低感度SUFG乳剤を
最適混合した低感度層

適切なインターイメージ効果

過度のインターイメージ効果

濃
度

露光量 (logE)

Photo 6 Comparison of color temperature tolerance between
ASTIA and a simulated image which has too much
interimage effect to blue sensitive layer

Fig. 7 The control of interimage effect to improve color temperature
tolerance ; suitable interimage effect (———) and too much
interimage effect (———)

Fig. 8   AGC (Accurate Gradation Control) technology

Photo 7   Electron microscope photograph of SUFG
(a) Tabular grain in a high speed sub-layer
(b) Cubic grain in a medium speed sub-layer

(a) (b)



3.3 インターイメージ効果の制御技術
3.3.1 DIR-HQ技術
フジクロームには，従来からインターイメージ効果

を強調する作用を持つDIR-HQ (Development Inhibitor
Releasing Hydroquinone) という化合物が導入されてお
り，ASTIAにもこのDIR-HQが用いられている。この化
合物は，前述のようにカラーリバーサル現像処理の第1
現像において，ある感色層の粒子が現像されたときに
それに応じて現像抑制物質を放出し，ほかの感色層の
ハロゲン化銀粒子の現像を抑制する機能を持つもので
ある (Fig. 9)。

Fig. 9 The mechanism of enhancing the interimage effect by
DIR-HQ

3.3.2 インターイメージ効果制御粒子 (ICG) 技術
ASTIAには，1996年に発売されたデュープリケーティ

ングフィルムCDUII 13) と同様に，インターイメージ効果
をうまく制御するための新しい乳剤技術，すなわちイ
ンターイメージ効果制御粒子 (Interimage-effect
Controlling Grain) 技術が導入されている。
ICG技術は，BGRの特性曲線の間隔や濃度に応じて，

適切なインターイメージ効果が作り出せるような乳剤
粒子を設計する技術の総称である。ICGの中には，イン
ターイメージ効果を与えやすい粒子と逆に与えにくい
粒子があり，また，受けやすい粒子や逆に受けにくい
粒子がある。これらの粒子のインターイメージ効果の
特性を変えるのは，粒子の大きさ，粒子に含まれるヨ
ードの量，カブリの程度，あるいは現像進行性などで
ある。ICG技術は，これらのパラメーターを個々の乳剤
に対して絶妙にコントロールした技術である。
前述のFig. 5は，肌色の色階調を例にとって，ICGの

機能を説明したものである。BGRの特性曲線は，本来，
グレーのバランスをニュートラルに再現するように平
行に設計されている。つながりの良い肌色再現を実現
するためには，肌色階調においても，グレーと同様に
BGRの特性曲線が平行でなければならない。ICG (実線)
は，従来粒子 (破線) で起きていたインターイメージ効
果の過不足による肌色階調の歪みを修正して平行にす
る役割を果たしている。

3.4 精密分光感度 (FTS) 技術
ASTIAでは，色再現性をさらに高めるため，ICG技術

に加えて精密分光感度 (Fine Tuned Spectral Sensitivity)技
術が用いられている (Fig. 10)。FTS技術は，BGRの分光
感度を各濃度ごとに精緻に整えることによって，中間
色を含めた色再現をできるだけ自然で忠実な再現にす
る技術である。また，同時にFTS技術は，ナトリウムラ
ンプへの光源適性なども向上させている。

Fig. 10   FTS ( Fine Tuned Spectral Sensitivity ) technology

4. 終わりに

弊社の標準感度のリバーサルフィルムに，滑らかで
美しい肌色再現と豊かな調子再現性を特長とする
ASTIA100を新たにラインアップすることによって，
超高彩度でイメージカラーの世界を実現したVelvia，ビ
ビッドな調子・色再現性で汎用性の高いPROVIAと共に，
ユーザーの多様なニーズにお応えできることを期待し
て止まない。
最後に，ASTIAの開発に当たって，貴重な御意見を

頂いたフォトグラファーの方々に今一度，感謝の言葉
を申し上げたい。
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1. はじめに

ヒドラジン造核伝染現像を利用した超硬調印刷処
理システムは，処理安定性と迅速処理性に優れるため，
従来のリス現像方式に代わり，製版用感材処理システ
ムとして広く用いられてきている。富士フイルムは，
昭和59年に「GSLシステム」，昭和61年に「GRANDEX
システム」，平成3年に「Super GRANDEXシステム」と，
高pH域 (11. 5～12) での造核伝染現像方式を進化させ，
処理液安定性と高画質化の両立を常に追求してきた。
一方，ロンドン条約によって1996年より処理廃液の

海洋投棄が禁止されるなど，処理廃液の低減が環境問
題上，強く求められており，処理液の低補充量化シス
テム開発の必要性が高まってきた。このような時代の
要請に応えるべく，富士フイルムは1995年に低pH (～
10. 5) 造核伝染現像方式の「INTEGRAシステム」を開
発した。この「INTEGRAシステム」は感材群 (レーザ
ー出力感材／撮影感材／返し感材) と，オールインワン
処理可能な処理液とを組み合わせた製版処理システム
であり，超硬調で高画質であるばかりでなく，処理変
動に対する安定性がきわめて高く，さらに，世界最少
の低補充量化 (感材大全一枚 (0.31m2) あたり現像液50cc，
定着液80cc) を達成した新世代のトータルシステムであ
る。この「INTEGRAシステム」開発のキー技術の1つが，
ここに報告する新規な高活性造核剤である。われわれ
は撮影／出力感材系，および返し感材系のそれぞれに
最も適した新規なアシル基を有する造核剤を開発し，
本システムの実現を可能とした1)～4）。
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低pH超硬調印刷感材“INTEGRA”システムのための新規造核剤の開発

山田　耕三郎*，江副　利秀*，河戸　孝二*

Development of New Nucleating Agents
for Fuji “INTEGRA” G/A Films

Kohzaburoh YAMADA*  Toshihide EZOE*  and  Koji KAWATO*

Abstract

Within its “Integra” System launched in 1995, the Fuji photo Film Co., Ltd., has perfected a total graphic
arts processing system that provided ultra-high contrast through the use of a low pH (around 10.5), amine-
free processing solution. This revolutionary new graphic arts system has realized overwhelmingly high
image quality, ultra-high running stability within changing processes and processing environments, and the
world’s smallest replenishment quantity requirement. One of the key technologies enabling this new Integra
System was the development of two novel nucleating agents.

The authors of this report made a comprehensive study of the relationship between acyl-groups of
hydrazide nucleating agents and photographic performance (nucleation activity, running stability) and
storage stability characteristics. This study was made using detailed data from a thorough kinetic analysis.
It was a difficult problem to satisfy at the same time the requirement for both high nucleation activity and
good storage stability. But using the knowledge acquired through our studies, it was possible to design very
unique and novel acyl-group structures that finally proved to be good answers to these conflicting demands.
As a result, we managed to develop two types of new nucleating agents comprising these acyl-groups. One
of these novel agents is suitable for scanner/camera films (projection and output-sensitive material groups),
while the other can be used for contact-work films (reverse-sensitive material groups). Both of these new
nucleating agents show high nucleation activity in low-pH processing solutions, and both have excellent
running stability characteristics and good storage stability. Throughout these studies, a quantitative
correlation between nucleation activity and the structural demands for hydrazide nucleating agents was
successfully attained.



2．技術課題

従来のヒドラジン造核系ハイブリッドシステム (ex．
Super GRANDEXシステム) では，現像液pHが11.85と高
いために空気酸化を受けやすく，また，現像液に添加
された造核促進剤であるアミン化合物の蒸発によって
も現像液組成が変動しやすく，このため，低補充量化
に耐えられるだけの処理安定性に欠ける点が問題であ
った。また，アミン臭気も問題で，したがって，現像
液の低pH化 (～10.5) とアミン化合物の現像液からの除
去が，強く望まれていた。これに対しEastman Kodak社
は，従来より用いられてきたアシル基にホルミル基 (－
CHO) を有するホルミル型造核剤を用い，それまで現像
液に添加されていたアミン化合物を耐拡散化してこれ
を感材に内蔵することで，低pH現像液で超硬調化可能
なシステム“RA2000”を開発した。しかしながら，少
なくとも当社の研究においては，アミン化合物の内蔵
は感材の保存安定性に少なからぬ問題を生じさせるこ
と，および，ホルミル型造核剤では本質的に低pH域で
の造核活性が不十分であり，処理安定性に問題のある
ことが判っている。したがって，低pH域で真に高い造
核活性を有する新規造核剤の開発と，アミンに代わる
新規造核促進剤の開発がわれわれの目指すべき技術課
題であった。このうち，新規造核剤の開発について以
下に報告する。

3．造核剤開発のポイント

造核剤の反応スキームをFig. 1に示した。造核剤は，
イメージワイズにPQ現像で発生したp-ベンゾキノンに
より酸化されてアシルジアゼンとなり，これがアルカリ
で加水分解されて造核活性種と考えられているジアゼン
を生成し，さらに，これが未露光のハロゲン化銀に電
子注入して造核伝染現像を引き起こすとされている5）。
したがって，造核活性に及ぼす造核剤の要因としては，
① 酸化速度，② 加水分解速度，③ 電子注入効率の3つ
が挙げられる。このうち，現像液の低pH化に際して特
に考慮すべきは，①，②の2つの素反応過程の速度と考
えられた。① 酸化速度が速くなくては亜硫酸イオンと
の競争反応に打ち勝つことができないし，また，② 加
水分解速度が速くなくては，タイムリーに造核活性種
を放出することができないからである。
ところで，フェニルヒドラジドの連結基としては，

スルホンアミド連結基 6）が高い造核活性を示すことが知
られているが，この場合，p-ベンゾキノンによって酸化
される酸化活性種は，スルホンアミド基とヒドラジド
基の2つのプロトンが解離した2解離体である。低pH現
像液で高い酸化速度を獲得するには，この2解離体濃度
を十分に高めてやる必要があり，このためには現像液
pHに合わせて，これらの基のpKaを調節してやる必要が
あると考えられた。造核剤のアシル基構造に着目すれ
ば，従来使われてきたホルミル基に対して，より強い
電子吸引性基を導入することでこれらpKaを低下するこ

とができ，2解離体濃度向上による酸化速度の向上が期
待できた。このようなpKaの調節はまた，酸化速度のpH
依存性を改善し，引いては造核活性の処理pH依存性を
改善し，高い処理安定性の獲得につながるものと考え
られた。さらにまた，強い電子吸引性基をアシル基と
することで加水分解速度の向上が期待された。これは，
現像液の低pH化が必然的にもたらす加水分解速度の低
下を補償する重要なポイントと考えられた。

Fig. 1   The reaction scheme of an acylhydrazide nucleator

4．ホルミル型とトリフルオロアセチル型の比較

われわれはまず，強い電子吸引性基として知られて
いるトリフルオロアセチル基 (－COCF3) をアシル基と
する造核剤について検討を行った。その結果，トリフ
ルオロアセチル型は低pH現像液で，ホルミル型に比較
して，ねらい通り高い造核活性を発揮すると共に，優
れた処理安定性を示すことが明かとなった。
ホルミル型の場合，スルホンアミド基のpKa (以後，

pKa2と呼ぶ) が第一解離で，ヒドラジド基のpKa (以後，
pKa1と呼ぶ) は第2解離となり，高い値 (～12) を示すの
に対して，トリフルオロアセチル型では順序が逆転し，
pKa1: 7.71，pKa2: 10.55とねらい通りのpKa低下が観測
できた。この結果，酸化速度が向上し，また，トリフ
ルオロアセチル基による加水分解速度の向上もあって，
高い造核活性と処理安定性が得られたものと理解でき
る。しかしながらトリフルオロアセチル型は，強制サ
ーモ条件における保存安定性試験の結果，造核剤自体
の保存性に問題のあることが判明した (Table 1 造核剤
残存率42％) 。これは，pKa1が低すぎたために，生感材
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－COR pKa1* pKa2* Nucleation Storage Stability**Activity at pH10.5
－CHO 12.0 9.8 Low Good (95%)

－COCF3 7.71 10.55 High Poor (42%)

* Acetonitrile : H2O=1 : 1
** Residual amounts of hydrazides (60℃, 65%, 3 days)

Table 1 pKa Values, Nucleation Activity, and Storage Stability of
the －COCF3 Type Hydrazide



の保存時にヒドラジド・プロトンが一部解離し，空気
酸化されて分解してしまうためと判った。トリフルオ
ロアセチル基は，造核剤のアシル基としてはその電子
吸引性が強すぎるのである。

5．適度な電子吸引性を持つアシル基の探索

ここにおいてわれわれは，ホルミル基とトリフルオ
ロアセチル基との間で，造核活性と保存性とを両立し
うる適度な電子吸引性を有するアシル基の探索を開始
した。Fig. 2に例示したような，種々の電子吸引性の異
なるアシル基を有する耐拡散型の造核剤を合成し，そ
の造核活性および保存性を撮影／出力感材系にて評価
した。その結果，保存性は造核剤のpKa1の上昇と共に
改善され，おおむねある一定値以上で実用レベルに達
することが判った (Fig. 3)。しかしながら，実際に見い
出された，そのように高い保存安定性を有するものの
中で，造核活性が満足できるレベルにあるものはまっ
たく見い出せなかった。検討した範疇のアシル基にお
いてはpKa1がpKa2より低く，したがって，同様のpKa2
を有するトリフルオロアセチル型造核剤に比べて，酸
化速度が低下する理由はない。よって，これはアシル
基の電子吸引性低下に伴う加水分解速度の低下が原因
と推察された。すなわち，造核活性のためには，やは
り強い電子吸引性基が必要で，単にアシル基の電子吸
引性を最適化するだけでは造核活性と保存性とを両立
することができないと考えられた。

Fig. 2   Example of acyl-groups

Fig. 3   Relationship between pKa1 and storage stability

6. 新規アシル基の分子設計と写真性能

われわれはそこで，強い電子吸引性を維持しながら，
なおかつpKa1を高める手法として分子内水素結合を利
用することを考えた。すなわち，Fig. 4に示したアシル
基はいずれも強い電子吸引性基を有すると共にカルボ
キシラート基を有し，ヒドラジド基と分子内水素結合
してpKa1を上昇させる可能性があると考えた。分子内
水素結合しなくとも，アニオンの近接効果によるpKa1
upが期待できた。実際には，原料の入手可能な2-カルボ
キシテトラフルオロプロパノイル基 (1b)，および，3-カ
ルボキシヘキサフルオロブタノイル基 (1c) をアシル基
とする耐拡散型造核剤を合成し評価した (ジフルオロカ
ルボキシアセチル基 (1a) の場合，脱炭酸して分解する
可能性もあり，好ましくない) 。pKaと保存性の評価結
果をFig. 5とTable 2に，また，写真性評価結果をFig. 6に
示した。
これらは強い電子吸引性基を有するにもかかわらず，

ねらい通りpKa1が向上し，これに伴って保存性が劇的
に改善され，2-カルボキシテトラフルオロプロパノイル
型 (1b) ではまったく問題のないレベルにまで到達した。
pKa1 upの効果はこの場合，7員環水素結合を取りうる2-
カルボキシテトラフルオロプロパノイル基 (1b) の方が
優れていた。そして，造核活性も，2-カルボキシテトラ
フルオロプロパノイル型 (1b) ではトリフルオロアセチ
ル型と同等，もしくはそれ以上となることが判った。
また，トリフルオロアセチル型と同様の優れた処理安
定性を示すことも判った。これは言うまでもなく，現
像液pH (～10.5) に合わせてpKaを調節した結果である。
「2-カルボキシテトラフルオロプロパノイル基」は，撮
影／出力感材で用いられる耐拡散型ヒドラジド系造核
剤において，高い造核活性と優れた保存性を両立しう
る唯一のアシル基であることが判った。
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Fig. 4   Molecular designs



Fig. 5   Relationship between pKa1 and storage stability

Table 2   pKa1 and Storage Stability of Some Acylhydrazides

Fig. 6   Sensitometric curves of some acylhydrazides

7. 速度論的解析

2-カルボキシテトラフルオロプロパノイル型がトリフ
ルオロアセチル型と同等，もしくはそれ以上の造核活
性を有する点について，その理由の解析に着手した。
すなわち，その酸化速度および加水分解速度を今回検
討した一連のアシル基を有する造核剤と共に測定して
比較した。結果の一部をTable 3に示す。
スルホンアミド連結基を有する造核剤の酸化速度は，

一義的にはpKa2によって大きく左右されると考えら
れるが，ここで測定した一連のアシル基の場合，バラ
スト構造を同一にしていることもあってpKa2はほぼ
同等である。この場合，pKa2より低いpKa1が高いほ
ど，酸化速度は増大することが判った。2-カルボキシ
テトラフルオロプロパノイル型の場合，この測定条
件下で酸化速度はトリフルオロアセチル型より数倍
速い。しかしながら，当初のねらいとは裏腹に，き
わめて意外なことに，2-カルボキシテトラフルオロプ
ロパノイル型の加水分解速度はトリフルオロアセチル
型の約1／10程度しかないことが判明した。強い電子
吸引性基を有するにもかかわらず加水分解速度が遅い
のは，同じく－COCF 3基よりも立体的に大きい
－COC2F5，－COC3F7，－COC6F5基などとの比較か
ら考えて，立体障害によるものと推察される。

Table 3 pKa Values, Relative Kinetic Rates, Nucleation Activity,
and Storage Stability of Some Acylhydrazides

8．造核活性の支配要因

以上の結果からでは，2-カルボキシテトラフルオロプ
ロパノイル型の高活性の理由は依然不明のままである。
そこでわれわれは，一連のアシル基が異なる造核剤に
ついて，その造核活性がどのような要因によって支配
されているのか，さらに解析を進めることにした。
今の場合，造核剤から放出される造核活性種：ジア

ゼンは同一構造であり，電子注入効率に関わる要因は
考慮する必要がない。したがって，この場合，造核活
性は「現像時間内に放出されるジアゼンのトータル量」
に相関するのではないかと，初めに考えた。この「現
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Acyl Group pKa1 Strage Stability
(THF/H2O) (60℃, 65%, 3days)

－COCF3 8.26 42%

－COC2F5 8.02 77%

－COC3F7 8.09 79%

－COC2F4－COOH 10.48 95%

－COC3F6－COOH 9.85 90%

10.66 97%

－COCO－NHph 10.77 99%

－COCO－NHC3H7 10.64 99%
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Acyl Group pKa1* pKa2* Rel.Oxid. Rel.Hydrolysis γ Storage
Rate** Rate** Stability

－COCF3 7.71 10.55 1.00 1.000 17.1 42%

－COC2F4COOH 9.14 10.57 2.73 0.092 18.3 95%

－COC2F5 7.71 10.57 1.21 0.169 9.2 77%

－COC3F7 7.70 10.09 0.98 0.080 8.3 79%

－COC6F5 9.80 10.90 3.39 0.001 7.4 97%

－CHCO 12.0 9.08 0.92 0.005 Low 95%

C
F5

O

=

* Acetonitrile : H2O=1 : 1
** Acetonitrile : B. R. Buffer=1 : 1 (pH10.5)



像時間内に放出されるジアゼンのトータル量」は，以
下の手順で容易に算出できる。

① ジアゼンの生成速度＝k OX×k OH
（k oxは造核剤の酸化速度，k OHは加水分解速度）
② ジアゼンの最終到達濃度
＝p-Benzoquinoneの初期濃度×{k ox／(k ox＋k ss)}
（k ssはp-BenzoquinoneとNa2SO3との反応速度）
③ ジアゼンの放出プロフィールを，上記の①，②
より計算で求めた (Fig. 7)。

④ 上記プロフィールより，「現像時間内に放出され
るジアゼンのトータル量」に相当する「現像時
間30秒の時点でのジアゼン濃度」を求めた。

Fig. 7   Generation profiles of diazenes

各種アシル基のジアゼン放出プロフィールを比較す
ると，加水分解速度が速いほどカーブの立ち上がりが
速く，酸化速度が速いほど最終到達濃度が高くなるこ
とが判った。酸化速度が速くても加水分解速度が遅い
と，現像時間内に有効なジアゼン濃度が獲得できない
ことが判った。すなわち，「現像時間内に放出されるジ
アゼンのトータル量」を高めるには，酸化速度も加水
分解速度も共に重要であることが理解できた。この
「現像時間30秒の時点でのジアゼン濃度」と，造核活性
(特性曲線におけるコントラスト：γ) とをFig. 8にプロ
ットした。予想に反し，これらの間に高い相関性は見
られなかった。この結果は，感光材料として製膜され
た中にある造核剤が，現像時に実際に見せる反応活性
を予測するには，純粋なモデル溶液系で測定したデー
タから予測できる反応活性だけでは不十分で，さらに
何か別の要因を考慮しなくてはいけないことを強く示
唆していると考えられた。これは，造核剤が溶液中に
あるか膜中にあるかの差であり，造核剤の存在状態の
差に深く関わる要因と考えられた。
そこでわれわれは次に，造核剤の構造要因の一つで

ある親疎水性のパラメーターを考慮した。ここでは親
疎水性のパラメーターとして，ある強制条件下，造核

剤の感材での移動度を測定してこれを用いた。より現実
的な系における親疎水性の評価が可能だからである。造
核活性 (γ) に対して，これを「現像時間30秒の時点で
のジアゼン濃度」および親疎水性のパラメーターで重回
帰分析した結果をFig. 9に示す。今度は，これらの間に
かなり高い相関性を見い出すことができた。これによっ
て，造核活性は「現像時間内に放出されるジアゼンのト
ータル量」と，造核剤の，正確にはアシル基の親疎水性
とによって，ほぼ定量的に説明できることが判った。そ
してまた，2-カルボキシテトラフルオロプロパノイル型
造核剤の高い造核活性が，その化学的反応特性と共にカ
ルボキシラート基の親水性基の効果で説明できることが
判った。造核剤の親疎水性の要因は，造核剤の膜中での
存在状態を左右する因子と考えられ，具体的には造核剤
の膜中でのアルカリ現像液への溶解性，造核剤の膜中で
の実効pKaなどを変化させているものと推察している。

Fig. 8 Relationship between nucleation activity and calculated
amounts of diazenes

Fig. 9 Relationship between nucleation activity, calculated
amounts of diazenes, and hydrophilicity of acylhydrazides
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9. 明室返し感材用新規造核剤の開発
(開発のポイント)

返し感材は，明室での取り扱いを可能とした明室感
材であり，光に被りにくい低感度の乳剤を使っている
ので，造核剤で被らせるのもまた容易ではない。この
点を補うべく，当社では従来よりハロゲン化銀への吸
着性基を有する造核剤を明室返し感材に用いてきた。
吸着性基としては具体的に，Fig. 10に示した5-メルカプ
ト-1-テトラゾリル基などが挙げられる7）。これは電子注
入効率up (造核効率up) の点できわめて有効な手段では
あるが，しかし，今回はさらに現像液pHを下げる必要
上，従来のホルミル型造核剤 (2a) では吸着性基を導入
してもなお造核活性不足であった。
これに対し，トリフルオロアセチル基をアシル基と

した吸着型造核剤 (2b) は，造核活性自体はそこそこで
あるものの，先の撮影／出力感材で検討したのと同様
に，造核剤の保存安定性に問題があった。そこで，わ
れわれはまず，上述の2-カルボキシテトラフルオロエチ
ル基をアシル基とする吸着型造核剤 (2c) を検討したが，
これは意外にも造核活性が低く，トリフルオロアセチ
ル型よりも低活性であった。この理由は，吸着型造核
剤の場合には造核剤がハロゲン化銀に吸着していて，
もともと親水的な存在場にいるために，撮影／出力感
材に用いられるバラストの付いた造核剤の場合とは違
って，カルボキシラート基の親水性基の効果が，もは
や造核活性向上に有効に働かないためと考えられた。
したがって，この系で造核活性を高めるには，「ジアゼ
ン放出量」の向上が必須で，したがって酸化速度およ
び加水分解速度の向上が必要である。

Fig. 10 Structures of some nucleators including adsorption
accelerating groups onto silver halide grains

10. 分子設計のねらいとその結果

造核剤のアシル基構造が酸化速度および加水分解速
度に及ぼす影響について，再度見直す必要に迫られた。
そこで，アシル基の電子的効果とこれらの速度との間
にどのような関係があるのかを定性的に理解すべく，
便宜的に，アシル部の置換アルキル基もしくは置換ア
リール基自体のハメット置換基定数と，これら速度と
の関係をプロットした (Fig. 11)。
トリフルオロアセチル型を起点に，保存安定性を付

与することを考えれば，pKa1 upの要請は避けることが
できない。先述の通り，pKa1＜pKa2の範囲内でアシル
基の電子吸引性 (σp) を下げてpKa1 upすれば，酸化速

度は増大する。しかし，その一方で，加水分解速度は
電子吸引性 (σp) の低下により確実に減少するため，単
純に電子吸引性 (σp) を変化させただけでは高い造核活
性を望むことができない。しかし，加水分解速度につ
いてわれわれは，基本的には強い電子吸引性基の導入
が有利であるものの，立体障害もまた大きな支配要因
となっていることを，2-カルボキシテトラフルオロエチ
ル型などの解析からすでに把握している。そこで，立
体障害の低減を分子設計の1つの重要な指針として，
比較的強い電子吸引性のアシル基をさらに徹底して探
索した結果，この路線において，(構造を明示すること
はできないが) ある種の優れたアシル基構造 (2d) を見
い出すことができた。写真性能をFig.  12に，また，
pKa，酸化速度，および加水分解速度の解析結果を
Table 4に示した。
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2a R=－H
2b R=－CF3
2c R=－C2F4－COOH

No. pKa1* pKa2* γ Storage Relative Relative
Stability Oxid.Rate Hydro. Rate**

2b 7.8 10.4 20.2 71% 1.00 1.00
2d 9.3 10.7 26.4 93% 1.64 2.29
2c 9.2 10.6 16.9 99% 1.24 0.11

酸化速度とσp

加水分解速度とσp

Decrease by
steric hindrance

Fig. 11 Oxidation rates and hydrolysis rates as function of σp in
acyl-Groups

Table 4 pKa Values, Nucleation Activity, Storage Stability, and
Relative Kinetic Rates of Some Hydrazides

* Acetonitrile : H2O=1 : 1
** Acetonitrile : B. R. Buffer=1 : 1 (pH10.5)



トリフルオロアセチル基よりもアシル基の電子吸引
性を下げてpKa1をupさせたにもかかわらず，加水分解
速度が数倍高くなっている点が高活性の最も重要な要
因と考えられる。この結果，先の「現像時間内に放出
されるジアゼンのトータル量」が，これまでに検討し
たすべてのアシル基の中で最も高い値を示すことが確
認できている。

Fig. 12   Sensitometric curves of some adsorptive nucleators

11．吸着性基の保存安定性に及ぼす効果

以上の新規吸着型造核剤の開発研究において，われ
われは吸着性基が造核剤の保存安定性を向上させる効
果を新たに発見した。Fig. 13に示したように，撮影／出
力感材系で用いられるバラスト型の造核剤に対して，
同じアシル基を有する吸着型造核剤はその保存安定性
が大幅に向上していることが明らかとなった。逆に，
(2d) のアシル基をバラスト型造核剤に用いた場合には，
保存性は十分なレベルとはならないことが判った。
この保存性向上効果は，次のようにして説明できる

と考えている。すなわち，吸着型造核剤がハロゲン化
銀の微結晶固体表面に吸着された状態は，全体として
これまた一種の微結晶固体が分散された状態である。
したがって，造核剤の存在状態としては，単独で微結
晶固体分散された状態と同様で，解離が抑制され，酸
素との反応性 (分子のモビリティー) が大幅に低下する
結果，保存性が改善されるものと考えられる。結果的
に，新規吸着型造核剤 (2d) の開発の成功は，この効果
に助けられてアシル基の選択の余地が広がった点に立
脚していると言っても過言ではない。

12．まとめ

低pH現像系における超硬調化技術の要であるヒドラ
ジン系造核剤について，主としてアシル基構造が写真
性能 (造核活性，処理安定性) や保存安定性にどのよう
な影響を及ぼすかを網羅的に研究した。撮影／出力感
材系で用いられる耐拡散型造核剤においては，造核活
性と保存性との両立が難問であったが，検討を通じて
得た知見を基に，巧みな分子設計を考案し，高い造核
活性と優れた保存安定性を両立しうるアシル基；「2-カ
ルボキシテトラフルオロプロパノイル基」を見い出す
ことができた。また，速度論的な解析を通じて，造核
活性に及ぼす造核剤の構造要因を定量的に把握するこ
とができた。
一方，返し感材系で用いられる吸着型造核剤において

は，吸着性基が持つ本来の造核活性向上効果に加えて，
その保存性向上効果を新たに発見し，これによって選択
の余地が広がったアシル基の中から，適度な電子吸引性
と立体障害の緩和を指針とした分子設計により，最もジ
アゼン放出効率の高いアシル基構造を見い出すことがで
きた。その結果，造核技術としては最も難易度の高い明
室返し感材の低pH超硬調化の実現を可能とした。これ
らの技術は別途われわれが開発した，アミン系に代わ
る「オニウム塩系造核促進剤」 (Fig. 14) 4) と共に，当社
の「INTEGRAシステム」に導入され，高品質／高画質，
処理変動に対する超安定性，そして世界最少の低補充
量化の実現に貢献している。
最後に，「INTEGRAシステム」の性能の一端をFig.

15およびFig. 16に示した。非造核系のRASシステムに
比べ，優れた網点画質が得られるだけでなく，他社の
低pH処理システムと比較して，本システムが低補充量
でも高画質で (超硬調で)，優れた処理安定性を示すこ
とが判る。
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Fig. 14
The new onium-type nucleation accelerators
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ピクトロカラーシステムの光堅牢性改良技術

田口　慶一*，渡辺　裕幸*，瀬岡　良雄*

Improvement in Light Stability 
of PictroColor System

Keiichi TAGUCHI*,  Hiroyuki WATANABE*  and  Yoshio SEOKA*

Abstract

The light stability characteristics of photo-thermographic color images within the PictroColor System
were improved by: (1) designing the layer arrangement; (2) introducing denatured PVA into the mordant
layer; and (3) introducing styrene-butadiene latex into the mordant layer. Further, an analysis was made of
light-fading mechanisms.
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1. はじめに

通常の銀塩カラー写真の画像形成プロセスは，① 露
光，② カラー現像，③ 脱銀・定着から成っている。②
のカラー現像には塩基と現像主薬 (還元剤) が必要であ
り，これらを調合した薬液を用いる。③ のプロセスで
も同様に薬液を用いるが，いずれの薬液もpH・温度・
液補充などの厳密な管理を要し，また，特別な廃液処
理も必要で煩雑なものである。これに対し，ピクトロ
カラーシステム1) 2) は，以下の特徴を有している。

• 処理液不要
• 簡易・迅速でかつ安定な処理
• 通常の銀塩カラー写真と同様の高画質

この方式は，ピクトログラフィー・シリーズとピク
トロスタット・シリーズに用いられており，その特徴
を活かし市場に幅広く受け入れられてきた。特に，
1997年春に発売されたピクトログラフィー4000は，葉
書サイズからA3までの出力が可能であり好評を博して
いる。これに伴い，画像保存性，特に光堅牢性の関心
が高まってきた。今回は，受像材料の改良により，光
堅牢性を高めることができたのでその概要を報告する。

2. 内容

2.1 受像材料の役割と構成
ピクトロカラーシステムは，感光性のドナーフィ

ルムから受像材料への色素の転写により画像形成を行

うシステムである。そのプロセスは，① ドナーへの露
光，② 微量の水供給，③ 貼り合わせ，④ 熱現像・色素
転写，⑤剥離である。
受像材料は，ピクトログラフィー・ピクトロスタット

シリーズに共通で，ともにドナーから拡散してくるアゾ
色素を媒染固定化する役割を持っている。受像材料は，
Fig. 1に示すとおり，上層から，保護層・硬膜剤供給
層・媒染層・塗り付け層の４層から構成されており，光
堅牢性には媒染層が関与している。従来の媒染層を構成
している主要素材とその目的は，以下のとおりである。

1.イミダゾール媒染ポリマー (色素の媒染固定化）
2.ゼラチン (バインダー)
3.アクリレート系ラテックス (カーリング防止)
4.ベンゾオキサゾールチオフェン系蛍光増白剤
(白地改良)
5.ピコリン酸グアニジン (アルカリ発生剤)3)

本誌投稿論文 (受理1997年9月1日)
*富士写真フイルム (株) 足柄研究所
〒250-0193  神奈川県南足柄市中沼210
*Ashigara Research Laboratories
Fuji Photo Film Co., Ltd.
Minamiashigara, Kanagawa 250-0193, Japan

保護層
硬膜剤供給層

媒染層

下塗り層

支持体

イミダゾール系媒染ポリマー
ゼラチン

アルカリ発生剤

アクリレート系ラテックス

蛍光増白剤

Fig. 1   Layer arrangement of the previous receiver



2.2 マゼンタアゾ色素の光褪色機構解析

2.2.1 実験
われわれは，受像材料膜中で「媒染」されたアゾ色

素がどのようなプロセスを経て光分解するかを知るた
めに，まず，マゼンタアゾ色素の希薄溶液中における
光反応を解析した。解析に用いた試料は，当システム
で用いているナフトールアゾ系マゼンタ色素を，炭酸
グアニジン・塩酸にpH9.5濃度20μmol/�となるように
溶解調液したものを用いた。
2.2.2 結果
通常のアゾ色素の光褪色反応 4)は，以下に示す自己増

感一重項酸素酸化反応であると言われている。

しかし，Xeランプを用いた分光照射実験では，光分解
は色素の吸収には対応せず，むしろ吸収の少ない400nm
付近での分解が促進されていること，光分解に伴い
400nm付近の吸収が増加してくることがわかった｡われ
われは，光反応によって生じる分解生成物によって色素

の光分解を促進すると推定し，検証を行った。まず，分
解生成物の解析を行った結果，分解生成物X，Xからさら
に分解して生ずるYおよびZの3種類あることがわかった。
さらに，この分解生成物を上記マゼンタアゾ色素試料に
添加して，光退色挙動を観察した｡結果をFig. 3に示す。
空気下では，分解生成物を添加すると，マゼンタア

ゾ色素の光分解は大幅に加速されることが確認できた。
一方，窒素置換雰囲気下では，空気下に比較して光分
解は抑制されることから，色素の光分解には酸素が関
与していることが確認できた。したがって，分解生成
物X, Y, Zが酸素を介して光退色を促進していることが
確認できた。
以上の反応生成物の解析により，本システムにおい

ては，さらに以下のような2つの褪色反応 (Step1と
Step2) があることがわかった。

さらに，分解生成物の一重項酸素発生能を以下の方
法で調べた。従来，一重項酸素の発生能の測定には，
一重項酸素によりルブレンが分解する量を測定するこ
とにより評価する方法がある。ルブレンは，対象物質
である分解生成物と光吸収波長が重なるため，今回は
トリフェニルイミダゾールを用いた。具体的には，ト
リフェニルイミダゾールを本系の色素分解生成物と共
存させ，分解生成物のみが光励起するように波長を選
んで光照射し，生成する一重項酸素によってトリフェ
ニルイミダゾールが分解する速度を調べることにより，
一重項酸素の定量を行った。また，マゼンタアゾ色素
とメチレンブルーについても同様に調べた。測定の都
合で分解生成物XとZの一重項酸素発生能は解析できな
かったが，分解生成物Yの一重項酸素発生能は，色素の
100倍であり，メチレンブルーと同程度の発生能をもっ
ていることがわかった。したがって，Step2の褪色反応
が支配的であることがわかった。さらに，分解生成物
Y, Zは，色素に比べ親水性が高いこともわかった。

2.3 光褪色に及ぼす媒染ポリマーの影響
2.3.1 実験
次に，この二段階からなる色素の光褪色反応に与え

るイミダゾール媒染ポリマーの影響を解析するために，
マゼンタアゾ色素をイミダゾール系媒染ポリマーに共
存させた水溶液における光褪色挙動を調べた。試料は，
先ほどのナフトールアゾ系マゼンタ色素試料に色素の
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500倍当量のイミダゾール系媒染ポリマーを添加したも
のを用いた。この溶液に分解生成物を添加して可視光
照射を行い，その初期速度からStep2の光退色反応を
評価した。このとき，Step1の影響を取り除くために，
分解生成物添加系と未添加系での退色率の差をデータ
として用いた。
2.3.2 結果
結果をFig. 5に示す。

Fig. 5より，イミダゾール媒染ポリマーは，色素単独に
比べ，退色反応を1/10以下に抑制していることがわかる。
したがって、イミダゾール媒染ポリマーは，Step2の光
反応を著しく抑制し (色素単独の約1/10)，色素の光堅牢
性向上に寄与していることがわかった。

2.4 光褪色に及ぼす受像層素材の影響
2.4.1 実験
次に，受像層中での色素光堅牢性挙動を調べるため

に，実際転写系にて，媒染層の主要素材と光堅牢性の
関係を調べた。主要素材を抜き差ししたモデル受像材
料を用い，マゼンタ単色の画像を作り，Xe光を照射し
て画像の退色挙動を評価した。
2.4.2 結果
結果をFig. 6に示す。
Fig. 6より，媒染剤が存在することにより，大幅に光

堅牢性が改良される。しかし，蛍光増白剤が存在する
場合，特にアクリレートラテックスが共存する場合に
は悪化することがわかった。窒素雰囲気下では光堅牢

性が悪化しないことから，蛍光増白剤の一重項酸素発
生能を前述の実験方法にて調べた結果，マゼンタ色素
に比べ約100倍の発生能を有していることがわかった。
また，蛍光増白剤とアクリレート系ラテックスが共存
すると蛍光増白強度が増大することも確認された。した
がって，蛍光増白剤は一重項酸素の発生源になってお
り，退色を促進していることがわかった。

3. 考察

光堅牢性を改良するためには，以下の2点が重要であ
ると考えられる。
① 一重項酸素の発生を抑制する。
② 分解生成物の色素分解反応 (Step2) を抑制する。

具体的には，①について，以下の手段が挙げられる。
• 蛍光増白剤とアクリレート系ラテックスを共存さ
せないこと。

• 蛍光増白剤と色素を共存させないこと。
②について，イミダゾール媒染ポリマーがStep2の反

応を抑制していることから，以下の推測をした。
• イミダゾール媒染ポリマーは，Fig. 7に示すように，
膜中でミクロな疎水性場を形成し，この中に色素を
取り込むことにより色素を媒染していると考えられ
る。このため，親水的な分解生成物Y, Zは，色素が
存在する疎水性場から放出され，色素と物理的に隔
離されることにより，Step2反応が抑制されると考
えている。したがって，媒染ポリマーが形成する疎
水性場のまわりに，親水性の高い場を形成させれば，
分解生成物の放出を促進させることができ，Step2
の反応を抑制することが可能であると推測できる。
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4. 結論

4.1 受像材料改良の内容
これらの知見をもとに，以下の観点で受像材料の改

良を行った。

1.層構成検討…蛍光増白剤の悪影響を防止するため
に，ラテックスと蛍光増白剤を分離し，蛍光増白
剤を下層に配置する。
2.変性PVA導入…親水的なPVAと媒染ポリマーをブ
レンドすることにより，媒染ポリマーが形成する
疎水性場のまわりに，親水性の高い場を形成させ
る。親水的な分解生成物Y, Zは，色素が存在する疎
水性場からPVAが形成する親水性場に積極的に放

出され，Step2の反応が抑制される。
3.スチレン ブタジエンラテックス導入…アクリレー
ト系ラテックスに比べ，蛍光増白剤と相互作用し
にくく，光堅牢性に悪影響を及ぼさない。

改良後の受像材料の構成をFig. 8に示す。

4.2 光堅牢性改良の効果
ピクトログラフィー3000を用いて，改良前後の受像

材料に反射濃度1.0のグレー画像を作成し，Xe光を照射
した結果をFig. 9に示す。Fig. 9より，シアン･マゼンタ･
イエロー共に光堅牢性が約2倍向上したことがわかる。

20 ピクトロカラーシステムの光堅牢性改良技術

Fig. 9   Improvement in light stability of PictoroColor System with new receiver
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5. まとめ

本システムのような色素拡散転写画像形成システム
での光堅牢性改良技術は，従来色素の改良に頼らざる
を得なかった。本報告のように，受像材料の構成・素
材を検討することによる光堅牢性改良技術は新しいも
のだと思う。今後は，この技術を他の商品に応用して
いきたいと考えている。
なお，本報告にある受像材料は，1995年1月からPS3-

SG，LG，SM，LMの商品名で従来品に切り替わって出
荷が始まっており，グロッシー面・マット面・厚手・
薄手の各種がラインナップされている。
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高精細専用ポジタイプPS版VKの開発

前本 一夫*

Development of Positive-type PS-plate VK 
for High Definition Printing

Kazuo MAEMOTO*

Abstract

High definition offset printing has attracted attention within the industry for its high-quality printing
results. Yet this type of printing involves many technical difficulties, and it has suffered from poor
productivity. These technical difficulties stem from the instability of dot reproduction, itself the result of
very small dot size and very high dot density. In the newly developed positive-type PS-plate, VK– designed
exclusively for high definition offset printing – dot-size fluctuations have been reduced, both within press-
plates and during printing. As a result, VK enables high-definition printing that has the same look and feel of
standard printing. With VK, the following has been achieved: (1) to curb dot-size fluctuations during
exposure, introduction of a yellow dye to the photosensitive layer; (2) to curb dot-size fluctuations during
development, introduction to the photosensitive layer of a dissolution blocking agent for the developer fluid;
(3) to curb dot gain during printing, minimization of the thickness of the photosensitive layer and
introduction of a newly developed substrate structure called “Fine Multigrain 4”.
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1. はじめに

近年，印刷業界は，多品種・少量生産，短納期化，
低コストおよび印刷作業環境の改善など，総合的な生
産性の向上が求められている。また，一方では，より
付加価値の高い商品で差別化を図るために，印刷物の
高品質化のニーズも増大しており，高精細印刷などの
印刷領域が注目されている。高精細印刷は300L/Inchあ
るいは500L/Inchと，標準的なスクリーン線数である
150L/Inch～200L/Inchよりも網点の密度が高くなっている
ため，① 滑らかな階調再現，② 解像力の向上，③ モア
レの抑制，④ ローゼットの解消，⑤ 色の冴えの向上な
ど，実物に近い高品位な印刷物を得るうえで有効な方
法である。しかしながら，一方で，標準的なスクリー
ン線数の印刷よりも，Fig. 1のように網点が小さくなり，
かつ網点の密度が高くなっているために，印刷におけ
る技術的な難易度は非常に高くなってしまい，生産性
の点で問題がある。

本報告では，高精細印刷を行う際の刷版および印刷
工程での問題点を調べ，高精細専用ポジタイプPS版と
して付与すべき性能を明確にし，従来，非常に管理が
厳しく難しかった高精細印刷を，標準的なスクリーン
線数の印刷と同じ感覚でできるようにしたポジタイプ
PS版VKを開発したことについて報告する。

本誌投稿論文 (受理1997年9月8日)
*富士写真フイルム (株) 吉田南工場研究部
〒421-0396  静岡県榛原郡吉田町川尻4000
*Research Dept., Yoshida-Minami Factory
Fuji Photo Film Co., Ltd.
Haibara-gun, Shizuoka 421-0396, Japan
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Fig. 1  Relation between screen ruling and halftone dot size



2. 高精細印刷における課題

印刷会社において，高精細印刷を実施する際に問題
となる点について調査を行った。その結果，下記の問
題により多くの試行錯誤を繰り返しながら高精細印刷
を行っていることがわかった。問題点，推定原因および
それらを解決するためにPS版に付与すべき性能をFig. 2
にまとめた。
高精細印刷で起こる問題は露光・現像・印刷条件の

許容範囲が狭く，再現性が不安定であることに由来す
ると考えられる。これは標準的なスクリーン線数の網
点に比べて，高精細印刷の場合，網点が小さくなるこ
とが原因である。これらの問題点を克服するために，
刷版および印刷工程での網点再現の変動を抑制し，管
理の許容範囲を広げて安定的に，かつ良好な高精細印
刷物を得ることができるようなポジタイプPS版VKの開
発を行った。

3. 刷版時における網点再現の変動の抑制

刷版時に網点が変動する工程として露光および現像
工程があり，① 多面焼きでの網点再現のばらつき，②
リピート物の印刷での調子再現不良，③ 加減焼きのし
にくさが問題となる。これらの網点再現の変動を抑制
するために導入した技術について述べる。

3.1 露光工程における網点再現の変動の抑制
PS版を露光する際に網点を安定に再現できない理由

として，露光機の照度むら，あるいは光源の劣化など
による露光量の変動が挙げられる。プレートの位置と
照度の関係はFig. 3のような場合には次式で表され，プ
レート位置により照度差が生じる。実際には，露光機
に工夫をこらすことでプレートの中央と端の照度差を
少なくしているが，それでも高精細印刷では明らかに
問題を生じるレベルである。
B (プレート端の照度) 
= A (プレート中央の照度) ×cosθ×a2／b2

当社PS版はFig. 4に示すような層構成より成っている。
光が原稿ポジフィルム上より照射されると，Fig. 4のよ
うに光の回り込み，およびアルミ基板上での散乱によ
り未露光領域まで光が入ってくる。そのため，ポジPS
版では網点が原稿よりも小さくなる。当社ポジPS版は
感光物としてナフトキノンジアジドを使用しているた
め，光源の輝線と分光感度の関係はFig. 5のようである。
VKでは感光層にFig. 5に示す吸収を有する黄色染料を添
加することで，感光層中における光の拡散を抑制し，露
光量の変化に対する網点サイズの変化を抑制している。
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この結果，Fig. 6に示すようにVKの300L/Inchの網点の
変動が標準タイプのポジPS版VPSの175L/Inchの網点の
変動に近いレベルに，また，VKの500L/Inchの網点の
変動がVPSの300L/Inchの網点の変動のレベルに抑制す
ることができ，多面焼き付け，および加減焼きの作業
性を大きく向上させることができた。また，同時に，
VKでは感光層に黄色染料を添加することで，Fig. 7に
示すようにVPSよりさらに小さな網点を再現できるよ
うになった。

3.2 現像工程における網点再現の変動の抑制
高精細印刷において，リピートものの印刷がむずか

しいことの原因としては，露光量の変動の影響以外に
現像液活性度の変動の影響が挙げられる。当社スタブ
ロン現像システムは，現像液の疲労に伴って現像補充
液を補充し，現像液活性度の変動を標準タイプポジPS
版VPSのグレースケールの変化で±0.5段以内の管理範

囲に抑制しているが，この管理範囲でさえも高精細印
刷の場合にはリピート時に前回と同じような網点が再
現しにくくなることがある。
VKでは，感光層に現像液に対する溶解阻止剤を添加し，
未露光部の溶解阻止性を高めて網点再現のラチチュード
を向上させた。結果をFig. 8に示す。VKの300L/Inchの網
点の変動がVPSの175L/Inchの網点の変動のレベルに，
また，VKの500L/Inchの網点の変動がVPSの300L/Inchの
網点の変動のレベルに抑制することができるようにな
り，現像液活性度の影響を受けにくくすることができ
た。このように，高精細印刷専用ポジPS版VKを用いる
ことで，刷版工程における網点の変動を抑制すること
ができ，標準的なスクリーン線数の刷版の感覚で高精
細印刷の刷版ができるようになった。

4. 印刷工程でのドットゲインの抑制

印刷工程における高精細印刷の問題点として，① リ
ピートものの印刷の色が再現しない，② インキが盛れ
ない，③ 色がすぐに変化してしまう，ということが挙
げられる。原因としては，高精細印刷において網点が
小さくなることで，網点全体での周囲長が増加し，ド
ットゲインしやすくなったこと，また，変動を受けや
すくなったことが挙げられる。そこで，VKでは印刷工
程におけるドットゲインおよびドットゲインの変動を
できるだけ抑制できるようなプレート設計を行った。
ドットゲインは以下の2つの尺度で表すことができる。

(1) ドットゲイン量
網点面積が印刷によってどの程度変化したかを

定量化するもので，印刷物上の網点スケールの網
点部濃度 (Dr) とベタ濃度 (Ds) から，次式で計算さ
れる評価量である。

ドットゲイン量 (%) = {(1－10－Dr)／(1－10－Ds)}×100
－(フィルム原稿上の網点面積率)

(現像液活性度を標準活性度の現像液に対するVPSグレー
スケール変動で表示)
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Fig. 6 Relation between exposure value and halftone dot
reproduction

Fig. 7   Difference of resolution between VK and VPS

Fig. 8 Relation between activity of developer and dot reduction
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(2) 相対コントラスト値
網点による調子再現性を評価する指標で，次式で

表される。一般に，面積率75～80%近傍での網点の
太りが印刷条件の影響を最も受けやすく検出力が高
い。相対コントラスト値が大きいほど，調子再現性
は良好である。

相対コントラスト値 = (Ds－Dr)／Ds
ドットゲイン量を減少させるには，アルミ基板表面の

粗さが粗くなるような表面処理を行い，保水量をアップ
させることが有効であることが報告されている1) 2)。また
一方で，Fig. 9に示すように感光層の塗布量を少なくする
ことによってもドットゲインを減少させることができる。
VKでは他の性能を劣化させない範囲で感光層を薄く

し，基板としては粗さが低く，かつ緻密なピットを有
するファインマルチグレイン4基板を開発し導入した。
ファインマルチグレイン4および標準タイプのPS版VPS
で用いているマルチグレイン4基板の電子顕微鏡および
AFM=原子間力顕微鏡による観察結果をFig. 10に示す。
感光層を薄くした際に，基板表面の粗さが粗いと，

Fig. 11に示すように印刷した際の網点に素抜けが多く発
生し，かつ網点周囲がきれいに再現されないために網
点の形状品質の劣化が起こり，「がさつき感」のある印
刷物となってしまう。そのため，基板表面の粗さを低
く抑え，粗さの低下による保水量の減少を抑制するた
めに，標準タイプのPS版VPSで用いているマルチグレ
イン4基板よりもさらに緻密なピットにした。VKの感

光層およびアルミ基板を以上のように設計することで，
Fig. 12に示すように標準タイプのPS版よりドットゲイン
量を大きく減少させることができた。
一方，印刷時に色が変化する原因は，印刷機の温度

上昇に伴いインキが流動しやすくなり，ドットゲイン
量が変動することによると考えられる。Fig. 13にインキ
タック値とドットゲイン量および相対コントラスト値
の関係を示す。インキタック値の低下に伴って，ドッ
トゲイン量が増加し，相対コントラスト値が低下する。
VKはVPSよりドットゲイン量が少なく，かつ高い相対
コントラスト値を示すとともに，インキタック値の変

Fig. 10   Grain of FINEMULTIGRAIN4 substrate
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Fig. 9 Relation between thickness of photosensitive and dot
reproduction
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動に伴うドットゲイン量および相対コントラスト値の変
動が小さい。また，Fig. 14にインキベタ濃度と相対コント
ラスト値の関係を示す。一般に，印刷途中における印刷
条件の微妙な変化によりインキベタ濃度が変化するが，
VKはVPSよりも相対コントラスト値が大きく，かつ変動
が小さいために良好な高精細印刷物を安定的に得ること
ができる。以上のように，VKを用いることで印刷中の色
変動も少なくなり，安定した高精細印刷が可能となった。
また，標準タイプPS版VPSより多くのインクを盛ることが
可能となり，高精細印刷を高濃度で行えるようになった。

6. まとめ

刷版・印刷工程での網点の変動要因を調べ，高精細印刷
用PS版として必要な性能を明確にし，新規感光層とファイ
ンマルチグレイン4基板を組み合わせたポジPS版VKを開発
した。VKの開発により，刷版・印刷工程での網点の変動
をPS版自体で抑制することができ，高精細印刷が通常使用
されている標準的なスクリーン線数の印刷の感覚で行える
ようになり，生産性を向上させることが可能となった。
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DIGITAL PLATE SYSTEM (商業印刷用CTP) の開発

近藤　俊一*

DIGITAL PLATE SYSTEM
— Computer-to-Plate System for Commercial Printing —

Shunichi KONDO*

Abstract

A new “Digital Plate System” has been developed as a CTP system for commercial printing. The new
system uses high-speed, sensitized photopolymer technology. The Digital Plate System is comprised of the
plates, processing chemicals, and developer apparatus noted below:

1. Two high-speed photopolymer plates:
Argon laser platesetter use: LPA
FD-YAG laser platesetter use: LPY

2. Developing chemicals:
Developer: LP-D
Replenisher: LP-DR

3. Processing apparatus:
Automatic Developer Apparatus: LP-850P

Both the LPA and the LPY are highly sensitive plates. (Optimum exposure values: LPA: 0.2mJ/cm2; LPY:
0.14mJ/cm2). These plates thus enable imaging with several different platesetters, including the Celic8000CTP
made by FFEI. Further, the LPA and the LPY have high resolution capabilities (2%–98% at 200lpi), as well
as the same good printing performance as conventional PS plates. The developing system, comprised of
exclusive processing chemicals and the LP-850P, enables highly stable processing. As a result of these
superior properties, the Digital Plate System is already being used as a commercial printing CTP by 15
companies, including Matsumoto Inc. and the Falte Co.

UDC 655.226.251.9＋776.19 [773.92]
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1. はじめに

近年のコンピュータおよび通信技術の発展は，印刷
分野においてもデジタル処理による生産性の向上 (プリ
プレス工程，製版工程，印刷工程の全自動化) という大
きな変革の流れを作り，その中で，従来煩雑なフィル
ム作業により行っていた画像の入力および集版をコン
ピュータ上で処理し，そのデジタル情報をフィルムを
介さず，直接レーザーにて印刷版に出力するダイレク
ト製版システム (CTP) の開発が現実的に進展している。
CTPはプリプレス工程の比較的簡単な新聞，書籍などの
用途から始まったが，パ－ソナルコンピュータの飛躍

的な進歩により，煩雑なプリプレス工程のデジタル処
理が可能となったため，カラー商業印刷分野へ拡大し
ている。カラー商業印刷に要求される高画質，高耐刷，
高安定性，簡易処理などの種々の品質を満たすために，
高感度フォトポリマー系を選択し，この系の技術的な
課題，高感度化，網点耐刷性向上を克服してデジタル
プレートシステムを開発した。

2. システムの概要と特徴

本システムの構成は次のとおりである。

(1) 版材
アルゴンイオンレーザー用 : LPA
FD・YAGレーザー用 : LPY

(2) 処理薬品
現像液 : LP-D
現像補充液 : LP-DR

(3) 処理機
自動現像機 : LP-850P

本誌投稿論文 (受理1997年9月8日)
*富士写真フイルム (株) 吉田南工場研究部
〒421-0396  静岡県榛原郡吉田町川尻4000
*Research Dept., Yoshida-Minami Factory
Fuji Photo Film Co., Ltd.
Haibara-gun, Shizuoka 421-0396, Japan



(4) プレートセッター
Celic8000CTP (FFEI製)
他社の種々のアルゴンイオンレーザー，FD-YAG
レーザー使用のプレートセッターで描画可能

フィルム／PS版システムとDIGITAL PLATEシステ
ムの比較をFig. 1に示す。従来の工程と比較し，フィ
ルム作成に要する材料，時間，経費が節約できるほ
かに，焼きボケ，フィルムエッジの問題解消，印刷
での位置合わせ精度の向上，版の焼き付けから現像
までの明室自動化が可能となる。まず，版材はプレ
ートセッター内でレーザー露光され，自動現像機LP-
850P (Fig. 2) 内にて加熱処理，その後，現像処理によ
り非画像部の感光層が溶出されて平版印刷版となる。
本システムで作成された平版印刷版はアルミ支持体
の砂目形状，表面処理，感光層組成などに工夫を施
しているため，通常のPS版と同じ条件で印刷するこ
とができる。

3. 材料開発

CTP化の主目的は生産性の向上にあるので，商業印刷
用といえどもレーザーでの高速描画性 (12,000～
30,000lpm) が求められ，そのため，版材には～数百μJ
の感度が必要になる。また，種々のカラー商業印刷条
件 (枚葉機，輪転機) に耐える，インク着肉性，汚れに
くさ，耐刷力などの印刷適性，および処理安定性性が
要求される。われわれはこのような商業印刷用CTPシス
テムとしての性能を達成するには，現行のPS版に近い
高感度フォトポリマー系が最適と考え，本システムの
開発を行った。
以下，新規に開発した版材材料を中心に，DIGITAL

PLATEシステムの特徴について述べる。

3.1 高感度フォトポリマー版材 (LPA，LPY) 
アルゴンイオンレーザー用版材LPAとFD-YAGレー

ザー用版材LPYは，各レーザーの波長に感応する増感
色素が異なるほかは基本的に同じ層構成，使用材料で
ある (Fig. 3)。マルチグレインされたアルミ基板と光
接着層，光重合層，酸素遮断層から構成され，光重合
層の主成分は光開始系，重合性モノマー，アルカリ可
溶性バインダー，顔料からなる。レーザー光照射によ
り光開始系が活性ラジカルを発生し，モノマーの重合
反応を開始する。モノマーは連鎖重合反応により，モ
ノマー間，モノマー／バインダー間で架橋し，その結
果，アルカリ現像液に不溶な膜となる。高感度な版材
を作るためには，これらの反応の効率 (光開始系の光
開始効率，モノマーの重合速度，バインダーとの架橋
効率など) の高い材料を開発し，組み合わせることが
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Fig. 1   Conventional PS and digital plate system image formation process

Fig. 2   Digital plate processor LP-850P
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必須となる。光開始系は3種の化合物を使用し，レー
ザー光により励起された増感色素が，開始剤，増感助
剤と相互作用し，高効率で活性ラジカルを発生するよ
うに材料設計を行った。LPA，LPYに使用の増感色素
は，励起された増感色素から開始剤への電子移動ある
いはエネルギー移動である反応プロセス1) を解析し，
最も高感度となるように分子設計を行った。また，増
感助剤についても種々の検討を行い，有効ラジカルの
発生量を約2倍に増加する新規化合物を開発した。ま
た，モノマーの重合反応，バインダーとの架橋反応の
効率を高めるため，それぞれの素材の選定には十分配
慮した。
オーバーコート層は主目的として，重合反応を停止

する酸素を遮断するために設けられる。酸素遮断性が
小さいと感度の低下を生じるが，逆にあまりに高すぎ
ると，レーザー走査の際の迷光などによりカブリを発
生しやすくなるので，微細な酸素遮断性の調整が必要
となる。酸素透過性の低いポリビニルアルコールを主
成分として用い，特殊な可塑剤を併用することにより
適度の酸素遮断性を有するオーバーコート層の開発に
成功した。

LPAおよびLPYの分光感度をFig. 4に，特性曲線を
Fig. 5に示した。LPAは10μJ/cm2，LPYは7μJ/cm2で硬
化が始まり，この光量のほぼ20倍の露光量で約10万枚
の耐刷力に達する。したがって，実用の推奨露光量は
LPA 200μJ/cm2，LPY 140μJ/cm2となる。
LPAおよびLPYには，上記の高感度化技術のほかに，

アルミ基板と光重合層の密着を向上させ，網点再現性，
特に小点の付きを良化させるために開発した新規の光
密着層を使用した。Fig. 6にその作用を模式的に示し
た。露光部は，露光により生じた感光層の活性ラジカ
ルが下塗り層の官能基と反応し，化学結合ができるた
め密着が強くなり，一方，未露光部は，現像液の相互
作用により親水性が向上される。Fig. 7に，この光密
着層の有無による現像処理後の版上の網点，5000枚印
刷後の版上および印刷物の網点の付きの比較を示す
が，著しく密着性が向上していることがわかる。この
新規光密着層の開発により，高い網点再現性と印刷で
の汚れにくさの両立が可能となった。

これらの技術により，フォトポリマー型CTPとして
は世界最高水準の感度，良好な網点再現性，印刷適性
を実現することができた。
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Fig. 3   Digital plate LPA and LPY

Fig.4   LPA and LPY spectral sensitivity

Fig. 5   LPA and LPY characteristic curve

Fig. 6   The reaction model of photo-adhesive layer
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3.2 処理薬品 (現像液LP-D／現像補充液LP-DR)
LPA，LPYの現像処理の役割は，オーバーコート層およ

び非画像部の光重合層の溶解除去，非画像部のアルミ基板
の親水化である。オーバーコート層，光重合層の溶解性を
上げ，PS版と同等の処理速度を確保するために，従来のポ
ジ型PS版現像液処方を基に，新規界面活性剤の採用，塩濃
度などの調整等を行い，専用の現像液，現像補充液を開発
した。LP-D／LP-DRでの標準処理条件，特徴をTable 1に，
現像のランニング適性をFig. 8に示す。現在開発されてい
るフォトポリマー型CTPの中では，処理補充量が最も少な
く，かつ最も高い処理安定性を有し、現像液のスラッジも
少ないなどの特徴を有する。

4. システム

LPAはCelic8000CTP (FFEI製) をはじめとするアルゴ
ンイオンレーザー搭載のプレートセッター，LPYはFD-
YAGおよびアルゴンイオンレーザー搭載の種々の方式
のプレートセッターで露光され，専用の自動現像機LP-
850Pで処理され，印刷版となる。通常，プレートセッ
ターと処理機LP-850Pは連結され，明室自動化された製
版システムとなる。

4.1 Celic8000CTP
当社のアルゴンイオンレーザー搭載のインナードラム
型のプレートセッター (Fig. 9) であり，カセットにプレ
ートが100枚まで収納される。本体の中で自動的に合い
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Fig. 7   The effect of photo-adhesive layer to dot qualities (Gutenberg : 2540dpi, 175dpi)

現像液
pH 12.6～13.0
温度 30℃

搬送速度 1100mm／分
処理能力 60版／時 (850×1045mm)
処理補充量 100m�／m2

標準処理条件

特徴
① PS版処理と同等の処理速度
② 補充量が少ない
③ カスが発生しにくい
④ 処理能力 : 1000m2または1ケ月
⑤ 廃液処理 : 現行PS版と同様の取り扱い

廃液は特管産排非該当 (pH12.5以下)

印刷版上 紙上

(現像後) (5000枚印刷後) (5000枚印刷後)

光接着層 2% 5% 2% 5% 2% 5%
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Fig. 8   55% dot area reproduction change

Table 1 Standard Processing Condition of LP-850P and
Performance

Fig. 9   Celic8000CTP (FFEI)
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紙取り，給版が行われ，インナードラムに固定される。
その後，パンチ穴があけられ，レーザー露光後，自動
現像機へ送られる。最大画像サイズは1,045×850mmで
あり，A4, 8面付けの編集ができる。また，1,219／
1,828／2,438dpiの3種の解像度が装備されているので，
出力線数に応じ，適切な解像度が簡単に選択できる。

4.2 自動現像機 (LP-850P)
LPA，LPYはレーザー露光後，LP-850Pに送られ，加

熱処理，現像，水洗，ガム引き，乾燥工程を経て印刷
版となる (Fig. 10)。
光重合系は光照射によりラジカル重合が開始される

が，光照射後も光重合層内のモノマーの生長ラジカル
が完全に消失しないため，後重合が起こる (Fig. 11)。
完全にラジカル重合反応が終了するには数時間を要
し，この間，光重合層の硬化は少しずつ進行する。
CTPは露光がレーザー走査により行われるため，版

材面内に露光～現像までの時間差ができる。また，各
プレートセッタ－で版の搬送方式が異なるため，書き
込み終了～現像までの時間差を生じる。これらの時間
差による硬化度のバラツキ (網点の面積率，耐刷性の
バラツキ) を防止し，プレート内，プレート間の性能
の均一化を図る目的で，加熱処理により後重合を促進
する方法を採用した。加熱条件の許容範囲は80℃～
120℃と広いが，LP-850PではIRセラミックヒーター，
ガイドワイヤーによる非接触方式にて，温度100±
10℃，最高到達温度で10秒間，熱がかかるように設計
されている。

4.3 製版品質
光重合は酸素による重合阻害および後重合による影

響を受けるため，網点のハイライト部は細り，シャド
ー部が太る。その結果，S字の調子再現性曲線となる。
CTPにおいては，コンピューターのソフト上で網点の面
積を任意に補正すること (キャリブレーション) が可能
であり，所望の印刷物を作成するために通常の操作と

して行なわれる。Fig. 12にLPYの調子再現性曲線 (補正
無し，および1：1に補正したもの) を示す。LPA，LPY
は網点がシャープであり，200線で2～98％の網点の再
現が可能である。また，網点面積が版材の経時や処理
条件により変化しないので，キャリブレーションが容
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Fig.10   LP-850P cross-sectional view

Fig. 11   Later-polymerization of LPA

Fig. 12   LPY tone reproductions (Gutenberg : 2540dpi, 175lpi)
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易であり，一度設定したキャリブレーションの条件で
常に安定した網点品質が得られる。

4.4 印刷適性
当社での印刷評価に加えて，数社の枚葉印刷機，商

印用輪転機で印刷テストを実施した。同一印刷機で
PS版と同時に印刷したが，同じ印刷条件で印刷可能
であり，インキ着肉性，汚れにくさ，カラー画像品質
などのいずれの性能においてもほとんど差が認められ
なかった。
LPA，LPYは光重合系を利用した印刷版であり，露光

により，重合，架橋などの化学変化が生じ，耐刷性な
どの機械的強度を向上させている。LPAおよびLPYは標
準露光量で約10～15万枚の印刷が可能であることを確
認した。また，実際のユーザーの使用においては，20
万枚，プレートセッターの性能が高く露光量が十分与
えられる場合には，30万枚の耐刷性があることが証明
された。さらに，LPA，LPYはバーニング処理により耐
刷性が約2倍に向上する。

5. まとめ

高感度フォトポリマーを利用した，高感度，高品質
の一般商業印刷用CTPシステムを開発した。本システム
は現在，Celic8000CTP／(LPAまたはLPY)／LP-850Pとい
う組み合わせで (株) マツモトとFALTH社 (スウェーデン)
にて稼働しており，また，他社のプレートセッターと
の組み合わせでは22社において使用されている。今後，
ますます広がるものと期待している。
商業印刷分野のダイレクト化は始まったばかりであ

り，総合的にみれば，データの蓄積，運用，描画速度，
版材，および処理の安定性など解決すべき課題も多い。
これらの課題を順次解決していくことにより，この分野
のデジタル化の流れは一層大きくなるものと思われる。

参考文献

1) B. M. Monroe etal., Chem. Rev., 93, 435 (1993)
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Basic Technologies of FIRST PROOFTM

—“Thin-layer Thermal Transfer” and “VR SCREENTM”—
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and  Akihiro SHIMOMURA*

Abstract

We developed a new DDCP (Direct Digital Color Proof) system as “FIRST PROOF” which is low-cost
and has press-like halftone dots on press stock paper. It utilizes three basic technologies. The first technology
“Thin-layer Thermal Transfer (3T)” is a new high resolution recording system where the thin colorant layer
of 0.3µm thick is transferred imagewise to a heat adhesive receiving layer. The second technology
“LOUVER” is a dot-size-modulating method using a thermal head. The third technology “VR SCREEN” is
a new screening method to avoid a color variance in a gray color image with four colors in a thermal
halftone imaging system. It is also effective for any dot-size-modulated color printing systems using a low-
resolution printing head.

FIRST PROOF has the features to fit DDCP. (1) The color spectrum is the same as press printing because
the pigment is similar to the press printing. (2) The image appearance is the same as a press printing due to
the image is transferred to stock paper. (3) The highlight dots can be confirmed with a microscope because
the gradation is controlled by dot-size. (4) The device cost is low due to it uses a thermal head instead of a
high-cost laser head. These features are realized to use 3T, LOUVER and VR SCREEN technologies.
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1. はじめに

近年，製版のデジタル化の進展に伴い，デジタルカ
ラープルーフ (DDCP) のニーズが高まってきた。DDCP
は，最終印刷物の仕上がり見本であり，ワークステー
ション上の製版データがクライアントの指示通りにで
きているかどうかの確認ツールである。したがって，
限りなく印刷物に近いことが求められる。色だけでな
く質感の近似性も必要となる。また，製版データ作成
ミスのチェックのためハイライトのドットの有無をル
ーペで確認できるべきである。
FIRST PROOFは，当社アナログカラープルーフColor
ArtTM同一の顔料インクにより，光源によらない印刷物
色近似性を実現，LOUVER方式とVR SCREENにより
印刷物に近似した網点を形成しドット確認性を実現，

さらに画像をラミネータで本紙転写することにより印
刷物との質感近似性も実現した。

本誌投稿論文 (受理1997年8月25日)
*富士写真フイルム (株) 富士宮研究所
〒418-8666  静岡県富士宮市大中里200
*Fujinomiya Research Laboratories
Fuji Photo Film Co., Ltd.
Oonakazato, Fujinomiya, Shizuoka 418-8666, Japan

Fig. 1   FIRST PROOFTM system
It contains a printer unit (upper) and a laminator unit (lower).



システムはFig. 2に示すようにプリント部，ラミネー
タ部からなる。プリント部では，インクリボン上の顔
料インクをサーマルヘッドによりドット面積を変調し
ながらレシーバシートに転写する。これを面順次で4色
繰り返すことでカラー画像を得る。ラミネータ部では，
画像が形成されたレシーバシートと任意の本紙を重ね
あわせて熱ローラを通すことにより，画像が本紙に転写
されて本紙上にカラー網点画像を得ることができる。

従来，DDCPの実現方法には，Table 1に示すように大
きく3つの方式があった。第1の方式は，イメージセッ
ターと同等の1200dpi～4000dpiの高解像度レーザーによ
り実網点を形成するレーザー熱転写方式である。第2の
方式は，濃度階調の写真調画像をカラーマッチング
(CMS) を用いて印刷物に近似させた昇華型熱転写方式
である。また，第3の方式は，ドットの個数と面積の組
み合わせによる面積階調とCMSで色を近似させたイン
クジェット方式である。

これらは，DDCPとして十分なものではなかった。レ
ーザー熱転写方式は，プリント速度を達成するために搭
載する複数個のハイパワーレーザーがとても高価であ
る。昇華型は，濃度階調のため，ハイライトデータチェ
ックのためのドット確認ができない。インクジェット方
式はディザパタンが目立つうえに，ドット確認もできな
い。色材色相が印刷インクと異なるため，本来，単色の
データに他の色を混ぜなければ同一色相が表現できない
ためである。FIRST PROOFはこれらの課題すべてを克
服し，第4の方式のDDCPとして市場導入した。
本報では，安価なシステムで網点画像を実現した

「FIRST PROOF」の解説と，そのキー技術となった，
新開発の記録方式「薄膜熱転写方式」と新開発のス
クリーニング方式「VR SCREEN」について報告する。

2. FIRST PROOFTM

FIRST PROOFTMは，高価なレーザーを使わずにレーザ
ー方式と同様の網点階調表現をねらった。この目標を実
現するため，レーザー相当の高解像力を有する新規記録
方式である「薄膜熱転写方式 (3T)」と，安価なサーマル
ヘッドを使ってドットサイズを変調できる「LOUVER方
式」とを組み合わせた。さらに，色の安定性を実現する
ために新しい網点配列の「VR SCREEN」を考案した。こ
の方式によって，低コストの昇華型熱転写プリンターの
メカを流用して，網点階調画像をプリントできた。
Table 2にFIRST PROOFの仕様を示す。300dpiという低い解
像度のヘッドにもかかわらず，20μmの微小ドットが形成
できるため，ハイライトからシャドウまで連続網点階調が
表現できている。主な特徴は以下の4点である。①印刷同
様の顔料インク利用により，スペクトルがほぼ印刷インク
に等しく，光源色によらず印刷物色近似性が高い (Fig. 3)。
②本紙転写するため，印刷物質感近似性が高い。③網点階
調再現のため，ハイライトデータの有無をルーペで確認で
きる。④昇華型熱転写用のサーマルプリントエンジンが使
えるため，昇華型プリンター相当の低コストを実現できる。
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方式 レーザー熱転写 昇華型熱転写 インクジェット FIRST PROOF

階調方式 実網点 濃度 ディザ 網点

装置コスト × ○ ○ ○

ドット確認性 ○ × × ○

ノイズ ○ ○ × ○

本紙 ○ × × ○

画像形成方式 薄膜熱転写
解像度 300dpi
階調 各色 (YMCK) 256階調
階調再現方式 VR SCREENによる面積階調再現
プリント時間 307秒
ラミネータ転写時間 110秒 (FAST)

A3WL／309×496mm
レシーバ種類／記録サイズ A3W／309×449mm

A4W／309×249mm
J : 日本Jカラー用

プルーフリボン種類 A : 北米SWOPカラー用
E : 欧州EUROカラー用

カラーマッチング
印刷用紙種別，ドットゲイン量等
によりLUT選択

インターフェース SCSI
外形寸法 1065 (W) × 970 (D) × 1180 (H) mm

Thermal printer Heat laminator

Thermal head

Invert

Receiver sheet
Stock paper

Color : Pigment same as Press Appearance : Paper
Gradation : 3T+LOUVER Low-cost : Thermal head

Toner ribbon
Receiver sheet

Wavelength (nm)
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FIRST PROOF
Dye-sublimation
Press printing

Fig. 2   Printing procedure of FIRST PROOFTM

Table 1   Comparison of DDCP System

Table 2   Specifications of FIRST PROOF

Fig. 3 Reflectivity spectrum of gray image of FIRST PROOF
compared with press printing and dye-sublimation. FIRST
PROOF is similar to press printing.
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3. LOUVER方式

安価なサーマルプリンターを利用して面積階調の網
点を表現するため，従来，溶融熱転写材料を使用した
網点プリント方式が提案されていた1) 2)。当社からも
LOUVER方式が提案されている3)。この方式をFig. 4に示
す。サーマルヘッドは細かい分解能で副走査方向 (図中
縦) に連続的に走査する。この時，サーマルヘッドのヒ
ーターに通電するタイミングを図のように制御するこ
とにより，記録されるドットのサイズが変調される。
通電時間が短い場合，ヒーター内に温度分布ができて
中央部が先に暖まるため，ヒーターサイズより小さい
ドットを形成できる。通電制御方法は昇華型熱転写と
同様であるが，特徴は，ドットによりタイミングが半
位相ずれている点，ヒーターの副走査方向の長さが短
い点，記録媒体の特性が2値である点である。
LOUVER方式は，安価なサーマルヘッドでレーザー

同等の網点を印刷できるはずである。従来，高品位網
点ができなかったのは，記録材料の解像力が不足して
いたためであると考え，高解像力をもつ薄膜熱転写方
式の材料との組み合わせを検討した。

4. 薄膜熱転写方式 (3T)

薄膜熱転写方式はドットのエッジのキレが鋭いため，
ドットの輪郭が明瞭になり，DDCPに求められる高精度
の記録に適する。Fig. 4に記載したような80μmのヒー
ターを用いても，ハイライトで25μm程度の小さいドッ
トを安定に形成することができた。シャドウでは長さ
10μm以下の非常に細いドットが形成できた。この結果
をFig. 5の写真に示す。溶融熱転写はドットのエッジが
にじんでおり，完全な2値になっていないのに対し，薄
膜熱転写はドットのエッジがはっきりしており，完全
な2値になっていることがわかる。図示しないが，昇華
型熱転写は濃度変調でありドットは見えない。

4.1 薄膜熱転写方式の記録原理
インクシートおよび受像シートの構造とサーマルヘ

ッド加熱記録の様子をFig. 6に示す。トナー層の加熱部
分と受像材料との接着力が，加熱部分と非加熱部分と
の剪断力以上となることにより画像は形成される。一
見，溶融転写と似ているように見えるが，記録メカニ
ズムはまったく異なる。溶融転写は，サーマルヘッド
の熱により溶融インキ粘度が著しく減少し，溶けたイ
ンキが部分的に受像紙へ接着する。これに対して，薄
膜熱転写は熱によるトナー層の溶融粘度変化は小さく，
熱による受像層の接着力変化によりトナー層が受像層
側に全層転写される。このようなメカニズムであるた
め，ON/OFFの2値記録となる。したがって，薄膜熱転
写の画質決定要因は，記録後の剥離時の力バランスコ
ントロールである。

dots

Highlight

Mid-tone

Shadow

signal

Micro-scanning

Thermal head 75µm

80
µm

off
  on

off
  on

3T
薄膜熱転写

WAX
溶融熱転写

Highlight Shadow

Fig. 4 LOUVER method
The dots length on paper is depend on the micro-scanned
length while signal is on.

Fig. 5 3T (Thin-layer Thermal Transfer) vs. WAX transfer
3T is higher resolution system than WAX transfer.



4.2 トナー層設計指針
溶融転写方式で使用されるインキは，ヘッド加温時

の剪断力が小さい割にドットサイズが大きい。これは，
ワックス中に含有される顔料の量がバインダーの量と
比較してきわめて低く，その結果，必要発色濃度を得
るためには膜厚を1～5μm程度と厚くしなければなら
ない点にある。そこでわれわれは，これらの問題を解
決するために，材料として顔料を高濃度に分散可能な
ポリマーバインダーを選択した。また，ポリマーの凝
集力は一般的にワックスより大きいため，高濃度に顔
料を含有させることによる破断応力低下をねらった。
結果的には膜厚は小さくなり，破断応力もさらに低下
する。トナー層は，ポリマーバインダーであるポリビ
ニルブチラール樹脂に，印刷で使用されるフタロシア
ニン系シアン顔料を高濃度 (約50%対バインダー比)
に分散させたものを，PETベース上に塗布して作成し
た。膜厚は0.3μmしかないが，透過濃度は0.6もある。

4.3 受像層設計指針
受像材料は，支持体上にクッション層および受像層が

層設された構造とした。受像層は，顔料比アップによる
温度に対する接着性が低下されたトナー層を接着させる
熱特性が必要であり，膜の粘弾性温度特性が非常に重要
となる。ここでは受像層素材にブチラール樹脂を用いた。

4.4 画質決定因子
トナー層および受像層に対する転写剥離機構における

画質決定因子をFig. 7に示す4)。① トナー層膜厚T，② ト
ナー層内の凝集力Cs，③ トナー層／受像層間の記録後
の接着力A2*，④ トナー層／トナー支持体間の記録後
の接着力A1*，が重要な因子となる。最小ドット面積S
を小さくする (解像力を高める) ためには，式に示すよ
うにT, Csを小さく，(A2*—A1*) を大きくすればよい。

4.5 画質決定因子の最適化
トナー層膜厚Tに関しては，薄層化につれて解像力は

格段に良化する。そのため，できる限りバインダーを
少なくして顔料比率を高め，トナー層膜厚を0.3μmに
抑えた。Table 3に示すように，色材層膜厚が1μm以上
ある溶融熱転写との大きな違いである。

トナー層内凝集力Csを低下させるには，トナー層中
のバインダーを凝集力が低い素材にすればよい。Fig. 8
にポリビニルブチラールに各種バインダーをブレンド
したときの解像力と破断応力の図を示した。比較的，
バインダー分子間の相互間力の低いポリオレフィン樹
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Fig. 6 Recording procedure of thin-layer thermal transfer system
The feature is the thin toner pigment layer and heat
adhesive receiving layer.

Fig. 7 Image quality factors in transfer and peeling mechanism
T is thickness of toner layer. Cs is cohesive force in toner
layer. A2* is adhesive force between toner layer and toner
base after recording. A1* is adhesive force between toner
and receiver layers after recording. S is area of dot. The
smaller S is better.

Table 3 Physical Property and Components of Toner Layer
Compared with Wax Thermal Transfer
3T is thinner than wax.

Fig. 8   Resolution vs. breaking stress of various binders

S＞4πT2Cs2／(A2*–A1*)2

Pigment 45wt% 10wt%

Polymer binder 45wt% —

Wax — 70wt%

Others 10wt% 20wt%
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脂が，解像力の数値が低く，良い結果となっている。
トナー層／受像層間の印画前後の接着力変化

(A2*–A1*) は重要因子である。トナー層の加熱部分と受
像層との接着力A2*Sが，加熱部分と非加熱部分との間
の剪断力4πT2Cs2と，トナー層とトナー支持体の接着力
A1*Sの和以上となることによりドットが形成されるた
めである。印画前後の接着力変化 (A2*–A1*) を大きく
するために，受像層のバインダーであるポリビニルブ
チラールの分子量を6000～30000まで変化させることに
より，弾性率 (印画時温度150℃想定) と接着強度をコン
トロールした。印画時の弾性率が低くなるほど接着強
度が強くなり，解像力が良化して階調性が向上するこ
とが分かる (Fig. 9)。
以上のように最適化した薄膜熱転写方式の材料を

FIRST PROOFに適用した。

5. VR SCREEN

LOUVERと薄膜熱転写の組み合わせにより安価な
DDCPができることを示したが，これだけでは4色混合
色の色再現性が不十分であることが分かった。これを
解決するために，何種類かの新たな網点配列方式 (スク
リーニング方式) を検討し，VR SCREENを開発した。
VR SCREENはサーマルプリンターにとどまらず，広く
一般の低解像度プリンターにも適用できる方式である。
5.1 色ずれの発生
前述の色再現性の問題を色ずれと呼ぶ。色ズレの発

生メカニズムをFig. 10で説明する。すべて色のドット配
列が等しい場合，4色を完全に重ね合わせると図の左下
のように各色はKに完全に遮蔽されるため，完全な黒に

見える。ところが，右下の図のように，たとえばM色の
レジストレーションがわずかでもずれると，Kのドット
の陰からMのドットが顔を出し，赤色がかって見えるよ
うになる。面順次のプリンターのメカで，紙送り方向
である副走査方向 (図の縦方向) の精度を向上して色ず
れを解決することは，実際には非常に困難である。こ
の現象はインクジェットや溶融熱転写でも発生するが，
エッジのノイズに隠れて目立ちにくくなっている。

この対策をとるために，一般印刷で使われている網
角度のコンセプトを参考にする。色版ごとにスクリー
ンの角度を変えて，元々重なっているドットと重なっ
ていないドットを発生させて，重なり方が一律になら
ないようにしている。レジストレーションがずれた場
合，ミクロには色が変わるが，マクロに見ると全体的
な色は変わらない。網角度は，サーマルヘッドの主走
査方向の解像度が300dpiしかないFIRST PROOFには適
用できない。網角度を30度ごとに変えるためには解像
度が2000dpi程度必要なためである。

5.2 ランダム配列
そこで，主走査方向解像度を一定にして，副走査方向

だけでドット重なり率が一律にならないように工夫をし
た。まず，副走査方向のドット位置をランダムにした。
これをFig. 11に示す。図の下の左右を比較すればわかるよ
うに，色ずれの問題は回避できたが，Y以外の色で画像が
ざらついて見えるという問題が発生した。また，ドット
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Fig. 9 Adhesive force and range-of-gradation vs. elasticity rate of
receiving layer
The lower elasticity rate is better.

Fig. 10 Normal dot layout produce the color variance depending
on the registration accuracy.



の始まるタイミングが副走査方向にドットごとに異なる
ため，階調制御が複雑になるという問題も発生した。

5.3 副走査方向ドットピッチ変更
次に，副走査方向の各色のドットピッチを変える方

法を試した。 Fig. 12に示すように，ミクロにはさまざ
まな色が現れているため，マクロには色ずれが発生し
なかった。ところが，横縞模様が発生した。いわゆる
スクリーンモアレに相当するもので，横方向にロゼッ
タパターンが無限に続いた状態である。よく調べると，
横縞のピッチは各色のドットピッチの最小公倍数に相
当することがわかる。この問題に関して，3色の場合に
は同様の事例が報告されていて5)，結果的に最小公倍数
を極限まで小さくした比率を選択して対応している。
4色でも横縞ピッチを細かくして目立ちにくくするこ

とが考えられる。実際には約0.25mm以下になれば許容
できる。そこで，最小ドットピッチPminを300dpi (85μm)
に固定すると，最小公倍数ピッチをPlcmとした場合，

Plcm／Pmin≦3
であれば良い。また，最大ドットピッチPmaxが粗くなり
すぎると画像がにじんでしまうため，

Pmax／Pmin≦2
になるようにした。この条件を満たす自然数4つの組み
合わせを計算した結果をFig. 13に示す。図に示すように，
許容範囲に解がないことがわかった。 Pmax許容範囲内
で最もPlcmを小さくできる組み合わせは，

K : C : M : Y = 10 : 12 : 15 : 20 (順不同)
Plcm／Pmin = 6

であることがわかる。この時の縞周期は0.49mmとなる。

5.4 VR SCREEN
そこで横縞を目立ちにくくする別の対策として，横

縞をとぎれとぎれにする方法を考案した。結果的には千
鳥配列の主走査方向のピッチを色ごとに変えて，1 : 2 : 1 :
2 とすれば横縞がとぎれることがわかった。

副走査ピッチ比率 = 10 : 12 : 15 : 20
主走査ピッチ比率 = 1 : 2 : 1 : 2

以上のように，副走査方向と主走査方向のドットピ
ッチの各色の比率を特定の組み合わせにすることによ
り，色ズレを防止することができた。このスクリーニン
グをVR SCREEN (Varied Resolution Screen) と名付けた。
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Fig. 11 Random dot layout avoids color variance, but seems sandy. Fig. 12 Varied resolution in sub-scanning direction can avoid
color variance, but has unacceptable conspicuous
horizontal stripe.

Fig. 13 Calculated results of maximum and LCM for 4 integers
The best combinations are 10 : 12 : 15 : 20.
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5.5 VR SCREENの拡張
以上述べたVR SCREENは4色すべてのドットピッチ

を変化させているが，特定の条件で3色にしても同様の
効果を得られる場合がある。最も目立ちにくい色であ
るY色の副走査ドットピッチをK色と同じにすると，最
大ドットピッチPmax/Pmin=1.5とできるため，Pmaxをさら
に減らすことができ，画像のにじみがさらに改善でき
る。Y以外に適用すると縦縞が目立ってしまって使えな
いが，Yだけには特異的に使える。先程のランダム配列
でざらついて見えないのもY色だけであり，困ったと
きにはYに禁じ手を適用すればよい。FIRST PROOFに
はこの拡張VR SCREENを搭載した。この例をFig. 15に
示す。
VR SCREENとその拡張の効果を確認するため，Fig. 16

にこれらの工夫をした後の許容範囲図を示す。VR
SCREENの主走査ドットピッチ比率は，Plcm/Pminの許容
範囲を広げる効果がある。また，拡張VR SCREENは，
3種の自然数の組み合わせになるため，解を増やす効果
がある。Fig. 15に示した以外にさまざまな解がある
ことがわかる。

5.6 プリンタへの適用
VR SCREENをプリンタに搭載するのは非常に簡単で

ある。昇華型のプリンタの記録ヘッド制御回路はその
まま用いて，途中に解像度変換回路と千鳥抜きのマス
キング回路を挿入するだけである。この回路のタスク
はFig. 17に示すような簡単な乗算，加算，AND処理だ
けである。

VR SCREENは，以上のような熱転写プリンタに限
らず，ドット面積で階調を表現する低解像度ヘッドを
有するプリンターすべてに適用できる。たとえば，イ
ンクジェットプリンター，電子写真プリンター，軽印
刷用のリスフィルムや刷版用プロッターなど，応用範
囲は広い。
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Fig. 14 VR SCREEN avoids the color variance and the horizontal
stripe.

Fig. 15 Modified VR SCREEN to reduce the maximum pitch from
2Pmin to 1.5Pmin. This is applied to FIRST PROOF.

Fig. 16 Calculated results of maximum and LCM of 3 integers are
added to that of 4 integers. The ideal rates are
10:12:15:20 (6,2), 10:12:15 (6,1.5), 12:15:20 (5,1.7) and
3:4:6 (4,2). The acceptable rates are 15:20:24:30 (8,2),
21:24:28:42 (8,2), 35:40:56:70 (8,2), 30:35:42 (7,1.4),
21:24:28 (8,1.3), 12:14:21 (7,1.8), 15:20:24 (8,1.6) and
35:40:56 (8,1.6).
＊ remarks : rate (Plcm/Pmin, Pmax/Pmin)
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6. まとめ

非常に解像度の高い薄膜熱転写方式を考案し，サー
マル面積階調方式のLOUVER方式と組み合わせて，サ
ーマルヘッドによる網点プリンターを考案した。さら
に，薄膜熱転写の記録メカニズムを解析し，薄膜熱転
写材料を最適化した。この方式をカラープルーフに応

用するために，4色カラープリントで問題となる色ずれ
を回避するためのVR SCREENを考案した。
薄膜熱転写方式，LOUVER方式，VR SCREENを適用

して，網点で階調を表現できる安価なDDCP，FIRST
PROOFTMを商品化できた。
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中性子イメージングプレートBAS-NDの開発
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Development of “BAS-ND” Imaging Plate
for Neutron Detection

Kenji TAKAHASHI*,  Seiji TAZAKI*,  Keiko NERIISHI*   and  Masahiro ETOH**

Abstract

BAS-ND is a new type of imaging plate (IP) that has been developed for neutron detection. BAS-ND is
sensitized by Gd2O3 converter particles; these particles efficiently absorb neutrons and emit internal
conversion electrons that excite photostimulable BaFBr:Eu2+ phosphor particles that are dispersed around
them in the phosphor layer. This report describes the structure, imaging characteristics, and some
application examples of BAS-ND. This new type of IP can be read by ordinary BAS readers has extremely
superior characteristics compared with conventional neutron image receptors. For example, BAS-ND
enables a wide dynamic range, high sensitivity, and high resolution. Thus BAS-ND is expected to enlarge
the scope of applications in all technical fields that employ neutrons, including neutron radiography,
neutron diffraction, etc.. 

1. はじめに

さまざまな元素に対する中性子の吸収･散乱係数はX
線とはまったく異なり，原子番号の小さな水素やリチ
ウムで比較的大きな値を持つ。一方，X線の場合のよう
な原子番号との系統的な対応関係は存在せず，金属元
素の中にも吸収･散乱係数の比較的小さなものもある。
非破壊検査や構造解析の分野でX線では検出不可能な対
象に対して有効な場合があり，一部で利用されている。
しかし，従来は高感度かつ高分解能な検出器 (→構造解
析用としては定量性も必要)がなかっただけでなく，原
子炉や加速器などの大がかりな中性子源を用いる必要
もあり，X線ほど一般的なものにはなっていない。

輝尽 (PSL＝Photostimulated Luminescence) は，X
線，電子線，紫外線などの放射線で蛍光体を励起し
て発光させた後，発光波長よりも長波長の光を照射
することによって減衰していた発光が一時的に強く
なる現象であり，この現象を示す蛍光体を輝尽性蛍
光体という。イメージングプレート (IP) は輝尽性蛍
光体を用いた二次元放射線検出器であり，1983年の
医療診断用システムである富士コンピューテッドラ
ジオグラフィー (FCR＝Fuji Computed Radiography)
の世界初の商品化を端緒とし，理化学実験用途の
BAS (Bio- imaging  Analyser  Sys tem)，FDL (Fuj i
Digital Luminography) などの開発，IPおよびシステ
ムそれぞれの改良，などによって，医療診断分野，
生化学分野，X線結晶構造解析分野，透過型電子顕微
鏡分野などでの利用が一般化してきている。その大
きな特長は，広範囲にわたる応答の直線性と高感度
性，大面積かつ高分解能の実現，デジタル系への適
合性，などである1 ) 2)。
富士写真フイルム (株) ではIPを中性子検出に用い

る最初の試みに協力し，その結果は1989年に報告さ
れている3)。その後，日本原子力研究所との共同研究
として系統的な実験を行い，中性子用としても上記
の特長を備えた優れた二次元検出器となることを明
らかにした4)。これは中性子検出器としては画期的な
性能であり，中性子ラジオグラフィーや中性子回折･
散乱装置に大きな影響を与えることは必至である。
この成果を土台として1997年6月に中性子検出用IPで
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あるBAS-NDを商品化した。ここではその原理，特
長，そして応用例などについて紹介する。

2. 中性子IPによる画像形成の原理

2.1 IPを用いた放射線画像形成
通常のIPは，支持体，BaFX : Eu2+  (X＝Br, I) 輝尽性蛍
光体 (平均粒径は5μm前後) を用いた蛍光体層，表面保
護層などから構成されている。蛍光体層は輝尽性蛍光
体を有機バインダーで結合･保持したものであり，50～
300μm程度の厚みを持つ。バインダー素材としては各
種の合成高分子素材が用いられる。
IPに放射線を照射すると蛍光体結晶中に吸収放射線

エネルギーに比例した多数の電子･正孔対が生成され
る。電子と正孔はすぐに再結合してEu2+の励起状態か
らの発光を起こすだけではなく，それと同時に電子
は蛍光体中に最初から形成されているF+中心にトラッ
プされて準安定状態であるF中心を生成し，正孔は
Eu2+イオンにトラップされる (撮影)。次にF中心が吸
収する波長の光である赤色レーザ光でIP面上を二次元
走査すると，トラップされた電子は解放されてEu2+に
トラップされた正孔と再結合し，Eu2+の励起状態から
の発光が起こる5)。この光を光電子増倍管によって電
気信号に変え，デジタル化して画像情報を得ること
ができる (読取)。IPには読み取り後でも多少のエネル
ギーが残存しているが，全面に消去光を照射して撮
影前の状態に戻すことができるので，繰り返し使用
が可能である (消去)。

2.2 中性子IP
中性子はそれ自身の持つエネルギーにより，速中性

子，熱中性子，冷中性子などに分類されるが，ここで
はラジオグラフィーや回折実験に通常用いられる熱中
性子を指すものとする。中性子は電離作用を持たない
ため，その検出には中性子との核反応で電離放射線を
放出する元素をコンバータとして利用することが行わ
れてきた。中性子に対する吸収係数が特異的に大きい
natGd (天然の同位体組織を持ったGd) を金属箔の形でフ
ィルムとコンタクトして用いる直接撮影法，放出され
る二次放射線のエネルギーが非常に大きい6LiFをZnS :
Ag蛍光体と混合した蛍光板を撮影する間接撮影法，3He
を用いた気体比例計数管エリアディテクター法，など
がその実例として挙げられる。Table 1に中性子検出に
広く利用される核種とその反応を示す。なお，全散乱
断面積の値は波長1 の中性子に対するものである。

2.1に示した通常の構成のIPでは中性子の吸収は少な
い。検出効率を飛躍的に増すためには，上記のような
中性子コンバータを蛍光体層へ導入することが有効で
ある。中性子と反応したコンバータから放出される電
離放射線である二次放射線は周囲の原子を電離してエ
ネルギーを失う。natGd，6Liからの画像形成に主に関与
する二次放射線の蛍光体層内での飛程を計算で求めた
ところ，いずれも数10μm以内に入っており，中性子検
出器として十分な位置分解能が期待される。
Fig. 1 にコンバータとしてGd2O3および6LiFの微粒子

を蛍光体層に混入して実験的に作成した Gd-IPおよびLi-
IP (コンバータ／蛍光体比および蛍光体層厚を変更した
もの) の波長2, 3 の中性子吸収と輝尽発光量の関係を
示す6)。Li-IPの多くはGd-IPよりも強い輝尽発光を示す
が，これは発生する二次放射線のエネルギーの違いを
反映したものである。したがって，natGdから出る二次放
射線で輝尽中心の生成に主として寄与するのはγ線で
はなく内部転換電子であると言える。また，同一の中
性子吸収効率ではGd-IPとLi-IPのいずれの場合もコンバ
ータ比の低いものほど強い輝尽発光を示す。これはコ
ンバータ比が高くなると発生した二次放射線のコンバ
ータ自身による吸収が多くなり，エネルギーロスが多
くなるためであると考えられる。

2.3 中性子画像形成プロセスと画質決定因子
中性子IPを用いた画像形成プロセスとその際の画質決

定因子をFig. 2に示す6)。励起過程を除けばX線画像形成
と同一である。X線の場合と同様のシステムノイズの考
察から，構造ノイズが無視できる低線量条件下では，
二次放射線のエネルギーの小さなGd-IPの場合でも中性
子数のゆらぎに起因する成分が支配的になると考えら

42 中性子イメージングプレートBAS-NDの開発

核反応 全散乱断面積 二次放射線の種類とエネルギー
(バーン) (MeV)

10B (n, α) 7Li 2100 α:1.47 7Li : 0.83
3He (n, p) 3H 3000 p :0.57 3H : 0.20
6Li (n, α) 3H 520 α:2.05 3H : 2.74
natGd (n, γ, e) 17000 γ: 0.3, 0.4, 1.2   e : 0.074, 0.034

Fig. 1 The relationship between the neutron absorption efficiency
and the PSL of the experimental Gd-IPs and Li-IPs

Table 1   Converter Elements for Neutron Detection



れる。したがって，コンバータによる中性子吸収とそ
こから放出された二次放射線による蛍光体励起の効率
は画質を決める要因として最も重要なものと言える。
具体的にはGd2O3コンバータ粒子とBaFBr : Eu2+蛍光体粒
子をBa/Gdモル比がほぼ1になるように混合した系が最
善の結果を与えることが示されている7)。
中性子IPは使用している蛍光体の特性からγ線にも感

度を持っている。この影響を取り除くために通常のIPを
重ねて使用してサブトラクション処理を行うことも試
みられている4)。

3. 中性子回折への応用の試み

中性子回折実験に良く使用されてきた二次元検出器
であるガス封入型比例計数管と中性子IPの特徴をTable 2
にまとめた。比例計数管は微分型ディテクターであり，
放射線検出ごとに出る電気パルスを計数するために計
数率の限界がある。積分型の中性子IPでは計数率には特
に限度はない。逆に，ダイナミックレンジはIPでは5桁
程度であるのに対して，比例計数管では特に限度はな
い。このように計数率と，ダイナミックレンジはこれ
らのディテクターで相補的であると言える。
中性子IPの位置分解能はその層設計と読取条件で決ま

るが，100μmあるいはそれ以下の分解能は十分に得ら
れる。比例計数管では，封入ガス (コンバータ) 中での
二次放射線の飛程が1mm程度であるので，これが分解
能の限界となる。実際の比例計数管では2mm程度の分
解能が限界である。

実際に中性子回折のデータ取りを行う際には，ダイ
ナミックレンジは5桁で充分実用的であるため，中性子
回折において中性子IPは圧倒的に有利なディテクターで
あると言える。また，中性子ラジオグラフィーに用い
られる写真フィルムとGd箔をコンタクトする検出方法
は分解能の点では優れているが，直線性が悪くダイナ
ミックレンジも狭い。さらに，中性子検出効率が中性
子IPと比較して2桁程度劣ることもあり，実験時間の観
点でも中性子回折の実用には適さない。
日本原子力研究所の原子炉 (JRR-3M) の生体物質中性
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Fig. 2   The image formation process and the image quality factors by means of the IP for neutron detection

• 固定ノイズが無視できるほど小さい場合、もっとも小さいnXの段階が画質に一番影響する。
• X線画像形成との比較から推測すると、n1とn2が系のノイズを決める。

中性子IP ガス比例計数管
検出器としての基本形式 積分型 微分型

計数率 最大限度 : 特になし 104～105cpsが限度
ダイナミックレンジ 5桁 最大限度 : 特になし

位置分解能 100µm程度 最良～2mm

Table 2 Comparison of the Characteristics between Neutron IP
and Gas Proportional Counter



子回折計BIXに，試作した中性子IPをセットし，リゾチ
ームの単結晶からの単色中性子回折像を得た例をFig. 3
に示す。このような生体物質の中性子結晶構造解析で
は微弱なブラッグ斑点を数千個集めなければならない
ので，中性子IPの高分解能性と検出器が試料を見込む立
体角を大きくすることを可能にする湾曲性が大きな威
力を発揮する。日本原子力研究所ではすでに中性子IPを
装備した生体物質専用の結晶構造解析用中性子回折計
BIX-IIが稼働し，活躍している。

Fig. 4はAl2O3粉末の中性子回折パターンである。中性
子回折は単結晶の構造解析のみではなく，粉末構造解
析の分野でも有力な手段となることが期待される。

4. BAS-NDの層構成と基本特性

上記の日本原子力研究所との共同研究の成果をもと
に，中性子ラジオグラフィーへの応用を念頭に置いて

BAS-NDの開発を行った。ここではその層構成と基本特
性を示す。

4.1 層構成
Fig. 5にBAS-NDの構造の概要を示す。基本構造は従

来の高鮮鋭度タイプBAS用IP であるBAS-SRに準じ，中
性子に感度を持たせるため蛍光体層にコンバータを混
合している。コンバータとしては酸化ガドリニウム
(Gd2O3) を選択した。Gd2O3は，① 中性子を効率よく吸
収して蛍光体を励起させる放射線を発生する核反応を
起こすこと，② 蛍光体中への混合が容易なように蛍光
体と同レベルのサイズの粉体であること，③ 発光光吸
収による感度低下がないように白色であること，の条件
をすべて満たす物質である。2.2の試作IPに用いた6LiFは
輝尽発光量を稼げるものの，中性子吸収の点では大きく
劣っており，低線量時の画質が落ちると考えられる。
蛍光体 (BaFBr : Eu2+) とコンバータ (Gd2O3) の比率は

2.3に示した理由から蛍光体中のBa原子とコンバータ中
のGd原子がモル比1 : 1となる組成とした。蛍光体層を
厚くすれば中性子吸収効率は高くなるが，読取光の蛍
光体層内での拡がりが大きくなり，分解能が低下する。
この読取光の拡がりを抑えて分解能を高くするためには，
蛍光体層への読取光を吸収するが発光光は吸収しない着
色剤の添加が有効である。BAS-NDは中性子ラジオグラ
フィーに対応できるように，読取ピッチ50μm／25μmに
最適化した蛍光体層厚と着色剤量とした。表面保護層
はIP表面の強度を保つとともに中性子の吸収･散乱，読
取光･発光光のぼけをなるべく小さくするために6μm厚
のPETを採用した。IP裏面は読取装置内の搬送のために
磁気吸着層を付設している。
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表面保護層 : PET 6µm

蛍光体層 : 約135µm
BaFBr : Eu2+Gd2O3
(Ba : Gd = 1 : 1)

密度 : 3.5g/cm2

支持体 : 190µm
黒色PET

裏面保護層 : PET 25µm

Fig. 3 The monochromatic neutron diffraction image of a single
crystal of lysozyme (Provided by Dr. Niimura, Advanced
Science Research Center, Japan Atomic Energy Research
Institute)

Fig. 4 Neutron diffraction pattern of Al2O3 powder (Provided by
Dr.Niimura, Advanced Science Research Center, Japan
Atomic Energy Research Institute)

Fig. 5   Structure of BAS-ND

磁気吸着層 : 135µm
ソフトフェライト



4.2 MTF
Fig. 6にBAS-NDのMTFを示す。MTFは中性子を吸収

するボロンカーバイトタイル (B4C，厚さ10mm) のエッ
ジ照射プロファイルより求めた。照射は日本原子力研
究所の原子炉JRR-3Mからの中性子 (λ＝2.2Å)，読取は
BAS5000 (読み取りピッチ25μm) で行った。

4.3 放射化の影響
中性子照射により，放射化してノイズを増加させる

可能性があるBAS-NDの構成元素はGd (コンバータ)，
Eu  (蛍光体)，Mn (磁気吸着層) である。日本原子力研究
所においての実験でもこれらの半減期にほぼ対応する
影響が観測されている。しかし，放射化の影響による
ノイズとなる発光量は中性子による本来の発光量の10-5

から10-6と桁違いに小さいため，実使用ではほとんど無
視できる。ただし，きわめて強い中性子を照射してし
まった場合は，ノイズの観点ばかりでなく放射線管理
上も留意する必要が生じることは言うまでもない。

5. 中性子ラジオグラフィーへの応用

5.1 中性子ラジオグラフィーの特徴
中性子ラジオグラフィー(NRG : Neutron Radiography)

は，X線やγ線と同様に物質の透過像を得る技術であり，
中性子の吸収特性 (水素やボロンなど，特定の元素で吸
収係数が大きく，鉄やアルミニウムなどの金属の吸収
係数が小さい) を利用して，特に金属容器内の高分子材
料の検出などに使われてきた。また，最近では医学や
農生物学分野の研究にも広がり始めている。

5.2 従来法
5.2.1 中性子源
中性子源は，大きく原子炉，加速器 (サイクロトロン

など)，放射性同位元素 (RI) に分けられる。得られるエ
ネルギーも広い範囲を持っているが，NRGでは主に熱
中性子が利用される。
5.2.2 中性子撮像方法
X線フィルムを用いた直接法，間接法，およびCCDカ

メラと蛍光コンバータを用いたリアルタイム検出法が
ある。ここでは現在主流である，X線フィルム直接法に
ついて簡単に解説する。
中性子はフィルムには直接作用しないため，下記の

方法がとられる。CdやGdの金属箔 (厚さ約25μm) をコ
ンバータとしてX線フィルム上に密着配置し，中性子を
コンバータに照射し，二次放射線としてコンバータか
ら発生する電子線でX線フィルムを感光させる。この方
法は感度の点から長時間の照射を要し，またダイナミ
ックレンジの狭さから，照射条件，現像条件の微妙な
差により，適正な画像を得るためには繰り返しの撮像
が必要であった。

5.3 BAS-NDの利用
5.3.1 BAS-NDの特徴
すでに述べたように，BAS-NDは高感度で，かつ広ダ

イナミックレンジなので，写真フィルムに対し，約1／10
の照射時間で中性子透過画像が得られる。そのため，
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Fig. 6   MTF of BAS-ND

Fig. 7 Examples of a neutron radiograph (a) and an X-ray radiograph (b) of the same subject
(Provided by Prof. Kobayashi, The Institute for Atomic Energy, Rikkyo University)

(a) (b)



限られたマシンタイムの中で，データの収集のスピー
ドと質を飛躍的に向上させることが可能となる。
Fig. 7に立教大学原子炉で撮影したNRGの一例を示す

(a)。X線フィルムを使用した場合は約900秒の照射時間
を要するが，BAS-NDを用いた場合は90秒の照射時間で
鮮明な画像が得られた。 また，比較例として同様のサ
ンプルを用いたX線透過画像も同時に示した (b)。検出
される内部構造の違いが一目瞭然である。また，BAS-
NDにより得られた画像はデジタル情報であるため，
階調処理や画像演算などが可能なことも大きな利点で
ある。
5.3.2 各分野への応用
中性子ラジオグラフィーはその特徴を活かし，航空

機関係，宇宙工業，自動車工業，芸術･美術，医学分
野など，さまざまな分野で利用される。Table 3に期待
される応用例を示す。

6. まとめ

このように，BAS-NDは中性子によるラジオグラフィ
ーと計測のすべての分野に応用可能な中性子エリアセ
ンサーである。中性子は，その発生源の制約から一般
に広く普及した実験手段とは言えないが，X線によるラ
ジオグラフィーや計測を補完して非常に有益なデータ
を提供するポテンシャルを持っている。BAS-NDの商品
化によって現有の中性子源の有効性が拡張され，新た

な用途が切り開けること，特に，その高感度性を活か
した可搬型の微弱線源の活用と利用範囲の拡大が進む
ことを期待している。
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中性子IPの開発とその応用に関する共同研究のパート
ナーであり，本報をまとめるにあたって多大なご協力
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センター生体物質中性子回折研究グループリーダー) と
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応用分野 例

航空機関係 タービンブレードやハニカム構造材の非破壊検査
宇宙工業 固体ロケット，火工品の非破壊検査
自動車工業 燃料燃焼動作，エンジンの検査
原子力工業 金属配管等の非破壊検査
芸術・美術 文化遺産や絵画の非破壊検査

医学分野
癌腫瘍検出，中性子捕獲療法によるボロン検出，
などの研究

Table 3   Examples of Application of BAS-ND
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1. はじめに

近年，CT (Computed Tomography) やCR (Computed
Radiography) などのデジタルモダリティの登場により，
高品質なデジタル画像情報の取得が可能となった。90
年代に入り，コンピュータおよびネットワーク技術の
飛躍的な進歩とあいまって，医療分野でのデジタル画
像機器の普及が急速に進みつつある。アナログ画像に
ないデジタル画像の最大の特徴は，コンピュータによ
る解析処理がきわめて容易に適用できることである。

この特長を生かし，医療画像データに含まれている画
像情報を解析し，診断に有用な情報を抽出し医師の診
断に利用することがコンピュータ支援診断技術
(Computer Aided Diagnosis : CAD) のねらいである。本論
文では，乳房CR画像を対象としたコンピュータ支援診
断システムに関し，乳がん候補陰影の抽出処理アルゴ
リズム，および診断支援処理機能を搭載した実験システ
ムの概要とその臨床評価結果について述べる。

1.1 コンピュータ支援診断技術
コンピュータ支援診断技術をその支援機能の面から

分類すると以下のようになる。
①マーキング：異常と疑われる陰影を検出して，マー
クをつけることにより医師に注意を喚起する機能

②画像計測：画像の特徴量や定量尺度を算出し提示
することにより，病変の鑑別診断などの支援を行
う機能

③画像分類：画像の特徴量を用いて，異常／正常とい
った判断結果を提示する機能
また，これらの機能を実現するためのサポート機
能として次のようなものがある。

④セグメンテーション：目的とする処理に必要な部
位を自動的に切り出す前処理機能

⑤画像変換：医師が診断しやすい画像，あるいは計
算機が認識しやすい画像に変換する機能

⑥3次元表示：CTなどの3次元画像データを診断目的
に応じた形で表示する機能

これらの技術課題に関する研究の歴史は意外に古く，
1970年代にすでに胸部結核陰影や塵肺に関する研究が
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乳房CR画像を対象としたコンピュータ支援画像診断システム
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Computer-aided Diagnosis in CR Mammography

Hideya TAKEO*,  Kazuo SHIMURA*,  Hidefumi KOBATAKE**

and  Shigeru NAWANO***

Abstract

The experimental CAD (Computer-Aided Diagnosis) system has been developed, which assist the
radiologist to diagnose breast cancer using CR mammography. New image processing methods to extract
tumor and clustered microcalcifications have been developed and implemented in the CAD system. A new
filter called Iris Filter realizes reliable detection of tumor candidates regardless of their size and their contrast
against their background on mammograms. For detecting microcalcifications a new method based on
mathematical morphology has been developed. Clinical study showed that the radiologists can detect breast
cancer shadow more correctly with this CAD system.
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精力的に行われている。しかし，当時の研究のねらい
は，医師の診断をコンピュータに置き換えようとする
“自動診断”を目指したものであった。コンピュータ支
援診断とはこのような“自動診断”ではなく，あくま
で，コンピュータにより読影医の診断をサポートする
ことにある。

2. 乳房X線画像におけるコンピュータ支援診断

2.1 Ｘ線画像による乳がん診断
欧米ではすでに乳がんが社会的な問題となっている

が，最近では，日本においても乳がんの患者数が増大
の傾向にあり，今後，乳がんの診断や治療レベルの向
上がきわめて重要とされている。マンモグラフィ (乳房
X線画像) は乳がんの早期発見に対して最も有効な手段
であるが，その画像診断は複雑な画像的特徴を見分け
ることが要求され，診断現場では見落としや拾いすぎと
いったケースが避けられない。米国による統計的な資料
によれば，マンモグラフィによる乳がんの診断では約10～
30％の見落としがあり，さらにマンモグラフィによっ
て乳がんの疑いが持たれた患者の中で生検の結果，70～
90％の患者は正常であると報告されている1)。このこと
から，診断性能の向上と医師の負担軽減が期待される
コンピュータ支援診断技術 (CAD) に大きな関心が寄せ
られている。

2.2 乳房CR画像用コンピュータ診断支援システム
米国および国内において，乳がんを対象とした乳房X

線用コンピュータ診断支援システムに関するいくつか
の研究が行われている。それらの多くは，土井らに代
表されるようにX線写真フィルムをフィルムスキャナー
でデジタル情報とした後，コンピュータで解析し，解
析結果を画像上にマーキングして医師の読影の際に注
意を喚起するといったものである2)。われわれは，CRを
用いることにより高品質なデジタル情報を直接取り込
むとともに，従来のコンピュータ支援の考えをさらに
一歩進め，検出アルゴリズムにより抽出された乳がん
候補陰影に対し，画像処理を施して診断しやすい画像
を表示することにより，さらなる検出率向上をねらい
とした実験システムを開発した。以下に，乳がん陰影
認識アルゴリズムおよび乳がん診断支援システムの概
要を紹介する。

3. 乳がん陰影検出アルゴリズム

3.1 乳がんのX線所見と認識アルゴリズム
乳がんはX線画像上， Fig. 1に示す腫瘤影 (Tumor) お

よび微小石灰化 (Microcalcification) というきわめて特徴
的な2種類の所見として検出することができる。腫瘤は
概略，滑らかな半球形状をしており，腫瘤影の中心部
分に向かって濃度が徐々に下がっている。一方，微小
石灰化は，鋭いパルス状の陰影であり，その輪郭はぎ
ざぎざしている。特に，微小石灰化像はマンモグラフィ
によるがんの早期発見の上で最も重要な所見であると
言われている。以上のように，乳がん陰影認識処理と

いっても，腫瘤影認識処理と微小石灰化認識処理はまっ
たく異なるアルゴリズムになるため，Fig. 2に示すよう
に2つの独立した検出アルゴリズムからなる構成となっ
ている3)3)。

Fig. 1 Tumor and microcalcifications in mammogram

Fig. 2 Breast cancer detection algorithm

3.2 腫瘤影検出処理
乳がん腫瘤は乳房組織内にがん組織が発達したもの

であり，投影像である X線画像上には中心部が最も濃
度が低く，周囲に行くに従って徐々に濃度が高くなる
ような陰影として映し出される。しかしながら，がん
組織の種類，がん陰影の発生場所などにより陰影の形
状やコントラストはさまざまなバリエーションがあり，
腫瘤陰影のみを正しく指摘するためには腫瘤陰影に関
する高度な知識と経験が必要となる。このような高度
なパターン抽出を計算機アルゴリズムとして処理させ
るため，Fig. 3に示すように乳がん腫瘤の疑いのある候
補陰影をいったんもれなく拾い上げた後，各候補陰影
に対し，腫瘤影か正常影かの判別処理を行って，腫瘤
影である可能性の高い候補陰影を抽出する方式を採用
している。以下にその概要を述べる。

Fig. 3 The breast tumor detection algorithm



3.2.1 アイリスフィルタによる腫瘤影の抽出
乳がん腫瘤陰影は，その周辺から中心に向かうに従

って濃度が低くなる特徴を持っている。すなわち，腫
瘤内の各画素の濃度変化の勾配を表すベクトルを考え
ると，勾配ベクトルの方向は中心付近へ向かっている
ということができる。一方，血管陰影のように細長い
陰影では勾配ベクトルの方向は一点に集中するような
ことはない。したがって，局所的に勾配ベクトルの向
きを評価し，特定の点に集中している領域を抽出すれ
ば腫瘤陰影の候補となる。以下に具体的なアルゴリズ
ムを示す。
(1) 勾配ベクトルの算出
勾配ベクトルの向きθはFig. 4に示すように5×5のマ
スクの外周上の画素値を用いて，X方向，Y方向の濃
度変化量を求め，その比から次式を用いて算出する
ことができる。

(2) 勾配ベクトル集中度の算出
各画素ごとに求まった勾配ベクトルの角度情報か
ら，以下の式により集中度を定義することができる。

Fig. 5に示すように，注目画素を中心に半径Ｒの円を
仮定し，円内にある各画素に対し，各画素と注目画素
とを結ぶ直線とその画素における勾配ベクトルのなす
角θを求め，角度θの余弦の平均値を求めることによ
り算出する。すべての画素が中心を向いている場合は
集中度Cは1となり，すべての画素が中心と正反対の
方向を向いている場合は－1となる。集中度が正の値
を取れば集中性を示しているということができる。腫
瘤影では高い集中度が現れるのに対し，血管などの線
に近い部分はベクトルの向きが一定方向に偏るため，
腫瘤に比べて集中度は低くなる。すなわち，このフィ
ルタは通常の差分型のフィルタに比べ，乳腺や血管

などの影響を受けず，腫瘤影を精度良く抽出できる。
また，勾配ベクトルの傾きの大きさではなく，集中度
で判別しているため，高コントラストの腫瘤陰影も，
厚い乳腺組織に重なった低コントラストの腫瘤陰影も
同様に抽出できるという優れた特徴を持っている。

(3) 適応型集中度評価フィルタ
実際のアルゴリズムでは，前章で述べた集中度評価
フィルタをさらに改良したフィルタを採用してい
る。この改良型フィルタは，Fig. 6に示すように，注
目画素を中心として11.25度ごとの32方向の放射線上
の画素のみで集中度の評価を行う。このとき，各方
向で最大の集中度を与える画素までの出力値をその
方向の集中度とし，各方向の集中度を平均して注目
画素の集中度としている。適応的集中度評価フィル
タは次式により定義される。

cosθ
j
はj番目の放射線上にあり，注目画素からi番目に

当たる画素での集中性評価値であり，R
max
とR

min
とは抽

出しようとする腫瘤影の半径の最小値と最大値であ
る。この式で集中度を評価する領域は，人間の目の虹
彩 (iris) が外界の明るさに応じて拡大縮小する様子に似
て，勾配ベクトルの分布に応じて大きさと形状が変化
する。これがアイリスフィルタ (iris filter) という名称の
由来である。フィルタの大きさと形状を適応的に変化
させることにより，腫瘤の大きさや形状に左右されな
い検出力を達成することができる。Fig. 7に，乳房X線
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Fig. 4 Gradient vector calculation mask

Fig. 5 The concentration factor calculation mask

Fig. 6 The iris filter mask



画像にアイリスフィルタを施した画像例を示す。

Fig. 7   Original x-ray image and its iris filtered image

(4) 腫瘤候補陰影の抽出
アイリスフィルタ処理画像に対してしきい値処理を
施し，腫瘤候補陰影を抽出する。いったん，候補陰
影を抽出した後，アイリスフィルタにおいて，集中
度が最大となる位置が腫瘤影の辺縁に一致すること
を利用し，正確に腫瘤影の形状を抽出する。具体的
には，候補領域内の各画素のアイリスフィルタ演算
における集中度が最大となる位置をプロットし，こ
のプロットされた点に対して，外側から収縮する
Snakesアルゴリズムを適用ことにより候補陰影の形
状を決定している。

3.2.2 特徴量評価による候補陰影の絞り込み
(1) 腫瘤影判別のための特徴量
アイリスフィルタで抽出される陰影には乳がん腫瘤
以外の正常組織が含まれており，これらを取り除く
必要がある。医師は以下に示す腫瘤影の形態的特徴
を利用して読影を行っており，処理アルゴリズムの
場合も同様に各候補陰影に対し，これらの特徴に対
応する物理特徴量を算出して総合的に判断すること
により，腫瘤影の可能性の高い陰影のみを抽出する
ことができる。
①腫瘤陰影辺縁は不整である。
②概円形に近い形状である。
③腫瘤内部の濃度分布は均一ではなく，凸凹して
いる。

なお，物理特徴量としては，形状の広がり度を表す
パラメータ，濃度ヒストグラムに対する分散，平均
値，角モーメント，アイリスフィルタの集中度が最
大となる位置をカウントアップした画像に対する同
時生起行列の相関，分散，和エントロピー，差エン
トロピー，逆差分モーメント，といった計9種類の
特徴量を用いている。

(2) 統計的手法を用いた腫瘤影と正常影の判別
各候補領域に対して得られた9つの特徴量から，統
計的手法により腫瘤影の可能性が高い陰影のみを抽
出する。各候補は，各特徴量に対応した9つの特徴
軸(feature axis) からなる9次元空間内の座標x = (x1, x2,
x3, ..., x9) として表現することができる。このとき，
腫瘤影パターンに類似したパターンは9次元空間内で
腫瘤影パターンの近傍に位置すると考えることがで
きるため，腫瘤影パターンからの距離を指標とする
ことにより候補陰影の悪性度判定を行うことができ
る。距離の指標としてはユークリッド距離が最も代
表的であるが，今回のように各パターンがある分布
を持っている場合においては適していない。そこで，
パターンの広がり具合を考慮したマハラノビス距離
を用いて腫瘤影と正常影の識別を行った。マハラノ
ビス距離とは，分布の中心から共分散行列Σで表さ
れる超楕円体の重み付けを行った距離ということが
でき，以下の式で定義される。

このとき，ｘは入力ベクトルを表し，ｔは転置を表
す。また ，Σiはパターンクラスｗiの共分散行列，
Σi

-1はΣiの逆行列である。また，ｍiはパターンクラ
スｗiの平均値である。正常影と腫瘤影との判別に利
用する場合，1つの入力パターンxに対してパターン
クラスw1 (正常影)，パターンクラスw2 (腫瘤影) まで
の距離がそれぞれ算出できるため，2つの距離d1(x)，
d2(x)から次式にて特性値confを算出し，しきい値と
比較して大きい場合は腫瘤影，小さい場合は正常影
と判断する。

3.3 微小石灰化のクラスター検出処理
石灰化陰影とは乳房組織中に存在するカルシウムを

主成分とする数百ミクロン程度の微細な粒である。特
に，早期の乳がんは腫瘤陰影を呈さず，微小石灰化ク
ラスタとしてＸ線画像上に現れるものもあり，微小石
灰化の検出は乳がんの早期発見の点できわめて重要で
ある。
石灰化像は，デジタル画像上では背景に比べて小さ

な濃度値を持つパルス状の領域に相当する。このよう
な形状のパターン検出には一般に微分処理が用いられ
ることが多いが，本アルゴリズムでは石灰化像のサイズ，
形状，濃度分布などを良く保った検出が可能であるモフ
ォロジー演算を応用したフィルタを用い，石灰化像を抽
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出している。また，乳がんに起因する石灰化の場合，石
灰化陰影がクラスタ (群れ) 状に存在することが知られ
ている。そのため，Fig. 8に示すように，石灰化抽出処
理を行った後，単位面積当たりの石灰化陰影の密度情報
をもとに石灰化クラスタを抽出している。

Fig. 8 Calcification detection algorithm

3.3.1 モフォロジー演算の基本型
モフォロジーは，一般的にはN次元空間における集合

論として展開されるが，直感的な理解のために2次元の
濃淡画像を対象として議論する。濃淡画像を座標 (x，y)
の点が濃度値f (x，y) に相当する高さを持つ空間とみな
す。簡単のために，その断面に相当する1次元の関数f
(x) を考える。モフォロジー演算に用いる構造要素gは原
点について対象な関数であり，次のような定義域 (－m,
－m＋1,…,－1, 0, 1, …, m) 内で値が0とすると，モフォ
ロジー演算の基本型は次のようになる。

①

②

③

④

すなわち，Fig. 9に示すように，dilationとerosionは注
目画素を中心に±mの幅の中の最大値，あるいは最小値
そのものである。openingは，最小値探索の後に最大値探
索を行う演算である。直感的には，画像データを座標 (x，
y) の点が信号値f (x，y) に相当する高さを持つ空間とみ
なすとき，低信号側から信号局面を滑らかにし，マスク
サイズ2mより小さい凸部を取り除くことに相当する。

Fig. 9 Morphology operation for grayscale image

一方，closingは，最大値検索の後に最小値を検索する
演算で，高信号側から信号局面f (x，y) を滑らかにし，
凹部を取り除くことに相当する。

3.3.2 微小石灰化像の抽出
(1) 多重直線構造要素を用いたopening処理
モフォロジー基本演算のうち，opening処理により信
号の凸部を平滑化できることを利用し，openingによ
る平滑化画像と原画像との差分を求めることによ
り，石灰化陰影を抽出することができる。しかしな
がら，円盤といった単純な構造要素を用いた場合，
石灰化陰影に加えて，乳腺や血管などの線状陰影も
同時に抽出されてしまうため，方向性を持った複数
の直線構造要素からなる多重直線構造要素を用いた
opening処理を行なっている。多重直線構造要素によ
るopening処理は以下の式で定義できる。

このとき，xは原画像，ｙはopening処理画像である。
ここで (i，j) は座標点，Bk，k=1, 2, ...8はFig. 10に示
す直線構造要素，XBkは構造要素Bkによるopeningを
意味する。

Fig. 10 Multiple structuring elements

一般には，opening処理により小さな凹みは削られ
て平滑化される。しかし，構造要素が直線であれ
ば画像上に細長い突起状の細長い陰影が存在して
も，構造要素の向きとその陰影の向きが一致して
いれば，opening処理を施しても線状陰影はそのま
ま残る。そこで，あらゆる方向の直線構造要素を
用いてopening処理を行い，それらの中の最大値を
求めたものを多重直線構造要素によるopening処理
画像ｙとした。この処理により，画像ｙにはあら
ゆる方向の細長い陰影が削られずに残ることにな
り，次式で表される原画像との差分画像には石灰
化陰影のみが残ることになる。

(2) しきい値処理による石灰化陰影の抽出
原画像とopening画像の差分画像ｚに対して，し
きい値処理を行うことにより石灰化陰影を抽出で
きる。このとき，次式に示すように，座標点 (i，
j) に適用されるしきい値ｈ (i，j) は撮影およびCR
の読取に関するパラメータに基づき決まるしきい
値f (S，L) に対し，g (i，j)，d (i，j) の補正を行

dilation : [f    Gs](i) = max {f(i–m),···, f(i), ···, f(i+m)}

erosion : [f    Gs](i) = min {f(i–m), ···, f(i), ···, f(i+m)}

opening : fg = (f    gs)    g

closing : f g = (f    gs)    g

y(i, j) = maxx
Bk (i, j)

k   1, 2, ...8∈�

z(i, j) = x(i, j) – y(i, j) 

B1

B2

B3B4B5B6B7

B8
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い決定される。

なお， g (i，j) はopening処理が原理的に持ってい
る濃度傾斜部での石灰化のコントラスト低下を補
正する項であり，d (i，j) はビームハードニングな
どによる石灰化のコントラスト低下を補正する項
である。

(3) クラスタ領域抽出
石灰化抽出画像をもとに画像中の石灰化分布密度を
調べ，1平方cm内の石灰化像が5個以上存在する領域
をクラスタ領域として抽出している。

3.4 検出アルゴリズムの性能評価
国立がんセンター東病院の外来患者の乳房CR画像

1212画像を用い，乳がん陰影検出アルゴリズムの性能
評価を行った。結果をTable 1に示すが，表中のTP (True
Positive) とは真の異常影を正しく異常と指摘した割合で
あり，FP (1画像あたりのFalse Positive数) とは1画像あた
り，誤って異常を指摘した数である。
検出アルゴリズムは，総合的な性能という点では誤

検出(FP) が多く､医師の検出能にはるかに及ばないが，
TPに限って言えば，先に延べた医師の見落とし率 (10～
30%) と比較しても良好であり，診断支援という観点か
ら十分意味のある情報が抽出できているということが
できる。また，文献などから推定される他の研究機関
の性能と比較しても充分優れた性能と思われる。

Table 1 Performance of Breast Cancer Detection Algorithm

ＴＰ ＦＰ

腫瘤影 90.5％ 1.30領域／画像

検出処理 (188／208 領域) (1577領域／1212画像)

微小石灰化 89.2％ 0.36クラスタ／画像

検出処理 (115／128 クラスタ) (443クラスタ／1212画像)

4. 乳房ＣＲ画像用コンピュータ診断支援システム

先に述べたように，本システムは検出アルゴリズム
により抽出された乳がん候補陰影に対し，画像処理を
施し，診断しやすい画像を表示することにより，読影
時の検出率を向上させることをねらいとしている。
Fig. 11に本システムにおける処理の概要を示すが，検
出処理の性能だけでなく，検出結果の情報を用い，い
かに診断しやすい画像を提供できるかが，システムの
ポイントと考える。なお，この実験システムはFig. 12
に示すようにCAD処理を行うコンピュータ，および2
台の高精細CRTから構成される。以下，各処理の概要
を述べる。

Fig. 11 Diagram of digital mammography CAD system

Fig. 12 Configuration of experimental CAD system

(1) 異常候補陰影検出処理
システムに送られてきた乳房CR画像データを，先に
述べた乳がん候補陰影抽出アルゴリズムにより処理
し，候補領域の位置と大きさに関する情報を求める。

(2) 候補領域の拡大強調処理
原画像に対しては，CRシステムにて通常行われる階
調・周波数処理を施して表示する。腫瘤影候補領域
に対しては，腫瘤影の周波数成分に対応した低周波
強調処理を行い，また，微小石灰化候補領域に対し
ては，石灰化陰影領域をモフォロジー処理により抽
出し，石灰化領域のみに高周波数成分の強調処理を
行なった後，高γ階調処理を施す。さらに，以上の
処理が施された矩形候補領域に対し，1.5～2倍程度
の拡大処理を施し表示する。

(3) 画像表示処理
通常，乳房の撮影は1患者の左右乳房に対し，それ
ぞれ正面画像 (Cranio-Caudal View : CC View) ／斜位
画像 (Medio-Lateral Oblique View : MLO View) の撮影
が行われ，合わせて4枚のX線画像が得られる。フィ
ルムで診断を行う場合，この4枚をFig. 13に示すよう
にシャーカステンに並べて比較読影をすることによ
り診断を行う。このとき，左右の乳房画像は胸壁側
を中心側にして隣り合うように並べることにより，
左右の乳房の比較読影が容易となる。
本システムでは，画像表示用に2台の高精細CRT (解
像度：1728×2304画素) を有しており，各ＣＲＴは
左乳房用・右乳房用として機能させることにより，

h(i, j) = f(S, L) – g(i, j) – d(i, j)  
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シャーカステンでの読影と同様に左右乳房の比較読
影に適した表示が可能となっている。また，Fig. 14
に示すように，診断支援情報としては異常候補陰影
の位置と大きさを示す枠 (白枠：微小石灰化，黒
枠：腫瘤影) を画像に重畳して表示するとともに，
候補領域を拡大強調処理した画像を，乳房と重なら
ないように画像の周囲に配置した画像を表示するこ
とによって読影のサポートを行っている。なお，マ
ウス操作により，マーキングなしの画像と，マーキ
ングおよび拡大表示された画像の表示が切り替わる
構成となっている。さらに，CRTの対話表示機能を
利用し，読影者の意図に応じて対話的に表示画像の
コントラスト／濃度／強調度／拡大率を変化させる
ことができる。これらの対話処理は，淡い腫瘤影や
極めて微小な石灰化を観察する際に特に効果を発揮
する。

Fig. 13 Film layout of mammograms

Fig. 14 Image display format of mammography CAD system

5. 乳房診断支援システムの臨床評価

われわれが開発した実験システムの臨床価値を評価
するために，乳がんの検出能に関するROC (Receiver

Operating Characteristic) 評価実験を行った4)。ROC評価と
は，信号検出理論に基づく評価解析手法であり，視覚
的，心理的評価でありながら計量的客観性を持った優
れた画像評価法である5)。ファントム画像だけでなく，
実際の臨床例を用いた評価が可能であるため，評価結
果は実際の読影における検出能を良く反映していると
言われている。また，ROC評価結果からシステムの検
出能に対応する指標を求めることができ，この指標を
利用した統計的有意差検定を行うことにより，システ
ム間の有意差を調べることができる。

5.1 評価方法
国立がんセンター東病院の5名の研修医により，がん

症例43人，正常例43人の合計86人・344枚の乳房CR画像
データを，従来システム (CRフィルム画像) および診断
支援システムを用いて読影を行った。読影者は画像を
観察し，がんと思われる位置を指摘するとともに，そ
の確信度 (がんを否定できない，たぶんがん，絶対がん)
を判断する。続いて，評価結果からAFROC解析によっ
てROCカーブを求めるとともに，ROCカーブ下の面積
(A1)を指標としてｔ検定により比較する読影システムの
有意差解析を行う。また，読影に要した時間を測定し，
診断効率の点での評価も合わせて行った。

5.2 評価結果および考察
読影実験から得られたROC評価結果をFig. 15に示す。
CADシステムと単純フィルム読影の結果の比較から，
CADシステムを用いることにより，単純フィルム読影
よりも統計的に有意な差を持って診断能が向上するこ
とが解った。さらに，CADシステムの読影時間は単純
フィルム読影を下回り，診断効率の点でも向上できる
可能性を示した。

Fig.15 Result of ROC study



6. まとめ
本論文では，乳房CR画像を対象としたコンピュータ

支援診断システムに関し，乳がん候補陰影の抽出処理ア
ルゴリズム，および診断支援処理機能を搭載した実験シ
ステムの概要とその臨床評価結果について紹介した。
今回の臨床評価などを通じて，乳がん抽出アルゴリ

ズムの性能は診断支援機能として有効な領域に入って
きており，医師の診断能や診断効率を向上できること
が明らかになった。特に，異常候補陰影の情報に基づ
き，画像をより診断しやすい形で表示するという本シ
ステムのコンセプトは，コンピュータ支援診断の新し
い可能性を示しているといえる。最近のPCの技術進歩
には目を見張るものがあり，PCレベルのコンピュータ
でも複雑なCAD処理が実用時間内で処理することが可
能となってきている。今後，本コンピュータ支援技術
が医師の診断に広く用いられ，乳がんの早期発見に寄
与することが期待される。
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Development of Index Printer for APS MINILAB

Syuuji TAHARA*  and  Toshihiko NARITA**

Abstract

The authors have developed a photo finishing apparatus, which includes an index printer, for APS
(Advanced Photo System) film. The index printer is incorporated directly within the “MINILAB”
processing apparatus. One of the special characteristics of APS film is that information can be
recorded on its magnetic layer. With an APS index printer, therefore, it is not only necessary to
print the film images, but also to display on these images the character information that has been
recorded on the magnetic layer. The newly developed apparatus is a digital printer that employs an
LED (light emitting diode) light source and an exposure method that uses an LCD (liquid crystal
display) panel. Because the digital printer is incorporated within the MINILAB, it can print directly
onto CLP (photographic-printing color paper). As a consequence, a commercially viable index
printing system that has a low initial cost and low running cost has been developed for the APS
MINILAB system.

1. The LED light source
A high-luminance, reflection-type LED is used as the light source. The reflection-type LED

has several times the brightness (power) of conventional LEDs; moreover, when several
reflection-type LEDs are lined up together, there is little light-source blurring (shading).
Further, by carefully designing the reflection mirror, almost parallel light beams can emitted.
This makes the reflection-type LED an ideal light source for LCD exposure systems, as such
systems require parallel light beams.

2. The LCD-panel exposure method
For the exposure portion, a 1.35 inch, high-resolution monochrome LCD panel has been

employed. This panel is used within projection TVs, and has a 16 : 9 aspect ratio. Exposure is
performed by enlarging the projected R, G, B light sources, one by one. By adopting a sequence
whereby 5 frames are exposed per one line of index print, a resolution of around 300 dpi × 250
dpi has been assured.

The exposure unit (index printer unit) of the newly developed system has been designed to be
small and compact. This makes it possible to incorporate the system within a small-type MINILAB.
The new system also enables both index printing and film printing onto the same paper, and on the
same APS-film paper pass; further, it is easy to inspect the agreement between the index print and
the film-image print.
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1. はじめに

Advanced Photo System (APS) ではフィルムがカートリ
ッジに入ったまま返却される。フィルム内容を確認す
るためには画像の一覧が可能なインデックスプリント
が必須アイテムであり，これをいかに低価格でユーザー
に提供できるかがAPS普及のための重要な課題となる。
本機では次のデザインコンセプトを基に開発を進めた。

(1) 人手をかけずにインデックスプリントが作成できる。
(2) コンパクトでミニラボに内蔵できる。
(3) 機器価格が低価格である。
(4) ランニングコストが安い (感光性カラーぺーパー
(CLP) を使用できる)。

インデックスプリントの作成方法として，一般写真
プリントと同じ光学露光方式により一コマづつ色補正
してネガから直接ぺーパーに焼付ける方法が考えられ
る。しかし，これは装置の機構が複雑になり，プリン
ト作成に時間がかかりすぎるためプロダクションには
適さない。文字情報を表示する必要性を考えると，一
般写真のプリントと並行して，画像入力，画像処理，
プリント出力を行うことができるデジタルプリントシ
ステムが適している。しかし，一般の画像用デジタル
プリンターはランニングコストが高く，インデックス
プリントの売価も高くしないと採算がとれない。
一方，低価格な材料であるCLPを使用したデジタルプ
リンターとしてはレーザー露光方式やCRT露光方式があ
るが，ともに機器は高価であり，インデックスプリン
ト用としてラボに導入するには投資効率が悪い。また，
これらの機器はサイズが大きく，小型ミニラボに内蔵
することは簡単ではない。インデックスプリンターが
ミニラボに内蔵できないとプリント処理が2ラインとな
るため，一般写真とインデックスプリントを照合する
工程が煩雑となり，作業効率が著しく悪化する。これ
も人件費としてプリント価格を押上げる要因となる。
これに対し，今回開発したシステムでは，LED光源／
LCD露光方式を採用することによって機器の小型化お
よび機器の低価格化が可能になり，さらに低価格材料
であるCLPを使用することができる。ミニラボオべレー
ターが一般写真をプリントするための通常作業を行え
ば，自動的にインデックスプリントが作成され，一般
プリントと一緒にソーターに集積される。この結果，
作業性の良いミニラボシステムをより低価格で提供す
ることが可能となった。

2. システムの概要

2.1 機種構成
本インデックスプリンターはミニラボ内蔵型インデ

ックスプリンターであり，V-ACCS (Video-Advanced
Computerized Color Scanner) が付いたほとんどすべての
当社製ミニラボに搭載することができる。ミニラボに

搭載するインデックスプリンターには，PP3008Aをはじ
めとする新旧ロッキーシリーズに搭載するもの (製品名
IP50) と，PP728AなどのロッキーSシリーズに搭載する
もの (製品名IP20) がある。ロッキーSの構成がロッキー
シリーズと異なることからIP50の形状を変更してIP20
を商品化したが，基本的な性能・構成は両者でほぼ同
じである。Photo 1にインデックスプリンターIP50を内
蔵した最初のモデルであるミニラボPP3008Aの写真を
示す。IP50は正面上部の円筒形のカバー (Photo 1では半
透明) 内に収められている。

2.2 ユニット構成
インデックスプリンターは大きく分けると露光部，

制御部，搬送部，電源部の4つのユニットから構成され
る。露光部はLED光源部，LCD露光部，光学部から構成

項目 内容
搭載機種 ミニラボロッキー，ロッキーSシリーズ

露光方式 面順次加色露光方式
1列5コマごとに面露光

露光
LCD 51万画素 (1068×480) 透過型

透過率16.5%，コントラスト比190，開口率55%
LED 高輝度反射型 (R, G, B)

投影倍率 2.9倍

入力
APSフィルム画像情報 (V-ACCSからのRGBアナログ信号)

入出力
APSフィルム磁気情報

出力
感光性カラーペーパー (CLP)
89 mm，および102 mm幅ペーパー

処理能力
同時プリント : 48件／時，再注文 : 60件／時
(10G III機組み込みタイプ，25 expフィルム)
基準ネガを使用

条件設定 ① V-ACCSによる画像取込条件の設定
② インデックスプリンター露光時間の設定

プリントサイズ
15 exp, 25 exp : 89 (102) × 169.5 mm
40 exp : 89 (102) × 254 mm
Cサイズ : 21.5 × 15.1 mm

コマサイズ Hサイズ : 26.5 ×15.1 mm
Pサイズ : 26.5 × 9.3 mm
① コマ番号 (画像左下に表示)

フォーマット
② CHP (コマ番号の上)
③ フィルムID番号，およびバーコード

情報表示
④ 撮影日付
⑤ APSマーク
⑥ メモ欄
⑦「FUJICOLOR  INDEXPRINT」「写ルンです」
⑧ 販売店オリジナルロゴマーク

解像度 307 dpi × 246 dpi (縦×横)
階調，色 256階調，1670万色

シェーディング補正

画像
入力信号加算平均処理

画像補正，処理
階調変換
3×3マトリックス
輪郭強調
画像回転，縮小

取得規格
ミニラボ搭載状態
UL, CSA, TUV, VCCI, FCC, DOC (SOR)
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Table 1   System Specifications

Photo 1   PP3008A



される。制御部は画像入力，画像処理，露光制御，画
像表示，およびミニラボ本体との通信機能を持った基
板で，シールドケースに収められている。搬送部はイ
ンデックスプリント専用のミニラボプリントマスクで
ある。電源部は専用電源ユニットを搭載している。本
報告書では搬送部および電源部の詳細説明は省略する。
Table 1にIP50の仕様を示す。

2.3 システムの動作

Fig. 1にミニラボ部を含めたシステムブロック図を示
し，動作の概略を説明する。APSフィルムをミニラボの
フィルムキャリアに装填すると，自動的に最後まで送
られ，フィルムの磁気情報を読取る。磁気情報はイン
デックスプリンタ側にも伝達され，プリントフォーマ
ットの選定などを行う。プリント作業を開始するとフ
ィルムの最後のコマ (25exp.フィルムでは25コマ目) から
プリントが始まる。同時に，インデックスプリンター
のメモリーに1コマずつ画像が蓄積されてゆく。
フィルム画像の入力にはミニラボのV-ACCSの機能を

利用している。V-ACCSは，ネガフィルムの画像をCCD
カメラで撮像し，ネガ／ボジ反転し，色調･濃度を補正
し，写真プリントのシミュレーション画像としてCRTモ
ニターに表示する。Fig. 1の下部にミニラボのV-ACCS
部のブロック構成図を示した。ミニラボではネガ濃度

測定部にあるネガの測光を行い，この画像をV-ACCSの
CCDカメラで撮像し，見やすい画像にしてモニターに
表示する。その画像を見てオぺレーターが補正を加え
た場合，その補正は表示に反映される。オぺレーター
が補正良好と判断してプリントを開始すると，インデ
ックスプリンター側ではこの画像をA/D変換し，メモリ
ーに格納する。この時，専用CPUにより画素密度変換
(縮小)，輪郭強調などの画像処理や，フィルム情報を利
用した加工をコマごとに行う。ネガフィルムからデジ
タル画像入力を行う際にV-ACCSの機能を利用すること
により，写真プリントの仕上がりに近い，色調･濃度の
そろった画像をデジタル入力することができる。
Fig. 1の上部にインデックスプリンターのブロック構

成図を示す。フィルム1本分の写真プリントが終わると，
インデックスプリントの露光が開始される。インデッ
クスプリンターユニット制御CPUは蓄積されたコマ画像
データからLCDに表示する合成画像を作成しLCDに表
示する。Fig. 2のように，5コマのLCD画像を各色成分ご
とに画面切換えしながらRGB各色のLEDで順次露光す
る。25exp.インデックスプリントでは12秒のプリントサ
イクルタイムの間に文字部を含めて6 (列)×3 (色) 回露
光している。光ユニットで露光されたCLPは，ミニラボ
のぺーパー現像機で現像され，ソーター部に写真プリ
ントと一緒に集積される。

2.4 インデックスプリントフォーマット
フォーマットの設定に当たってはコマサイズをでき

るだけ大きくすることを考慮した。ぺーパ一サイズ上
の制約を考慮し，最終的に実際のフィルム上のコマサ
イズとほぼ同じになるように設定した。APSの場合，
フィルム情報を記載する必要があるので右側に文字情
報部を設けた。これは，1列づつ露光するシーケンスの
ため，文字部を1回で露光できるようにするためである。
フォーマットは15exp.および25exp.フィルムに用いら
れる25コマフォーマットと，パノラマサイズ1枚に40
コマをプリントする40exp.フィルム用フォーマットが
ある。その他，左上が最終コマナンバーから始まる
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Fig. 2   Construction of LCD exposure system

Fig. 1   System block diagram



「写ルンです」用フォーマットがある。これは，「写ル
ンです」はプレワインディングのため，撮影順とコマ
順が逆になるが，撮影順に並べたいという要求に対応
したものである。Photo 2に25exp.フォーマットのインデ
ックスプリントを示す。

3. 露光部

Fig. 3に露光部の構造を示す。

3.1 LED光源部
3.1.1 LEDの構造
LEDには高輝度反射型LEDを採用した。このLEDは，

LEDチップの後方に配置した反射鏡により前方に光を投
射する構造で光の取出し効率が良い。また，LCD透過用
の光源として使用するためには平行光が要求されるが，
反射鏡の設計により，±3度という指向性を持った並行
光に近い光束を取り出すことができる。構造はFig. 4の
ようにLEDチップがとりつけられ，電気接続された電極
がエポキシ樹脂でモールドされている。反射鏡は金属蒸
着膜で，その外側は保護膜で覆われている。反射鏡の大
きさは10φで，LEDパネルの範囲をカバーするため，
LEDを一色当たり6個並べて使用している。

3.1.2 LEDの発光波長
RGB各LEDのおおよその中心発光波長は660nm，

560nm，450nmである。カラーぺーパーの特性に重ねた
図をFig. 5の(1), (2), (3) に示す (点線 : CLP分光特性，実
線 : LED発光特性)。 CLP特性とLED特性は一致してい
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Photo 2   Index print (25exp.)
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Fig. 4   Reflection type LED

Fig. 3   Inner structure of exposure unit



ないが，入手可能なLEDの発光特性と光度からCLPに対
する露光量を算出し，露光安定性やコストも考慮した
上で最適と思われる特性のLEDを選定している。

3.1.3 光源部の構造
現在のLEDでCLPに露光しようとすると，光量の余裕

はB>R>Gの順になる。本機では，ダイクロイックフィ
ルターでRGBの光軸を一致させている。さらに，B光に
ついては露光時間が短くなりすぎ，光量制御が難しく
なるので，R反射ミラーの裏面に透過率20%のNDコート
を施し光量を抑えている。また，LED光量のセンサー
を設け，露光前に光量をチェックすることでLED温度
特性の補償を行っている。

3.2 LCD露光部
像を形成するLCDは，液晶プロジェクションテレビ

やテレビカメラのファインダーなどに使用されている
もので，画素数1068×480ドット，対角サイズ1.35イン
チを有する白黒タイプLCDである。プロジェクション
テレビ用としては高解像度であるが，プリント用には
解像度不足である。そこで，5コマ (1列) ずつ分割露光
し，プリント上で約300dpi×250dpiの解像度を達成して
いる。ちなみに，本機ではLCD画像を2.9倍に拡大投影
してCLPに画像を焼き付けている。また，LCD光量のセ
ンサーを設け，露光前に光量をチェックすることで
LCD温度特性の補償を行うと同時に，このセンサーを
使ってLCD駆動電圧の基準値を決めている。LCDの分
光透過率特性をFig. 6に示す。

3.3 露光光学系
LCDには光線入射角依存性が有り，見る角度により

コントラストが変化してしまう。このため，LCD各画
素に対し均等な取込角を持つ結像系が必要となる。こ
の条件をみたす光学系としてテレセントリック系を採
用した。テレセントリック系は，主光線が光軸に平行
になる系で，LCD画像のコントラストがとれる方向の
光を集めて結像することが可能である。また，LCDが
前側の焦点面から外れても，射出側の主光線の射出角
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(1) R-LED

(2) G-LED

(3) B-LED

Fig. 5   The spectral sensitivity of CLP and LED light spectrum

Fig. 6   Spectral transmission factor characteristics of LCD panel
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が変化しないので，デフォーカス像の中心が動かず，
焦点調整と倍率調整が分離できる。その他，光学系の
設計では次の点に注意している。

• インデックスプリントは矩形画像の集合なので，像
の歪曲を極力抑える。

• LCDは偏光素子であるので，全長を短縮するための
系の折曲げは結像系前に行う。

• 光源LEDの像が充分デフォーカスし，画面よりも大
きくなるようにする。

• ごみの進入を防ぐため，極力密閉構造とする。

3.4 光源のシェーディング補正
LED用の光源は平行光が要求されるので，光源のむ

らを無くすために拡散ボックスで拡散させるような方
法では効果がない。このため，電気的にむらを補正し
ている。LCD全体に単一の画像データを入力し，ある
決められたプリント濃度範囲に入るようRGB各色ごと
にCLPに露光することで｢シェーディング補正データ作
成プリント｣を作成する。このプリントをシェーディ
ング補正治具のスキャナーにかけて各色の濃度と位置
を読込み，これをもとにシェーディング補正データを
作成する。
光源むらにはユニットごとに機差が有るので，補正

データはFDに入れて機器1台ごとに添付される。使用す
るときはインデックスプリンター制御部に補正データ
を記憶しておき，画像処理を行う時，画像データとそ
の画像データがLCDに表示される位置の光源むら補正
データを掛け合わせることにより，露光されたプリン
ト画像の光源むらがキャンセルされ，むらの無い均一
な画像が得られる。

4. 制御部

本機はミニラボ内蔵プリンターであり，ミニラボ本体
と機能の分担を行っている。本体側で行う主要な機能は，
ネガ画像をネガ－ボジ変換し，適正な画像として表示す
るV-ACCSを使用した機能と，ぺーパー搬送機能である。
インデックスプリンターはミニラボ本体のサブシステ

ムとして動作している。プリントする時，ミニラボ本体
でネガの挿入および測光を行い，シミュレート画像を表
示する。画像入力の準備が整うとミニラボ本体から画像
入力が命令され，インデックスプリンター側で画像入
力・画像処理を行い，画像データをメモリーに記憶する。
同様に，インデックスプリントをする位置にペーパーが
搬送されるとミニラボ本体からプリントが命令される。
インデックスプリンター側ではメモリーに記憶された画
像データを呼出し，レイアウトを行い，LCDに表示し，
LEDを点灯させ，CLPに画像を焼き付ける。

4.1 制御回路
4.1.1 システム構成
インデックスプリンターとミニラボ本体は画像信号

ケーブル，通信ケーブル，電源ケーブルの3本のケーブ
ルで接続される。画像信号はRGB信号で，ミニラボの
V-ACCS基板からシミュレーター用の信号を分配して出
力している。制御信号はミニラボ本体の制御部と
RS232Cで接続されている。電源は，ミニラボの電源部
にインデックスプリンタ用電源ユニットを1台増設して
使用している。その他，デバッグ用にRS232C端子が1つ
用意されている。
制御基板は2枚の親子基板で構成されている。画像入
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Fig. 7   Block diagram of IP50 controller
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力，画像処理，LCDドライブ，LED光源制御および本体
との通信，ユニット制御を行う。その外にはサーキット
プロテクタを搭載し，各電源を分配する電源基板，
LCDのドライブ信号用フレキケーブルを接続するLCD
中継基板，LED光源光量を測定するセンサー基板，およ
びLCDを透過した光量を測定するセンサー基板の計4枚
から構成されている。制御基板は，画像入力部，画像
処理部，制御部，画像表示部の各機能に分けることが
できる。Fig. 7に制御回路のブロック図を示した。
4.1.2 各部の機能と構成
(1) 画像入力部
画像入力部ではV-ACCSのCCDカメラから出力され

るアナログRGBビデオ信号をA/D変換し，8ビットデー
タとして取込む。このビデオ信号はミニラボの操作情
報とフィルム画像を合成したビデオ信号なので，フィ
ルム画像部分のデータのみ切抜き，フレームメモリー
に格納する。画像データは取込みの時，ランダムノイ
ズを低減するため，1～16回の加算平均処理を行う。
ネガ濃度が高いとCCDカメラに入射する光量が減り画
像がノイジーになるため，ネガ濃度が高い場合には加
算平均の回数を増やしている。以上の画像取込み処理
は制御CPUからの命令で行い，取込み終了時に割り込
みを発生する。取込んだデータは画像処理CPUに転送
する。
(2) 画像処理部･制御部
画像処理部は，制御CPUからの命令によって画像入力

部から送られてきた画像データを処理し，処理後の画
像データを制御CPUに転送する。制御部では，ミニラボ
本体の制御CPUと双方向通信を行い，画像入力部の制御，
画像処理部の制御，画像表示部の制御，光源部の制御，
測光部の制御を行っている。
(3) 画像表示部
画像表示部では処理した画像データをD/A変換し，

LCDに表示する。表示データは8ビット階調の単色画像
データである。制御CPUがRGBのいずれか1つの色成分
の画像データをVRAMへ転送し，このデータをDAC経
由でLCDドライバーに送り，LCDに表示する。VRAM
は2バンク持っており，一方のVRAMデータを表示中に，
他方のVRAMに次の画像データを転送することでデー
タ転送時間を見かけ上削減している。LED光源の制御で
は，RGBそれぞれのLEDに対し電流制御と点灯時間制
御を行う。センサー制御部では，LED光源光量センサー
およびLCD透過光量センサーから送られてきたセンサ
ー出力をA/D変換してレジスタにデータを入れる。

4.2 制御ソフト
4.2.1 ハードウェアとの分担
画像処理のうち，画素密度変換，階調変換，3×3マ

トリックス演算，輪郭強調，シェーディング補正など
の処理はすべてソフトウェアで行っている。これによ
り，ソフトウェアの開発負荷は増大したが，その分，
システムのフレキシビリティは大きくなっている。

4.2.2 処理時間
ミニラボシステムとしての処理能力を維持するため

に，画像処理時間および1列の露光時間に制限を設けな
ければならない。ミニラボが1枚の写真プリントをして
いる間に，画像処理 (画像入力･画像処理･メモリーへ転
送) する必要がある。ソフトウェアでは露光のサイクル
タイムが最短になるよう，以下の工夫をしている。
画像処理専用CPUでは，
• 画像処理はアセンブラ記述により最適化した。
• 画像処理ルーチンを内部キャッシュに転送し実行した。
• CPU内部高速処理が可能な積和演算命令を効果的に
使用している。

• メモリー上の演算を極力避け，レジスタ上で演算した。
制御CPUでは，
• 画像転送，はめ込み処理はアセンブラ記述により最
適化した。

• LED点灯中に画像データを転送できるようにRGBの
点灯順序を調整した。
また，画像処理専用CPUと制御CPU間のコマンド体系では，
• 1回の通信で複数個のコマンドを任意の並びで指定
できるように設計した。

• コマンド列中に予め決められたコマンド列が現れた
時に最適化実行する。
ソフトウェアの比重が高いシステムであり，処理ス

ピードに懸念があったが，これらの対応によりシステ
ムの目標処理能力を達成した。Fig. 8に画像情報処理の
ブロック図を示す。
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Fig. 8   Block diagram of image processing flow



5. まとめ

本機の特徴は画像形成にLCDを使用したことである。
LCDはその構造上，ドット表示になり，拡大すると画
素が確認できてしまうが，用途をインデックスプリン
ト用に限定したため採用が決定した。LCDの採用によ
り，露光ユニットが小型化でき，小型のミニラボにも
内蔵することができた。もう1つの特徴にLED光源があ
る。ミニラボではハロゲンランプ光源を使用している
ので，これを共用することが考えられるが，LCDおよ
び偏光板が熱に弱い特性上，温度上昇の無い光源が望
まれる。だからといって，従来からある砲弾型LEDでは
光量が小さい上，LEDを複数個集積した時のリング状の
輝度むらの問題が解決できない。LCDの特性上，平行

光が要求されるため，一般的にむら対策として用いら
れる拡散させるような手段ではむらの改善ができない
ためである。本機では，高輝度反射型LEDを採用するこ
とによりこの問題を解決できた。ハロゲン光源を使用
した場合，シャッター，カラーコレクションフィルタ
ー，放熱ファンなど，メカ駆動部が必要になることを
考えると，LCDと反射型LEDの組合せにより非常に小さ
な露光ユニットが実現できた。
最後に，開発に当たってご指導・ご協力いただいた

皆様に感謝致します。

(本報告中にある“ACCS”,“ロッキー”は富士写真フイ
ルム (株) の商標です。)
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1. はじめに

『写真をもっと簡単，便利に，楽しく』，するように
アドバンスト･フォト･システムIX240 (以下，APSとす
る) は開発された。フィルム途中交換 (MRC : Mid-Roll
Change) 機能はこのAPSにて提案された機能の一つで，
フィルムに記録された磁気信号を基に撮影済みのコマ
を判断し，撮影途中のフィルムを未撮影コマの先頭に
セットするものである。このような動作が行えること
により，
①異なる種類のフィルムを用途別に使い分けること
ができる。
(例 : 高感度←→低感度，ネガフィルム←→リバー
サルフィルム)

②撮影者別のカートリッジを設定できる。
(例 : 父親用←→娘用)

③テーマ別のカートリッジを設けることができる。
(例 : 花撮影用←→人物記念撮影用)

など，その他，アイデア一つでこれまでに行えなかっ
たフィルムの使い分けが可能となる。

光学機器事業部にて，『APSに関するユーザー調査』
としてMRC機能についてアンケートを行ったところ，
『個人用と仕事用に分けられるのが便利』と言う回答
が多く見られ，『少々の価格差であるならば，付いて
いるカメラを選ぶ』との意見が得られた。しかし，こ
れはあくまで，MRC機能を付加することでカメラ形
状が著しく大型化することがないことが前提となる。
今日，発売されているMRC機能付きカメラは，一眼
レフカメラおよび4倍ズームコンパクトカメラの大型
のもので，どの機種も『小型』，『廉価』なMRCを実
現できていない。これは，どの機種もラボ機器と類似
した磁気読み取り性能を考慮し，磁気記録信号を再生
することで撮影済みを判断しているためである｡ここ
では，これらのカメラとは異なり，磁気再生信号出力
レベルの変移から，撮影済みコマを判断することによ
って『小型』，『廉価』なMRC機能が実現できる技術
について報告する。

本誌投稿論文 (投稿1997年9月1日)
*富士写真フイルム (株) 光学機器事業部開発部
〒351-8585  埼玉県朝霞市泉水3-13-45
*Product Planning & Development Dept.
Optical Products Division
Fuji Photo Film Co., Ltd.
Asaka-shi, Saitama 351-8585, Japan

MRC (フィルム途中交換) 技術の開発

佐々木　弥*

Development of the MRC (Mid-Roll Change) Technology

Wataru SASAKI*

Abstract

The “mid-roll change” (MRC) function is one of the technologies that has been proposed for the APS
(Advanced Photo System). The MRC technology involves the reproduction of a magnetic track on the
margin of a frame to determine whether or not that frame has been exposed. That is, if there is a recording on
that track, then that frame has been exposed; if there is no such recording, then that frame has not been
exposed. With MRC, it is now possible to change film before the entire roll has been exposed. When reusing
a partially finished roll, the film can be used starting from the first non-exposed frame. This report discusses
two important aspects of cameras that incorporate the MRC function: their compactness, and their low cost.
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Fig. 1 EPION400Z MRC



2. MRC技術とその特徴

2.1 MRCの制御
MRC機能は，先にも触れたが，Fig. 2の概略フロー
チャートに表されるように，撮影途中で取り出された
カートリッジが装填された時，カメラ情報を磁気記録
するエリア (Fig. 3参照) の磁気信号を基に，撮影済みコ
マを判断，未撮影コマの先頭にセットするものである。

Fig. 2 MRC function flowchar

Fig. 3 Magnetic tracks on the filmstrip

この時，途中取り出し経験のあるカートリッジの装填
か否かは，カートリッジ底部にあるデータディスクを
二重露光防止機能 (DEP:Double Exposure Prevention)，
にて読み込むことで判断する。また，撮影済みコマか，
未撮影コマかの判断は，一般的には記録されている情
報量 (信号ビット数) がある範囲以内であるならば撮影
済みコマ，それ以下であるならば未撮影コマと判断す
るよう行われる。当社開発の方法ではこの判断基準を
情報量にて行わず，磁気再生出力レベルが磁気記録さ
れているコマ (撮影済みコマ) と未記録コマ (未撮影コ
マ) とで異なることに着目し，その変移より撮影済み
コマの判断を行っている。Fig. 4は撮影済み/未撮影コ
マ判断の処理を表したフローチャートである。処理は
最初にノイズレベルを測定し，その出力レベルと対象
フレームの中心付近を再生した時の出力レベルを比較

して，その出力レベルに差がある時は撮影済みコマ，
差が少ない時は未撮影コマと判断するようにしてい
る。このように判断した結果，撮影済みコマである場
合は次コマをさらに判断しに行き，未撮影コマである
場合はそのコマが撮影可能状態となるようにフィルム
をセットする。

Fig. 4 Judgement “EXPOSED” flowchart

2.2 MRC機能付きカメラの各部とその特徴
Fig. 5にMRC機能に関するカメラの各部を示す。MRC

はカートリッジの使用状態を判断する二重露光防止機
能 (Double Exposure Prevention)，再生時およびフィルム
セット時にフィルムを給送するフィルム駆動機能 (Motor
/Driver/Transmission Mechanism)，再生位置を検出する
フィルム位置検出機能 (PF Sensor)，磁気信号を再生す
る磁気再生ヘッド (Magnetic Head)，フィルムと再生
ヘッドが間隙無く接触させるためのヘッド対向機構
(Pad)，再生ヘッドの出力を増幅し，その出力レベルを
検出できるようにする処理回路 (Circuit) ，出力レベル値
を検出し，信号の有無を判断するマイクロコンピュー
タ(Micro Computer) によって構成される。信号の流れと
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しては，フィルムに記録されている信号をフィルム給
送することで再生ヘッドにて読み込み，その信号を処
理回路にてマイクロコンピュータで検知できる状態と
し，マイクロコンピュータにて処理を行うというもの
になる。以下，MRCの主な機構について述べる。

2.2.1 処理回路
Fig. 6は処理回路のブロック図である｡処理回路は4次の
バンドパスフィルタと3段の増幅回路 (Amp : Amplifier)，
平滑回路 (Smoothing Circuit)，および平滑処理後に設け
た高域遮断フィルタ (LPF : Low Pass Filter) によって構成
される。4次のバンドパスフィルタは，カメラのフィル
ム給送速度 (V) および信号の記録密度 (BD) より再生信
号周期 (f=V*BD) を求め，カットオフ周期を設定してい
る。また，3段の増幅回路は各種磁気再生時の損失，フィ
ルム種類による再生時の出力レベル差，フィルム給送
速度変動，ヘッド個体差などによって生じる8倍以上
のレンジを持つ磁気再生ヘッド出力に対応し，かつ，
低コスト，小型化を実現できるよう，最小値を取る場
合でも認識可能なS/Nを確保できる増幅率に設定してい
る。この時，ラボ機器のようにAGC (Auto Gain Control)
機構を使用しない理由は，AGC機構の付加はコスト
アップにつながる上に，小型カメラを考慮した場合，
充分な実装領域が確保できないことが考えられるため
である。また，最大値をとる場合を考慮していないの
は，最小値を取る時，認識可能なS/Nを確保できるのな
らば，最大値を取る場合は充分に判断できるためである。

Fig. 6 MRC circuit block chart

増幅回路後に設けられている平滑回路+高域遮断フィ
ルタは増幅回路出力信号のエンベロープをとることで，
各種磁気再生時の損失およびフィルム給送速度変動に
よる増幅回路出力信号のレベル変化を極力抑えると共
に，次のマイクロコンピュータにてその出力信号レベ
ルを検出できるようにしている。

Fig. 7に処理回路出力信号波形の一例を示す。図は上
段に増幅回路出力信号を，下段に平滑回路＋高域遮断
フィルタの出力信号 (再生信号) を表しており，この一
例では磁気記録信号が存在する場合，再生信号の出力
レベルは下がるよう設定してある。前述したように，
図より，ノイズレベル (Noise-Amplitude) と再生信号出
力レベル(Signal-Amplitude) に差がある場合は磁気記録
信号有り，そうでない場合は信号無しという判断がで
きることがわかる。

2.2.2 磁気再生ヘッド
Table 1に，これまでのMRC付きカメラに搭載されて

いたヘッドと当社開発のヘッドとの仕様を，Fig. 8にそ
れらのヘッドの写真 (上段:当社開発ヘッド，下段:これ
までのヘッド) を示す。表より明らかであるが，当社開
発ヘッドはこれまでのものに比べトラック数の違いを差
し引いても大幅な小型化を実現している。これは，こ
れまでのMRCヘッドはラボ機器に設けられた再生ヘッ
ドを基とし，当社開発ヘッドがAPSカメラ用記録専用
ヘッドを再生可能とすることに重点をおいているため
で，以下の点について大きく仕様が異なる。
①再生ヘッドのターン数を大幅に減らしている。
②1つのコアに対して1つのコイルを巻いた，APSカ
メラ用記録専用ヘッドと同様の形状としている。

①はコイルスペースの削減，およびコアの小型化を
可能とし，②はヘッド端子の削減を可能としている。
ヘッド端子の少本数化はヘッド背面ではなく，側面へ
の端子配置を可能とし，ヘッドの大幅な薄型化につな
がる (従来ヘッドは端子長を含む厚みを要していた)。
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Amp1 Amp2�
HPF

Amp3�
BPF

H P F Smoothing�
Circuit

LPF Micro Computer�

Conventional MRC Head

11.4 × 7.9 × 5.5

Write/Read 2 track head Write/Read 1 track head

2000 + 200 Tum (2 coil/1 core) 300 Tum (1 coil/1 core)

200 Tum (1 coil/1 core) nothing

6 (Tr1write+/–, read+/– 3 (+/– Earth)

1.0 mm wide 1.2 mm wide

0.85 mm wide

Tr2+/–)

New MRC Head

5.9 ×4.5 × 2.7Size (main body)

Type

Track 1

Track 2

Terminal

Smoothing signal
Chon 1 : 2s  1V

Chon 2 : 2s  1V

Amplification signal

Table 1 MRC Heads Specifications

Fig. 8 MRC headsFig. 7 Signal waveform
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一般的なカメラにおいてはヘッドの位置する圧板背面
にスペースは存在しない。小型化による薄型化の効果
は大きいと思われる。さらに，②によって，これまで
MRCヘッドにおける欠点であった，記録時にトランス
効果で再生ヘッド端子間に高電圧が生じ (VR=VW
*LR/LW VR:再生ヘッド端子間電圧，VW:記録ヘッド端
子間電圧，LR:再生ヘッドコイルターン数，LW:記録ヘ
ッドコイルターン数)，再生系の回路に保護回路を要し
ていたものを無くすことが可能となる。また，これま
で汎用ヘッドであった記録専用ヘッドの部材やヘッド
取り付け設備を流用でき，ヘッドコスト，設備投資費
を大幅に抑えられる。②で問題となるのは，比較的低
インピーダンスで低電圧まで記録可能としたい記録ヘ
ッドと，多ターン数にし高い再生感度を得たい再生ヘ
ッドを，1つのコイルにて実現するのに矛盾が生じるこ
とである (多ターン数，低インピーダンスヘッドはコイ
ルの線径が太くなるためにヘッドが大型化してしまう)。
これは，①に記した大幅ターン数減での再生を可能と
することで解決できる。
一方，①による問題点は再生感度の低下であり，ターン
数の比だけ再生感度は落ちてしまう。本MRCでは，再
生感度の低下に次のようなことで対応している。
Ⅰ. 先に記述した処理回路構成とすることで，磁気
信号の有無のみを判断する (信号波形の鈍り，
および高周波でのノイズが信号認識に寄与しに
くい)。

Ⅱ. ヘッドのトラック幅を従来ヘッドより広幅とする
(再生感度を高める)。

Ⅱにおける懸念点はアジマス損失である。アジマス損
失はトラック幅が広くなるほど損失量が大きくなる。

Fig. 9 Azimuth-Azimuth loss

これについての見解を述べる。これまで発売されてい
るカメラは，記録密度の設計値を20～27 [bpm]に取っ
ているものがほとんどである｡この記録密度において
のアジマス損失を求めたものをFig. 9に示す。図より，
27 [bpm] 30%／70%の記録周波数においては相対アジ
マスを0.6 [deg] 以下に抑えることができるならば，広
幅 (1.2 [mm]) のトラック幅が最も再生感度が高いこと
が言える。ラボ機器とは異なり，MRC機構は処理回路

で平滑回路＋高域遮断フィルタの構成をもって，磁気
信号をビット単位で処理せず，1コマ単位で処理して
いる｡ジッターまで考慮し，単位ビットあたりの最高
記録密度まで対応しなくとも，1コマ単位での平均記
録密度が対応できればよいため，これまでのカメラ
において記録された磁気情報を再生するにあたって，
広幅トラックは高再生感度を得るのに有効であるこ
とが言える。
このように，APSカメラ用記録専用ヘッドを基と

し，その形状を設けることによって『小型』，『廉価』，
『記録専用ヘッドの取り付け設備を流用できる』とい
うメリットを持つ。

2.2.3 ヘッド取り付け精度
MRCヘッドの取り付け精度は，記録専用のそれに比

べ高い精度が要求される。その一つがアジマス精度で
ある。記録専用のカメラではラボ機器にて再生するた
め，再生ヘッドにて高いアジマス精度であるならば，
相対アジマスはさほど大きくならない。もしくは，充
分な再生感度を要しているヘッドであるならば，さほ
どその影響はない。しかし，カメラにて記録，再生を
行うMRC機能付きカメラでは，これまでよりも高い精
度が必要とされる。

2.2.4 ノイズ対策
MRC装置では処理回路にて再生ヘッドの端子間信

号を高い増幅率で増幅している。このため，カメラ
内部で発生する磁気ノイズ源にはノイズ対策 (遮断／
減衰処理) を行う必要がある｡カメラ内部の主な磁気
ノイズ発生源はDCモータおよびさまざまな回路に使
用しているコイルである。前者はレンズ駆動用，鏡
胴駆動用，フィルム給送用などが挙げられ，後者は
昇圧電源回路スイッチングコイル，ストロボ回路ト
リガコイルおよびトランスが挙げられる｡この中で，
磁気再生中に駆動しているものはフィルム給送用DC
モータおよび昇圧電源回路用スイッチングコイルで
ある。これらに対し，ノイズ対策が必要となる。
フィルム給送用DCモータに対するノイズ対策は，
①磁気シールド材によるモータシールド
②モータ設置角度の最適化

である。①では，主にパーマロイ材，ケイ素鋼板な
どがシールド部材として使われ，漏洩ノイズの強さ
によってその材質は選定される。②は，Fig. 10に示
すようにヘッドおよびモータの指向特性によりノイ
ズ信号が変化することから，この性質上，最適角度
(ノイズ最少となる角度) にモータを配置することで
ノイズ対策としている。一方，昇圧電源回路スイッ
チングコイルによる漏洩ノイズ対策は，そのコイル
をヘッドよりできるだけ遠くに配置するのはもちろ
ん，ポットコア型コイルを使用し，漏洩ノイズが最
も発生するコイル底面をヘッドの配置されている方
向と逆方向に向くように配置するなどが対策として
挙げられる。
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3. MRC機能に関するその他の機能

3.1 ID番号メモリ機能
MRC機能によって，カートリッジの途中取り出し／

再装填が可能となる。これに伴い，途中取り出しした
カートリッジを複数本持つことも考えられ，それらの
フィルムがすでに何コマ撮影したかを覚えておくこと
は困難となる。ID番号メモリ機能は，カートリッジを
途中取り出しした後，次のカートリッジを装填するま
での間に，撮影途中で取り出したカートリッジのID番
号をカメラに記憶させることで，残り撮影枚数とID番
号の関係をカメラが記憶する機能である。そのつど
MRC動作を行わずに，カートリッジの残り撮影枚数を
カメラに表示することが可能となる。

4. MRC機能における問題点

4.1 他社機との互換性
これまで述べてきたMRC機能は，該当カメラにおい

てのフィルム途中交換について述べている。しかし，
その機能から，1本のフィルムを多数のカメラにて撮影
することも考えられ，他社機との間での互換性が次の
理由から問題となる。
①他社機記録状態が飽和記録され，再生時，充分な
出力レベルが得られる保証が当社では出来ない。

②撮影済みコマに磁気信号が記録されていない，ま
たは信号レベルが低い時，当社カメラにて，未露
光コマへのセットを誤り，二重露光を行ってしま
う可能性が高い。

この問題に対しては，システムにおいての規格化に

て対応しようと，現在，システムにて検討中である。

4.2 耐久性
MRC機能は，途中取り出ししたフィルムを再装填可

能なため，無限回の再装填が行えることになる。しか
し，これはカメラおよびフィルムの耐久回数を考慮す
ると，当然ながら不可能なことであり，現在はユーザー
が使用する回数を想定し，その耐久回数を社内にて規
格化しているに止まる。

5. おわりに

MRC機能が小型，廉価で行えるようになるならばそ
の機能付きのカメラが選択されやすいこと，また，そ
のやり方を述べた。今後はより一層の小型化，低価格
化を進め，カメラの大きさ，価格を選ばず搭載可能と
することが課題となる。また，APSをより一層広めるた
めには，MRC機能のみならず，他のAPS独自技術の発
展／開発を進めていくことが必要と思われる。
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140万画素CCDを搭載したデジタルカメラ“DS-300”の開発

曽我　孝*，松尾　淳一*，小西　正弘*，岩部　和記*

Development of Digital Camera DS-300 
with 1.4 Million Pixel CCD

Takashi SOGA*,  Junichi MATSUO*,  Masahiro KONISHI*  and  Kazuki IWABE*

Abstract

The Fujifilm Co., Ltd., has developed a new digital camera, the DS-300.  Equipped with an optical
viewfinder,  the DS-300 uses a new vacancy-transfer type, 1.4 million pixel CCD.  This enables full-frame
images up to a resolution of 1280 × 1000 pixels. Along with its standard auto-exposure, auto-focus, and
auto-flash features, the DS-300 also employs a 3× optical zoom lens that covers focal lengths equivalent to
the 35mm–105mm range of a 35-mm camera’s zoom lens. With its shutter speed of 1/4th to 1/1000th of a
second, the camera offers single-shot, preview, and self-timer shooting modes, as well as sensitivity
equivalent to ISO 100 and 400 standards. The DS-300 digital camara combines the lightweight
characteristics of a 35-mm compact camera with the superior functions and image resolution users have
come to expect from Fuji Film’s digital single-lens reflex camara, the DS-505A.
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1. はじめに

近年，パソコンを核としたマルチメディアが急速に
発展し，これに伴い映像入力装置であるデジタルカメ
ラの市場も急激に拡大している。デジタルカメラの市
場は，報道・営業写真・出版・医療などの分野を対象
とした業務用途と，画像メモや簡単なDTP，趣味用の民
生用途に大きく2分される。現在，市場の主流となって
いるデジタルカメラはVGA (640×480) サイズのもので
あるが，より銀塩写真に近い画質を求めて高画質へ移
行しつつある。こうした市場の動向を先取りして，業
務用として十分なハイクオリティーのメガピクセルデ
ジタルカメラをより多くの人に使って頂くため，業務
用途はもちろん，ハイエンドアマチュアでも手が届く
価格帯で供給し，高画質デジタルカメラのスタンダー
ドとなるべくDS-300を開発した。

2. DS-300の概要

これまで一眼レフ型デジタルカメラDS-505A／DS-
515Aで培ってきた高品位画像処理技術を投入し，光学3

倍 (35—105mm) ／デジタル2倍のデジタルファイン6倍ズ
ームで総画素140万のCCDを使用したプロスペックなデ
ジタルカメラDS-300 (Fig. 1) を開発した。DS-300では，

エクステンションユニットEU-D3／EU-D3Aを接続する
ことにより，4.5コマ／秒の高速連写，パソコンからの
SCSIによるカメラ制御，およびPC CARDのデータをパ
ソコンへSCSIで高速転送する機能，およびパソコンを
介さずに，デジタルプリンタへダイレクトに接続して
プリント出力できるダイレクトプリント機能も実現し
ている。DS-300の主仕様についてTable 1に示す。

本誌投稿論文 (受理1997年8月26日)
*富士写真フイルム (株) 電子映像事業部設計部
〒351-8585  埼玉県朝霞市泉水3-13-45
*Engineering & Designing Dep.
Electronic Imaging Products Div.
Fuji Photo Film Co., Ltd.
Senzui, Asaka-shi, Saitama 351-8585, Japan

Fig. 1   FUJIX DIGITAL CAMERA DS-300
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3. DS-300の特長

3.1 高画質化技術
3.1.1 総画素数140万のCCD搭載
デジタルカメラの画質を最も決定づけるCCDには，

自社開発の2／3インチ 総画素140万画素 (有効画素130万
画素) のデジタルカメラ専用正方画素VT方式 (Vacancy
Transfer) CCDを採用している。カラーフィルターはGス
トライプR／B完全市松方式の原色フィルターを採用す
ることにより，忠実な色再現を実現している。本CCD
は，静止画専用に開発されたので，1280 (H)×1000 (V)
の有効画素を電子シャッターでフルフレーム読み出し
可能にしている。さらに，デジタルカメラとしての機
能・性能を達成するため，以下の駆動モードでも動作
する。
(1) ムービーモード駆動

垂直4ラインごとに信号電荷を読み出す方法でフィ
ールド画像が1/30ごとにインターレース可能となり，
Video出力にムービー画を出力することが可能とな
る。DS-300は一眼レフではないので，マクロ時には
パララックスを補正できるようVideo出力にリアルタ
イム画像を出力するようにした。

(2) AEモード駆動
垂直8ラインごとに1/60SECで高速に読み出す駆動

方法で，フィールド画像の各色を混ぜないで読み出
す方式である。これにより，CCDAEの処理時間の高
速化を図っている。

3.1.2 スーパーEBCフジノンレンズの採用
デジタルカメラとはいえ，レンズを通過した光学像

を再現するのは銀塩カメラと同じであり，140万画素
CCDの性能をフルに引き出すため，高性能なレンズ開
発が求められた。DS-300では，レンズを組み込む鏡胴
には，精度および強度が高いアルミ製鏡胴を採用した。
さらに，9群9枚構成のレンズすべてにプロ用放送レンズ

と同じ最高級マルチコートを施したスーパーEBCフジノ
ンレンズを採用し，ゴースト・フレアを大幅に削減し
て，ハイビジョンレンズ並みのクリアでシャープな画
像を結像させることを実現した。
3.1.3 オート技術
コンパクトカメラのように誰にでも簡単に高画質な

写真が撮影できること，また，プロ用として撮影状況
や目的に合わせて撮影者の作画意図が反映できること，
この一見矛盾する内容を両立させるため，DS-300では
撮影状況に応じてすべての設定を全自動で行うAUTO
モードのほかに，SETUPモードのさまざまな設定を反
映できるプログラムAEモード・絞り優先モード・シャッ
ター速度優先モード，そしてユーザーの作画意図に応
えるマニュアル露出モードという多彩な撮影モードを
搭載した。さらに，－0.9～＋1.8まで，0.3EVステップ
で露出補正を行うことも可能にしている。
AEには，先進の「9分割TTLインテリジェントAE」

を採用し，あらゆる撮影シーンで最適な露出制御を行
うとともに，逆光などを自動判別し，日中シンクロ撮
影も行えるよう設計した。
AFは，アクティブAFとパッシブAFの良い点を組み合

わせたハイブリッドAFにCCD AFをプラスした「高精度
スーパーハイブリッドAF」を採用した。アクティブ方
式のAFはカメラから赤外光を投射して測距するもので，
暗い被写体や近距離の被写体で有効であるが，窓越し
の被写体や遠距離が苦手である。これに対して，パッ
シブ方式のAFは被写体のコントラストを検出するもの
で，距離によらず精度が良い反面，暗い被写体やロー
コントラストな被写体が苦手である。この両方式のメ
リットを活かし合い，短所を補ったものがハイブリッ
ド方式で，被写体の距離や明るさによって自動的にア
クティブAFとパッシブAFを切り替えて測距する。本ハ
イブリッドAFセンサーは，当社中版カメラGA645で採
用したものをデジタルカメラ用にチューニングしたも
のである。以上，説明したハイブリッドAFセンサーは，
高速に測距できるというメリットがあるが，被写体が
近距離でマクロ領域になると，AFセンサーとレンズの
パララックスが問題となってくる。DS-300では，第3の
AFとしてマクロ領域のパララックスを防ぐために，
CCDを使ったコントラストAFにより，良好なAF精度を
得ている。以上，3方式のAF組み合わせにより，DS-300
では20cm (A5)～∞まで高精度なオートフォーカスを達
成した。さらに，マニュアルフォーカスも設定可能に
して万全を期している。
AWBは，SETUPの中にあり，通常は固定ホワイトバ

ランスで撮影する方式を取っている。固定と言っても，
実はストロボを使用しないときは晴れポジション
(5，500k) 固定，ストロボ発光時には内蔵ストロボポジ
ションに切り替えている。このような固定式としたのは，
カラーフェリアを防ぎ，自然な発色で撮影させるため
である。しかし，蛍光灯下においてストロボOFFで撮影
したいとか，スタジオ用の外部ストロボに色温度を合

撮像素子

記録メディア

記録方式
記録枚数

画像サイズ
撮影感度
焦点距離
接写距離
オートフォーカス

ファインダー
シャッター速度
絞　　り
露　　出
露出補正
ホワイトバランス
ストロボ

ビデオ出力
デジタル出力
バッテリー
外形寸法／質量
機　　能

使用温湿度

2/3インチ単反　VT転送方式
140万画素（有効画素数130万画素）正方画素原色CCD

PCMCIA Release 2.1準拠PCカード（ATA）（TYPE�／�）、スマートメディア
JPEG（Exif）、TIFF-YC（Exif）
Hi 8枚、Fine 30枚、Normal 62枚、Basic 121枚
イメージメモリーカード HG-20使用時（1280×1000モード）
1280×1000／640×480
ISO100／400
35～105mm（35mm換算）f：9～27mm
20cm A5サイズ（マクロポジション）
ハイブリッドフォーカス（パッシブAF+アクティブAF+CCD AF）、
連動範囲：20cm～∞（マクロ撮影含む）
光学式ファインダー（マクロ時はムービー出力）
1／4～1／1000秒
4段（開放絞り：F3.5、F5.6、F8、F11）
プログラムAE、絞り優先AE、シャッター速度優先AE、マニュアル露出
0.3EV STEP（-0.9～+1.8EV）
5500K固定+ワンプッシュオート
オートストロボ（GNo.11.5～14.8）最大 6m（ISO 400時）
ホットシュー付き　外付けストロボ対応可
NTSC（RCA pin）
mini DIN 9pin（高速RS-232C）
リチウムイオンバッテリー NP-510
153mm（W）×96mm（H）×78mm（D）本体質量：約620g（バッテリー含まず）
再生機能、プレビュー機能、B／Wモード、光学＆電子ズーム、セルフタイマー、
画像モード切り替え
0℃～40℃、80％以下（結露しないこと）

Table 1   Specifications of DS-300
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わせたいという要求もあるので，DS-300ではワンプシ
ュAＷBとして，定常光とストロボ光それぞれについて
ホワイトバランスをユーザー設定できるようにした。
ストロボは，光学3倍ズームに対応し，ズームポジ
ションに応じて照射角を可変させるズームストロボを
採用した。調光方式はオートストロボで，被写体からの
光の戻り具合を検出して調光している。DS-300は感度
切り替え機能をもっており，ISO100では3m，ISO400で
は6ｍまでストロボ調光可能としている。さらに，それ
以上の遠距離をストロボ撮影したい場合のために，ホッ
トシューを設けてあり，GNoの大きな外部ストロボを取
り付けることも可能である。また，ストロボは自動発
光･強制発光･強制OFFが選択できるようになっている。
3.1.4 信号処理LSI
信号処理LSIには，自社開発のアナログフロントエン

ドICおよび4TIPのデジタル信号処理LSI (YCプロセッ
サー，メモリーコントローラー，DCTプロセッサー，
カードコントローラ) を採用している。DS-300では，
YCプロセッサーに改良を加え，水平色境界で発生する
偽信号を大幅に低減することを達成した。これらのLSI
により，撮像信号のY／C処理，JPEG圧縮／伸長，メモ
リーコントロール，カードインターフェース処理を行
い，高画質な画像を生成している。
3.1.5 画質設定
(1) 圧縮率は，非圧縮／FINE／NORMAL／BASICの
4モードを備えており，様々な用途に対応できるよ
うになっている。

(2) ファイルサイズは通常1280×1000画素であるが，取
材の速報などで高速で画像転送したい場合などは，
小さいファイルサイズが要求される。これに応えて
DS-300では，640×480画素のモードも備えている。
本モードは1280×1000の画像データから640×480の
画像データを生成するので，通常のVGA画素サイズ
のデジタルカメラよりもはるかに高画質のVGAサイ
ズ画像を得ることができる。

(3) 画質モードとして，標準モードと鮮明モードを備え
ている。鮮明モードは，特に損保関係や工事現場な
どでめりはりのある鮮明な画質が要求されることに
対応して設定した画質モードで，標準よりコントラ
ストがくっきりしたシャープな画質が得られる。

(4) テキストデータ撮影用に黒白モードを設定した。黒
白モードではテキストデータをはっきり撮影させる
ための画質設定と，色信号データ領域まで輝度信号
を割り当てることにより，圧縮歪みの少ない良好な
黒白撮影を可能としている。

3.2 使いやすさ
3.2.1 デザイン・外観
DS-300の開発コンセプトには「カメラらしいデジタ

ルカメラ」を作るということがあった。それは，従来
の銀塩カメラユーザーが違和感なくデジタルカメラに
移行できるように考慮したためで，具体的にはレンズ

をボディーの真ん中に配置し，操作部材や操作方法も
色々な銀塩一眼レフを参考にして設計した。デジタル
カメラのレイアウトとしては，レンズをセンターに配
置するのは実装上非効率で難しいが，あえてカメラら
しさを追求するためにチャレンジした。また，業務用と
してのハードな使用環境を考慮し，Thixomolding法で射
出成型された耐蝕性高純度マグネシウム合金ボディー
をデジタルカメラとして初採用し，高級な質感と高い
堅牢性と精度，そして軽量化を実現した。
3.2.2 電池寿命
本体グリップ部に内蔵するLi-ion電池は，8mm Video

にも採用されているもので，高容量の上，メモリー効
果がないので継ぎ足し充電が可能である。FULL充電状
態で約800ショット以上の撮影が可能なため，電池切れ
の心配なく撮影に専念できる。万一，本体の電源を切
り忘れたとしても，無操作状態2分でパワーセーブモー
ドに入るので，知らぬ間に電池が無くなったという事
態も回避できるようになっている。
3.2.3 リムーバブルメディア
DS-300では，記録メディアとして汎用性の高いATA

準拠のPCカードを採用しているので，撮影枚数の多い
ヘビーユーザーでもPC CARDを準備すればいくらでも
撮影可能となる。当社では，2M／5M／15M／20M／
40MのPC CARDのラインナップを揃えており，さまざ
まなユーザーニーズに対応している。さらに，SSFDC
もPC CARDアダプターを使用すれば使える設計になっ
ている。PC CARDにはJPEG方式で画像が記録されてい
るので，特別なソフトがなくてもパソコン上で画像を
開くことができる。さらに，当社ではExifファイルフォ
ーマットを採用しているので，画像とともにサムネイ
ル・撮影日時・露出条件も自動的に記録される。
3.2.4 プレビューモード
デジタルカメラならではの試し撮り撮影が可能で，

画像確認後，良ければカード記録，悪ければ再撮影可
能なプレビュー機能を備えているので失敗のない撮影
が可能である。
3.2.5 カスタム設定
DS-300では，コンパクトカメラのように誰にでも

シャッターを押すだけで良好な撮影のできるAUTOモー
ドと，露出補正・圧縮率・プレビュー・電子ズーム・
ファイルサイズ・セルフタイマー・画質モード・
AF/MF・WB・B/W・IDをSETUPでカスタム設定し，そ
の結果を反映できるプログラムAE／絞り優先AE／
シャッター速度優先AE／マニュアル露出モードがあり，
ユーザーが自分の使い勝手に合わせてDS-300をカスタ
マイズすることが可能になっている。

4. 拡張性

DS-300は，開発初期の段階よりデジタル環境におけ
る拡張性を重視して設計を行った(Fig. 2) 。本体に標準
装備した高速RS-232C端子によるパソコンへのシリアル



FUJIFILM RESEARCH & DEVELOPMENT (No.43-1998) 71

画像転送や，GPSレシーバの接続により位置情報をExif
ファイルに記録することも可能にした。また，ビデオ
出力端子により，撮影した画像をその場ですぐにチェ
ックすることも可能である。さらに，エクステンション
ユニットを装着することにより，以下のような拡張機
能が可能となる。

(1) 連写機能
エクステンションユニットEU－D3Aには16Mバイト
の画像メモリーが搭載されており，4.5コマ／秒で連
続12コマまで高速連写を可能としている。さらに，
連写メモリーからPC CARDへデータ転送している最
中に次のシャッターチャンスがきた場合，空いた容
量分だけ追加連写できるように設計した。

(2) SCSI接続によるカメラ制御および高速画像転送
エクステンションユニットとパソコンをSCSI接続

し，エクステンションユニットに同梱の CAMERA
TWAINドライバーソフトを使うことにより，パソコン
からリモートでカメラ撮影および高速画像転送を行
うことができる。また，PC CARD TWAINドライバ
ーソフトを使うことにより，DS-300をPC CARDリー
ダーのように，高速でPC CARD内の画像データをパ
ソコンに吸い上げることも可能にしている。

(3) ダイレクトプリント
エクステンションユニットとデジタルカラープリン

ター (NC-501，PICTROGRAPHY3000) を直接SCSI接
続することにより，パソコンを介さずに，カメラか
ら直接プリンターに画像出力することが可能であ
る。ダイレクトプリントには，撮影ダイレクトプリン
トと再生ダイレクトプリントがあり，再生ダイレク
トプリントではインデックスプリントも可能であ
る。撮影・再生とも用紙サイズの選択も可能になっ
ている。

5. むすび

従来は業務用のハイエンド機として非常に高価であっ
たメガピクセルカメラを，他社に先駆け，低価格で誰
にでも操作できる簡易性と，プロ用途に対応可能な拡
張性を両立させ，しかもカメラらしいデザインで実現
したDS-300であるが，われわれの期待通り，市場での
評価もきわめて高く，われわれ設計者の目指した性能，
カメラコンセプトを評価してくださっているユーザー
の方々には厚く感謝の意を表したい。また，DS-300は
国内外の専門家の方々からの評価も高く，Innovate
Digital Product of PMAや TIPAの BEST DIGITAL
CAMERA’97-’98，EISA AWARDSのヨーロピアン・デジ
タルカメラ・オブ・ザ・イヤー’97-’98として選定された
ことを報告のまとめと致したい。
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Abstract

Recently, owing to the progress in digital imaging technology and fast spread of PC, foundation for
handling of image data at home is being laid, which will result in expansion of world of digital photography
in the 21st century. Preparing for the future of digital photographic age, a technical infrastructure which
realizes smooth exchange of high quality image data between photo-finishers (Labs) and home PCs is newly
built, and “F-DI service” on the technical infrastructure for general amateur users has begun in September,
1997, as the first step. The F-DI standards described in this paper are the base of the technical infrastructure
and determine the direction of recording media, directory structure, image file format and the principle for
image quality guarantee.
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UDC 681.3.04＋77.024

1. はじめに

1.1 写真のデジタル化
Windows95の発売に伴う爆発的なパソコンブームはや

や落ち着いたものの、今後もパソコン市場はより一層
の成長が見込まれている。これに伴ない，パソコンへ
の写真取り込み・加工・出力といった画像を利活用す
る人や，インターネットで画像を楽しむ人の数は、ま
すます増大すると予測されている。一方、すっかり市
民権を得た感のあるデジタルカメラも、各メーカーに
よるさらなる画質満足度・価格満足度の向上と写真プ
リントサービスの展開が期待されている。
このようにパソコン／デジタルカメラユーザーは確実

に増加していくことが予想されるが，ユーザーが目的と
する画像を高い画質を保ちつつ，パソコンに取り込んだ
り，加工してプリントを作成するにはまだまだ高価な機
材や専門的な知識を要し，一般の家庭で手軽に実現でき
るレベルには至っていないのが現状である。このような
現状を踏まえて，富士写真フイルムは，高速デジタイジ

ング・高速レーザープリント・画像ファイル・カラーマ
ネージメントなどの独自の基本技術をベースとし，画
像に関して豊富な知識・経験・機材を有する写真店や
現像所 (ラボ) と，家庭のパソコン／デジタルカメラと
の間で高画質な画像データのスムーズなやりとりを目的
とした技術インフラの整備を強力に推進している。
1997年9月より開始したF-DIサービスは，この技術イン
フラを活用した新しいタイプのデジタル写真サービス
の一つである。

1.2 F-DIサービス概要
F-DIサービスは，① メディアサービス，② デジタル

カメラプリントサービス，③ ネットサービスの3種類に
分類される。
メディアサービスには，撮影・現像済みの銀塩フィ

ルムの画像を専用CD-Rに書き込むCD-R書き込みサービ
ス，専用CD-Rに記録した画像データからフロンティア
により高画質銀塩プリントを作成するCD-R焼き増しプ
リントサービス，パソコンで加工した画像データを記
録したフロッピーディスクまたはZIPディスクからフロ
ンティアによる高画質銀塩プリントを作成するメディ
アプリントサービスの3つがある。これらは，写真のパ
ソコンへの取り込みやデジタル画像の高画質プリント
を手軽にすることをねらった最も基本的なサービスで
ある。
デジタルカメラプリントサービスは，デジタルカメ

ラで撮影・記録された画像データからフロンティアを
用いて高画質銀塩プリントを作成するものである。す

本誌投稿論文 (受理1998年1月21日)
*富士写真フイルム (株) 宮台技術開発センター
〒258-8538  神奈川県足柄上郡開成町宮台798
*Miyanodai Technology Development Center
Fuji Photo Film Co., Ltd.
Kaisei-machi, Ashigarakami-gun, Kanagawa 258-8538, 
Japan
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なわち，デジタルカメラユーザーを対象に，“同時プリ
ント感覚”で高画質銀塩プリントを提供するものである。
ネットサービスには，同時プリントなどの受付時に

登録した画像をインターネット経由で閲覧できるネッ
ト登録サービスと，登録画像のプリントやパソコンで
加工した画像データのプリントをインターネット経由
で注文できるネットオーダープリントサービスがある。

1.3 F-DI規格のねらい
デジタル時代における写真サービスでは，画像が

「ファイル」という目に見えない形で流通することにな
る。インターネット経由で画像を入手することや各種
のデジタイズサービスを受けることが身近なものとな
り，家庭で扱える画像データの種類と数は格段に増大
する。それだけに，画像データのファイル構造や画像
品質が異なると，思い通りに画像をハンドリングでき
なかったり，時には混乱さえ生じる可能性がある。
F-DI規格は上記の混乱を防ぎ，デジタル時代におけ

る写真サービスを誰もが楽しめることをねらって，①
媒体 ( メディア)，② ディレクトリ構造，③ファイルフ
ォーマット，④ 画質保証の考え方を規定することにあ
る。F-DI規格は，基本的にF-DIサービスのすべてに共
通のものであるが，ここではメディアサービスを中心
に解説する。

2. F-DI規格

2.1 メディア
F-DIサービスで流通するメディアは，その流れか

らラボOUTメディアとラボINメディアの2種類が存在
する。ラボOUTメディアは，富士写真フイルムの画像
技術を駆使して絵作りを行った高画質画像データが記
録されたメディアであり，ラボINメディアは，プリン
ト用の画像データやプリント注文内容が記録されたメ
ディアである。F-DI規格は基本的にメディアを規定し
ない。すなわち，メディア技術の進歩やニーズの変化
に応じて新規メディアを採用する考え方である。現時
点のF-DI規格では，ラボOUTメディアにCD-Rディス
クを，ラボINメディアにCD-Rディスク，3.5インチ
1.44MBフロッピーディスク，ZIPディスクを定義して
いる。

2.2 ディレクトリ構造
F-DIメディアはFig. 1に示す構造を有する。ルートデ

ィレクトリの下には画像データを格納する“IMAGES”，
F-DI対応のアプリケーションを格納する“APPL”，アプ
リケーションが扱うテンプレートを格納する
“TEMPLATE”，F-DIプリント注文情報を格納する
“ORDER”の4つのサブディレクトリが必要に応じて作
成される。ラボOUTメディアであるCD-Rディスクのボ
リュームラベルは，各CD-Rディスクに固有の12桁の数
字が割り振られ，同時にCD-Rディスク上に視認できる
ように印刷される。一方，ユーザーが作成するラボIN
メディアにはボリュームラベルの規定はない。

Fig. 1 Directory structure of F-DI media

2.3 ファイル構造 (ファイルフォーマット)
2.3.1 画像ファイル
F-DI規格で定義される画像ファイルには，CD-R書き

込みサービスに用いられる画像ファイルと，メディア
プリントサービスに用いられるプリント用画像ファイ
ルの2種類がある。いずれの画像ファイルもFlashPixフォー
マットを採用している。FlashPixは，エントリーユーザー
を対象にしたPC環境およびネットワーク環境で，高解
像度画像を簡単かつ軽快にハンドリングすることを目
的としたまったく新しい画像ファイルである。Eastman
Kodak Co.，Live Picture, Inc.，Microsoft Corp.，Hewlett-
Packard Co.の4社が中心となって1996年9月に規格を制定
し，現在は富士写真フイルム (株)，キャノン (株)，Adobe
Systems, Inc.，Intel Corp.，International Business Machines
Corp. (IBM) を加えて，業界標準化とその普及が図ら
れている。従来の画像ファイルとの互性はないが，次
世代の画像ファイルの標準になると期待されるもので
ある。その基本構造と特徴の詳細は3章で説明する。
ここでは，画像ファイルの命名規則と解像度について
述べる。
(1) 命名規則

CD-R書き込みサービスの場合，その画像ファイルの
ファイル名には以下に示す命名規則が適用される。ファ
イル名は「プリフィックス8文字＋サフィックス3文字
(“FPX”) 」により構成され，プリフィックス8文字の
内訳は
(先頭2文字):デジタイズした日の西暦年号下2桁を

10進2桁で表記
(次の1文字):デジタイズした日の月を16進数で表記
(次の2文字):デジタイズした日の日を10進2桁で表記
(次の3文字):CD-Rディスクに記録された画像ファ

イルの追い番 (10進)
である。この結果，あるユーザーが所有する画像データ
に関して，ファイル名のユニーク性が達成される。加え
て，ファイル名にラボでデジタイズした日が反映されて
いるため，ファイル名から画像ファイルの絞り込みが容

IMAGES

Root
(MMDDDYXXXXXX)

画像データ�

TEMPLATE テンプレート�

APPL アプリケーション�

ORDER 注文ファイル�

INDEX.HTM ヘルプ (on line)

IMAGE.INF CD-R情報�
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易になることも期待される。
一方，メディアプリントサービスのユーザーが作成す

る画像ファイルには，ファイル名に関する特別な制限は
設けない。

(2) 解像度 (画素数)
CD-R書き込みサービスの場合，その画像ファイルの

解像度 (画素数) に原則として規定はない。1997年9月に
開始した時点で定義されている解像度はTable 1に示すと
おりである。3.3で後述するように，FlashPixファイルは
複数解像度の画像を内包している。ここで言う解像度は
最大解像度の画素数である。
一方，メディアプリントサービスでラボIN用メディア

に記録される画像ファイルの解像度も原則として規定は
ない。1997年9月に開始した時点で定義されている解像
度はTable 2に示すとおりである。画像出力機の位置精度
の関係から，プリント保証範囲も定義している。

Table 1 Resolution of F-DI Image File (Lab-OUT)

入力ソースの種類
最大解像度の画素数

備　　　　考
横 縦

APS（H, C, P） 1890 1074 プリントサイズに依存しない

135-H 1890 1074

135-F（Ｌ） 1524 1074

135-Ｐ（パノラマ） 1890 672 プリント用画素数(1074×3024)を

62.5%に縮小する。

Table 2 Resolution of F-DI Image File (Lab-IN)

プリントサイズ 画素数 プリント保証範囲

（単位mm） 幅 送り 幅 送り

はがきサイズ（102×146） 1228 1748 1098 1666

HVサイズ（89×158） 1074 1890 1028 1842

LVサイズ（89×127） 1074 1524 1028 1476

PAサイズ（89×254） 1074 3024 1028 2976

A5版（210×148） 2504 1772 2456 1724

A4版（210×297） 2504 3532 2456 3484

2.3.2 注文ファイル
注文ファイルは，Microsoft社の開発したOLE (Object

Link and Embedding) の構造化記憶を使って，ラボでの
プリント注文に関する情報を格納する。その構造は，
Fig. 2に示すように注文ファイルのバージョン管理用の
情報を格納する“Version”streamと，発注者に関する情
報を記述する“Customer”stream，およびプリント注文
内容に関する情報を記述する“Order”storageより構成
される。注文ファイルは従来の注文袋を電子化した｢電
子注文袋｣に相当するものであり，紙では記述しにくい
複雑な注文 (例：トリミング指定) を可能にしたり，ラ

ボの工程合理化による低価格サービスを可能にするな
どの効果が期待できる。

Fig . 2 Structure of print order file

2.4 画像設計と画質保証の考え方
F-DIサービスでは，画像データがラボと家庭のパソコ

ンとの間を還流するため，ラボから家庭に提供された
画像はCRTモニタで表示したり，家庭のホームプリンタ
で出力されることもある。逆に，F-DIサービス以外の手
段で得られた画像データがラボでプリントされること
もある。このようなオープンな系で高画質性能を実現
するために，F-DI規格開発では，
①F-DIサービスで提供した画像データは，特別な処
理をすることなく，CRTモニタ上に好ましい画像
品質で表示されること

②F-DIサービスで提供した画像データは，特殊な画
像加工をしない限り，同時プリントと同等のプリン
ト画質を提供できること

をポイントに，画像設計および画像品質保証の考え方
を構築した。その詳細は4章で説明する。

3. FlashPix画像ファイル

3.1 概要
F-DI規格の画像ファイルとして採用したFlashPixは，

① Resolution Independent座標系，② 階層構造，③ タイ
ル構造，④ Structured Storage構造，⑤ 色空間の定義，
⑥ Viewing Transform関数の定義の6つの特長を持ち，エ
ントリーユーザーを対象にしたPC環境およびネットワ
ーク環境で，高解像度画像を簡単，かつ軽快なハンド
リングを実現している。これら6つの特長について以下
に説明する。

3.2 Resolution Independent座標系
FlashPixファイルには，解像度または画素を意識する

ことなく画像のハンドリングを可能にするために，Fig. 3
に示す座標系が導入されている。この座標系では原点
を画像の右上にして，横軸右方向に向かってX座標を，
縦軸下方向に向かってY軸を採用する。また，画像の高
さで正規化し，画像の幅はアスペクト比 (幅／高さ) で
表現する。

ORDER�

(XXXXXXXX.OD1)
CLSID

Version 注文ファイルの属性情報�

Customer 発注者の情報�

Order 1

2

Service プリント注文内容の情報�

受取者の情報�

プリント画像とのリンク情報�

　　　　ex.) OLE/URLmoniker

Customer

FileName



Fig. 3 Resolution independent coordinates

3.3 階層構造
FlashPixファイルは，その中に複数の異なる解像度の

画像データを入れておくことができる。これを階層構
造，またはピラミッド構造と呼ぶ。Fig. 4に示すように，
最大解像度の画像を縦R (pixel)，横C (pixel) とすると，
2番目に大きな解像度の画像は縦がR/2 (pixel) で横がC/2
(pixel) となる。3番目以降も同様である。この構造によ
り，出力デバイスの解像度に合せて出力する解像度を
最適値に変えることができる。たとえば，CRTディスプ
レイ表示には低解像度の画像を用い，これをプリンタ
に出力する際には高解像度の画像を使用することが可
能となる。また，顧客は自分が今，どの解像度の画像
を扱っているかをまったく意識する必要はない。

Fig. 4 Multi-resolution hierarchy

3.4 タイル構造
FlashPixファイルは，すべての解像度の画像において

タイル構造を採用している。タイル構造とは，Fig. 5に
示すように，画像データを64×64画素の小領域 (タイル)
に分割し，それぞれのタイルに対して独立にアクセス
できる機能を持ったものである。タイル構造を採用す
ることで，トリミング処理などで発生する画像の拡大
縮小が容易，かつ高速に実行できる。たとえば，画像
中央部分を2倍に拡大する場合には，一つ上の解像度の
画像の必要最低限のタイルのみをアクセスすれば十分
であり，低能力のCPUでも快適に編集作業が可能となる。

Fig. 5 Structure of tiled image

3.5 Structured Storage構造
FlashPixファイルは，Microsoft社の開発したOLE

(Object Link and Embedding )の構造化記憶を使って，｢フ
ァイルの中のファイルシステム｣を構築している。通常
のファイルシステムでは，ディレクトリに相当する
“Storage”とディレクトリ内に置かれるファイルに相当す
る“Stream”で構成される。FlashPixファイル (FlashPix
image view object) の基本構造をFig. 6に示す。

Root Storage直下の“source FlashPix image object”が
原画像情報を格納するStorageであり，各解像度ごとの
画像データは，さらにその下の“Resolusion i”Storage
に前述のタイル構造で格納されている。画像データに
関する各種の付帯情報は，以下に示すProperty setと呼ば
れる“Stream”に格納される。
(1)Summary Information property set
タイトルやサムネイル画像などの基本的な画像ファ
イルの属性を記述する。

(2)Source description property set
原画像ごとに決まる固有IDやタイトルなどの｢原画像
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FlashPix image
view object root

Source FlashPix
image object

Result FlashPix
image object

Summary info.
property set

Subimage data

Subimage header

Comb obj.
Stream

Global info.
property set

Extension list
property set

Source desc.
property set

Result desc.
property set

Transform
property set

Operation
property set

Resolution 0

Summary info.
property set

Comb obj.
Stream

Image contents
property set

Image info.
property set

Extension list
property set

Subimage data

Subimage header

Subimage data

Subimage header

...
Resolution 2

Resolution 5

Fig. 6 Structure of FlashPix image file
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データ｣の属性を記述する。
(3)Transform property set
原画像 (source FlashPix image object) に施す画像加工
関数の情報を記述する。画像加工関数に関しては3.7
を参照。

(4)Result description property set
画像加工関数で処理された結果の画像データに関す
る固有IDや，タイトルなどの「結果画像データ」の
属性を記述する。

(5)Operation property set
画像加工関数を実行するソフトウェアに関する情報
を記述する。

(6)Global information property set
画像加工の有無などのFlashPix image object全体に関
する情報を記述する。

(7)Image contents property set
画素数・圧縮・色空間などの原画像スペックに関す
る情報を記述する。

(8)Image information property set
フィルム・カメラ・スキャナーなどの原画像生成過
程に関する情報を記述する。

(9)Extension list property set
たとえば，APSのIX情報やデジタルカメラが有する
情報などを記述するproperty setを独自に設定する場
合，その拡張property setに関する情報を記述する。

3.6 色空間の定義
FlashPixは，PhotoYCCとs-RGBという2つの色空間を

採用している。Table 3に両者の観察条件の定義を示す。
PhotoYCCは典型的な屋外シーンの条件であり，画像デー
タはシーンの物理量を表現するものである。一方，
s-RGB は典型的なCRTやプリントを屋内で観察する条
件である。この場合の画像データは，シーンとは異な
る観察条件で，かつ色再現域に制約のある媒体へ色変
換する工程が含まれるため，「絵作り」と言われる画像
処理が施されたものとなる。FlashPix対応のアプリケーショ
ンは，s-RGBで定義された画像データは無変換で，
PhotoYCCで定義された画像データは典型的な「絵作り」
画像処理でs-RGBへ変換した後，CRTモニタに表示する
ことが求められる。
この規格により，FlashPixファイルをFlashPix対応ア

プリケーションで扱えば，CRTモニタ上に常に好ましい
画像品質で表示されることになる。

Table 3 Comparison of PhotoYCC and s-RGB Viewing Environments

PhotoYCC s-RGB

Viewing flare None 0.5－1.00%

Image surround Average 20%反射率グレー

Luminance level ＞ 5000 lux 80cd/m2（100lux）

Adaptive white x=0.3127 y=0.3290（D65） x=0.3127 y=0.3290（D65）

3.7 Viewing Transform関数の定義
FlashPixは，Viewing Transformという画像加工関数を

用いて画像処理を実現する機能が組み込まれている。
すなわち，顧客が画像に対して行った色や階調の変更，
画像の拡大縮小やトリミング指定などの加工情報は，
パラメータ化されてTransform property setに付帯情報と
して記録される。原画像データが格納されているsource
FlashPix image objectの中身は変更されない。アプリケー
ションは，モニタ表示に必要な解像度の必要な領域の
原画像データに対して，パラメータに応じた画像処理
を施し，その結果をモニターに表示する。プリント時
には，高解像度の画像データに対して，同一のパラメ
ータで画像処理が実施される。この仕組みにより，画
像加工時の操作スピード向上とUndo機能 (画像加工前の
状態に戻す機能)，および高画質のプリントの出力を同
時に達成している。この機能はLive Picture社のFITS
(Flexible Image Transport System) と同じメカニズムであ
るが，加工関数は以下の5種類に絞り込まれている。
Contrast adjustment ：コントラスト調整
Tone and color correction ：階調と色の修正
Result aspect ratio ：アスペクト比の変更
Spatial orientation ：画角の変更
Selection of region of interest ：領域の選択

4. 画像設計と画像品質保証

4.1 階調／色再現
4.1.1 基本的な考え方
入力機器と出力機器までのトータルな変換 (f0) を二

つの部分に分け，相互接続のための中間色空間を定義
し，f0＝f1＊f2となる変換をそれぞれ，f1, f2とする。中
間色空間が，F-DI／ラボOUTサービスで提供される画
像の色空間であり，接続の中心という意味でHUB空間
と言う。HUB空間の選択には自由度が多くあるが，
F-DIサービスのようなオープン系画像システムで高い
画像品質を実現するために，以下の２点をポイントに
絞り込んだ。
① F-DIサービスで提供した画像データは，特別な処理
をすることなく，CRTモニタ上に好ましい画像品質
で表示されること

② F-DIサービスで提供した画像データは，特殊な画像
加工をしない限り，同時プリントと同等のプリント
画質を提供できること

Fig. 7 HUB space and its meaning

変換f1

変換f0

変換f2
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プリント再現目標は，被写体の見えをプリント上で
好ましく再現するための画像階調，色再現である。こ
れはFig. 7のf0で表される変換であり，従来のアナログ
系，あるいはクローズ系で実現されてきた再現目標そ
のものである。したがって，｢f1＊f2となる処理系におい
ても最終的にはこの再現目標を実現できること｣が，上
記ポイント②を達成するための必要条件である。特に
限られた階調数であっても，この再現目標が画質劣化
なく達成できることが重要である。さらに，ポイント①
を満足するには，変換f1が施された画像データが「パソ
コンのCRTモニタに好ましい画質で表示されること」，
言い換えると「プリントとの“見え”がほぼ同じ印象
となること」が必要となる。
これらの必要条件を考慮し，F-DI規格ではFlashPixで

定義されているPhotoYCCとs-RGBの２つの色空間のう
ち，「絵作り」後の色空間であるs-RGBを採用した。す
なわち，『室内で画像を観察することを想定し，同じく
室内で観察するプリントとの“見え”の一致を重視す
る s-RGB』がF-DI規格のHUB空間である。

4.1.2 s-RGB標準モニタ
FlashPix Format Specification Version1.0 (5章) に定義さ
れているように，s-RGBデータはCRT特性とその観察条
件が一義的に定められた，CRT観察環境に表示されるこ
とを前提としたデータである。ここで定義されている
CRTがs-RGB標準モニタであり，その特性を以下で説明
する。なお，観察条件については3.6で述べたとおりで
ある。
(1) 原色色度座標 (x, y)

画像データの色空間は，calibrated-RGB空間として規
定される。この空間のR, G, B三原色のxyz色度座標は，
ITU-R Rec. 709に準拠した以下の値とする。

Red : (0.640，0.330，0.030)
Green : (0.300，0.600，0.100)
Blue : (0.150，0.060，0.790)

また，順応白点はD65 (6500 K) 相当とし，そのxyz
色度座標は以下の値とする。

D65 : (0.3127，0.3290，0.3583)
このR, G, Bは，1931 CIE等色関数による三刺激値

XYZと以下の関係を持つ。
Rs-RGB 3.2410 －1.5374 －0.4986 X
Gs-RGB ＝　－0.9692 1.8760 0.0416 Y
Bs-RGB 0.0556 －0.2040 1.0570 Z

(2) 階調変換特性
階調再現の目標とすべき階調カーブは，以下のように

規定する。
R’＝12.92 Rs-RGB (0 ≦Rs-RGB＜0.00304)
R’＝1.055 Rs-RGB (1.0/2.4)－0.055 (0.00304≦Rs-RGB≦1)

G，Bについても同様とする。ここで，Rs-RGB，Gs-RGB，
Bs-RGBはITU-R Rec.709モニタの蛍光体三刺激値であり，
正規化された信号値 (0.0 ≦ Rs-RGB，Gs-RGB，Bs-RGB ≦1.0)
である。

画像データを8bitの精度でデジタル化する場合には，
R8bit ＝ 255×R’

のように量子化される。

4.1.3 標準写真プリントとの対応
標準プリントの観察条件と標準s-RGB CRTモニタの

観察条件をTable 4に示す。標準プリントの観察条件は，
ICCのPCS空間に準拠するものである。ここで定義され
たプリント観察条件における標準プリント画像の“見え”
が，s-RGB標準モニタ上の画像の“見え”と一致するよ
う相互の変換を以下の考え方で実現する。
(1)色温度の違いはフォン・クリス型変換で対応する。標準
プリントの画像 と s-RGB 標準CRTモニタに表示した画
像は色温度が異なる。観察する際に，それぞれの色温度
に観察者が十分順応する条件を仮定する。

(2)フレアと輝度の違いは，“見え”の違いに関して無視で
きるレベルなので特別なγ変換はしない。

(3)R=G=B=255を標準写真プリントの白に対応させる。

Table 4 Viewing Conditions for Prints and CRT Monitor

PCS空間 s-RGB標準モニタ

(理想プリント観察条件) の観察条件

Viewing flare 1.00% 0.5～1.00%

Image surround 20%反射率グレー 20%反射率グレー

Luminance level 160～640cd/m2 (200-500lux) 80cd/m2 (100lux)

Adaptive white x=0.3457 y=0.3585 (D50) x=0.3127 y=0.3290 (D65)

(照明光源：F8蛍光燈)

4.1.4 画像品質に関する保証の考え方
色再現／階調再現に関する画像品質保証の考え方は，

「F-DI画像ファイルの画素値 (RGB値) とラボでプリント
した際のプリント上の濃度値 (L* a* b*値) の関係」を規
定することである。具体的には，Fig. 8に示す階調再現
とTable 5に示すカラーチャートの色再現に関して，両者
の関係を規定し，画像ファイルの画像品質保証を行う。

Fig.8 Gradation reproduction target (s-RGB vs L*)

（ （ （ ）））



Table 5 Relation Between RGB Values and L* a* b* Values

s-RGB プリント色度 s-RGB プリント色度

R G B L* a* b* R G B L* A* B*

112 59 40 30 21 20 53 34 85 19 15 －25

208 151 129 62 19 19 155 174 14 62 －16 62

41 130 178 48 －15 －30 224 155 5 63 20 67

33 71 34 26 －18 17 0 51 133 24 8 －46

128 129 179 52 6 －24 0 116 55 40 －36 24

69 173 180 60 －28 －11 160 18 8 33 51 41

210 108 4 52 36 59 238 193 0 73 8 75

24 88 165 36 0 －43 202 78 134 48 49 －5

196 62 67 44 51 26 0 122 170 45 －17 －31

4.2 像構造／圧縮
4.2.1 基本的な考え方
像構造の品質を左右するファクターには，①階層構

造化で用いるDecimation Filter，②データ圧縮の２つが
ある。4.1で述べたように，F-DIサービスで流通する画
像ファイルはさまざまな拡大率で表示またはプリント
される。このようなオープン系画像システムを前提に，
高画質性能の実現を目指して像構造の設計を行った。

4.2.2 Decimation Filter
Decimation Filterとは，3.3で説明した階層構造を作る

ときに，高解像度画像から縦横の画素数が半分となる次
の解像度の画像を生成する補間フィルタである。Fig. 9
で言えば，×印で示した画素を用いて□印で示す画素
を算出するフィルタのことである。

Fig. 9 Decimation filter

FlashPixに定義されている4種類のDecimation Filterを
Table 6 に示す。

Table 6 Decimation Filter Kernels

K1 K2 K3 K4

① 1/2

② 1/3 1/6

③ 0.411055 0.142929 －0.053985

④ 0.449199 0.156544 －0.059009 －0.04673

最も簡単なDecimation Filterは，①に示す2×2の平均フィ
ルタである。F-DI規格では高画質化のためにシャープネ
スを重視し，全階層に渡って④に示す8×8のフィルタ
を採用した。すなわち，注目している解像度画像の画

素値をai，求める次の解像度画像の画素値をbとした際，
次の演算を縦横それぞれに実施する方法である(Fig. 10
参照)。

Fig. 10 Decimation filter adopted on F-DI standards

4.2.3 データ圧縮
FlashPixファイルは，前述したFig. 4のような階層構造

を成しており，各解像度はさらに64×64画素のタイル
に分割されている。各タイルごとに異なる圧縮方法を
設定することができる。選択できる圧縮方法としては，
非圧縮，JPEG圧縮，単色カラー (タイル内が1色である
場合) の3種類である。

(1) CD-R書き込みサービスの場合
CD-R書き込みサービスにおけるF-DI画像ファイル

は，以下の画像設計方針で各階層ごとに異なる圧縮率
を採用し，非圧縮のままFlashPixファイルにした場合
に約8MBの容量を必要とする画像ファイルを，高画質
を維持したまま1.5～2MB程度に低減することを可能に
した。
①最高解像度画像は，データ容量削減には最も効果
的であるが，プリント画質を高く保つために3bpp
(bit per pixel) レベルの圧縮率を採用する (≒ 1/8 )。

②第2階層度の画像は，CRTモニタ表示で最も多く利
用されるサイズであり，拡大率の点で像構造的に
厳しい評価となるので，7bppレベルの圧縮率を採
用する (≒ 1/3)。

③第3階層度以降の画像も，CRTモニタ表示で利用さ
れるサイズであり，さらに像構造的に厳しい評価
となるので，非圧縮を採用する。

(2) メディアプリントサービスの場合
メディアプリントサービスの場合，画像データはラボ

OUT時とラボIN時の合計2回の圧縮がかかる上に，年賀
状利用においては文字品質の劣化も考慮する必要があ
る。その上で，FDによる年賀状プリント注文が可能と
なるように最適化を行い，3bppレベルの圧縮率を採用し
た (≒ 1/8 )。
なお，メディアプリントサービスにおける画像ファイ

ルは，ラボでのプリントが目的である点を考慮し，プリ
ント用の最高解像度画像のみが存在する単一解像度の
FlashPixフォーマットを採用している。

78 F-DI規格 —F-DIサービスにおける画像データ流通の仕組み—
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4.3 画像システム構成
4.3.1 システムの概要
F-DIサービスは一つの大規模な画像システムと捕らえ
ることができる。デジタル画像データを得るための画
像入力部，画像データを加工する画像処理部，プリン
トを作成する画像出力部，およびラボIN／ラボOUT用
の画像入出力を行うフロントエンド部 (F/E部) から構成
される。その機能構成図をFig. 11に示す。

Fig. 11 Block diagram of F-DI image processing system

4.3.2 基本的な画像データの流れ
(1) CD-R書き込みサービスの場合

CD-R書き込みサービスでは，撮影・現像済みの銀塩
フィルムから専用CD-Rにデジタル画像データの書き込
みを行う。この場合の画像データの流れをFig. 11を用い
て説明する。画像入力部で得られた画像データは，画像
処理部でプリントに適した絵作りが施される。このデー
タは画像出力部でプリント作成に使われるとともに，
F/E部にも送られる。F/E部では s-RGB化と FPX変換を行
った後，F-DI専用のCD-Rへの記録を行う。

s-RGB化 では，4.1で説明したように，s-RGB標準モニ
タに表示された画像の“見え”がプリント画像の“見え”
と等しくなるような階調／色変換が行われる。また，
FPX変換 ではFlashPixフォーマットへの変換のために，
4.2で説明したデータ圧縮と階層構造化処理が行われる。
この結果，CD-Rに記録された画像データは特別な処理な
しで，CRTモニタ上に好ましい画像で表示が可能となる。
また，写真プリント作成時に得られた画像データを活用
していることで，より安価なサービスの可能性が広がる。

(2) メディアプリントサービスの場合
メディアプリントサービスは，パソコンで加工した画

像データを記録したフロッピーディスク，またはZIPデ
ィスクから本システムを用いて高画質銀塩プリントを作
成するものである。この場合の画像データの流れは，ラ
ボに持ち込まれたF-DIディスクに記録された画像データ
にフラット化と i-RGB化 が施された後，画像出力部へ
戻されプリントが出力される。
フラット化 は FPX変換 の逆変換， i-RGB化 は

s-RGB化 の逆変換に相当し，CD-Rで提供された画像が
無変換でそのまま持ち込まれた場合は，同時プリントと
同じ画質の銀塩プリントを生成できる。また，F-DIサー
ビス以外の画像と合成した場合も，CRTモニタ(正確に
はs-RGB標準モニタ) 上での見えとほぼ同等画質のプリン
トを生成することができる。

4.3.3 デジタルカメラプリント時の画像データの流れ
DSCカードに記録された画像データは 絵作り処理 と
解像度変換とを行った後，画像出力部に戻されプリント
される。絵作り処理ではDSCデータを銀塩プリントに適
した絵作り (オートセットアップ機能を含む) を行った
後，画像出力部に適合したRGB値への変換を行う。また，
解像度変換はプリント用に画素数を合わせる画素密度変
換とシャープネス制御を含む処理を行う。また，現時点
ではサービスを行ってはいないが，プリント用に絵作り
された画像データを4.3.1と同様に， s-RGB化 と FPX変換
を行って専用CD-Rに記録することも可能である。同じ
デジタル画像データではあるが，CD-R上の画像データ
はDSCカード上のそれに比べて､付加価値の高い高画質
画像データに変換されている。

5. Photoware/Home

5.1 概要
Photoware/Homeとは，F-DIメディアサービスのCD-R

書込みサービス利用時に無料添付されるソフトウェア
の総称で，高画質な写真画像を家庭用パソコンで利用
することを配慮した，① Photoware/Home-EX (ビューワ
ーソフト)，② Photoware/Home-PD (注文ディスク作成ソ
フト)，③ Photoware/Home-IP (Photoshopプラグインソフ
ト) の3種類のソフトウェアで構成される。

5.2 Photoware/Home-EX
Photoware/Home-EXはCD-R書込みサービスで，専用

CD-Rに記録されたFlashPix画像を閲覧，画像フォーマッ
ト変換，およびF-DIメディアプリントサービス用の注文
ディスク (FD，ZIP) を作成するソフトウェアである。そ
れぞれの機能は以下のとおりである。
(1) FlashPix画像閲覧

CD-Rに記録された全画像のサムネール表示，選択し
た画像に関する各解像度画像の表示 (4Base，Base，
1/4Base，．．．全6階層) および画像属性情報表示ができる。
F-DIメディアプリント用に作成した注文ディスクの内
容確認も可能である。

(2) 画像フォーマット変換
CD-R書込みサービスでCD-Rに記録されたFlashPix画

像ファイルを，FlashPix未対応の画像加工・編集アプリ
ケーションソフト用に，Win95版ではBMP画像ファイ
ルフォーマットへ ，Mac版ではPICT/JPEG/Tiff画像ファ
イルフォーマットへ変換する。

(3) 注文ディスク作成
閲覧した画像の単純焼き増しやトリミング焼き増

しを，高画質銀塩プリントに出力するための注文フ

画像入力部� 画像処理部�

スキャナー�

画像出力部�

スキャナー�セットアップ�
絵作り�
画像処理�

F /E部�

CD-R FD／ZIP DSC card

s-RGB化�
[F]

i-RGB化�
[F  ]

絵作り処理�

解像度変換�
FPX変換�
(階層化 & 圧縮)

フラット化�
(含む伸長)

–1
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ァイル，およびFlashPix画像ファイルをF-DIメディアプ
リントサービス用の注文ディスクとして外部メディア
(FD, Zip) に作成する。

5.3 Photoware/Home-PD
Photoware/Home-PDは，各種の市販画像加工・編集ア

プリケーションソフトで作成した各種フォーマットの
画像データをF-DIメディアプリントサービスで高画質銀
塩プリントするため，FlashPix画像フォーマットへの変
換，および注文ファイルを外部メディア (FD, ZIP) に作
成するソフトウェアである。具体的には，家庭用パソ
コンで動作する各種画像加工ソフト (マイクロソフト社
PictureIt!などのFlashPix対応アプリケーションおよび
Adobe社PhotoopなどのFlashPix未対応アプリケーション)
で編集／加工された画像データを，PCソフトにおける通
常の｢印刷｣インターフェースを使用し，高画質銀塩プ
リントするための注文ファイル，およびFlashPix画像フ
ァイルをF-DIメディアプリントサービス用の注文ディスク
として外部メディア (FD, Zip) に作成するものである。

5.4 Photoware/Home-IP
Photoware/Home-IPは専用CD-Rに記録されたFlashPix

画像をAdobe社製画像加工アプリケーションソフト
Photoshop/PhotoDELUXEに読込む入力プラグインソフト
である。FlashPix画像ファイル閲覧機能 (サムネール表
示，階層画像表示，画像属性情報表示) とPhotoshop/
PhotoDELUXEへの読込み機能を有する。

6. F-DI規格の今後の展開

6.1 F-DI規格の推進
6.1.1 ファミリー化
パソコンの電子データ交換に関連する規格は広く普

及し，事実上の標準化がなされた結果，家庭用パソコ
ンを媒体とした各種データサービスにおいても，高画
質画像データを気軽に使えることがエンドユーザーの
利便性向上に不可欠な状況にある。当社では，その意
味からF-DI規格を広く普及させるため，その主旨に賛同
していただけるパソコンソフトベンダー各社にF-DIメデ
ィアサービスと連携するアプリケーションソフトの開発
をお願いしており，複数社においてF-DIサービスに連携
する市販ソフトが実現している。
6.1.2 ソフトウェア・ツールキット
上記ファミリー化を推進し，F-DI規格を普及する目的

で，F-DI規格に則ったサービスに連携する市販アプリケ
ーションソフト機能を実装する際に必要となるソフト
ウェア・ライブラリーをツールキットの形態で提供して
おり，今後も組み込みやすさの改善や，当社F-DIサービ

スの仕様拡大に合わせ，バージョンアップする予定で
ある。

6.2 注文ファイルの標準化
F-DIで扱う画像ファイルはFlashPixフォーマットであ

り，次世代の画像ファイルの標準になることが期待さ
れる。一方，2.3.2に示した注文ファイルは，紙では記
述しにくい複雑な注文を可能にしたり，ラボの工程合
理化が期待できるポテンシャルを持っているが，現時
点では富士写真フイルムの独自仕様である。当社が目
指すのは，すべての家庭でデジタル画像を利活用した
り，楽しめるように技術インフラを整備することであ
る。前項で示したF-DIファミリー化を推進しても，この
目的を達成するためには独自仕様のままでは限界があ
ると考えている。デジタル写真サービスのさらなる発
展のためには，すべてのラボ・取次店で同じ注文ファ
イルを扱えることが不可欠であり，そのためにも注文
ファイルの業界標準化を推進していきたい。

6.3 業務用F-DI規格
F-DI規格は一般ユーザー，特にパソコン・デジタルカ

メラユーザーを対象に，写真をデジタルで手軽に楽し
むための規格である。そのコアとなる画像ファイルは，
富士写真フイルムが長年培ってきたノウハウを駆使し
て，絵作りを施した「加工済み画像データ」が格納さ
れている。ユーザーが，家庭のパソコンで使う場合に，
特別な処理無しで好ましい画像が得られる。
一方，銀塩フィルムの性能を最大限に引き出すには，

現在のF-DI規格に対して，色再現域・濃度分解能・ダイ
ナミックレンジの拡大が必要である。業務用途向けに，
これらの3要素を拡張したF-DI professional規格 (仮称) の
検討も推進していきたい。
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印刷物を基準としたカラーマネージメントシステム

宇佐美　良徳*，大久保　彰人*，依田　章*

Color Management System for Printing and Graphic Arts

Yoshinori USAMI*,  Akito OHKUBO*  and  Akira YODA*

Abstract

In order to implement color consistency of digital image data throughout the entire process for press
make-up, a technology for color management system (CMS) has been developed, where colors of the final
printed matter are standards of reference for reproduction.  This describes precisely the relationship between
colorimetrical values of printed matter obtained by a production press machine and the CMYK dot
percentages, and makes it possible to simulate the colors and gradation of the final printed matter by utilizing
this relationship when they are reproduced on the monitors or the digital color printers. 

Since the finished colors of final printed matter are subject to the effects of dot gains or ink trapping,
linear modelling with the CMYK dot percentages does not hold.  Furthermore, a subtle change in colors due
to non-uniformity in the ink density within paper makes it difficult to describe the relationship between
colors and the dot percentages.  We have studied these properties, developing a chart with an array for each
ink combination and a modelling algorithm, and succeeded in describing the colors from a production
machine with an accuracy of less than 2 of the average value of ΔE in CIE Lab color difference.  Also, in
the tranform of the colorimetrical data into the device data, a localized reproduction model at the boundary
of color gamut has been introduced to make it possible to maintain the continuity of tone and the
reproduction accuracy up to the near threshold.  With these achievements, it has become possible to
reproduce the colors of final printed matter on the prints or on the monitors.

1. はじめに

フルデジタル化した製版印刷の工程において印刷品
質の設計はデータのみを媒介として行われ，コンピュー
タ・トゥ・プレート (CTP) やオンデマンド印刷などの
手段により直接刷版や印刷物が作成されるようになっ
てきている。一方で，カラーデータの交換が正確に行
われるようにとのニーズに対しカラーマネージメント
システム (CMS) が種々提案されている。これは，
CMYKのような材料や装置に依存した色信号ではなく，
CIEXYZもしくはCIELABの信号を使って色彩情報を正
確に伝えようとするものである。たとえば，CMYK信
号とCIELAB値の関係を色再現特性記述データとしてあ
らかじめ求めておき，これを使って異なるデバイス間
で同一の色再現を実現しようとするものである。この

記述データはデバイスの色再現プロファイルと呼ばれ
ている。CMSはプリプレス分野における色保証の要と
なるものとして注目され，ISO／TC130／WG2など，
種々の団体で検討が進められ，カラーターゲットや
データ交換フォーマットについての標準が提唱されて
いる1) 。
従来の製版工程における色保証は，中間媒体である

網点フィルムから校正刷りを作成し，それをもとにし
て行われていた。その主たる目的は以下の3つである。

(1) 製版スキャナーなどでの画像処理結果の確認
(2) 発注者から仕上がり品質の承認を得るため
(3) 本機印刷時の刷り見本

これらはいずれも大量生産する印刷仕上がりを事前
に確認することが目的であり，中間媒体における色の確
認は仕上がり設計の重要な部分を担っている。しかし
ながら，仕上がり確認フローの中に網点フィルムから校
正刷りを作成する工程を含むために，品質確認と直し
に費やされる労力とコストは非常に大きい。また，本機
とは印刷方式の異なる校正印刷機において最終仕上が
り色を正確にシミュレートしたプリントを作るのは困
難であり，結果として本機印刷準備における色調整に

本誌投稿論文 (受理1997年10月3日)
*富士写真フイルム (株) 宮台技術開発センター
〒258-8538  神奈川県足柄上郡開成町宮台798
*Miyanodai Technology Development Center
Fuji Photo Film Co., Ltd.
Kaisei-machi, Ashigarakami-gun, Kanagawa  258-8538, Japan
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手間がかかり生産効率を低下させている。さらに，
CMYK分版用のデータを作る工程においては網％値の
組み合わせと色の関係を経験的に知っている熟練者に
頼らざるを得なかった。
これに対し，デジタル信号の色を測色値で表現する

CMSでは，モニターやプリンターの機種によらず同じ
色再現が原理的には可能である。したがって，CMYK
データに対して最終印刷の色をプロファイルデータと
して精度良く関係づけておけば，上流工程で最終印刷
の色確認が可能となる。これにより，工程すべてに渡っ
て一貫した色保証が実現可能になり，前述した従来工程
の欠点が大幅に解消できる。われわれはこうした観点
に基づくCMSのコンセプトを提案しており2) ，その概念
を示したものがFig. 1である。
特に，スキャン分解された写真画像の品質保証を考え
た場合，以下の特性が品質シミュレーションとして要
求される。
(1) グレーバランスおよびグレー階調特性を忠実に
再現できること。

(2) 肌や緑，空などの記憶色を正確に再現できること。
(3) 有彩色に対しても階調再現が正確に再現できること。
(4) これらの特性について用紙などの材料差による
違いを表現できること。

特に，高品質なカラー印刷では色差ΔEの値が2以下
の精度が要求されており，こうした用途に対応できる
CMSの構築が必要となる。
われわれはこのような観点に立ち，色および階調再

現において高い精度実現を前提とした製版印刷用CMS
技術の開発を行った。ここではその概要を報告する。

2. 材料や印刷方式による網点色再現特性の違い

CMYKデータを実際に印刷する場合の色再現は，印
刷方式や材料の違いによって異なることはよく知られ
ている。網点画像のグレー再現や色再現に対して印刷
方式や材料の違いがおよぼす影響を調べるために，各
版の単色，2次色および3次色の網点スケールを印刷し，
これらを測色したデータをL*a*b*空間のグラフにプロッ
トしてその特性を比較した。印刷条件が異なる場合の

一例として，枚葉式輪転印刷機と平台校正機についてグ
レー再現特性を比較した結果を以下に示す。Fig. 2は，
CMY網点面積率を同じにした3次色スケールの明度L*再
現を，Fig. 3は，色座標a*，b*再現をそれぞれプロット
したものである。この例では網点面積率の小さい側で枚
葉式輪転印刷機の方が硬調な階調再現を示し，シャドウ
側では逆に軟調な再現になることがわかる。また，a*，
b*の値の変化のようすも面積率の小さい側と大きい側で
著しく異なっており，色差ΔEも最大で8と大きい。こう
した違いを生じる要因としては，印刷時の網点太り (ド
ットゲイン) 特性の違いのほか，インク網点の重なり部
分における再現特性の違いが大きいことが考えられる。

        

        oooorrrr        

    

Fig. 1   Color management system for graphic arts and printing

Fig. 2   Ｌ＊ curve of CMY gray

Fig. 3   Color balance of CMY gray

*
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Fig. 4は，同一条件，同一インキで光沢コート紙，マッ
トコート紙，非コート上質紙にそれぞれ印刷したもの
を測色し，a*b*平面にプロットしたものである。インク
の紙への染み込みを反映して色再現範囲が大きく異な
っており，上流工程での仕上がり品質チェックにおい
てはこれらを考慮することが必須であることがわかる。
以上のように，印刷方式や使用する材料の違いによ

り，色の再現範囲やグレー階調，グレーバランス再現
特性が多様に異なっていることがわかる。こうした最
終印刷の仕上がりを数値データで表現し，上流工程に
おいてプリンターなどで再現させる技術が必要となる。
これについて以下の章で述べる。

3. 印刷色再現色のモデリング

一般に，カラー反射プリントは発色メカニズムが複
雑であり，デバイス制御データと再現される色の関係
を簡単な数式で表現することが難しいことから，色再
現プロファイルは，一万から百万点の要素からなる
ルックアップテーブル (LUT) 形式で記述される。通常
は代表色の測色データを基に色再現モデルを作り，
CMYK空間で等間隔に分布させた格子点に対応する測
色値を計算し，LUTを作成する。
網点印刷の色再現モデルとしては，Neugebauer方程式

が古くから知られている3) 。これは白地，単色インク部，
2次，3次，4次色インクベタ部分を代表色として計測し，
そのXYZ3刺激値に各色部分の出現確率を乗じて任意の
CMYK組み合わせに対する再現色を求める方法である。
網点太りの特性を組み入れる方法など，幾つかの改良
がなされているが，特に，3色または4色グレーなど，
網点の重ね合わせ部分の特性を正確に記述することは
難しい。

一方，CMYKの組み合わせ色パッチを数百から千数
百印刷して，その測色データを高次多項式で近似する
ことにより，色再現特性をモデル化する方法もよく用
いられている4) 。この方法は原理的にはCMYKのあらゆ
る組み合わせに対して忠実なモデリングが可能である
が，チャートを配置する面積が広くなるため，印刷紙
面内のムラの影響を受け易い。これは色再現特性の歪
みとして反映され，特に，自然画の調子再現では障害
となる。ムラに影響されにくいチャート，およびモデ
ル化アルゴリズムの設計をすることも重要なポイント
となる。
われわれは網点階調再現とグレーバランスを重視し

た再現色予測アルゴリズムとして色空間フレーム補間
法を開発した。通常の測色データ補間による色再現モ
デルでは，CMYK空間において格子上に配置していた
色パッチを，この方法ではFig. 5に示すようにCMY各軸
および対角線上に配置する。それぞれの軸に沿って色
再現カーブを求め，次に2次色平面内に補間し，さらに
全空間に補間することで全体の特性を求める。計算フ
ローは次のようになる。

(1) チャートの計測値から単色，2次色，3次色の各スケ
ールの再現特性カーブを算出する。

(2) 3つの軸で構成される面の色再現特性をL*a*b*空間
における補間により算出する。

(3) CMY立体内の格子点の測色値をL*a*b*空間における
補間により算出する。

(4) CMY代表色のサブセットをK値を変えて印刷し，そ
の計測値と上記で求めたCMY立体の特性から異なる
K条件に対するCMY再現色特性を予測する。

Magenta axis

Yellow axis

Cyan axis

   Measured Colorimetric data

Fig. 4   Plots of halftone printing colors on various papers

Fig. 5 Measured points for color frame interpolation mapped on
color gamut of a halftone press printing in CIELAB color
space
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この方法は，調子の連続性に影響する同系列のパッ
チを近接して配置することが可能であり，小さい面積
範囲にカラーチャートを納めることができるため，紙面
内の不均一性の影響を最小限に押さえることが可能と
なる。Fig. 6には，この色予測モデルで使用する代表色
を配置したカラーチャート構成を示す。この方法は単
色から3次色の各スケール上に計測点を重点的に配置し
ているため，色版ごとの網点太り特性やインク重なり
部分の色調子再現を忠実にモデルに反映できることが
特徴である。
約100色の任意のCMYKデータに対し本モデルによる

計算値と実測値を比較したところ，平均色差ΔEが1以
下で一致することを確認している。これは，先に述べ
た印刷方式や材料による色調再現特性差を数値表現す
るのに必要十分な精度といえる。

4. 色再現アルゴリズム

プリンターやモニターなどの装置で予測された色を
忠実に再現するためには，XYZやLabなどの色データか
ら装置固有の制御信号 (たとえばRGB信号) への変換が
必要となる。特に，最終仕上がりのシミュレーション
を行う場合には，色再現域境界まで正確な色一致が要
求され，かつ調子つながりの良さを実現することがポ
イントとなる。
色データからの変換用LUTを作成するには，ある再現

色を与えるデバイス制御信号を次のような2段階のプロ
セスで求める工程が使われる。
(1) 装置固有の色信号RGBに対する再現色を記述する
LUT作成

(2) 上記テーブルを使った繰り返し演算により，XYZや
LABなどの色空間で等間隔に刻まれた格子データに
対応したRGB値を算出する工程

このプロセスにおいて，プリンターやモニターの再
現可能な色範囲においては解が得られるが，再現域の
外側に相当する色データは原理的に解がない。Fig. 7は
この様子を2次元で模式的に示したものである。左は色
空間におけるデバイス色再現域とLUTの格子を示してあ
り，右図はデバイス色空間であり，網がけ部分が再現
範囲である。丸印で示したように色空間の格子点の中
にデバイス空間で対応する信号値がない格子点が出て
くる。色データを変換する際には，複数格子点のデー
タ補間により変換後の値が算出されるため，再現域境
界付近では色再現域外の格子点データが使われる領域
が生ずる。この領域のデータを再現範囲内にマップす
るという手法をとると，その点近傍の色再現特性に歪
みを生じさせる。こうしたことから，再現域外の色デ
ータのマッピングが高彩度色の忠実再現性や階調再現
に非常に重要な要素となる。
われわれは拡張色再現域マッピングアルゴリズムを開

発し，高彩度色および階調の忠実な再現を可能にした。

Lattice Point out of Gamut

CIE Color Space
X

Y
G

R

?

Device Color Space

Color Gamut

Fig. 7   Color transform from CIE color space to device color space

                       
Fig. 6   Color target design for color frame interpolation
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この方法はデバイス制御信号を実際の範囲より拡大し，
この領域に対する色再現特性をモデル計算により色の
連続性を保つよう拡張することによって，再現域境界
近傍の対応点を設定する方法である。Fig. 8はこの方式
を説明したものであり，右図中の網がけ部分で表示さ
れたデバイス信号範囲の外側点線部分がモデルで拡大
する領域を示している。拡大部分に対応した色領域が，
左図における実線で描かれた色再現範囲の外側の部分
に相当する。
この方法により，再現域境界ぎりぎりまで忠実な色

再現が可能となり，デバイスの色再現範囲をフルに活
用できる。これにより，ハイライトから高彩度色まで
階調再現性を損なわずに印刷色の忠実なシミュレー
ションが可能となった。

5. カラーイメージチェックシステムへの適用

本技術を組込んだシステムの実例として，カラーイ
メージチェックソフトを開発した。これは，フルデジ
タルの流れの中で次工程に対する品質管理という要請
から，写真画像をスキャナ分解する工程で最終仕上が
り色のチェックを可能とするものである。このシステ
ムでは写真画像チェック用途であることを考慮し，調
子再現性に優れたPictrography3000を品質確認用の出力
機として使用した。
このシステムにおけるCMS処理のフローをFig. 9に示

す。印刷の代表色を配置したカラーチャート印刷物を
測色したデータをもとに，色空間フレーム補間法によ
り印刷色再現をモデリングし，CMYKとCIEXYZ値の関
係をLUTとして記述する。Pictrography側に関しても同
様に，カラーチャートプリントを測色したデータをも
とに色再現モデリングを行なう。さらに，拡張色再現
域マッピングを行い，CIEXYZ値からRGB信号への変換

用LUTを作成する。作成された両者のテーブルを結合す
ると共に色再現域圧縮処理を行い，CMYKからRGBへ
の変換用のLUTを作成する。色分解されたCMYK画像デ
ータは，このLUTにより印刷色にマッチするように調整
されたRGBデータに変換され，Pictrography3000に出力
される。
このシステムについて印刷色の再現精度を調べたと

ころ，グレー部分でターゲットに対する色差は平均ΔE

CIE Color Space

Imaginary Color Gamut

Out of range

Out of range

Device Color Space

�

Fig. 8   Extended color gamut mapping

プリンター代表色測色�

C I E X Y Z → R G B

プリンター色再現モデリング�
拡張色再現域マッピング�

LUT結合�
色再現域圧縮�

印刷代表色測色�

印刷色再現モデリング�
色空間フレーム補間�

CM Y K→ C I E X Y Z

色分解�
データ�
CMYK

製版スキャナー�
システム�

色確認用�
データ�
RGB

Pictrography

LUT (CMYK→RGB)

�

Fig. 9   CMS data flow
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で1.05であった。Fig. 10に示すグレー部分の再現特性を
比較したグラフから，印刷のグレーバランスや階調を
忠実にシミュレートできていることがわかる。肌色，
緑など，写真から抽出した全色についての色差も平均
ΔEが1.7であり，全色域にわたって良好な再現が得られ
ることが確認できた。

6. 終わりに

近年，International Color Consortium (ICC) によりCMS
プロファイル記述の国際標準が制定され，デジタル
データをオープンな系において色管理する環境が整い
つつある。フルデジタル製版工程の長所である自動化，
生産性の向上を最大限に活かすために，こうしたオー
プンなCMS環境の枠組み構築に加えて，ピクトリアル
な画像品質保証を可能とする高精度なデジタル色処理
アルゴリズムがより重要になってくる。本報告で述べ
たCMS技術要素は，製版分野の品質管理のニーズに答
えることのできる信頼性の高い色保証を提供するもの
として期待される。
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Fig. 10   Reproduction of color and tone by CMS
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心筋梗塞診断用“富士ドライケムCKMB-Pスライド”の開発
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Development of FUJI DRI-CHEM CKMB-P Slide
for the Diagnosis of Acute Myocardial Infarction

Hideaki TANAKA*  and  Yoshihiko ABE*

Abstract

A dry chemistry slide was developed to determine CKMB activity (B-subunit activity of creatine
phosphokinase) within serum or plasma. (CKMB exists in large quantities in cardiac muscle.) The key
points of this development were a technology to incorporate within a dry chemistry slide an
immunoinhibition reaction-in other words, a technology for inhibiting CK-M activity within serum through
the use of anti-human CK-M antibody-and an improvement in storage stability. When a drop of serum or
plasma is applied to a slide, CK-M is selectively inhibited by its specific antibody, and residual CK-B
activity is determined via a dye formation reaction measured at 540 nm using reflective photometry.
Satisfactory results were obtained for within-run precision evaluations. A comparison study of acute
myocardial infarction (AMI) patients gave a good regression between the FUJI DRI-CHEM CKMB slide
and a convention liquid immunoinhibition method measured using a Hitachi 7150. The newly developed
present method is quite effective for the diagnosis of AMI, because reliable results can be quickly obtained
through the use of this dry film assay technology.
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1. はじめに

医療の現場において，疾患の診断および病態を把握
するために，血液中の化学成分や酵素を定量的に測定
することが広く行われている。富士ドライケム (以下，
FDCと略す) は，乾燥状態で一体化した試薬スライドに
血液などの検体を1滴点着するだけで，血液中の目的の
物質濃度または酵素活性値が測定できるシステムであ
り，臨床検査分野での代表的なドライケミストリーで
ある1)。その主な特長は，①試薬調製の手間がいらない，
② 迅速簡便に測定ができ，緊急検査に対応できる，③
メンテナンスフリーである，④ 水を使用しないため，
災害時に強く，また，廃液が出ない，などである。FDC
はこれまでも，各種病院の中央検査室，緊急検査室，
ICU (集中治療室)，手術室などの多くの医療の現場で，
これらの特長を活かしながら，使用されている。FDCは，
これまでに免疫項目1項目を含む比色22項目，電解質3
項目を開発してきた。

本報告では，FDCのこれまでの酵素発色法に加え，新
たに免疫阻害法の技術を応用して開発した，心筋梗塞
の診断に有用なCKMB＊＊スライドについて紹介する。

2. スライド開発

2.1 開発の背景
急性心筋梗塞は，発作後から治療開始までの時間が

短いほど治療効果が高いとされている5)。そのため，そ
の診断には迅速性，緊急性が要求される6)。我々は，緊

本誌投稿論文 (受理1997年9月10日)
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〒351-8585  埼玉県朝霞市泉水3-11-46
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CKMB slide

＊＊ CKMBはエネルギー代謝に関わるCPK (クレアチンホスフォ
キナーゼ) という酵素のアイソザイムであり，その存在量，
存在比率が心筋に著しく高いことが知られている2)。そのた
め，CKMBの測定は心筋梗塞に特異性の高い検出法として重
要視されている3) 4)。



急検査に対応できるというFDC最大のメリットを活か
し，年々増え続ける心筋梗塞の診断ニーズに応えるた
め，CKMBスライドの開発に着手した。CKMBの測定
法には，① 電気泳動法，② イオン交換法，③ カラム
抗体法，④ 免疫阻害法，⑤ イムノアッセイ法がある7)

8)。現在では，④, ⑤が主流となっている。スライド開発
にはこれらの中で最も迅速に測定が可能である免疫阻
害法を用いることにした。

2.2 測定原理およびスライドの層構成
2.2.1 免疫阻害法9) 10) の原理
Fig. 1に免疫阻害法の原理を示す。CPKは2つのサブユ

ニットからなる2量体酵素である。サブユニットにはM
型とB型の2種類が存在し，それぞれが活性部位を持つ。
M，Bの組み合わせでCK-MM，CK-MB，CK-BBの3種類
のアイソザイムが存在する。Mサブユニット活性のみを
特異的に阻害する抗体を用いると，Bサブユニット活性
のみが残存する。CK-BBの血中への出現はきわめて稀
であるため，ここで得られた残存B活性はCKMB活性を
反映していると考え，2倍することによりCKMB活性と
することができる。

2.2.2 層構成と反応タイムコース
CKMBスライドの層構成をFig. 2に示す。ポリエチレ

ンテレフタレートの光透過性支持体上に，指示薬層，
展開･反応層の2層から構成されている。測定には卓上
型アナライザーFDC-5500，FDC-3000，または高速処理
が可能な全自動アナライザーAUTO5を用いる。展開･反
応層に検体を点着すると，検体は布の繊維に沿って均
一に自由展開し，まず抗体によりCK-M活性が阻害され
る。そして，Fig. 3に従い反応が開始される。CPとADP
は，CK-B活性に応じた量のATPおよびCreatineを生成す
る。生成したATPは酵素HKの作用でG6Pに変化し，
G6Pは酵素G6PDHの作用で酸化され，同時にNADHが
生成する。最終的に，NADHは酵素DIの作用でNTBと
反応し，ジホルマザン色素 (λmax＝540nm) を形成する。
この色素を540nmにて支持体側から反射測光し，2.5分
と5.0分の間の反射光学濃度の増加量を求め，あらかじ

めアナライザーに内蔵された検量線に従ってCKMB活
性に換算する。

2.3 スライド特異性
2.3.1 CKMMの影響
CKMB活性の測定において，一番重要なポイントは，

CK-M活性をいかに阻害するかである。抗CK-M抗体を
展開層に添加することにより，検体中のCK-Mサブユニ
ット活性を効率よく阻害することができた。Fig. 4は
CKMB正常域付近の検体にCKMMを添加し，CKMMの
影響を調べたグラフである。CKMM 2000U/ℓまで，
CKMB活性値は影響を受けないことを確認した。
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Specimen

Light sourceDetector

Spreading and reaction layer

Indicator layer

Transparent support  

CK–B, Mg2+

CP + ADP Creatine + ATP
HK, Mg2+

ATP + GLU ADP + G6P
G6PDH

G6P + NAD+ 6PG + NADH
DI

2NADH + NTB Diformazane dye + 2NAD+

CP : Creatine phosphate 6PG : 6-phosphogluconolactone
ADP: Adenosine diphosphate NTB : Nitro tetrazorium blue
ATP : Adenosine triphosphate NK : Hexo kinase
GLU: Glucose G6PDH : Glucose-6-phosphate dehydrogenase
G6P : Glucose-6-phosphate DI : Diaphorase

Fig. 4   Interference of CKMM

Fig. 3   Reaction sequence of the FUJI DRI-CHEM CKMB slide

Fig. 2   Structure of the FUJI DRI-CHEM CKMB slide

Fig. 1   Principle of the immunoinhibition method
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2.3.2 AKの影響
生体細胞中には，アデニル酸キナーゼ (以下，AKと

略す) が広く存在する (骨格筋，脳，肝臓，心臓，など)
11)。AKは次式で示されるように，ATP再生反応を触媒
する酵素として働く。

2ADP ATP+AMP
AKは血液の赤血球中および肝臓に多く存在している。
そのため，溶血検体もしくは肝臓に疾病を持つ患者検
体ではAKが高活性に出現する12) 13)。AKが共存する検体
を測定すると，CKMBの基質であるADPを消費しATPが
生成するため，CKMB活性測定において正誤差の要因と
なる14) (Fig. 3 反応経路参照)。そこで，スライド展開層
にAKの阻害剤としてAP5A (1, 5－ジアデノシン－ペン
タリン酸) とAMPを添加することにより，AK活性の影
響を抑制した。Fig. 5にCKMB約160U/ℓの検体に溶血検
体を添加し，AKの影響を調べたグラフを示す。AK約
450U/ℓ (溶血Hbからの換算値) までCKMB活性値に影響
を与えないことを確認した。

2.3.3 LDHの影響
ヒトの血液中には，乳酸および乳酸デヒドロゲナー

ゼ (以下，LDHと略す) が存在する。LDHは通常，次の
反応を触媒する酵素である。

乳酸＋NAD＋ ピルビン酸＋NADH
CKMBスライドには試薬としてNAD＋を添加してい

るため，検体が点着されると上記右方向の反応が起こ
り，NADHが生成する。こうしてできたNADHは，
CKMB活性測定において正誤差の要因となる (Fig. 3反
応経路参照)。そこで，スライド展開層にLDH阻害剤を
添加することにより，LDHの影響を抑制した。Fig. 6に
CKMB 150U/ℓの検体を用い，LDHの影響を調べたグ
ラフを示す。LDH2000U/ℓまでCKMB活性値に影響を

与えないことを確認した。

2.4 保存安定性

CKMBスライドには熱力学的に不安定なCPを試薬と
して使用する。そのため，反応に関与する試薬を一体
化すると，ドライ状態であっても冷蔵保存中に発色の
原因となる反応中間体ATPとG6Pが生成し，測定時に正
誤差を与えることが問題となった。冷凍保存とすれば
問題は解決したが，室温戻しに時間がかかるため，緊
急時に満足に対応できるよう冷蔵保存を目標とした。

(1) ATP生成の抑制
従来は，JSCC勧告法で使用されているイミダゾール

バッファーを用いていた。ところが，イミダゾールを
用いると，保存中に下記ATP生成反応が進行することが
判明した。

CP＋ADP → ATP＋Creatine
各種バッファーを検討した結果 (Fig. 7)，ATP生成を

抑制するにはスルホン酸基を持つ有機バッファー (MES,
MOPSO, TES, TAPSO) が有効であることを見い出し，
TESを採用した。

(2) G6P生成の抑制
G6Pの生成には，クレアチンリン酸とGLUの反応が関

与していることが判明した。
CP＋GLU → G6P＋Creatine

GLUはHKの基質であるため，本来，スライド中に
添加するべき試薬である。しかし，CKMBは血液中の
活性が比較的小さいことと，HKのGLUに対するミカ
エリス定数 (Km) が小さいことから，血清または血漿
中のGLU量で十分であることがわかった。そこで，ス
ライドにはGLUを添加せず，検体中のGLUを反応に利
用する方式とし，G6P生成の問題を解決した。
以上，2つの問題を解決することで冷蔵保存を可能と

←→

←→

Fig. 7 Formation of ATP in CKMB slide after 24 hour incubation
at 45℃ under the difference buffer condition

Fig. 6  Interference of LDH

Fig. 5   Interference of Hb
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した。Fig. 8は冷蔵12ヶ月保存時のCKMB正常域の測定
値変動である。

3. 実技テスト

病院にて実際に健常者および心筋梗塞患者への適用
を試み，本スライドの有用性を確認した。

3.1 同時再現性
杏林大学付属病院の患者の血漿3検体を用いて，N＝15

で測定した時の同時再現性の結果をTable 1に示した。
正常域レベルでSD ; 0.63 U/ℓ高濃度域でCV ; 1.6～1.8%
と良好な結果であった。

3.2 相関
杏林大学付属病院の患者の血漿検体39検体を用いて，

自動分析装置HITACHI 7150との相関を調べた (Fig. 9)。
回帰式 ; y＝0.9847x－0.9198，相関係数 ; R＝0.9888,
Syx＝9.37と良好な関係を示した。

3.3 FDC CKMBスライドによる参考正常値の設定
健常者N＝178を用いて参考正常値をパラメトリック

法で求めたところ，ドライケムシステムの正常域は2～
17U/ℓであった。

4. おわりに

CKMBスライドは，ドライケミストリーの特徴である
測定の簡便性･即時性を活かし，心筋梗塞などの緊急性
の高いニーズに対応した製品である。また，免疫阻害
法をドライスライドに取り入れた新規技術は，今後の
FDCスライド開発に大きく貢献すると考える。
最後に，今回の開発にあたってご協力を頂いた，国

立循環器病センター臨床検査部，杏林大学医学部付属
病院中央臨床検査部，自治医科大学付属大宮医療セン
ター検査部，ならびに当社の関係者各位に謝意を表し
ます。
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N Sample1 Sample2 Sample3
1 11 51 187
2 11 52 184
3 11 52 189
4 9 51 184
5 10 51 191
6 10 51 187
7 11 50 189
8 11 50 184
9 10 50 186
10 11 50 191
11 11 52 188
12 10 53 194
13 10 50 191
14 11 50 186
15 11 51 186

/X (U/I) 11 51 186.5
SD (U/I) 0.63 0.93 2.92
CV (%) 5.7 1.8 1.6

Fig. 8   Storage stability at 4℃

Fig. 9   Correlation between FDC CKMB slide and HITACHI 7150

Table 1   Precision (within-run) Data for Human Plasma
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1. はじめに

近年の計算機関連機器の高性能化・低価格化には
目を見張るものがあり，従来は汎用計算機でしか行
われていなかった大容量・高速処理を要する計算も

現在ではワークステーションやパソコンに取って代
わられつつある。また，ネットワークが発達するこ
とにより，自由にメールやその他の情報を交換する
ことが可能になって，研究者は情報の取捨選択に集
中すればよいようになってきている。
当社では，社内化合物データベースSPHINCS1)を

汎用計算機の上で運用してきたが，汎用計算機の専
用端末数の制限などから，システムの利用頻度はあ
る程度制限されていた。しかし，上記のようなコン
ピューターをめぐる状況の変化に対応して，研究所
内にLANが敷設された。各職場のユーザーが，自分
のパソコンからLANに直接アクセスできる環境が整
ったため，データの有効活用を考え，LAN上にデー
タベースシステムを移行する作業に取りかかった。
新しく構築したSPHINCS Light2)では，汎用計算機で
達成されている機能・パフォーマンスを保ったま
ま，ローカル上の利点をなるべく応用できるように
した3)～6)。

本誌投稿論文 (受理1997年9月9日)
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社内化合物データベースシステムSPHINCS Lightの構築
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In-House Chemical Substance Database System
SPHINCS Light

Keiichiro OZAWA*,  Masashi TAKEUCHI*,  Toshimasa YASUDA*

and  Shinsaku FUJITA**

Abstract

An in-house chemical substance database system, SPHINCS Light, has been constructed within the LAN
system of the Research Laboratories. All data of the original database SPHINCS, which is installed in a
general-purpose mainframe computer, has been converted and transferred to SPHINCS Light. Yet the system
architecture and technologies employed within SPHINCS Light are completely different from those of the
original database. The server database engine ORACLE was selected from among the other RDBMSs within
the market. The selection was made based on a comprehensive perspective, and was influenced by
ORACLE’s superior characteristics, including its program language system, its performance, and its search
functions. An improvement in search time was enabled through the use of effective methods within the
RDMBS, especially in terms of the effective control of database objects. Client program specifications have
been designed with the chief emphasis on user operability. For the graphical user interface, technology has
been employed which enables quick and easy operations. A unique substructure search system has been
developed and implemented within SPHINCS Light. This system works in a special server computer that
communicates with the main database server. The computational algorithm is comprised of a two-step
searching procedure. The first step is a screening program that describes chemical structural information
within a single tree file. The second is an atom-by-atom matching program which eliminates noise from the
candidate data. Through the use of these processes, superior search performance is achieved.
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ローカルコンピューター上にデータベースを移行す
ることにより，リレーショナルデータベース管理シス
テムによる検索時間などのパフォーマンスは，低下す
るどころか汎用計算機よりも良好な結果を得ることが
できた。部分構造検索では，木構造型データによるス
クリーニングという新しい検索手法を用いることによ
りパフォーマンスを数段向上させることができた6)。ま
た，数百台の研究所内LAN端末 (パソコン・ワークステー
ション) から利用が可能になったため，研究者による利
用度も飛躍的に向上した。

2. SPHINCS Lightの前身としてのSPHINCS

SPHINCS Lightの前身であるSPHINCS1)は，現在も稼
動している汎用大型計算機 (富士通M1800/20) 上のシス
テムで，データベース管理システムとしてADABASを
使用している。データベースの対象は，社内で合成ま
たは使用されている化合物で，データ項目には，化学
構造式・分子式・分子量・社内番号・化学的性質 (mp,
bpなど) ・写真性 (感度など)・素材安全性 (LD50など)・
社内技術報告書データなどを含んでいる。
化学構造式は多岐にわたる化合物 (低分子化合物か

ら，各種の高機能性化合物，機能性ポリマーなど) を扱
う必要から，繰り返し構造の表記 ( ) ４，ポリマーの表
記 ( ) ｎ，Markush表現をサポートしている。また，さ
まざまな商品の研究開発に使用される素材のデータベー
スという性格から，機密情報管理に重点を置いた設計
がなされており，パスワードによるアカウント管理は
もとより，特別な機密管理用のデータを用意してデー
タの安全性を保証している。
検索には汎用大型計算機専用のグラフィックディス

プレイ端末を用い，化学構造式の描画により，文字情
報以外にも構造式による検索も可能になっている。ま
た，専用端末は当社の各事業所に設置してあり，単一
事業所のみならず幅広くネットワーク内で利用されて
いる。
このように社内化合物に特化したシステムではある

が，利用に専用グラフィック端末を必要とすること，
検索操作にある程度の熟練が必要なことなどの利用面
での課題があり，研究者がパーソナルコンピューター
を活用する環境にあっては，パーソナルコンピューター
で手軽に利用できる検索システムへのダウンサイジン
グは自然な流れといえる。そこで，研究所内にLANが
敷設されたことを機に，LAN上にデータベースを移行
することを計画した。市販システムの利用は，多岐に
わたる化合物の扱い面，機密管理面から容易ではなく，
また，構造処理のノウハウを維持発展させていく意味
でも独自に開発を行うこととし，SPHINCS Lightの構築
に取りかかった。
現在，研究所LAN上で稼動しているSPHINCS Lightは，
このような汎用大型計算機上のSPHINCSの化合物デー
タを受け継いでいるだけでなく，前述のようなシステ
ム設計思想も継承している。

3. データベースシステムの選定とパフォーマンスチューニング

3.1 RDBMSの選択
社内化合物の多種多様なデータを管理するには，市

販のデータベース管理システムを活用することが最も
効率的であると考えられる。開発当時 (1992年) に，
UNIX上でC言語使用可能なDBMSとして，ORACLE,
UNIFY, INFORMIX, SYBASなどのリレーショナルデー
タベース管理システムを検討したが，SPHINCSの表の
レイアウト(行，列の大きさなど)やプログラム言語体系
(SQL言語使用可能の有無) の拡張性などからORACLEと
UNIFYに候補を絞り込んだ。両RDBMSを実際にWS上
にインストールし，パフォーマンスを比較した結果が
Fig. 1である。テストでは，1000行100列の10ヶの表を
SQL言語で検索し，ヒットした行数と検索に要した時間
(ELAPS Time) の関係を求めた。
Fig. 1から明らかなようにORACLEはヒット行数の増

加に対してあまり検索時間が増加しないのに比べ，
UNIFYは急な傾きで検索時間が増えている。また，
ヒット行数が少ない部分でも2倍以上の検索時間の違い
がある。これは，それぞれのRDBMSの言語体系を考え
れば当然であることがわかる。UNIFYは，SQL言語から
独自言語 (RHLI) を通してデータにアクセスしているた
め，オーバーヘッドが大きいというのが原因の一つと
考えられる (Fig. 2)。

Fig. 1 Performance comparison between ORACLE and UNIFY

Fig. 2 Programming Ianguage systems of ORACLE and UNIFY

SQL言語は，動的検索も含めてコーディングが非常に
容易なのが特徴であり，この言語に基づくORACLEの

検
索
時
間
(s
)

ヒットした行数



FUJIFILM RESEARCH & DEVELOPMENT (No.43-1998) 93

プログラミングにおける優位性は明らかである。これ
に対して，同じことをUNIFYのRHLIで行うにはある程
度の熟練が必要である。また，この他に分散問い合わ
せ機能・アプリケーション開発ツール・価格・サポー
ト体制など，考えられる項目の比較の結果，総合的に
ORACLEが適当と判断し，サーバー用データベースに
採用した。

3.2 検索部分のパフォーマンスチューニング
一連のデータモデルなどの仕様を作成したあとに，

SPHINCSのデータをローカルコンピューター上の
SPHINCS Lightに登録した。そして，検索部分の基本的
な検索キーとして分子式・分子量・社内番号・登録番
号を設定し，検索パフォーマンスの改良を行った。検
索時間の改良には，RDBMSでよく知られている方法の
いずれも有効である。特に，SPHINCS Lightの場合，①
インデックス (B-Tree) の作成，②データベースからの
データの受け渡しに配列を用いる，③検索時に関係の
ない容量の大きいフィールドは別の表に分割する，な
どが有効に働いた。Fig. 3に改良を行う前の検索時間の
グラフを示す。①，②の操作は，グラフの傾きを小さ
くすることに効果を示し，③の操作でグラフの切片を
小さくすることに成功した。これらの改良で検索パフォ
ーマンスは，Fig. 4で示されるように該当件数にあまり
依存しない高速な検索が可能になった。

Fig. 3 Initial search performance of SPHINCS Light

Fig. 4 Improved search performance of SPHINCS Light

ローカルワークステーション上 (ORACLE) と汎用計
算機上 (ADABAS) で同様の検索を行った結果 (ELAPS
Time) をFig. 5に示す。該当する行数が増えるに従い検
索時間も増加するが，ワークステーションの方がその
増分は少ない。この傾向は，分子式検索と分子量検索
で顕著である。この結果からローカル化したワークス
テーション上でも汎用計算機と同等，またはそれ以上
の検索パフォーマンスが得られることがわかった。

Fig. 5 Search performance of SPHINCS with mainframe computer

4. クライアントプログラムの作成

LAN (Local Area Network) 上のシステムであれば，わ
ざわざデータベース専用の端末まで行かなくても，例
えば，研究者が報告書などを作成している最中にでも，
その場で気軽にデータベースにアクセスできる環境を
提供することができる。さらに，使いやすいシステム
であるためには，ユーザーが直接操作する部分である
クライアントプログラムの使いやすさは重要な要因で
あるといえる。
SPHINCSでは，細かな検索が可能な反面，コマンド

形式の対話型オペレーションのため，操作が複雑で熟
練が必要であった。そこで，SPHINCS Lightのクライア
ントプログラムは，初心者でも簡単に操作できるよう
な「使いやすさ」に重点を置いて作成した。まず，
DOS版のプログラムの開発を終え，現在，Windows版の
開発を進めている。以下にその特徴を述べる3)。

4.1 カード型検索条件設定画面
検索条件の設定画面は，一画面内に部分構造式やテ

キスト条件などすべてを設定するカード型にした。画
面上の目的の項目に条件を入力する方法で，操作がわ
かりやすく，また複数の条件を入力して一度に検索で
きるメリットもある。検索履歴の参照や，検索結果を
再度参照することも容易に行える。

4.2 検索条件の書式チェック機能
入力書式は，省略書式や書式に自由度 (論理演算の

AND は＆記号，＊記号あるいはANDのいずれでも可な
ど)があり，省略書式で入力した場合は適切な書式に変
更して表示する。また，入力書式に反して条件を設定

検
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した場合にエラーメッセージで注意を促す。ヘルプ機
能もカーソルの場所に応じた説明を表示するようにし
て，なるべく初心者にも理解できるように記述してあ
る。

4.3 検索結果の表示
検索結果は，検索条件の該当部分 (社内番号や部分構

造) をハイライトして表示する。また，検索結果の通信
データの圧縮とバッファリングによりストレスを感じ
させない表示速度を実現している (Fig. 6)。

Fig. 6 An example of substructure search result

4.4 構造式作成ツール
部分構造式を指定するために使う構造式作成ツール

は，簡単に素早く目的とする化学構造を描画できるよ
うに工夫して設計した。単純に構造式を描画する際に
は，マウスのボタン操作をなるべく少なくするように
工夫した。また，鎖状構造をキーボードで一度に入力
できる機能もある。さまざまな骨格や置換基を集めた
構造式メニューもスペースキーで簡単に呼び出せるよ
うになっており，特に，当社で多用されている化合物
群のメニューが豊富で，検索時に誤りがなく，迅速に
描画できるようになっている (Fig. 7)。

Fig. 7 An example of making query structure

4.5 ワークステーション端末
研究所LAN上の端末には，パソコンの他にUNIXワー

クステーションも各職場に設置してあるので，X-

Window (XView) に基づいたGUI端末プログラムも作成
した。パソコン同様，マウスによる操作で検索し，素
早く化学構造式を表示できるようになっている。デー
タベースサーバーとの通信は，専用のサーバーデーモン
が行っている。TCP/IPプロトコルに基づいたSocketライ
ブラリーによるプログラミングでクライアント／サー
バーシステムを構築した。

5. 部分構造検索システムの構築

SPHINCSの部分構造検索については，フラグメント
スクリーニング→ Atom-by-atom matchingの2段階処理を
行っている。一方、SPHINCS Lightでは，フラグメント
スクリーニングの代わりに，独自の木構造型データを
用いたスクリーニングシステムを新たに開発した6)。こ
の改良により，検索時間・スクリーニング選択性とも
に従来の方法を大きく上回る性能を得ることができ，
部分構造検索全体としても優れた性能を発揮すること
が可能になった5)。

5.1 木構造型データによるスクリーニングの
アルゴリズムとデータ構造

5.1.1 木構造型ファイルのデータ構造
スクリーニング用の検索ファイルは，すべてのファ

イル構造 (データベース中に登録されている化学構造式)
を木構造型のデータに展開して得られる。化学構造式
の結合関係を表す結合表を登録の際に作成し，各ノー
ド (構造式中の元素) の属性を，2バイトのアトムコード
と呼ばれる数値に変換する。木構造型検索ファイルに
登録する工程を尿素を例に取ってFig. 8とFig. 9に示し
た。
(1) 水素を除くすべてのノードの中からルートノードを
無作為に選択し，各ノードにおける構造に関する情
報 (元素，分岐度，一重結合数，最小環員数，最大
環員数，電荷など) を2バイトのアトムコードに変換
する。Fig. 8では酸素原子がルートノードとして選ば
れ，アトムコードaが得られている。

(2) ルートノードの第2層に属するノードを求め，同様
にしてアトムコードを算出する。Fig. 8では炭素原子
が第2層にあり，アトムコードbが得られている。

(3) 同様にして第3層以降のノードも順に行い，すべて
のノードをアトムコードに変換する。変換が終了し
たら，アトムコードをルートノードに近い順に並べ，
最後にその構造式に固有な登録番号 (RN5) を追加す
る。Fig. 8の右にあるように第3層の2つのアトムコー
ドcは，同じ層に属するということで，他とは区別さ
れたデータ構造を取っている。このアトムコードの
連続データを「アトムコードリスト」と呼ぶことに
する。この変換をすべてのノードをルートとして取
ることで繰り返し行うと，アトムコードリストが構
造式のノードの数だけ生成されることになる。Fig. 8
の場合，2つの窒素原子は等価なので，3つのアトムコ
ードリストが生成される。

94 社内化合物データベースシステムSPHINCS Lightの構築
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(4) 上記の工程をデータベース中の他のすべての構造式
について行う。変換されたすべてのアトムコードリ
ストは，アトムコードの値でソートされ，Fig. 9の左
からFig. 9の右のように木構造型ファイルに変換され
る。木構造型ファイル中では，第n番目のファイル
は，第n層のノードのアトムコードを格納してある
ことになる。この結果，木構造のルートファイルに
はすべてのルートノードのアトムコードが格納さ
れ，木構造の第2ファイルは，すべての第2層のノー
ドのアトムコードが格納されている。それぞれの木
構造ファイル中には，子の木構造ファイル中の特定
のアトムコードへのアドレス (Fig. 9の下向き矢印)
が格納してあり，検索時にはこれをもとにデータを
読み込む。

例として，Fig. 9で最初の4つのアトムコードリス
ト(A) がすでに登録されて，新たに尿素のアトムコ
ードリスト (B) を登録する時を考える。Fig. 9の右に
あるように，登録する (B) のルートアトムコードaを
木構造型ルートファイルのアトムコードと比較する。

木構造型ルートファイルにはすでにアトムコードaが
登録されているので，新たに加える必要はない。木
構造型ルートファイルのアトムコードaには，子の木
構造型ファイルのアトムコードa，またはbへのアド
レスが格納されており， (B) の第2層のアトムコード
と比較すると後者が一致する。木構造型第2ファイ
ルのアトムコードbからは，子のファイルのアトム
コードbへのアドレスがあるが， (B) の第3層アトム
コード c, cとは一致しない。そこで，これらのアト
ムコードを木構造型第3ファイルの最後に追加する。
そして，これらのアトムコードへのアドレスを親の
ファイル(木構造型第2ファイル)のアトムコードbに
追加する。
このようにして，データベース中の80,000件の化

学構造式を木構造型ファイルに変換すると，105個
の木構造型ファイルが生成された。これは，第105
層までのノードをもつ化学構造式が存在することを
意味している。

5.1.2 登録番号ファイル
アトムコードリストを木構造型ファイルに変換する

際に，登録番号ファイルも同時に作成される。登録番
号ファイルは，データベース中の各構造式に付けられ
たユニークな登録番号のシーケンシャルファイルで，
それぞれのアトムコードリストが登録し終わった時点
でその登録番号がファイルに追加される。これと同時
に，木構造型ファイルの最後のアトムコードと一緒に，
追加した登録番号ファイル中のアドレスが格納され
る。Fig. 9では，登録番号へのアドレス (AD5) がアト
ムコードc, cの隣に書き込まれている。最後のアトム
コードには，そこから派生する子孫に属する登録番号
の数も格納される。この値は，データベース中にその
アトムコードリストを部分的にもつデータの数を表し
ており，検索中に木構造型ファイルのアトムコードc,
cでヒットした場合，アドレス (AD5) にある登録番号
から連続していくつの登録番号を読み込めばよいかを
指定している。この登録番号ファイルを用いることに
より，木構造型ファイル中で該当登録番号を集める必
要がなくなったため，検索に必要な時間が大幅に短縮
された。

5.1.3 質問構造データ
検索に使用する質問構造データは，ユーザーの指定

する部分構造式を上記と同様の方法で，アトムコード
リストに変換して得られる。つまり，化学構造式の各
ノードの属性をアトムコードに変換し，それらを結合
してアトムコードリストを作成し，検索キーとして使
用する。木構造型検索ファイル中のアトムコードにな
い，質問構造データに特徴的なデータ要素としてフリ
ーサイトがあげられる。フリーサイトは，そのノード
を置換部位とする置換可能な結合数を意味する。木構
造型検索ファイルと同様に，質問構造式でもすべての
ノードをルートノードとして検索キーを作成するの

Fig. 8 Conversion from structure to an atom code

Fig. 9 Data format of atom code lists and tree files
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で，構造式のノードの数だけ検索キーが生成されるこ
とになる。

5.1.4 スクリーニングのアルゴリズム
構築された木構造型検索ファイルを用いて，2つのス

クリーニングアルゴリズムを検証した。ひとつは，生
成されたすべての検索キーを用いる「全キー・スクリー
ニング」と呼ばれる方法で，一つ一つのスクリーニン
グの結果の論理積を取り，スクリーニングの選択率を
上げている。もうひとつは，「単一キー・スクリーニン
グ」で，前スクリーニングにより最良の検索キーを選
択してから，それを用いてスクリーニングを行う方法
である。以下に後者のアルゴリズムを説明する。
上述のように，単一キー・スクリーニングの第一段

階である前スクリーニングでは，最良の検索キーを選
択する。通常，検索キーは，質問構造式のノードの数
だけ生成されるが，それぞれの検索キーによるスクリー
ニング結果は一様ではなく，得られる件数は検索キーに
より異なる。一般的に，少ない件数を与えるスクリー
ニングプロセスは検索時間も短いため，最も少ないス
クリーニング件数を与える検索キーを選ぶことは非常
に重要である。前スクリーニングは，この最も少ない
スクリーニング件数を与える検索キー，言い換えれば
スクリーニングの選択率の最も高い検索キーを選択す
る工程である。
まず，質問構造式から生成されたすべての検索キー

(アトムコードリスト) を第4層のアトムコードまで取り
出し，前スクリーニング用の検索キーを作成する。Fig.
10にこの工程を図示した。それぞれの数値はアトムコ
ードを意味しているので，検索キー1のアトムコードは
第6層まで広がっている。よって第5, 6層のアトムコード
(151, 152, 153, 161) は削除され，前スクリーニング用の検
索キー1’が生成される。

同様にして，検索キー2の場合，アトムコード (251,
252) を削除して，前スクリーニング用の検索キー2’が
生成される。このように簡略化したすべての検索キーを
用いて，木構造型検索ファイルを走査しながら検索キ
ーとの一致を調べる。
木構造ファイルの走査は，データの登録と同様に単

純に木を渡り歩くことで実現される。まず，木構造型
ルートファイルと，質問構造データのアトムコードリ
スト中のルートノードのアトムコードを比較する。Fig.
11の例では，アトムコードaが一致している。木構造型ル
ートファイル中のaには，第2ファイルのaとbへのアドレ
スが格納されているため，質問構造ファイルとこれら
を比較する。aとは一致しないが，bと一致するので第3フ
ァイルのアトムコードの比較へ進む。木構造型第3ファ
イルのアトムコードbと質問構造データの第3層bは一致
するので，ここで質問構造データと一致するアトムコー
ドの組が木構造型ファイル中に見出されたことになる。

木構造型ファイルのアトムコードには，指定した質
問構造データを部分的に持つ登録番号へのアドレスと，
読み込むべき登録番号の数が格納されている。前スク
リーニングではこの読み込むべき登録番号の数のみを
参照し，実際には登録番号ファイルにアクセスは行わ
ない。木構造型ファイルの走査中に，このように該当
するアトムコードの組が見つかると，登録番号の値を
次々に積算していく。
走査を終えて得られた積算値は，実際にその検索キ

ーで得られる登録番号の数のインデックスとして使用
される。インデックスの大きな検索キーほど，実際の
スクリーニングで得られるデータの件数も大きいと考
えるのである。前スクリーニングが終了したら，その
インデックスで検索キーを並べ替える。そして，最も
小さいインデックスの検索キーが最良の検索キー，つ
まり最も少ない検索件数を与えるものとして，次の工Fig. 10 Data format of query keys for the prescreening process

Fig. 11 A schematic diagram of a query key, tree files, and the
registry number file
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程の実際のスクリーニングに進む。
前スクリーニングの後の実際のスクリーニングでは

検索キーを簡略化せず，全アトムコードを用いて木構
造型ファイルの走査を行う。すべてのアトムコードが
一致したら，今度は登録番号の読み込み数を参照する
だけでなく，登録番号ファイルから登録番号を実際に
その値だけ読み込む。得られた結果がスクリーニング
による検索結果となる。
なお，全キー・スクリーニングと単一キースクリー

ニングの比較，前スクリーニングで最良検索キーが得
られる確率やテスト用質問構造式でのスクリーニング
結果，既存のフラグメントスクリーニングとのパフォ
ーマンス比較と考察などについては参考文献6)を参照し
ていただきたい。

5.2 Atom-by-atom matching プロセス
5.2.1 検索ファイルのデータ構造
スクリーニングで得られた候補構造式からノイズ

構造式を除き，質問構造式を確かに包含するデータ
を求めるプロセスがAtom-by-atom matchingである。
当然，このプロセスには抜けがあってはならないし，
アルゴリズムの完全性が要求される。
検索のアルゴリズムは，単純なAtom-by-atomまた

はnode-by-nodeと呼ばれる手法で，比較すべき2つの
化学構造式のノード属性と結合属性を結合関係にし
たがって逐一比較するものである。したがって，比
較する化学構造式のノード数が多いものに対しては，
検索に時間を大量に消費する。また，スクリーニン
グで得られた候補数が多い検索に対しても，マッチ
ングに要する時間はもとより，候補の検索データを
読み込む時のファイルI/Oが大きく検索時間に影響し
てくる。
atom-by-atom matching用検索ファイルは，1構造式に

対して1つ作成され，全体として1つのシーケンシャル
ファイルを構成する。データは登録番号順に格納され
ており，ファイルレイアウトはできるだけ短い時間で
検索できるよう設計した。使用される構造情報は，①
元素記号，② 立体･ラジカル情報，③ 電荷，④ 鎖･環情
報，⑤ 水素数，⑥ 分岐度などで，スクリーニングに使
用した情報と重なる部分もある。データは1回のアクセ
スで構造体に読み込み，繰り返し比較計算の行われる
ノード情報と結合情報は配列にすべて納め，単純なル
ープで比較を行うようにした。

5.2.2 化学構造データの仕様とマッチング条件
atom-by-atom matchingでは，①から⑥までのノード情

報や結合情報を繰り返し比較するため，プロセスとし
ての検索時間に占める割合が大きい。この部分の負担
をできるだけ減らすため，マッチングの判断は以下の
ようなビット演算を用いている。

f (ファイル構造のデータ) & q (質問構造のデータ)
= f (ファイル構造のデータ)

5.2.3 インデックスファイル
スクリーニングで得られた候補データの登録番号か

ら，Atom-by-atom matching用のデータを検索ファイルよ
り読み込む必要があるため，検索ファイルのデータの位
置を示すインデックスファイルが必要である。検索ファ
イルの各データへの位置とデータ長を，登録番号順に等
間隔 (6バイト) でインデックスファイルに格納する。

5.3 部分構造検索の総合検索時間
Table 1に，部分構造検索用サーバー (Sun Microsystems

Ultra2 Creator Model 2170) 上でテスト用質問構造式を用
いて検索したときの消費時間を示す。約9万件のデータ
について部分構造検索を行った。10個のテスト用質問
構造式は該当件数が30件から約7万件までをカバーして
おり，鎖構造や環構造に分れ，該当件数や化学構造に
偏りがないように選出した。screeningとabamの値は，
スクリーニングとatom-by-atom matchingの処理後のデー
タ件数である。前者を後者で割った値 (rate) は，スクリー
ニングの選択性を表し，値が大きいほどスクリーニン
グによるノイズが少ない優秀なプロセスであることを
示す。全体的には良好な値を示しており，0.9を超える
スクリーニングが半数を占めている。これにより，ノ
イズを対象とした無駄なatom-by-atom matchingの必要が
なくなり，検索時間も短縮される。検索時間 (time) の欄
の加算式の左項はスクリーニング時間，右項はatom-by-
atom matchingに要した時間を表す。下段はそれらの合
計で，総合の部分構造検索時間を表している。Table 1
から，平均の検索時間が8.0秒とユーザーに負担のかか
らない時間で終了していることがわかる。

6. おわりに

今回開発したSPHINCS Lightは，実際に研究所内LAN
を通して研究者に公開されており，4年以上が経過して
いる。最近1年間の使用状況を見てみると，年間数百の
端末から数千回のログインがあり，また，利用する職
場もさまざまである。これを汎用計算機のSPHINCSの
利用回数と比較すると，一桁以上利用頻度が増加して
いることになる。
開発に際しては，これまで述べてきたように，市販

のデータベースシステムを除けば，関係するプログラ

Table 1 Substructure Search Performance of SPHINCS Light



ムはすべて自社開発で行っている。自社開発のデータ
ベースの利点として，データの再利用が容易であるこ
とがあげられる。構造解析データをSPHINCSの構造活
性相関システムに応用したり，市販のパッケージプロ
グラムでデータを処理することが可能である。また，
端末数が数百のシステムとして市販の化合物検索シス
テムと比較すると，非常にコストパフォーマンスが良
いことも利点の1つである。
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