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　サブプライムローン破綻がトリガーとなった経済不況に起因するわれわれを取巻く環境
は，きわめて厳しいものであります。このような時期にはサバイバルゲームが必ず激化しま
す。まず，これを “ピンチと捉え萎縮する” か “チャンスと捉え奮い立つ” かで，大きな差
が出ます。後者にのみ勝者となるチャンスが与えられるのです。“天災等により，われわれ
はすべてを無くしたわけではない” ので，われわれがR&Dにより富士フイルムグループが目
指す “第二の創業” の達成加速に貢献できる状況にあることを忘れてはなりません。また，今
回の危機がこの方向を揺るがすものではありません。従って，今こそR&D業務において “無
駄の徹底的な排除と業務の加速” に注力し，“競合相手に対してスパートをかける時です。“相
手が苦しい時にこそ勝負に出る” が闘いの基本です。
　富士フイルムグループの “地力” の一つは，“有機化学／無機化学／メカトロ／精密ディバ
イス／ソフトウエア／生産技術等の幅広い分野における優れた技術資産” です。この技術資
産をベースに，R&Dメンバー一人一人の “地力” を最大限に活かすことが勝利の方程式です。
　研究所長やチームの統括者にとって重要な “地力” である “リーダーシップ力” には，“現
実直視力／全体像における本質把握力／軸ブレのないスピーディーな判断／人間力等” が必
要です。
　チームメンバーにとって重要な “地力” である “研究遂行力” には，“ナゼを繰返すことに 
よって培われた基礎力／現場現物主義に裏付けられた本質把握力／素朴な疑問に対する拘り／
組織の壁や役割を越えた行動力等” が必要です。
　技術資産の新たな価値創造／タイムリーな差別化した商品開発達成が，勝ち続けるための
重要な要素です。“要素技術／商品・システム設計技術／これらの評価技術／潜在市場ニーズ
発掘／競合分析／知財戦略等” におけるブレークスルー／変革が，技術資産の新たな価値創
造に繋がります。
　開発ゴールへのタイムリーな到達のためには，“互いに活かし・活かされるチームワーク／
拘りを捨てた異分野の専門家間の協働／自分の強みで相手の弱みを突くことを基本とする 
戦略構築” が必須です。
　また，精神面では，“毎日が真剣勝負という集中力／困難に挑む気迫／困難に打勝つ執念等”
が勝敗を決める要素です。
　われわれ全員が一丸となって，主体的にこの闘いに参加して各々の役割を十分に果たせば，
必ずや “企業理念に則るクオリティ オブ ライフ（QOL）のさらなる向上による社会への多
大な貢献” および “全員の大きな成長” を達成できると確信しています。
　“Look Through ／ Think Through ／ Carry Through ／ Verify Through”（見抜く／考え 
抜く／遣り抜く／検証し抜く）を踏まえた，本質を捉えた積極果敢なR&D業務遂行を強く 
期待します。
　“ハドソン川の奇跡” という幸運を呼び込んだ “機長のリーダーシップ／これに応え，各々
の役割を完全に果たしたクルーのプロフェッショナリズム／彼らのチームワーク” は，われ
われの良き範だと思います。
　社長のメッセージ “叡智・勇気・創造・希望” を肝に銘じ，“第二の創業” および “富士フ
イルムグループおよび一人一人の研究地力のさらなる強化” を必達するために一緒にスクラ
ムを組んで全力を尽くしましょう。

巻 頭 言
富士フイルム株式会社
取締役・常務執行役員
R&D統括本部長　池上 眞平
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FUJIFILM RESEARCH & DEVELOPMENT (No.54-2009) 

1.	 はじめに

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

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

Photo 2   D2T2 Thermal photo print system “Princiao”.

昇華型プリント材料「Fujifilm Quality Thermal Photo Paper」の開発

柴山　繁＊，大谷　薫明＊＊

Development of Fujifilm Quality Thermal Photo Paper-A New Thermal 
 Photo Printing Material

Shigeru SHIBAYAMA*  and  Shigeaki OHTANI**

Abstract

We developed a new thermal photo printing material. This new paper improves image quality, handling 
and reduces environmental impact during the production phase. This new paper utilizes a laminated base 
paper with the same high level of whiteness as silver halide photo print paper. The multi-layers, which 
contain a heat insulation layer, are coated on this base paper by using a production method based on 
FUJIFILM’s proprietary aqueous dispersion coating technology. Compared to previous thermal photo papers, 
this new paper achieves enhanced image quality (5% increase in whiteness; 20% increase in gloss). New 
production methods make it possible to increase the moisture content of the photo printing material itself, 
creating a surface resistance of approximately 1/1,000 of the conventional product, resulting in the 
improvement of antistatic property. This minimizes the tendency for freshly printed thermal photo prints to 
stick together, resulting in significantly increased handling ease. By adopting FUJIFILM’s proprietary 
aqueous dispersion coating technology that uses virtually no organic solvents, this new paper achieves a 
significant reduction in environmental impact during the production phase.

本誌投稿論文（受理2008年11月27日）
 ＊ 富士フイルム（株）神奈川工場
  イメージング材料生産部
  〒250-0193 神奈川県南足柄市中沼210
 ＊ Imaging Materials Production Division
  Kanagawa Factory
  FUJIFILM Corporation
  Nakanuma, Minamiashigara, Kanagawa 250-0193, Japan

 ＊＊ 富士フイルム（株）Ｒ＆Ｄ統括本部
  アドバンストマーキング研究所
  〒250-0193　神奈川県南足柄市中沼210
 ＊＊ Advanced Marking Research Laboratories,
  Research & Development Management Headquarters
  FUJIFILM Corporation
  Nakanuma, Minamiashigara, Kanagawa 250-0193, Japan



2 昇華型プリント材料「Fujifilm Quality Thermal Photo Paper」の開発

2.	 D2T2方式の概略

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

Fig. 1   Composition of D2T2 print system.

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

Fig. 2   Characteristic curves of the new materials.

3.	 新規受像紙の開発

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

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

Fig 3. Cross section of a new paper.

　以下，各層の機能について説明する。

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

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

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

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

Photo 3   Example of sticking problem.

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

Fig. 5   Effect of release agent for peeling force.

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

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

Fig. 6   Comparison of heat insulating ability by simulation.

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

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

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

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

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

Table 1   Whiteness Comparison Usual Paper and New One.

Whiteness 当社従来型受像紙 新規受像紙

ISO白色度 87 % 92 %

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

Table 2   Gloss Comparison Usual Paper and New One.

Gloss 当社従来型受像紙 新規受像紙

45°正反射受光率 73 % 92 %

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

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

4.	 まとめ

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

（本報告中にある “FUJIFILM”，“Princiao” は富士フイ
ルム㈱の登録商標です。）
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新聞用サーマルネガCTP HN-NⅡの開発

1.	 はじめに 1）

　近年，デジタル化技術の発展に伴い，フィルム原稿
を経由することなくレーザーで直接印刷版に出力する
CTP（Computer To Plate）システムの普及が進んでお
り，製版時間の短縮，品質安定化に寄与している。
　現在，CTPの記録方式は，可視光レーザーを光源に
用いるシステム（ビジブル）と，赤外レーザーを光源
に用いるシステム（サーマル）とに大別され，国内新
聞分野においては，2003年にサーマルCTPシステムが
導入されて以来，画質，明室取り扱い性に優れるサー
マル方式が標準となった。ただし，当時のCTP版材は，
現像前に加熱（プレヒート）が必要であることに起因
する初版製版時間，システム安定性，環境適性，に関
する課題が残っていた。当社は，高活性な反応性基を
バインダーに導入した高速重合技術により，プレヒー
トレスを実現した「HN-N」を2004年に上市している。
　一方，市場要求としては，依然として高生産性と低
コストが求められ，さらに，環境に対する関心も年々
高まっており，さらなる改善が期待されている。当社は，

それらの要求に対応する技術を開発し，HN-Nの後継品
種「HN-NⅡ」（Photo 1）を開発した。本論文ではそれ
らの技術について報告する。

Photo 1   Thermal negative CTP “HN-NⅡ”.

2.	 開発コンセプト

　従来品HN-Nの製版工程をFig. 1に示す。露光前に合
紙を除去し，給版する工程，露光工程，および酸素遮
断層を現像前に水洗除去するプレ水洗の工程から構成
される。

Fig. 1   Plate making process.

新聞用サーマルネガCTP HN-NⅡの開発

有村　啓佑＊，遠藤　章浩＊

Development of Thermal Negative CTP “HN-NⅡ” for Newspaper Printing

Keisuke ARIMURA*  and  Akihiro ENDO*

Abstract

In February 2008, Fujifilm Corporation developed a new thermal negative CTP plate “HN-NII” for 
newspaper printing in Japan. Inheriting the same characteristics as those of its predecessor “HN-N” in terms 
of preheat-less processing and high image quality, the performance is further enhanced by elimination of 
interleaf paper and pre-wash step, contributing to more environmentally friendly, efficient working paces. In 
addition, the high sensitivity contributed to speed up the thermal setter attitude, resulting in greater 
productivity. This product realized both of environmental load reduction and high productivity.
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 ＊ 富士フイルム（株）R&D統括本部
  グラフィック材料研究所
  〒421-0396 静岡県榛原郡吉田町川尻4000
 ＊ Graphic Materials Research Laboratories
  Research & Development Management Headquarters
  FUJIFILM Corporation
   Kawashiri, Yoshida-cho, Haibara-gun, Shizuoka 421-0396, 

Japan
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　HN-Nは，版と版の間に原版同士の接着やキズ付き防
止機能を有する「合紙」を必要とし，印刷版を取り出し
た後は廃材となっていた。また，現像前に酸素遮断層を
水洗除去するプレ水洗工程を必要とし，現像液以外にも
廃液を出していた。合紙レスが実現できれば，廃材が減
る以外に，給版時の合紙取り機構が不要となり，製版速
度を高速化することができるし，プレ水洗レスが実現で
きれば，廃液量の低減による環境負荷低減と処理コスト
削減が期待できる。また，露光工程においては，描画速
度を速くすることで製版時間を短縮でき，1.5倍高感度
化することで次世代高速セッターの生産性を最大限に活
かすことができる。
　当社は，環境負荷低減と生産性向上を実現したCTP
システムの構築を目指し，以下の3点を目標にHN-NⅡ
の開発に着手した。

〈HN-NⅡ開発目標〉
　1）合紙レス化による環境負荷低減，生産性向上
　2）プレ水洗レス化による環境負荷低減
　3）高感度化（1.5倍）による生産性向上

3.	 新聞用サーマルネガCTPの課題

3.1	 合紙レス化の課題
　従来CTP版のHN-Nが合紙を必要とするのは，HN-Nで
選択したラジカル重合による画像形成機構に起因する。
　ラジカル重合方式の感光層は，赤外感光性増感色素，
ラジカル発生剤，重合性モノマー，アルカリ可溶性バ 
インダーから成り，赤外レーザー露光で励起された増感
色素からラジカル発生剤に電子移動することでラジカル
が発生し，重合性モノマー間のラジカル連鎖反応にて画
像形成する（Fig. 2）。ラジカル連鎖反応は空気中の酸素
によって反応が阻害されるため，水溶性樹脂からなる酸
素遮断層を設けることが必要となり，水溶性の酸素遮断
層を最表面に持つため，高湿下では接着性が問題となる。
合紙と酸素遮断層との接触は，ミクロには紙の繊維との
点接触であるため完全に接着することはないが，合紙を
はさまずに平滑な裏面と接触すると接着の問題が発生す
る。また，合紙は版面を保護してキズ付き抑止する機能，
セッター内で版を吸盤でピックアップするときに次の版
を一緒に持ち上げることを抑止する機能も有しており，
合紙レス化にはこれらの機能の代替が必須である。

Fig. 2 Image formation mechanism of typical thermal negative 
CTP.

3.2	 プレ水洗レス化の課題
　従来CTP版のHN-Nは，前述のように水溶性樹脂から
なる酸素遮断層が必須である。水溶性樹脂中のOH基の
水素結合によって酸素遮断性を発現しており，OH基含
有率↑，分子量↑，および膜厚↑が酸素遮断に必要であ
るが，いずれの手段でも水溶性は低下する方向である。
酸素遮断層を事前に水洗除去することなく，感光層とと
もに現像浴で処理し続けると，現像液が高粘度化して液
循環性が悪くなる，ローラー上に被膜を形成して版上に
転写する，などの問題が生じてしまう。プレ水洗レス化
には，このような問題を解決するために，アルカリ現像
液への溶解性と酸素遮断性を両立する酸素遮断層を導入
する必要がある。

3.3	 高感度化の課題
　通常，ラジカル重合反応を促進するためには，ラジカ
ルを発生させる開始反応の高活性化，連鎖重合反応の高
活性化が有効であるが，いずれも経時安定性の悪化や，
室内灯での不要なカブリが問題となり，それらとの両立
が必要である。

4.	「HN-NⅡ」の主要技術

4.1	 合紙レス化技術
　ラジカル重合方式のシステムから合紙を除去するため
には，合紙の機能である①接着抑止，②キズ付き抑止，
③ピックアップ時の剥離性付与，を代替する必要がある。
これらの機能を付与するのに，感光面表面とその上に積
層された版の裏面との間に空隙を作ることが有効と考
え，感光面表面にマット化を施した（Fig. 3，Fig. 4）。

Fig. 3   Surface structure of HN-NⅡ.

Fig. 4   Layer structure of HN-NⅡ.
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　①接着抑止
　マット材を酸素遮断層中に付与することで，合紙レ
スで積層した場合においても点接触となるため，接着
抑止することが可能となる。
　②キズ付き抑止
　各種部材や，版材同士の接触時においても，マット
材を酸素遮断層中に付与することで，感光面との間に
隙間ができ，キズ付きを抑止することができる。
　新聞用CTP版材はスキッドという台に積層して供給
しているが，残量が少なくなったスキッドから新しい
スキッドに版を積み替える時に，合紙で感光面を保護
していないとアルミ支持体の接触によるキズが付く問
題があったが，上記技術の組み合わせにより，合紙レ
スで取り扱ってもキズの発生を抑止することが可能と
なった。
　③ピックアップ時の剥離性付与
　印刷版の積層体から，吸盤で1枚ずつピックアップす
るためには，版と版の間に空気が入り込む設計が必要
である。表裏面が平滑な印刷版は，真空密着により数
枚一緒にピックアップされてしまうが，マット化によ
り空気が入り込む隙間を与えることで，給版トラブル
の発生を抑止している。
　以上の技術により，合紙レス化を達成した。その結果，
環境負荷をCO2排出量に換算するLCA計算において，
製造～廃却までの製品ライフサイクル全体で従来品

（HN-N）に対し約15％削減し，例えば，3,000㎡/月使
用の場合，従来製品からHN-NⅡシステムに切り替えた
だけで2トン/年ものCO2削減効果が得られる（Fig. 5）。
また，合紙取り機構が不要となり，製版速度の20％高速
化を達成した。

Fig. 5 Reduction of the environmental loads resulting from 
product life cycle.

4.2	 プレ水洗レス技術
　プレ水洗レスを実現するためには，酸素遮断層のア
ルカリ現像液への溶解性と，酸素遮断性の両立が必要
である。溶解性を上げるために，水溶性樹脂の低分子
量化，さらに酸基を導入する設計を施すことにより高
溶解性を付与した。いずれも酸素遮断性を低下させる
方向であるが，これにより不足する酸素遮断性につい
ては，無処理サーマルCTP版材で実用化した技術を採
用することで解決した。高アスペクト比の平版状粒子

を酸素遮断層に添加することで，経路長によるガスバ
リヤ性を利用することにより，低分子樹脂においても所
望の酸素遮断能を付与することが可能となる（Fig. 6）2）。
　以上の結果，プレ水洗を行なわずに現像浴で酸素遮
断層ごと処理を行なっても，安定的に現像を行なえる
ようになった。プレ水洗で発生していた廃液を無くす
ることで，従来比30％以上の廃液低減が可能となる。

Fig. 6   Oxygen barrier by high-aspect ratio filler.

4.3	 高感度化技術
　露光量が不足すると，画像形成しても重合が不十分
であり，耐刷が低下する。新聞印刷に重要な高耐刷性
を得るためには，重合反応後の膜強度を上げることが
必要である。低露光量でも十分な膜強度を得るために，
開始反応の高効率化を検討し，新規ラジカル発生剤の
開発を行なった。また，反応系からの高感度化だけでは，
保存安定性やセーフライト安全性の弊害が大きく，目
標感度への到達は困難と考え，重合進行しなくても物
理的強度を付与する設計思想のもとに，バインダーの
機械的強度向上技術，アルミ支持体の密着性向上技術
を開発，導入した。
　①開始反応の高効率化
　少ない露光量でラジカルを発生させるためには，増
感色素からラジカル発生剤への電子移動効率向上が必
要であり，ラジカル発生剤の増感色素からの電子受容
効率を高めるためにLUMO準位を下げる設計を施した

（Fig. 7）。懸念される安定性については，熱分解で発生
する少量の開始ラジカルにのみ効果のあるラジカルト
ラップ剤を導入し，レーザー露光時の連鎖重合反応に
影響を与えることなく安定性を付与している。また，
高感度化に伴い，室内の蛍光灯の光でも不要な反応が
進行する問題が生じるが，酸素遮断層の遮断性を制御
することにより解決した。酸素の透過量を，蛍光灯の
光で発生する少量のラジカルをクエンチするのに十分
であり，レーザー露光で発生する大量のラジカルに対
しては影響を与えない量に設計することによって，高
感度化と明室取り扱い性を両立させた。

Fig. 7   Electronic transfer efficiency improvement by reduced LUMO level.
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　②バインダーの機械的強度向上
　HN-NⅡでは，新規な高強度ウレタンバインダーを開
発した。ソフトセグメントとハードセグメントを配合し
たウレタンバインダーは，弾性と耐磨耗性を併せ持ち，
印刷工程におけるブランケットとの摩擦衝撃に強い耐性
を有する。また，HN-Nの特長である，高活性な反応性
基導入によるプレヒートレスでの画像形成性も継承して
いる。
　③アルミ支持体の密着性向上
　アルミ支持体の表面形状を微細化することで，低露光
領域での耐刷性を改良し，実効感度を向上させた（Fig. 
8）。アルミ支持体表面に微細な凹凸を付与することで，
感光層－アルミ支持体界面の密着を強固なものとし，低
露光領域においても新聞の大量印刷に耐え得る耐刷性を
発揮することができる。一方，密着性向上に伴い，非画
像部の現像除去性が劣化するが，アルミ支持体と感光層
の間にアルカリ溶解性の高い層を設けることで，密着性
と現像除去性を両立している。
　以上の結果，65mJ/cm2の実効感度に達し，従来品の 
1.5倍の感度，1.2倍の耐刷性を得た。解像度に関しても
従来品同等であり，FMスクリーン36μmにも対応して
いる（Fig. 9，Fig. 10）。

Fig. 8   Surface structure of aluminum support.

Fig. 9   Sensitometric curve.

Fig. 10   Dot reproduction curve.

5.	 HN-NⅡの品質的特長

　1） 合紙レスでの取り扱いが可能 
（接着，キズ，給版トラブル無し）

　2） プレ水洗レスにより廃液量30％低減
　3） 実効感度を従来比1.5倍向上 

（100mJ/cm2⇒65mJ/cm2）
　4）高耐刷（従来比120％）
　5） 高画質 

（網再現性1－99％，FMスクリーン適性有り）

6.	 まとめ

　本論文で報告した新聞用サーマルネガCTP「HN-NⅡ」
は，「プレヒートレス」「高画質」といったHN-Nの特長
を継承しながら，「プレ水洗レス」，「合紙レス」を実現
することで，新聞製版に要求される高生産性，および環
境適性を飛躍的に進歩させた商品である。さらに，高い
安定性や耐刷力を保持したまま，高感度化により高速
サーマルセッターの生産性を最大限に活かせるのも特長
で，環境性・生産性の両面から大きな期待を集めている。

参考文献

 1)  後藤孝浩, 國田一人, 谷中宏充. 新聞用サーマルネガ
CTPシステム「HN-N」の開発. 富士フイルム研究
報告. No.50, 55-59 (2005).

 2)  小田晃央, 光本知由, 遠藤章浩, 國田一人, 大橋秀和. 
無処理サーマルCTP版材「PRO-T（国内名称ET-S）」
の開発. 富士フイルム研究報告. No.52, 34-37 (2007).
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入澤　覚＊，荒井　毅久＊，中田　肇＊，千代　知成＊，桑原　孝夫＊，山根　勝敏＊

Development of High-sensitivity  and  High-resolution 
Digital Mammography System ‘AMULET’
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Abstract

  FUJIFILM’s newly-developed ‘AMULET’, a digital mammography system, simultaneously realizes 
high-image quality, low-dose image acquisition and high-throughput as well as patient-oriented design. A 
detector mounted on AMULET directly converts X-ray signals into electronic signals to readout the 
electronic signals by using a uniquely developed “Direct Optical Switching” readout method in its imaging 
process. This detector with dual amorphous Se layers makes it possible to deliver high-definition diagnostic 
images consisting of 50 μm-size pixels providing the finest resolution among direct-conversion X-ray image 
detectors. Well-optimized Auto-Exposure-Control between the direct-conversion detector and an x-ray tube 
with Mo and W targets can meet the wide range of diagnostic needs from high-image quality to low-dose 
exposure. Moreover, ergonomic design helps to alleviate patient’s discomfort.

本誌投稿論文（受理2008年11月20日）
	 ＊	富士フイルム（株）R&D統括本部
	 	機器システム開発センター
	 	〒258-8538	神奈川県足柄上郡開成町宮台798
	 ＊	Equipment	Research	&	Development	Center
	 	

	 	Research	&	Development	Management	Headquarters
	 	FUJIFILM	Corporation
	 		Miyanodai,	Kaisei-machi,	Ashigarakami-gun,	Kanagawa	

258-8538,	Japan

1.	 はじめに

　当社は，X線信号を電気信号に「直接変換」し，電気
信号を独自の「光スイッチング読出」によりデジタル画
像化するX線画像センサーの開発に成功し，アモルファ
スセレン半導体を用いた高画質センサーにおいて世界最
小となる画素サイズ50µmの高精細画像の取得を可能と
した。本画像センサーを搭載したデジタルマンモグラ
フィシステム「AMULET」（Fig.	 1）は，高画質と被曝
線量の低減，および快適なスループットを高いレベルで
両立できた。本稿においては，その開発背景，システム
構成と特徴，および諸性能について概説する。

2.	 開発の背景

　日本女性のがんの中で，乳がんは現在最も高い罹患率
を示しており，乳がんによる死亡率も年々増加する傾向
にある。そのため，乳がんの早期発見を目的にマンモグ
ラフィを中心とする乳がん検診が広く行なわれるように

Fig. 1   System configuration of AMULET (FDR	MS-1000).
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なり，同時に，近年の医療現場のデジタル化とともにデジ
タルマンモグラフィシステムの導入が進んでいる。当社は，
世界に先駆けてコンピューテッドラジオグラフィ（CR）方
式によるX線診断画像のデジタル化に成功した。以来，デ
ジタルX線画像診断機器を市場に供給し続け，2003年には
CR方式のマンモグラフィ画像読取装置「PROFECT」を販
売開始し，既存のＸ線源に組み合わせて容易にデジタル化
が可能との評判を得ている。
　デジタルマンモグラフィでは，従来のフィルム/スクリーン
方式に比べてX線利用効率が高く，ダイナミックレンジが
広いため，腫瘤の描出能に優れ，被曝線量の低減が可能で
ある。一方で，精細感は画素サイズにより制限されて劣る
とされている。「PROFECT」では比較的微細な50µm画素
サイズを実現しているものの，現在市販のX線源とフラッ
トパネルディテクタ（FPD）を組み合わせたデジタルマン
モグラフィシステムの画素サイズは70から100µmとなって
いる。マンモグラフィ診断においては1mm以下の微小石灰
化の有無，分布，および形状などが診断上重要な指標とな
ることから，より微細な画素に対する要求が根強い。
　また，デジタル化の恩恵として，撮影の高スループット化，
画像処理や画像表示および，ネットワーク形成による画像
管理の効率化，過去画像比較やコンピュータ支援診断によ
る診断の効率化・精密化など，マンモグラフィ検診と診断
における総合的な利便性の向上が期待されている。撮影ス
ループットについては，カセッテを用いるCR方式よりも
FPDシステムの方が全般に高いものの，高画質なFPDシス
テムほどスループットが低い傾向にあるために改善が求め
られている。
　このような背景から，被検者が安心して受診でき，医師
がより診断しやすく，技師が撮影しやすいデジタルマンモ
グラフィシステムを目指して，高感度・高精細による診断
能の向上と被曝量の低減，および快適なスループットを実
現した「AMULET」（型式：	FDR	MS-1000）を開発した。

3.	 AMULETのシステム構成

　Fig.	１に示すように，「AMULET」は撮影装置部とコン
ソール（操作卓）部から成る。撮影装置部で撮影された画
像は，コンソール部で画像処理および表示がされ，ネット
ワークを介して外部のサーバーやアプリケーションにおい
て保存および利用が可能となる。撮影装置部は，X線を発
するX線源部と被検者の乳房を透過したX線像を検出す
る，新規に開発された画像センサー部から成る。これらの
被検者が触れる部分には痛みや冷えを和らげ，体位を安定
させるデザインが採用されている。以下に，「AMULET」
の特徴をなす画像センサー，X線源，および被検者に優し
いエルゴノミクスデザインについて述べる。

3.1	 画像センサー
　「AMULET」は，冒頭に述べたように，アモルファス
セレン半導体を用いた高画質X線センサーとして世界最
小となる画素サイズ50µmのセンサーを搭載している。
Fig.	2に画像センサーの概観を示す。

Fig. 2   Schematic view of the novel image sensor.

　センサーは，ガラス基板上に，チャージアンプASIC
に接続されるストライプ状の透明電極層（Stripe	
electrodes），読出光導電層（Readout	 PCL），電子蓄積
層（ETL），X線光導電層（X-ray	 PCL），上部電極（	
Top	 electrode）が形成されている。さらに，透明電極
に直交した光スイッチング読出用ライン光源（Linear	
readout	 optics）と，残電荷消去用面光源（Erasure	
optics）を基板下部に配置している。以下に，本センサー
の各層の機能と画像化原理を説明する。
　X線画像センサーは一般に，（a）Ｘ線から電荷へ変換，（b）
電荷蓄積，（c）電荷読出のプロセスを経ることでX線画像
を得る。X線撮影では撮影時の照射X線量が少ないほど被
撮影者の被曝量が低減される。したがって，センサー入射
時のＸ線像が有するS/N比，鮮鋭度を，センサー内の上記
各プロセスで極力劣化させずに画像を得ることが良いセン
サーの条件となる。「直接変換」方式とは，電圧が印加さ
れた半導体にX線を入射させると，X線量子のエネルギー
が半導体内の電子に吸収され，最終的に自由電子と自由正
孔となり，電界にしたがって輸送される，いわゆる光導電
現象を利用してX線信号を電気信号に変換する方式であ
る。直接変換方式の場合，信号電荷の進行方向は電界によっ
て定められるため鮮鋭度の劣化は少ない。
　これに対して，「間接変換」方式においてはＸ線吸収
の高い蛍光体層にX線を入射させて可視光に変換した
後，フォトダイオードやCCDなどの受光素子により電
気信号化する。この方式では，蛍光が等方的に発せられ
る上に，発光部から受光素子までで光散乱が避けられず，
鮮鋭度が劣化する。鮮鋭度維持のために蛍光体層を薄く
した場合，X線吸収率の減少によりセンサー感度が低下
するため，間接変換方式においては鮮鋭度と感度の両立
に困難が伴う。
　したがって，新開発画像センサーには，X線光導電層に
アモルファスセレン半導体を用いた直接変換方式を採用し
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た。Fig.	3（a）のストライプ電極方向のセンサー断面図中
に示すように，上部電極に負電圧を印加した状態でX線を
入射させ，生成された自由電子を，電界により電子蓄積層
に収集し，Fig.	3（b）のように電子潜像を形成させる。

Fig. 3 Cross-section of the sensor, and its imaging process from 
(a ) to (c ).

　アモルファスセレンは，マンモグラフィ用X線源から発
生されたX線の90%以上を吸収して電荷に変換可能であ
る。さらに，不純物量のきわめて少ない高純度セレンを原
料として用いることで，電子が移動する際のトラップ量を
低減させ，電子を効率良く電子蓄積層に収集可能とした。
これらにより，X線電荷変換から電子蓄積までのプロセス
における鮮鋭度およびS/N比の劣化を抑制した。
　本センサーのもう一つの特徴は，光導電効果（光誘起
放電効果）を利用する「光スイッチング読出」を実現す
るために，電子蓄積層，読出光導電層（アモルファスセ	
レン），ストライプ状の透明電極層の構成としたことで
ある。Fig.	3（b）に示すように，電子蓄積層に電子が蓄
積した状態では，電極に正電荷が誘導されて読出光導電
層内に電界が生じる。この状態で透明電極側から読出光
を照射すると，Fig.	3（c）に示すように読出光導電層に
おいて自由電子－正孔対が発生する。発生した正孔は蓄
積電子のもとへ移動して中和され，電子は電極を経由し
て接続されたチャージアンプにおいて検出され，信号と
なる。自由電子－正孔対の発生量は蓄積電子量と対応す
るため，蓄積電子量に対応した検出信号量が得られる。
また，読出後には，残電荷消去用面光源からセンサー全
面に高輝度光を入射させ，残像を効率的に消去して撮影
サイクルの短縮化を可能としている。
　光スイッチング読出においては，ストライプ電極が
50µmピッチで形成された基板に対して，読出ライン光
源を50µmごとに発光させることで，50µm×50µm画素

の高精細画像を比較的容易に得ることができる。また，
TFT読出方式のように読出配線に直交するゲート配線
やTFT部を持たず，読出配線の寄生容量が小さいため
に低ノイズで読出が可能である。画素を微細化する場合
には，TFT読出の場合は配線の直交部やTFT部がさら
に増えるため，光スイッチング読出の利点がより顕著に
現れる。したがって，新開発センサーは読出の際に追加
される電気ノイズが少ないために，Ｘ線像が本来持つ
S/N比に対するセンサー出力時のS/N比の劣化を極力抑
えることができ，いわゆる，感度や量子検出効率（DQE）
などの画質の低下を抑えながら画素サイズの縮小が可能
な構造といえる1）。これまで市販されている，間接変換
方式や直接変換方式センサーにおけるTFTの製作ルー
ル下での画素の微細化は画質の低下を招くが，新開発	
センサーにおいては，Fig.	 4に示すように高い画質を保
ちながら画素の微細化が可能と予想する。
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Fig. 4 Relation between image quality and pixel size in each 
imaging method.

3.2	 X線源
　新開発画像センサーは，従来のフィルム/スクリーン
方式と比べてダイナミックレンジおよびリニアリティに
優れるため，X線量やX線質を選択する際の自由度が高
い。さらに，X線光導電層を厚くすることで，従来のフィ
ルムやイメージングプレートよりも容易に高エネルギー
のX線吸収率を高くできる。このようなセンサーの特長
を活かすために，「AMULET」のＸ線源には現在広く用
いられているモリブデン（Mo）ターゲットに加えて低
被曝化に有利なタングステン（W）ターゲットが搭載さ
れている2）。X線フィルタにはMoとロジウム（Rh）を
設定でき，ターゲット/フィルタの組み合わせ（T/F）
としてMo/Mo，Mo/Rh，W/Rhの3種から選択できる。

µ µ µ
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　Fig.	 5に，各T/Fにおける0.2mm厚のAlの画像コン
トラストと画像ノイズの比（CNR）と，50%乳腺-50%
脂肪の乳房を模擬するPMMAの厚さとの関係を示す。

Fig. 5 Relation between CNR under achievable-AGD at each T/F 
and PMMA thickness.

　ここでいうCNRとは，被曝の程度を示す平均乳腺線
量（AGD）がEUREF規格3）においてAchievable（Fig.	
6参照）とされる値になる管電圧とmAs値の組み合わせ
で求めたCNRのうち，最大のCNRを意味する。

Fig. 6 PMMA thickness dependences of CNR and AGD at each 
AEC mode.

　低いPMMA厚においてはMo/Moでも十分高いCNR
が得られるが，厚くなるにしたがい低下してMo/Rhと
の差が開き，ついには限界CNRを下回る。W/Rhでは，
PMMAが厚い場合でもCNRが高く，X線量子がより高
エネルギーに分布した硬い線質のために，厚い乳房にお

いても十分なＸ線透過量が得られることを示している。
また，全PMMA厚においてW/RhのCNRが最も高いこ
とから，W/Rhを用いることで被曝線量をより抑えられ
ることが示唆される。
　「AMULET」は，これら3種のT/Fおよび照射線量を
乳房の厚みに合わせて自動で設定する自動露出制御

（AEC）機構を有し，撮影技師の負担軽減を図っている。
露出制御は，画像センサーと独立したAEC専用基板に
より行なう。専用基板としたことにより，照射線量決定
のためのプレ曝射時の信号電荷を，本曝射による信号電
荷と画像センサー内部において加算し，読出を1回のみ
とできる。そのため、余分に読出ノイズを加算せずに画
質の劣化が抑制される。AECによる自動撮影時には，
撮影目的に応じてH_MODE	（高画質），L_MODE	（標準
画質），W_MODE	（低被曝）の3種類のモードから選択
できる。T/F切換え乳房厚みと撮影管電圧値は，上述の
物理評価と，（独）国立病院機構名古屋医療センター，
遠藤登喜子先生のグループと協力して行なった乳がん切
除サンプルの画像評価に基づいて決定された。
　さまざまな厚みの乳がん切除サンプルにおける石灰化
や腫瘤の視認性評価を行なった結果，サンプル画像の粒
状感はCNRと良く対応することが明らかになった。ま
た，石灰化や腫瘤の視認性と関係する鮮鋭感は，より軟
質なT/Fにおいて良いことが明らかになった。すなわ
ち，粒状性が許容できる範囲でより軟質のT/Fを選ぶ
ことで最適な診断画像が得られる4）。
　Fig.	 6に，H,	 LおよびW_MODEにおいて設定される
管電圧とmAs値におけるAGDおよびCNRのPMMA厚
み依存性を示す。また，HおよびL_MODEにおいて選
択されるT/Fは背景色により示した。T/Fは，PMMA
厚の増加に伴い，Mo/Mo，Mo/Rh，W/Rhの順に選択
される。H_MODEの場合には，画質優先のためAGDを
Acceptableまで近づけて粒状感と鮮鋭感が最も良い画
像を提供する。L_MODEにおいては，AGDと粒状感の
バランスを考慮した画像を提供する。被曝の多い乳房の
厚い被検者においても，W/Rhにより，高画質でありな
がら被曝量低減にも配慮した撮影が可能である。W_
MODEの場合には乳房厚みによらずW/Rhを用い，低
被曝を優先しながら診断可能なレベルの粒状性の画像を
提供する。W/Rhを用いることで，Achievableとされる
AGDを下回ることが可能となり，このような低線量域
における臨床価値の評価を現在進めており，若年の被検
者のリスク軽減も期待される。

3.3	 被検者に優しいエルゴノミクスデザイン
　装置撮影部のアームレスト，およびセンサーの胸壁部
と側面部は，撮影時に被検者が直接触れる場所であるた
め，被検者が安心感・安定感を持って撮影に臨めるデザ
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インを志向した。Fig.	 7に，「AMULET」のアームレス
トおよび胸壁・パッドの概観を示す。

Fig. 7   Armrests, and chest-wall and axillary pads of AMULET.

　従来のシステムにおいては，頭尾方向（CC）撮影時
における被検者の腕の自然配置が困難な場合があるとの
撮影技師の意見を参考に，撮影台に対してハンドルを手
前に傾斜させることで自然に腕を配置できる形状とし
た。また，内外斜位方向（MLO）撮影時の被検者の腕
から手にかけて段差の無いように丸みを帯びたデザイン
とし，アームレストに柔らかい素材を用いることで腕の
痛みが軽減される。さらに，胸壁・腋窩部に発泡ウレ	
タン製のパッド（交換可能な消耗品）を設けることで，
撮影時に胸部を押し付ける際の痛みが軽減できるよう配
慮した。

4.	「AMULET」の諸性能

　マンモグラフィの画質を構成する因子には，画像コン
トラスト（信号），鮮鋭度，粒状性（ノイズ）などがあ
るが，画質評価の総合的な指標としてこれらを内に含む
DQEの周波数依存性が広く用いられている。Fig.	 8に，

「AMULET」のIEC規格に準拠した条件5）により測定
されたDQEを示す。線質はMo/Mo,	28kV,	Aℓフィルタ
2㎜のRQA-M2条件を用いた。
　一般に，画素サイズx のセンサーにおいては，ナイキ
スト定理により，DQEは1/2	x の周波数までが意味を持
ち，画素サイズが小さいほど画像の高周波成分まで電気
信号化可能となる。「AMULET」は50µm画素で読出す
ため，10mm-1の高周波数まで画像を電気信号化でき，
実用線量域である71から125µGyにおいて高いDQEを
示す。このことは，X線吸収率の高いアモルファスセ	
レンによる直接変換と，当社独自の光スイッチング読出
が微細画素におけるS/N比の改善に寄与し，高感度と高
精細の両立にきわめて有効であることを示している。ま
た，36µGyの低線量においてもDQEが13%程度の低下

にとどまり，読出電気ノイズの影響が少ないシステムで
あることを示唆している。
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Fig. 8   DQEs of AMULET at various doses.

　視覚評価として，EUREF規格に準拠した条件3）（Mo/
Mo,	28kV）により，直径と厚さを変えたAu円柱の視認性
を確認するContrast-Detailファントム評価を行なった結果
をFig.	9に示す。

Fig. 9 Contrast-detail curves for AMULET for three different doses 
at Mo/Mo, 28kV.

　この図において，各線量におけるプロットを結んで得
られる線は，Au円柱の視認の可否を区別する境界であ
り，直径と厚さの小さい方へシフトするほど，より微小
な乳房内の対象を視認しやすいことを示す。「AMULET」
では，61µGyの低線量においてもAcceptableとされる
境界を十分に越えている。また，通常撮影線量と同程度
の105µGyで微細な側において大きくAchievableとされ

µ
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る境界を越えており，石灰化の視認向上が期待される。
　Fig.	 10に，「AMULET」および「PROFECT」で撮影
された乳がん切除サンプルの石灰化部を拡大表示した画
像を示す6）。厚さ5mmのPMMA上に40mm厚の乳がん
切除サンプルを置き，計45mm厚の乳房を模擬して，
Mo/Rh,	 28	kV,	 42	mAsの条件において撮影を行なった。

「AMULET」で撮影された画像は全体に粒状感が良く，
石灰化の形状や境界がより明確に現れており，立体的に
描出できている。また，周辺の脂肪や乳腺組織も，より
鮮鋭に写し出されている。
　最後に，「AMULET」の撮影スループットについて述
べる。アモルファスセレンは，不純物に由来した電荷ト
ラップを多く含むために残像を誘発し，スループット悪
化の要因となり得る。これに対し，新開発画像センサー
においては，高純度セレンを用いて電荷トラップを低減
し，さらに残電荷消去光を全面に照射可能なセンサー構
造として残像を抑制した。また，高精細画像のために画
像データが大容量となり，画像処理に時間を要するが，
画像データを並列に画像処理するための専用基板を設け
た。これらの施策により，ユーザーが求める撮影間隔	「同
一被検者の撮影間隔が15秒以下」の目標（当社調査よ
り設定）を達成できる見通しを得た。

5.	 まとめ

　デジタルマンモグラフィシステム「AMULET」は，
アモルファスセレンによる直接変換と光スイッチング読
出を特徴とする画像センサーを搭載しているため，高感
度・高精細画像が取得できる。また，MoとWの2極を
有するX線源と画像センサーの連動により，高画質から
低被曝までの幅広いニーズに応じた撮影を簡便に行なう

ことができる。さらに，被検者の肉体的・心理的な負担
緩和に配慮したデザインとなっている。本システムのよ
うな，画質とスループット性能を併せ持った製品は現時
点で他になく，マンモグラフィ検診・診断の精度および
効率の向上，被検者の負担低減に寄与し，乳がんの早期
発見と予後の改善に貢献できると期待している。このよ
うな高性能デジタルマンモグラフィシステム「AMULET」
と既存のX線源を活かす「PROFECT」により，それぞ
れの病院の状況に適したデジタルマンモグラフィソ
リューションの提案が可能となった。

参考文献

	 1)		K.	Irisawa；	K.	Yamane	et	al..	Proc.	SPIE.	7258	(2009).	
To	be	published.

	 2)		P.	Bernhardt	 et	 al..	Med.	 Phys..	33 (11),	 4337-4349	
(2006).

	 3)		European	guidelines	for	quality	assurance	in	breast	
cancer	 s c reen ing	 and	 d i agnos i s ,	 4th	 ed . .	
Luxembourg,	European	Communities,	2006.

	 4)		T.	Kuwabara；	N.	 Iwasaki	 et	 al..	 Proc.	 SPIE.	 7258 
(2009).	To	be	published.

	 5)		IEC	 62220-1-2:	Medical	 electrical	 equipment	 –	
Characteristics	of	digital	x-ray	imaging	devices	–	Part	
1-2:	 Determination	 of	 the	 detective	 quantum	
efficiency	–	Detectors	used	in	mammography,	2007.

	 6)		遠藤登喜子（編）.	見て視て診るマンモグラフィ画像読
影ハンドブック　改訂第2版.	大阪,	永井書店,	2008,	193.

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

Fig. 10   Image comparison of the resected breast specimen6).

(a) Image with AMULET. (b) Image with PROFECT.
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「抗菌・抗ウイルス 多機能バイオフィルター」および空気清浄システム「空間清浄機KPD1000」の開発

1.	 はじめに

　富士フイルムは，コア事業の一つであるメディカル・
ライフサイエンス事業において，総合ヘルスカンパニー
として「予防～診断～治療」の全領域をカバーしていく
ことを目指し，先進技術を進化させ，強力に事業を推進
している。
　今回，安全な空気・空間への消費者意識の高まりを受
け，快適な空気環境の保持に貢献すべく，予防分野の 
一つとして新たに「抗菌・抗ウイルス 多機能バイオフィ
ルター」を開発した。
　この「抗菌・抗ウイルス 多機能バイオフィルター」
を搭載した機器システムの第一弾として，「抗菌・抗ウ
イルス 多機能バイオフィルター」に加えて，活性炭・
光触媒による高い消臭効果を実現した「消臭フィルター」
を同時に搭載した，空気清浄システム「空間清浄機
KPD1000」を開発し，2008年11月に上市した。
　「抗菌フィルター」は，これまでフォトイメージング
分野で培われた独自技術をもとに開発した有機銀粒子を
用いている。「抗ウイルスフィルター」は，インフル 
エンザウイルスを不活性化できる抗体を採用した。抗体
を低コストで量産する技術は，京都府立大学の塚本康浩

教授が開発し，当社がフィルターに応用した。両フィル
ターを組み合わせることで，フィルターに捕捉された浮
遊菌とウイルスを共に不活性化できる。
　ここでは，「抗菌・抗ウイルス 多機能バイオフィル
ター」および「空間清浄機KPD1000」の技術内容と効
果の検証に関して報告する。

Fig. 1   The system configuration of “Living Space Purifier KPD1000”.

「抗菌・抗ウイルス 多機能バイオフィルター」および
空気清浄システム「空間清浄機KPD1000」の開発

小杉　拓治＊，草野　隆之＊，武野　数馬＊，岩永　宏＊＊，上山　洋一郎＊

Development of “Antibacterial Properties and an Antivirotic Multifunctional 
Bio-filter” and the Air Purification System “Living Space Purifier KPD1000”

Takuji KOSUGI*,  Takayuki KUSANO*,  Kazuma TAKENO*,  Hiroshi IWANAGA**,
and  Youichirou KAMIYAMA*

Abstract

FUJIFILM has developed a unique concept air purification system “Living Space Purifier KPD1000” 
which provides high-level antibacterial, antivirotic, and odor eliminating effects. We launched the system in 
November 2008. The system is composed of three filters; “antibacterial filter” which contains ultrafine grains 
of organic silver developed by FUJIFILM’s original technology, “antivirotic filter” which contains an 
influenza virus antibody, and “deodorization filter” which contains activated carbon and photocatalyst TiO2.
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2.	「抗菌・抗ウイルス	多機能バイオフィル
ター」の開発

　一般的な空気清浄機に使用されている高密度フィル
ターは，菌やウイルスを含む飛沫をいったんは捕捉でき
ても，不活性化されないまま飛沫が乾燥し，感染力のあ
る小さな飛沫核として再び空気中に放出される懸念があ
るとされている。捕捉するだけではなく，菌やウイルス
の活動を抑制し，増殖や感染を抑えることが重要である。
そこで，フィルターに有害物質を不活性化させる抗菌剤・
抗ウイルス剤を担持させることが必要となる。
　われわれは，消費者の安全に対するニーズを大前提に
置き，有効成分の徐放を制御することにより安全性を付
与し，広い抗菌スペクトルを有する抗菌剤の開発を行
なった。併せて，パンデミックの可能性が懸念されてい
る「鳥インフルエンザ」A型H5N1や，毎年流行を繰り
返すヒトA型／Ｂ型インフルエンザウイルスを選択的に
不活性化できる抗ウイルス剤の探索を行ない，フィル
ターへの応用を検討した。

2.1	 抗菌フィルターについて
　無機系抗菌剤の抗菌成分は金属であるが，安全性確保
の観点で実際に用いられている金属は，銀，銅，亜鉛の
3種である。その中でも銀は，抗菌スペクトルが広く，
微量濃度で抗菌効果があるにもかかわらず，人間などの
大動物にとって非常に毒性の低い金属であり，抗菌剤と
して銀系化合物が最も応用されている。有史以来，銀は
食器や装飾品に多用されてきたが，問題らしい問題が見
つかっていないことが，安全性の証明となり，「銀=安全」
として受け入れられていると考えられる。一方で，抗菌
成分である銀イオンが感光性を持ち，ハロゲンとの反応
性が高いため抗菌効果の低下がみられ，銀化合物自身や，
銀化合物の担持方法に工夫が施されている1）。
　富士フイルムはこれまで，写真フィルムの感光性素材
として銀の研究を70年以上にわたり続けており，写真
銀塩粒子の形状や表面組成を精密に制御して，光を有効
活用する「高感度写真技術」を培ってきた。今回，抗菌
フィルターに採用した抗菌剤は，独自の「高感度写真技
術」を利用した粒子形成技術と有機合成技術の融合によ
り開発した有機銀粒子である。
　有機銀粒子は，抗菌性能を最大限に発揮するため，微細
かつ粒子径のそろった特殊な単分散粒子である（Fig. 2）。

Fig. 2   Ultrafine grains of organic silver.

粒子形成後に熟成処理を施し，凝集しにくく有効表面積
を大きく保つ工夫をしている。併せて，有機物としてベ
ヘン酸を選択することにより，抗菌効果が期待できる一
定濃度の銀イオンを長時間・安定的に放出することを可
能にした。これにより，人体に対して安全性が高く抗菌
素材として広範に用いられている銀化合物の抗菌性能を
飛躍的に高めることに成功した。

2.2	 抗菌フィルターの効果確認
　JIS Z 2801に準拠して実施した抗菌力試験結果を
Table 1に示す。感染症の原因となる主要な細菌・真菌
7種類に対して，抗菌効果を謳える抗菌活性値2.0をはる
かに超えるきわめて高い抗菌性が確認できた。一般的に，
従来の銀系抗菌剤はカビには効果がでにくいとされてお
り，今回の実験でも，銀系抗菌剤の代表として同時比較
したゼオライト銀フィルターは，アレルギーの原因とな
る「黒こうじカビ」において，抗菌活性値は0.7と抗菌
効果が不十分である。それに対し，今回採用した有機銀
粒子を用いたフィルターは，抗菌活性値2.8と高い効果
が確認できた。

Table 1   Antibacterial and Anti-mold Properties.

2.3	 抗体フィルターについて
　有機銀の広い抗菌スペクトルに加え，選択的にインフ
ルエンザウイルスを確実に不活性化する機能を加えるべ
く，生体内の抗原抗体反応に着目し，フィルターへの抗
体の応用を検討した。
　ウイルス除去における抗体利用のメリットは，①化学
的な方法に比べて安全性が高いこと，②物理的な方法に
比べて特異性が高いこと，③即効性に優れていることな
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どが挙げられ，このため，特定のウイルスを迅速かつ安
全に不活性化することができる。
　一般に，抗体は高価であり，工業的な応用には適さな
いという課題があったが，京都府立大学の塚本康浩教授
が開発した，抗体を低コストで量産する技術を利用する
ことで解決することができた。インフルエンザウイルス
のHA抗原をダチョウに接種し，形成された抗体を卵黄
から採取・精製して大量のIgYを作製する技術である。
抗インフルエンザIgYの作製はニワトリを免疫動物とし
て実施された例はあるが，ダチョウはニワトリに比べ 
１羽から採取できる抗体が30倍以上，産卵期間も長く，
精製される抗体のロット間差が少ないなどのメリットか
らダチョウ抗体を採用した。

Fig. 3   The production method of an ostrich antibody.

　ダチョウ抗体のフィルター基材への担持量を測定する
ため，二次抗体（酵素標識抗IgY抗体）を用いたELISA
法を新構築した。ELISA活性のある発色濃度を有効担
持量として評価を行ない，フィルターの基材選択，担持
処方の最適化を行なった。

Fig. 4   The determination of antibody on filter.

2.4	 抗体フィルターのエビデンス構築
　抗体フィルターの効果につき，以下の検証実験により
エビデンス構築を行なった。

2.4.1	 気相系における，抗原抗体反応の検証（原理確認）
　通常は液相中で利用される抗原抗体反応が，気相系で
も進行するかどうかにつき，原理検証を行なった。液相
を介さない手法としてFRET（Fluorescence Resonance 
Energy Transfer）法を新構築し，蛍光色素標識抗原と
同標識抗体によるFRET信号強度の比較検証を行なっ
た。気相中においても特異的FRET信号（＝抗原抗体反
応）が確認でき，固体表面への固定化抗体と，気相中の
蛋白抗原の間で結合反応が発生することを確認した2）。

Fig. 5   FRET (Fluorescence Resonance Energy Transfer) method.

2.4.2	 ウイルス中和試験
　ダチョウ抗体の効果は，抗体中和試験から算出した中
和活性値により評価した。ウイルス中和試験は，マイク
ロプレートに培養した所定量のMDCK細胞（ヒトイン
フルエンザウイルスとの親和性が高い）にインフルエン
ザウイルスを感染させ，細胞変性（細胞の円形化や死滅
など）の有無により感染有無を判定した。2倍段階希釈
したダチョウ抗体を加えたときの感染抑制率を求め，

「behrens-kärber変法」に従って50％感染抑制値を算出
し，中和活性値とした。中和活性値は少ないほど抗体と
してウイルス中和効果があることを示している。
　3種HA抗原およびH5リコンビナントタンパクを免疫し
たダチョウ抗体の，免疫抗原に対する中和活性値を
Table 23）に示す。ダチョウ抗体は，免疫抗原に対し十
分な中和能力を持つことが確認できた。

Table 2 Neutralization Activity against the Influenza Virus (Immune 
Strain)3).

亜型 中和活性値※
A型（H1N 1） 2.64μg/ml
A型（H3N 2） 8.88μg/ml

B型 32.6μg/ml
※100TCID50（MDCK細胞）に対する50%感染抑制値

　H5リコンビナントタンパクを免疫したダチョウ抗体，
3種HA抗原およびH5リコンビナントタンパクを免疫した
ダチョウ抗体，および免疫前のダチョウ抗体の「鳥イン
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フルエンザ」A型H5N1に対する中和活性値をTable 33）

に示す。ダチョウ抗体は，「鳥インフルエンザ」A型H5N1
に対しても十分な中和能力を持つことが確認できた。

Table 3 Neutralization Activity against the Avian Flu Virus, Type A/
H5N13).

抗体 H5N1に対する中和活性値※
免疫前 測定不能（＞514μg/ml）

3種HA+rH5 58.1μg/ml
rH5 6.7μg/ml

※100TCID50（MDCK細胞）に対する50%感染抑制値

　3種HA抗原を免疫したダチョウ抗体の中和活性値を
インフルエンザ患者より分離したA型H1N1，A型H3N2，
B型の野外株（100症例）を用いて検証した結果の代表
値をTable 43）に示す。

Table 4 Neutralization Activity against Influenza Virus Wild Strain 
(100 cases) 3).

インフルエンザ野外株 中和活性値
A型（H1N 1） 2.0μg/ml
A型（H3N 2） 6.7μg/ml

B型 24.4μg/ml

　以上の結果より，ダチョウ抗体は，最近の野外株を含
めたヒト流行亜型＋鳥H5N1型に対して十分な中和能力
を持つことが確認できた。
　次に，フィルターに担持されたダチョウ抗体の中和能
力の検証を行なった。3種HA抗原およびH5リコンビ 
ナントタンパクを免疫したダチョウ抗体を担持した抗体
フィルター（4cm角）にウイルス液を接種（105TCID50/
ml×0.5ml）し，10分放置した後，フィルターから抽出，
MDCK細胞に接種し，ウイルス感染値を測定した。この
実験を冷蔵，25℃ 50%RH，40℃ 50%RH，50℃ 50%RHの
条件で2週間，4週間保存した抗体フィルターで測定した
結果をFig. 6に示す。保存性も含めて，抗体フィルター
は十分なウイルス中和能力を持つことを確認でき，フィル
ターで捕捉されたウイルスはすべて不活性化されている。

Fig. 6   The virus inactivation effect of the antibody filter.

2.4.3	 ウイルス捕捉試験
　インフルエンザウイルスA型（H3N2）をネブライザ
でグローブボックス内に噴霧し，ワンパスでのウイルス

捕捉実験を実施した。湿度によるウイルスの失活を防止
するため，シリカゲルをコーナーの8箇所に設置した。
抗体フィルター無し時に比較して，3種HA抗原および
H5リコンビナントタンパクを免疫したダチョウ抗体を
担持したフィルター単体の捕捉能を検証し，捕捉効率
99.6%以上の値を得た。

Fig. 7   The experimental apparatus for virus capturing test.

3.	「空間清浄機KPD1000」の開発

　「抗菌・抗ウイルス 多機能バイオフィルター」を搭載
した機器システムの第一弾として，「消臭フィルター」
を同時に搭載した，空気清浄システム「空間清浄機
KPD1000」を開発した。「消臭フィルター」は，活性炭
により臭い物質を吸着させるフィルターと，酸化チタン
を塗布したフィルターにUV光を照射し，光触媒作用で
臭い物質を分解するフィルターを組み合わせて，より高
い消臭効果を実現している。塩基性ガス代表のアンモニ
ア（汗，加齢，排泄，たばこ，生ゴミ臭）5ppmをワン
パスで，90％減となる0.5ppm以下まで浄化することが
できる。同様な効果が酸性ガス代表の酢酸（汗，加齢，
排泄，たばこ臭）においても得られている。

Fig. 8   One path deodorization test.

　光触媒励起用UV光源は寿命の長いUV冷陰極管を採
用し，メンテナンスフリーとした。UV光はタンパク質
である抗体を破壊するため，消臭フィルターとバイオ



20 「抗菌・抗ウイルス 多機能バイオフィルター」および空気清浄システム「空間清浄機KPD1000」の開発

フィルターの間に遮光機構を導入した。清浄機に必要な
風量を下げない構造として，ルーバーをＶ字型に設置す
ることが有効であることを見出し採用した。この遮光機
構は機器外部にUV光が漏れないよう吸入口側にも採用
した（Fig. 9）。
　機器の大きさは，室内の空きスペースに自由にレイア
ウトしやすい薄型で，タテ置き・ヨコ置きが可能なコン
パクトサイズに設計した。軽量のため持ち運びが容易 
で，臭気，感染の気になる場所で運転が可能である。同
時に，24時間稼動を考えた，静音・省エネルギー設計
を行なっており，静音性を高めることで，音量を気にす
ることなく病床の枕元に設置しても，昼夜を通して安心
して稼動させることができる。

Fig. 9   Sectional view of KPD1000.

　空気清浄機は，使用し続けると構造上粉塵のつまりが
発生するため，快適な空気環境を持続させるためには
フィルター交換は必須である。一方で，市場ではフィル
ター交換が十分に実施されていないのが実態であり，調
査によると，交換しない理由は交換フィルターコストの
問題もあるが，交換作業が複雑で面倒なため行なわない
という意見がかなり多いことがわかっている4）。この結
果を受け，消費者に対して，常に快適な空気環境を提供
するため，交換作業がワンタッチで可能な設計とした。

4.	 まとめ

　今回，独自技術により開発した有機銀粒子と，鳥イン
フルエンザウイルスにも適応できるダチョウ抗体を組み
合わせて「抗菌・抗ウイルス多機能バイオフィルター」
を開発し，効果の検証を行なった。
　「空間清浄機KPD1000」は，富士フイルム独自の「抗菌・
抗ウイルス多機能バイオフィルター」を搭載した機器シ
ステムの第一弾で，フィルターに捕捉された浮遊菌・ウ
イルスを除去することを可能とした。今後，この特長を
生かし，医療機関や介護施設などにおける院内感染に対
する予防ニーズに応えていきたい。
　最後に，本システムの開発に当たり，多大なご協力を
いただいた京都府立大学塚本教授および足立先生，加藤
先生に心より感謝を申し上げます。
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Fig. 10   How to replace the filters.
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1.	 はじめに

　フォトイメージングの分野で培った，抗酸化技術，ナ
ノ分散・安定化技術，コラーゲンペプチドの物性制御技
術，反応性・反応速度・物質の拡散や素材の相互作用等
を最適化する層構成技術など，ヘルスケア製品（サプリ
メント，化粧品）にも十分応用できる最先端のテクノロ
ジーを背景として，2006年9月，富士フイルムはサプリ
メント，化粧品分野に参入した。
　その後，2007年9月にエイジングケアを目的としたス
キンケア化粧品シリーズ「ASTALIFT（アスタリフト）」
をスタートし，ローション（化粧水），エッセンス（美
容液），クリームの3商品を発売した。
　さらに，2008年3月には，アスタリフトシリーズに，
デイプロテクター，クレンジングジェルおよびリキッド
ソープの化粧品3品に加え，サプリメントとして美容サ
プリメント「アスタリフトサプリメント」および美容ド
リンク「アスタリフトドリンク」の2品を追加し，体の

「外」からに加え，「内」からのスキンケアが可能なライン
アップとした。
　本報告ではこの中で，「アスタリフトサプリメント」
および「アスタリフトドリンク」の商品設計，および，
これらを化粧品と併用した際のヒトを対象とした試験結
果について紹介する。

機能性食品「アスタリフトサプリメント」および
「アスタリフトドリンク」の開発

泉　泰之＊，佐藤　雅男＊，植田　文教＊，須藤　幸夫＊，氏家　久美子＊＊，
永田　幸三＊，池田　賢治＊＊，高島　正伸＊＊

Development of the Dietary Supplements, “Astalift supplement”
and “Astalift drink”

Yasuyuki IZUMI*,  Masao SATO*,  Fumitaka UEDA*,  Yukio SUDO*,  Kumiko UJIIE**, 
Kouzou NAGATA*,  Kenji IKEDA**,  and  Masanobu TAKASHIMA**

Abstract

We have developed two dietary supplements “Astalift Supplement” and “Astalift Drink”, which contain 
astaxanthin and other ingredients for beauty. We conducted a human trial of the two dietary supplements and 
the “Astalift” series of cosmetics to confirm their effect on skin health. The result suggests that the ingestion 
of the dietary supplements prevents the formation of dark spots, blotches and wrinkles, and maintains the 
moisture content of skin. Furthermore, it is indicated that the parallel use of the dietary supplements and the 
cosmetics synergically reduces wrinkles and improves the moisture level of skin.
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2.	 商品設計

　生体内では，太陽光中の紫外線の被爆を受けた皮膚内
で，反応性の高い活性酸素の一種である一重項酸素が生
じることが知られている1）。この一重項酸素は，メラ	
ニン産生細胞を刺激してメラニン産生を増強することに
より，肌の黒化，しみ，くすみを増加させる原因となっ
ている。また，皮膚内でのサイトカイン類，タンパク質
分解酵素類の産生を誘導することにより，肌荒れや肌の
弾力低下をきたし，長い間にはシワの原因となっていく
といわれている2）。このような一重項酸素の害を軽減す
る方法の一つとして，皮膚内で一重項酸素の消去能を持
つ抗酸化成分を作用させることが考えられる。
　アスタリフトシリーズの化粧品には，カロテノイドの
一種であるアスタキサンチンを配合している。アスタキ
サンチンは，自然界に存在するカロテノイド類の一種で
あり，主に海洋性の藻類内で合成され，食物連鎖により
魚類，甲殻類に取り込まれていると考えられている。ア
スタキサンチンは，自然界に存在する種々の抗酸化成分
の中で，特に一重項酸素の消去能力が格段に優れており，
コエンザイムQ10の約1,000倍もの一重項酸素消去速度
を有する3）。マウスを用いた実験では，アスタキサンチン
を含む外用剤を直接皮膚に適用することで，紫外線によ
るシワ形成が抑制されたことが報告されており4），アス
タキサンチンを皮膚に塗布することにより紫外線による
ダメージに対する効果が期待できる。
　一方，内服において皮膚で効果を発揮するには，消化
管から吸収された後に皮膚に分布することが必要にな
る。これに関しては，アスタキサンチンを経口投与した
ラットの皮膚組織からアスタキサンチンが検出されたこ
とが報告されている5）。さらにヒトにおいても，食事か
ら摂取したカロテノイド類（βカロテンなど）が皮膚に
も分布することが非侵襲的に確認されている6）。そこで，
食品である「アスタリフトサプリメント」および「アス
タリフトドリンク」に，化粧品と同じくアスタキサンチン
を配合し，皮膚の外側からだけではなく，内側からもア
スタキサンチンを届けることで肌を一重項酸素の害から
守ることを目指した。
　経口的に摂取されたアスタキサンチンが体内へ移行し
皮膚に到達するには，腸で吸収される必要がある。以前
の検討により，油溶性物質であるアスタキサンチンのナ
ノ乳化物を調製することにより，体内への吸収性が向上
することがわかっている7）。「アスタリフトドリンク」
にはナノ乳化したアスタキサンチンを使用し，より効率
よく皮膚へアスタキサンチンを届けることをねらった設
計とした。
　「アスタリフトサプリメント」では，アスタキサンチン
に加え，他のカロテノイド類（リコピン，β-カロテン）
や赤ワインポリフェノールなどを配合することにより抗
酸化成分を強化し，朝に摂取することにより，日中の紫
外線により発生する一重項酸素の害を軽減する設計とし

た。「アスタリフトドリンク」では，アスタキサンチン
に加え，ビタミンＣおよび柑橘系ポリフェノール（ヘス
ペリジン）を配合し，抗酸化成分を強化した。これらの

「肌を守る」成分に加え，肌の構成成分であるコラーゲン
およびヒアルロン酸，さらに，コラーゲン合成に必要な
ビタミンC，およびヒアルロン酸産生を促進するという
報告されている8）N-アセチルグルコサミンを配合し，
夜飲むことにより，寝ている間に「肌をつくる」設計と
した。

Fig. 1 Efficacy of the ingredients of “Astalift Supplement” and 
“Astalift Drink” on skin.

Table 1   The Active Ingredients of “Astalift Supplement”.

1日目安量（2粒）中
アスタキサンチン（フリー体として） 6 mg
β-カロテン 1,400μg
リコピン 1.8 mg
フィッシュコラーゲン 4 mg
赤ワインポリフェノール 2.9 mg

Table 2   The Active Ingredients of “Astalift Drink”.

1日目安量（1本50 ml）中
アスタキサンチン（フリー体として） 4 mg
ビタミンC 270 mg
マリンコラーゲン 1,000 mg
ヒアルロン酸 8 mg
糖転移ヘスペリジン（柑橘系ポリフェノール） 100 mg
N-アセチルグルコサミン 100 mg

3.	 ヒトを対象とした試験結果

　本開発品の摂取による効果を，ヒトを対象にした試験
により調べた。
　本開発品はFig.	 1で示したように，アスタキサンチン
をはじめとする抗酸化成分が活性酸素から「肌を守る」
効果と，コラーゲンなどが「肌をつくる」効果をねらい
としているが，今回行なった評価では実際に摂取しても
らうことで肌の変化を「体感」として感じられるか，ま
た，それが客観的な評価でも裏付けられるかが大きなポ
イントとなる。
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　また，活性酸素については広く疾病や生活習慣病の発
症にも関与すると言われており，今回の試験では美容以
外の効果についても検証を行なった。
　次に，試験方法について述べる。まず，被験者として
35歳から59歳の女性39人を選定した。被験者はTable	
3のように3群（各群13人）に分け，サプリメントは朝
2粒，ドリンクは夜1本を6週間摂取してもらった。なお，
本開発品2種については試験品との比較のため，プラセ
ボ品（外観，味覚，香りで本物と区別の付かない偽品）
を用意し，A群とB群の比較試験については二重盲検試
験（被験者および評価者に本品，偽品のどちらであるか
を伏せて行なう試験。医薬品の効能評価にも用いられる）
で行なった。一方，今回の試験では本開発品に加え，化
粧品の効果についても検証するためにC群を設けたが，
こちらは市販品を比較対象に用いたため，二重盲検試験
にはなっていない。

Table 3 Group Division of 39 Subjects for Evaluating the Effect of 
Ingesting the Dietary Supplements and Applying the 
Cosmetics.

サプリメント 化粧品
A群 アスタリフト 市販品
B群 プラセボ 市販品
C群 アスタリフト アスタリフト

　美容効果については，客観評価として肌状態の機器測
定，レプリカ解析，肌撮影，美容専門家による評価を行
ない，主観評価として被験者へのアンケート調査を行
なった。また，アンケート調査では美容以外の日々の生
活に関する事項もアンケート項目に加えた。評価項目の
詳細はTable	4にまとめた。

Table 4   Evaluation Items of the Human Trial.

評価法 評価項目

機器測定 皮膚水分量，水分蒸散量，皮膚弾力性

レプリカ評価 しわ，キメ

肌撮影 しわ，シミ，毛穴

アンケート
調査

以下項目の改善度を被験者に採点してもらった。
「しっとり」「さっぱり」「べたつき」「引き締まり」「柔
らか」「透明感」「弾力」「ふっくら感」「キメ」「ハリ」「た
るみ」「毛穴」「しわ」「シミ」「ファンデーションのノリ」

「化粧崩れ」「肌の調子」「うるおい」「白さ」「目尻の小
じわ」「吹き出物」「くま・くすみ」「体調」「疲労」「生活」

「健康」「食欲」「血行」「睡眠」「お通じ」「眼の疲れ」

美容専門家
の評価

以下項目の改善度を美容専門家に採点してもらった。
「肌色」「シミ・そばかす」「くすみ」「くま」「脂っぽさ」
「つや」「にきび・吹き出物」「赤み」「目尻のしわ」「額・
眉間のしわ」「キメ」「目下のたるみ」「なめらかさ」「しっ
とりさ」「さらっとさ」「ハリのよさ」「かたさ」

　次に，結果について述べる。まず，本開発品を摂取し
た効果として，肌撮影およびレプリカ解析から，しわ，
シミについて改善効果が見られた（Fig.	 2,	 3,	 4）。また，
機器測定の結果より皮膚水分量低下の抑制が確認された

（Fig.	5）。

Fig. 2 Wrinkle reduction effect of ingesting the dietary supplements.
  Left : The number of wrinkles
  Right : The maximum length of wrinkles

Fig. 3 Face skin photographs of the subject in group A.
  Left : Before testing
  Right : After testing
 Wrinkle reduction is apparent.

Fig. 4 Face skin stain reduction effect of ingesting the dietary 
supplements.

Fig. 5 Preservation of moisture content of arm skin. The reduction of 
moisture is restricted by ingesting the dietary supplements.

さらに，被験者アンケートでは，肌のキメ，ハリ，たる
み，しわ，シミといった多くの項目で被験群の方が良好
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な結果となった（Fig.	6）。また，このアンケートでは美
容効果だけでなく，疲労，食欲，血行，睡眠，眼の疲れ
といった項目に対しても良好な結果が得られた（Fig.	7）。

Fig. 6 The results of questionnaire data about skin condition. 
Group A and group B.

Fig. 7 The results of questionnaire data except skin condition. 
Group A and group B.

　本開発品と化粧品を併用した効果については，今回は
二重盲検試験ではなく，アンケートについては厳密なこ
とはいえないが，機器測定の結果より，肌のしわや皮膚
水分量に対して改善効果が見られた（Fig.	8）。
　今回の試験により，本開発品の継続的な摂取により，
美容に関する多くの指標で良好な傾向が得られた。とり
わけ，しわについては主観的評価と客観的評価の双方で
良好な結果が得られており，ねらいとした「肌を守る」
効果と「肌をつくる」効果がしわの形成抑止という形で
最も顕著に現れたといえよう。また，アンケート結果か
らは，美容以外の睡眠や眼の疲れといった項目に対して
も効果が見られたが，本開発品が美容効果ばかりでなく，
広く私たちの健やかな生活の一助となることがうかがえ
る結果である。
　今回，得られた一連の試験結果から本開発品の有効性
が検証されたわけだが，実際にアスタキサンチンやコ
ラーゲンが摂取された後，体内でどのような挙動をとり
効果効能に結びついているかといった，メカニズムにつ
いてはいまだ不明確な点も多い。今後は，アスタキサン
チンやコラーゲンの細胞レベルでの働きについて解析を

進め，メカニズムを明らかにしていく予定である。

Fig. 8 The effect of both ingesting the dietary supplements and 
applying the cosmetics.

  Upper: Moisture content of arm skin
  Lower : The number of wrinkles

4.	 まとめ

　アスタキサンチンおよびその他の美容成分を含有す
る，「アスタリフトサプリメント」および「アスタリフ
トドリンク」の開発を行なった。ヒトを対象とした試験
の結果，これらの肌への効果が証明され，さらに，化粧
品との併用により効果が増強されることがわかった。
　今後も，機能性食品の開発を通して，人々のQOL

（Quality	of	Life）向上に寄与できるよう努力し，広く社
会に貢献していきたい。
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1.	 はじめに

　国際臨床化学会IFCCは，1998年にアミラーゼ測定の
勧告法を公表した1）。国内においては，2005年5月に
IFCC法を採用した勧告法が日本臨床化学会JSCCによ
り提出され，標準化が進んでいる2）。

　標準化とは，「測定機器間，測定方法間，検査施設間
の差を無くし，“いつでも”，“どこでも” 測定値の相互比
較を可能とすること」である。標準化をしないと，臨床
検査の測定値がそれぞれの病院に特有のものになり，転
院すると以前の検査データを単純には相互比較できない
という状況が生じる。標準化は，これを是正する産官学

富士ドライケムα−アミラーゼ活性測定スライド
FDC AMYL-PⅢの開発

戸田　悟＊，中村　健太郎＊＊，高橋　一浩＊＊＊，
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Development of FUJI DRI-CHEM AMYL-PⅢ Slide
for α-Amylase Activity Measurement
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Abstract

In 1998, the International Federation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine (lFCC) released the 
recommended method for amylase measurement. In Japan, a recommended method based on the lFCC 
method was proposed by the Japan Society of Clinical Chemistry (JSCC) in May 2005. Since then amylase 
measurements are becoming increasingly standardized. The purpose of the standardization is to eliminate the 
variation in test results caused by differences in measuring instruments, methods and test centers; enabling 
mutual comparison of measured value regardless of time and place. Otherwise, clinical assay measurements 
would differ in every hospital, creating the problem of non-comparable measurement results when patients 
change hospitals. The collaboration between the industrial, administrative and academic sectors redresses this 
situation so as to facilitate mutual comparison of test data when such a change takes place. Through the 
Metabolic Medical Checkup System implemented in April, 2008, measurement criteria for eight clinical test 
items in each testing institute are already standardized. The introduction of this system prompts the 
standardization of other test items. FUJI DRI-CHEM (FDC) has developed a new α-amylase slide AMYL-
PH which uses the substrate of the lFCC Reference Method. The new α-amylase slide corresponds to 
standardization and it has an improved correlation to the reference method. FDC has also been improved to 
measure not only human specimens but as well as animal specimens. Because canines and felines have 
higher reference intervals of α-amylase value than humans do, the dynamic range has been extended by 
controlling the pH of slides.
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協同による活動である。2008年4月より実施されている
特定健診の8項目についてはJSCCから勧告法が提示さ
れており，標準化対応試薬を導入することによっていず
れの検査機関でも標準化された状態になっている。
　富士ドライケム（FDC）のα−アミラーゼ活性測定法
においても，IFCC法の基質を使用して標準化に対応し
たFDCアミラーゼスライドAMYL-PⅢ（Ⅲは標準化対
応していることを示す）を開発したので報告する。
　また，FDCは，ヒト検体だけでなく動物検体も測定
できるよう進めている。イヌやネコのα−アミラーゼ活
性の参考基準範囲はヒトのそれに比べて10倍以上高い
ため，測定域を拡大し，動物にも転用可能な試薬として
開発することができたことを併せて報告する。

2.	 開発のポイント

2.1	 標準化対応

2.1.1	 基質の変更
　α−アミラーゼ測定における標準化のために検討した
第一の変更点は，オリゴ糖の非還元末端がブロックされ
た基質4,	 6−エチリデン−4−ニトロフェニル−α−D−マ
ルトヘプタオシド（Et−G7−PNP）を用いることである。
ここで，Gはグルコース基，数字はグルコース残基の数，
Etはエチリデン基，PNPはp−ニトロフェニル色素を表わ
す。この基質は安定性や純度に優れ，また，性能面では
α−アミラーゼのアイソザイムである膵臓由来のP型ま
たは唾液由来のS型との反応性に違いが少ないことなど
の利点がある。反応原理をFig.	 1に示す（α−アミラー
ゼの測定では，追随補助酵素反応が十分速いことが必須
である）。
　FDCのα−アミラーゼ測定値を標準化対応する方法と
して，従来より使用されているアミラーゼスライド
AMYL-Pを用い，標準化された対照法に合わせて検量
線を再構築することが考えられる。しかしながら，
AMYL-Pスライドは標準化対応法の基質を使用してお
らず（G5-PNP），対照法に使用している基質との違いに
よるα−アミラーゼのアイソザイム（P型またはS型）と
の反応性の違いやα−アミラーゼ以外のアミラーゼ（例
えば，β−アミラーゼ，グルコアミラーゼなど）の測り
込みにより，対照法と測定値が一致せず，相関性が悪化

するといった問題が生じる。
　したがって，標準化に対応するために，勧告法と同じ
基質Et−G7−PNPを用いたAMYL-PⅢの開発を検討し
た。Fig.	2に，FDCスライドの層構成を示す。

Fig. 2   Structure of FUJI DRI-CHEM Slide AMYL-PⅢ.

2.1.2	 補助酵素の選定
　FDCの標準化対応に適した基質として選定した，Et−
G7−PNPを従来のAMYL-Pスライドに置き換えたスライ
ドを作成し，種々のα−アミラーゼ活性に対するPNP色
素の生成反応のタイムコースを確認した（Fig.	 3）。α−ア

Fig. 3 Optical density time course of various α-amylase activity in 
AMYL-P Slide substituted Et-G7-PNP for G5-PNP substrate 
when the slide’s pH is 7.3.

Fig. 1   Reaction Scheme of FUJI DRI-CHEM Slide AMYL-PⅢ.
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ミラーゼ活性値が1,810U/L付近でPNP色素の生成反応
が頭打ちになっていることがわかる。
　反応原理（Fig.	 1）に基づいて，α−アミラーゼ活性を
正しく測定するためには，α−アミラーゼが基質を分解
してオリゴ糖のPNP誘導体を生成する速度よりも，追随補
助酵素のα−グルコシダーゼがより速やかにオリゴ糖の
PNP誘導体を分解してPNP色素を生成しなければならな
い（α−アミラーゼ活性律速）。しかしながら，Fig.	 3の
α−アミラーゼ活性が非常に高い試料で起こるこの現象
は，追随補助酵素の反応速度がα−アミラーゼの反応速
度に比べて十分高くない（律速である）ことを示している。
　従来より用いていたα−グルコシダーゼは酵母由来の
酵素であり，オリゴ糖鎖長の異なるPNP誘導体に作用
する場合，グルコース鎖長が４以上のものに対して実質
的に活性を有さないことが知られている（Fig.	 4）。
AMYL-Pスライド開発当時はこの酵素が一般的で，α−
アミラーゼによって生成するオリゴ糖分解物Gn-PNPの
n＝1,	 2,	 3である基質G5-PNPを用いることにより問題
を回避できた。

Fig. 4   Reaction scheme of α-glucosidase from Saccharomyces sp.

　しかしながら，標準化対応基質Et−G7−PNPから生
成するオリゴ糖分解物Gn-PNPはn＝2,	3,	4であるため，
α−アミラーゼ活性の高い領域においては補助酵素の反
応が律速となり，α−アミラーゼ活性が正確に測定でき
ないといった問題が発生した。このことは，試薬の経時
劣化を考慮すると，定量できる測定域上限が下がる危険
性につながるものであり，改善が必要であった。
　これらの問題を解決するため，オリゴ糖鎖の長いもの
にも作用することができる微生物由来のα−グルコシ
ダーゼを用いると（Fig.	 5），標準化対応基質Et-G7-PNP
からの分解物であるG4-PNPに対しても十分な反応速度
を有し，α−アミラーゼ活性が2,500U/L以上においても
PNP色素の生成速度が低下せず，高α−アミラーゼ活性
の領域まで測定できるようになった。

Fig. 5   Reaction scheme of α-glucosidase from Microorganism.

　以上の検討結果を踏まえて作成したFDC	AMYL-PⅢ
スライドと，FDCの標準化対応法としているα−アミ
ラーゼ活性測定用試薬（膵関連シリーズリキテック

AMY	EPS（ロッシュ・ダイアグノスティクス社製））
との相関性を示す（Fig.	 6）。AMYL-PⅢは，標準化法
と同じ測定原理を採用することで良好な相関性が得られ
ていることがわかる。
　一方，標準化法とは異なる反応原理を用いたAMYL-P
と対照法の相関バラツキは大きい（Fig.	7）。

Fig. 7  Human serum sample (n=78) correlation of FDC Slide AMYL-P 
with Et-G7-PNP method run on a Hitachi automated analyzer.

Fig. 6  Human serum sample (n=80) correlation of FDC Slide AMYL-PⅢ 
with Et-G7-PNP method run on a Hitachi automated analyzer.
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2.2	 測定領域の拡大
　ヒト検体のα−アミラーゼ活性の参考基準範囲はおよ
そ37 ～ 125Ｕ/Ｌである3）が，膵疾病患者においては
数百U/Lに上昇する場合がある。
　一方，動物検体でもα−アミラーゼ活性を測定するこ
とが多いため，FDCではヒト検体だけでなく動物検体も
測定できるよう対応している。イヌやネコなどの動物検
体での参考基準範囲は，200 ～ 1,400U/Lとヒトの10倍以
上であり，膵疾病状態では2,500U/L付近まで存在する場
合がある。従来のアミラーゼスライドAMYL-Pの測定域
は1,200U/Lまでであり，イヌ検体の場合，無希釈の状態
では全検体の約75％までしか測定できず（Fig.	 8），相当
な頻度で再測定するか，検体を希釈（または，希釈設定）
して測定をしなければならないという煩雑性があった。

Fig. 8 Histogram of canine α-amylase activity (n=1133) and 
dynamic range of FDC AMYL-P Slide and AMYL-PⅢ Slide.

　したがって，標準化対応の試薬を検討する中で，再測
定や希釈操作（または，希釈設定）を無くして作業性を
向上することを目的として，測定域の拡大を検討した。
　高α−アミラーゼ活性領域（測定領域上限）の測定を制
約する要因には，FDCアナライザーが採用している反射
光学濃度測定の原理的限界がある。これは，色素の発色
濃度が高くなりすぎると，色素の濃度変化に対する反射
光学濃度変化が微小になり，精度良く測定できなくなるこ
とと対応する。標準化対応基質Et−G7−PNPを用いて作
成したスライド（pH7.3）で，種々のα−アミラーゼ活性
を持つ検体を測定した反射光学濃度の時間変化をFig.	 9	A
に示した。初期の立ち上がりが急峻であり，干渉物質など
の影響を回避して測定できる時間（2.5分から5分）での
光学濃度の変化率は，1,900U/L付近で極大となっている。
　このような光学濃度が高くなりすぎることを回避する
方策として，AMYL-PⅢではスライドの設定pHを意図
的に低くすることでα−アミラーゼと基質の反応率を下
げ，色素発色量を抑制した。つまり，設定pHを下げる
ことで，酵素の反応率の低下と同時にPNP色素の発色
効率をも抑えることとなり4），両方の効果を用いて色素
の発色濃度を相対的に低くすることを積極的に利用した

（Fig.	9	B）。

Fig. 9 Optical density time course of α-amylase activity in AMYL-
PⅢ Slide when the slide’s pH is 7.3 (A) and 6.5 (B). 

　一方，スライドの設定pHをpH＝6以下に下げすぎる
と色素PNPの解離が極端に抑えられ，低域～中域にお
ける感度が得られなくなるために最適な設定pHとして
pH＝6.5を選択した。
　2.1.2小節で選別した追随補助酵素（微生物由来α−グ
ルコシダーゼ）の酵素活性は，pH6.5とpH7.3では変化
がなく，相対的には有利な方向であると考えられる。
　このようにして，α−アミラーゼの反応性および色素
の発色効率を下げることで高活性領域までの良好な直線
性を有し，測定域上限を従来のAMYL-Pの1,200U/Lか
ら2,500U/Lまで拡大することができた（Fig.	10）。

Fig. 10 Mutual dilution linearity data with human serum on AMYL-
PⅢ and AMYL-P.

3.	 臨床性能

　今回開発したFDC　AMYL-PⅢスライドの有効性を
確認するために，ヒトおよびイヌ検体を用いて臨床性能

（相関性）を評価した。
　ヒト血清検体の相関性はFig.	 6に示す通りであり，良
好であった。AMYL-PⅢは血清検体だけではなく，血
漿検体や尿検体も測定可能であり，いずれも次式で示す
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ように対照法と良好な相関性を示した。
　　　血漿：y＝0.97 x　＋　2.5　　　R＝0.995
　　　　尿：y＝0.97 x　－　9.0　　　R＝0.997
　一方，動物，特にイヌ検体中にはα−アミラーゼ（オ
リゴ糖鎖の中央を切断するエンド型の糖質分解酵素）以
外に，ヒト検体にはほとんど存在しないグルコアミラー
ゼ（オリゴ糖鎖の非還元末端から順番に切断するエキソ
型の糖質分解酵素）がおよそ15 ～ 80％存在する5）。従
来のFDC	AMYL-Pスライドでは，非還元末端がブロッ
クされていないG5−PNPであったためにグルコアミ
ラーゼなどによる余剰反応が起こり，標準化された対照
法との相関性においては正誤差を生む要因となっていた。
　一方，標準化法の基質Et−G7−PNPは，非還元末端が
ブロックされているためグルコアミラーゼなどによる余
剰反応が起こらず，正誤差は発生しない（Fig.	11）。
　このように，FDCのα−アミラーゼ活性測定スライド
に標準化基質を採用することで，ヒト検体（血清，血漿，
尿）および動物検体のすべてにおいて良好な相関性を有
するものが得られることが検証された（Fig.	12）。

4.	 まとめ

　標準化対応法と同じ基質Et−G7−PNPをFDCスライド
に採用することで，良好な相関性を得た。同時に，イヌ
やネコなどの動物に存在するエキソ型糖質分解酵素のグ
ルコアミラーゼなどによる余剰反応を防ぎ，相関性を改
良した。
　追随補助酵素を選択・最適化し，充分な高濃度（2,500U/
L）までα−アミラーゼの反応が追随補助酵素によるPNP
色素生成速度を上回る条件を見出した（α−アミラーゼ
律速）。
　スライドの設定pHをヒトのα−アミラーゼの至適
pH7.3よりも合理的に低くして，α−アミラーゼと基質と
の反応性および色素発色効率を下げ，反射測定の光学濃
度を低下させることにより測定域の拡大（特に，測定域
上限の拡大）を実現した。
　このようにして，煩雑であった検体の再希釈や事前希
釈操作が不要であり，測定値を標準化した富士ドライケム

（FDC）α−アミラーゼ活性測定用スライドAMYL-PⅢ
を開発することができた。

Fig. 11   Reaction Scheme of FUJI DRI-CHEM Slide AMYL-P and AMYL-PⅢ with extra-reaction based on glucoamylase.

Fig. 12 Canine sample correlation of both FDC Slide AMYL-P and AMYL-PⅢ with Et-G7-PNP method run on a Hitachi automated analyzer. 
The samples were diluted three times by saline solution and measured for AMYL-P but were not diluted for AMYL-PⅢ.
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1.	 はじめに

　水溶性染料インクを使用したカラーインクジェットプ
リンターは，今や一般家庭に広く行き渡り，2008年1月
からは米国を皮切りに，染料インクを使用したインク
ジェットミニラボの市場導入も始まっている。このよう
な普及の裏には，プリントヘッド，インク，プリントメ
ディアの技術進歩により，銀塩写真並みの高画質で堅牢
なプリントが手軽に得られるようになってきたという背
景がある。銀塩写真プリントに近い画質，質感を得るた

めのプリントメディアとしては，多孔質のシリカやアル
ミナ微粒子がレジンコート紙上に塗布された，いわゆる
多孔質紙と，高吸水性ポリマーが塗布された膨潤紙とが
あるが，即乾性で高速印字適性があり，優れた耐水性と
光沢性を有する多孔質紙が主流となってきている1）。当
社も，「画彩」ブランドで多孔質タイプの写真専用紙を
市場導入し，好評を博している。
　しかしながら，最近まで，多孔質タイプの写真専用紙
を安心してユーザーに使っていただくためには，解決す
べき大きな問題が立ちはだかっていた。それは，プリン

インクジェットインク用高耐候性シアン，マゼンタ染料技術の開発
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Development of High Durability Cyan and Magenta Dyes for Ink Jet  
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Abstract

Water-soluble novel cyan and magenta dyes, which show high ozone-fastness and light-fastness on 
porous photo media, have been developed for inkjet printing systems. Control of dye energy levels, removal 
of groups sensitive towards ozone, and acceleration of copper-phthalocyanine complex (CuPc) aggregation 
were the dominant factors to significantly improve both ozone-fastness and light-fastness. For the 
development of the CuPc cyan skeleton, alkyl sulfonyl groups, all of which were located at beta positions on 
the CuPc skeleton, were effective in improving dye fastness. For the development of the magenta skeleton, a 
combination of aniline-substituted pyridine coupling component and pyrazole diazonium component was an 
inherently important skeleton to improve dye fastness. Deprived from the de-aggregation compounds 
developed for silver halide photography, we succeeded in developing an anti-bronzing ink additive.
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トされた画像が，空気中に微量に存在するオゾンによっ
て予想もつかないほどの短時間で褪色するという問題で
あり，2000年頃から各種メディアで取り上げられて，そ
の解決が強く望まれていた2）。特に，シアン染料とマ	
ゼンタ染料の褪色が顕著であり，マゼンタ染料について
は耐光性にも問題を抱えていた。
　本報告では，インクジェット用インクに使用する際に
必要とされる諸特性を満足する，特にオゾン褪色を大き
く改善した染料の分子設計を中心に，インクジェットカ
ラー画像が今日の銀塩写真に匹敵する高画質と高堅牢性
を兼備するにいたる端緒を開いた，マゼンタおよびシアン
染料の技術開発について報告する。

2.	 インクジェット用水溶性染料に求められる
要求性能

　インクジェット用水溶性染料に求められる特性をTable	
1にまとめた。色に関わる性能と画像堅牢性は，染料固有
の特性に大きく依存するため，これらを高い次元で達成
する染料の開発が重要であることはもちろんであるが，
インクジェットメディア上の存在状態が大きく関与する
印字濃度，およびインクジェット画像で問題となりやす
いブロンズ光沢の抑制，多様なメディアへの対応性（コン
パチビリティ），常に安定して位置精度よくインク滴を飛
ばせる吐出信頼性，インクの保存安定性など，多くの要
求特性が染料に関連してくる。このほかにも，染料の毒性，
環境適合性，製造適性などクリアすべき項目は多い。

Table 1   Demands for Good Image Quality.
要求性能 染料に求められる物性，構造など

色特性 色再現性 吸光特性（吸収極大波長，
半値幅，吸光係数）光源依存性

高印字濃度
ブロンズ光沢抑制 媒染性，溶解性

画像保存性 耐光性 高耐光骨格，酸化電位
耐オゾン性 酸化電位，会合性，低反応

性骨格
耐水性 媒染性，吸着性，分子量
耐湿性

インク物性 吐出安定性 高純度
インク保存安定性 溶液安定性，溶解性，防腐

性
受像紙依存性 画像の色特性や保

存性の差異極小化
ソルバトクロミズム，媒染性

製造適性 原材料供給性 供給安定性の確保
合成適性 特殊反応や特殊設備が不要
コスト 安価原料，短い合成ルート，

高収率で高生産性の製造プ
ロセス

素材安全性 毒性，生態毒性が
ないこと

生理活性の高い官能基の排
除，吸収・蓄積性の制御

3.	 インクジェット染料に求められる高耐候性

　Fig.	 1に，各種プリント材料の構成を模式図として示
す。銀塩写真プリントは，UV吸収剤を含む保護層を最

表面に有し，有害な紫外線はここでほとんどカットされ
る。各感色層中においてイメージワイズに形成された疎
水性色素は，ゼラチン媒体中，乳化分散されたオイルド
ロプレット中に光褪色防止剤と共存し，光褪色から守ら
れている。このような層構成では，プリント内部へのオ
ゾンの浸透が遮断されるため，銀塩写真プリントの耐オ
ゾン性が問題になることはほとんどない。昇華感熱転写
プリントも同様に，画像表面が熱転写されたUV吸収剤
層で覆われ，イメージワイズに転写された疎水性色素は
ポリマーマトリックス内に存在しているので，オゾンや
紫外線から保護された状態となる。これに対し，インク
吸収性に優れる多孔質タイプのインクジェット写真専用
紙の場合，印字された水溶性染料が，光，湿気，オゾン
などに直接暴露される非常に厳しい環境に置かれること
になる。この場合，シリカやアルミナ表面に定着された
染料の近傍に褪色防止剤を高濃度で共存させることも困
難で，褪色防止能を有効に機能させられないため，染料
自身に高い堅牢性を付与しなければならない。特に，莫
大な表面積を有する多孔質のシリカやアルミナ粒子表面
ではオゾンによる染料の褪色反応が著しく加速されるた
め，耐オゾン性に優れた染料の開発が最重要課題となる。
　一方，染料の光褪色については多様な分解パスの存在
が知られているが，多孔質紙上に形成されたインク
ジェット画像の上述のような環境を考慮すると，特に酸
化的雰囲気下で起こる褪色パスの回避が重要であると予
想される。

Fig. 1   Cross-section models of various imaging materials.

4.	 インクジェット用高耐候性水溶性染料の開発

4.1	 耐オゾン性，耐光性付与の考え方
　オゾンは，Table	 2に示すように酸素と比べて電子親
和力と酸化電位がかなり高く3），強力な求電子剤として
多くの有機化合物と容易に反応することが知られている4）。

Table 2   Physical Parameters of Ozone and Oxygen.
オゾン 酸素

イオン化ポテンシャル eV 12.30 12.07
電子親和力 eV   1.92   0.15
酸化電位（25℃）V   2.07   1.23
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　一方，色素の光酸化褪色の主原因の一つである一重項
酸素も強力な求電子剤であり，オゾンと類似の反応性を
示すことが知られている5）。このようなオゾンと一重項
酸素の反応類似性から，耐オゾン性を向上させるための
分子設計が耐光性向上にも有効であると期待される。
　ところで，オゾンと種々の色素との反応については詳
細に検討され報告されており6），工場廃液の脱色処理な
ど，工業的にも広く利用されている。しかしながら，オ
ゾンの高い反応性に耐えうる染料については知見がまっ
たく無く，高堅牢性染料の分子設計コンセプトの創出が
必要であった。われわれは，次の3つの分子設計コンセ
プトに従い，高堅牢な染料の開発を達成した。
　第1のコンセプトは，染料の酸化電位の向上である。
具体的には，発色団に電子求引性置換基を導入するか，
もしくは含窒素ヘテロ環で発色団を構成するというもの
である。
　第2のコンセプトは，オゾンとの反応性が高い置換基
の除去であり，具体的には，アゾ基のアゾ，ヒドラゾン
互変異性をアゾ型に固定することや，助色団として一般
的なジアルキルアミノ基の除去である。
　第3のコンセプトは，会合の利用である。すなわち，
平面性が高い有機染料の会合性を利用して，オゾンに対
する反応性を物理的に低下させる考え方である。

Fig. 2   Molecular design concepts of ozone-fast dyes.

4.2	 染料骨格の選択
　代表的な染料骨格の中から，上記の分子設計コンセプ
トを盛り込むことが可能な染料骨格として，シアンは銅

フタロシアニン（CuPc）染料を，マゼンタはアゾ染料
を選択した。銅フタロシアニン染料を選んだ理由は，耐
光性が非常に高く，色相や着色力に優れているためであ
る。耐オゾン性の改良では，先に述べたコンセプトのう
ち，銅フタロシアニンが元々有している会合しやすい性
質と，酸化電位の向上を利用した分子設計を施した。
　マゼンタ染料としては，当初からC.I.Acid	 Red	 52な
どのアゾ染料を中心に，さまざまな骨格の染料が用いら
れていたが，いずれも耐オゾン性，耐光性とも非常に不
満足なものであった7）。それでも，われわれがアゾ染料
を選んだ理由は，基本的な色特性の高さ，分子設計の自
由度の高さからである。マゼンタ染料の耐オゾン性改良
方針として，会合の利用は採用しなかった。それは，人
間の目はマゼンタ領域の色相に非常に敏感で，仮に印字
する受像紙によって会合状態が少しでも変化すると，印
字された受像紙によって色相の違いがはっきりと認識さ
れてしまう懸念があるためである。それ故，先に述べた	
3つの分子設計コンセプトのうち，酸化電位の向上と，
オゾンとの反応性が高い置換基の除去の二つを利用して
新規染料骨格を開発する方針をとった。

4.3	 シアン染料の開発
　初期のインクジェットプリンターに搭載されていたシ
アン染料は，ほとんどがC.I.Direct	Blue	 87,	 199に代表さ
れるCuPc染料であった。これらのCuPc染料の耐オゾン
性はきわめて弱い。スルホン化銅フタロシアニンとオゾン
との反応について解析したところ，大環状π電子系を構
成する炭素，窒素間の二重結合が切断され，フタル酸誘
導体を与えることがわかった。また，W.E.Hillsらにより，
Scheme	1に示すような同様な結果が報告されている8）。
　上記反応の考察から，強い電子求引性基の導入による
酸化電位の向上と，オゾンからの攻撃を強い会合形成に
より物理的に保護することが耐オゾン性向上に有効と考
えた。汎用されていたC.I.Direct	Blue	87や199は，無置
換のCuPc顔料のスルホン化により合成されるが，反応
の位置選択性が乏しいため，ベンゼン環に対して無作為
にスルホ基が導入された複雑な染料混合物となる。会合
を促進するためには，染料混合物の均一性と分子の対称
性を上げる必要があり，導入する置換基の位置制御が重
要である。CuPc染料の各ベンゼン環のα位のみ，およ
びβ位のみが同一の基でそれぞれ置換された染料を合
成し，その会合性を比較したところ，β位置換型染料
がはるかに会合性に富むことが明らかとなった。さらに
は，種々のβ位置換型CuPc染料の耐オゾン性を比較し
たところ，CuPcのベンゼン環上の置換基の電子求引性
と耐オゾン性には，比較的良好な相関関係があることが
わかり，β位にできる限り強力な電子求引性基を導入
して酸化電位を向上させることで，耐オゾン性を大きく

Scheme 1 
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Fig. 3   Correlation between ozone-fastness and oxidation potential.

改良できることがわかった（Fig.	3）9）。
　導入する電子求引性基の選択に関しては，染料に水溶
性基を導入する必要性から，スルホン基もしくはスル
ファモイル基が候補にあげられる。電子求引性の低いス
ルファモイル基でスルホニル基と同等の耐オゾン性を達成
するためには，スルホニル基よりも会合性を上げる必要
があるが，後述するように会合促進の弊害であるブロン
ズ光沢の問題が大きくなるため，スルホニル基を選択し
た。一方，インクジェット用インクの設計の自由度や製
造および保管時の安定性確保を考慮すると，どのような
使用条件でも析出することのない溶解性を保証する必要
があり，水溶性をできる限り高くしたい。これは，会合
性を上げることと相反する。これらの要求性能と検討結
果を考え合わせた結果，4つあるベンゼン環のβ位に	
1つずつアルキルスルホニル基を導入して酸化電位の向
上と会合促進を図るとともに，アルキルスルホニル基上
の置換基を最適化してシアン染料C-1に到達した。C-1
では，さらなる会合促進のために側鎖に水酸基を導入す
る一方，スルホ基にて水溶性を付与したうえで，不斉炭
素を導入しラセミ体混合物とすることで，インクジェッ
ト用染料として実用するのに問題のない十分な溶解性を
確保している。Fig.	4に，開発したCuPc染料C-1の分子
構造と分子設計の考え方をまとめておく。

Fig. 4   Molecular design of high durability cyan dye C-1.

　Fig.	 5に，われわれが開発した高耐候性CuPc染料C-1
の堅牢性データを示す。耐オゾン性は，オゾン濃度
0.5ppmの条件下で当時の市販インクAと比較して約30
倍，耐光性についても期待通り約5倍改良させることが
できた10）。

Fig. 5  Comparison of ozone-fastness and light-fastness of cyan 
dye C-1 with conventional dyes.

4.4	 マゼンタ染料の開発
　アゾ染料では，Scheme	 2に示すようにアゾ，ヒドラ
ゾンの互変異性が存在することが良く知られている。そ
して，主にヒドラゾン体がオゾンと反応して分解するこ
と6），また，助色団であるアミノ基の窒素原子に隣接す
る炭素原子上に水素原子（α水素）が存在する場合には，
オゾンが窒素原子上の孤立電子対へ求電子付加し，それ
に続いてα水素の分子内引き抜き反応によって染料の
分解が進行することがわかっていたので，われわれは，
互変異性体としてアゾフォームのみが存在する分子設計
をほどこすこと，およびα水素を持たない助色団を利
用することをマゼンタ染料の開発方針とした。

Scheme 2 

　Fig.	 6に，われわれが開発した高耐久性マゼンタ染料
の分子構造と分子設計の考え方をまとめた。

Fig. 6   Molecular design of high durability magenta dye M-1.
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　まず，染料の酸化電位を向上させるため，ヘテロ環と
ヘテロ環からなるアゾ染料骨格に着目し検討を行なっ
た。その結果，カップリング成分としてピリジン誘導体，
ジアゾ成分として4位がシアノ基で置換されたピラゾー
ル環を用いたアゾ染料が，高い耐オゾン性と耐光性を示
すことを見出した。さらには，α位に水素原子を持たない
アニリノ基をカップリング成分に導入して助色団とする
こと，ベンゾチアゾール環をジアゾ成分とカップリング
成分におのおの導入することが，染料の長波化と耐オゾン
性の両立に有効な分子設計であることも見出した。しか
し，それだけでは，スペクトルの半値幅が狭い鮮やかなマ
ゼンタ色相を得ることができなかった。色相の改良につ
いては，カップリング成分側に導入した2つのアニリノ
基のベンゼン環を色素共役系平面に対して垂直に立た
せ，さらにその回転を抑制させることが有効ではないか
と考え，ベンゼン環の2位と6位の両オルト位にメチル
基を導入したところ，当時の代表的なマゼンタ染料M-2
とほぼ同等な色相を有するマゼンタ染料M-1に到達する
ことができた11）。なお，M-1においては，インク中での
溶解性に関して水溶性基の種類と数を検討し，スルホ基を
4つ導入することで，インクジェット用染料として実用す
るのに問題のない十分な溶解性を確保している。染料M-2
の酸化電位が0.61V（対SCE）であるのに対し，M-1は
1.38Vという非常に高い酸化電位を示すことも確認した。
　開発した高耐久性マゼンタ染料M-1の耐候性評価結果
をFig.	 7に示す。当時，汎用されていた染料M-2，M-3
と比較して，耐オゾン性は約10倍，耐光性は約6倍改良
することができた。

Fig. 7  Comparison of ozone-fastness and light-fastness of 
magenta dye M-1 with conventional dyes.

5.	 ブロンズ改良技術の開発

　4章で述べた分子設計により，耐光性，耐オゾン性に
優れた染料を開発することができたが，シアン染料の実
用に際しては，会合性を強めるにしたがって画像上のシ
アン高濃度部においてブロンズ光沢が発生しやすいとい
う相反する問題が顕在化してきた。ブロンズ光沢とは，

特に顔料インクを用いた場合に良く知られた現象である
が，本来吸収すべき波長の光が反射光として見える現象
で，シアン染料では赤紫の反射光が認められる。ブロン
ズ光沢の発生メカニズムについては，顔料の結晶構造や
屈折率が関与しているとの説や，表面に形成された不規
則な大きさの粒子層による選択的反射など諸説が発表さ
れているが，いまだに解明されていないようである12）。
染料では，会合性が高いほど，あるいは溶解性が低いほ
どブロンズ光沢が発生しやすい傾向が認められるが，受
像紙の依存性も大きい。
　Fig.	 8の左側は，ブロンズ光沢を観察した顕微鏡写真
である。左下の切片写真から，染料がほとんど浸透せず，
メディアの極表面に集中して存在することがわかった。
おそらくは大きな染料会合体が形成されたために浸透が
抑制され，メディア表面への局在化が進んだと考えられ
たので，会合体の大きさを添加剤で制御できないか検討
した。銀塩写真の技術で開発されていた，増感色素の会
合制御剤をインクに添加したところ，Fig.	 8右側の写真
に示すように，ブロンズ光沢の顕著な改善効果が認めら
れた。右下の写真に示すように，会合制御剤の効果で，
染料の浸透が促進されたことがわかる。また，インク粘
度も低下した。適用した会合制御技術は，ハロゲン化銀
上に存在するJ会合状態の増感色素に由来した現像処理
後の残色を改善する目的で，増感色素との相互作用が強
い添加剤により増感色素の脱会合を促進させる技術であ
る。会合を抑制することで，耐オゾン性の低下が懸念さ
れたが，実際には逆に向上した。耐オゾン性が向上する
理由は解明されていないが，染料の会合数をある程度に
まで抑制するものの，会合体の堅牢性にあまり影響を与
えるほどではないこと，および添加剤が染料の身代わり
にオゾンと反応していることなどを推定している。

Fig. 8   Effect of anti-bronzing ink additive.

6.	 インク適性のある高純度染料製造法の確立

　上述のように，大幅な堅牢性向上を達成した染料を開
発できたが，これを製品とするまでには，インクジェッ
ト特有の染料の品質に関する課題があったので最後に少
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し触れておきたい。なお，染料の合成技術に関しては，
有機合成化学協会誌第67巻第1号に総合論文が掲載され
たので参照されたい。
　プリントヘッドから吐出されるインクの微小液滴の吐
出安定性やインクの保存安定性を保証するために，イン
クジェット用染料には高い純度と安定した品質が要求さ
れる。このため，高い純度と繰り返し再現性を確保した
合成技術の確立が品質安定化のポイントとなる。特に注
意する必要があるのは，不溶成分を析出させ，インクヘッ
ドの目詰まりの原因となると言われている多価金属イオン
や塩類である。
　シアン染料は，CuPc骨格の各ベンゼン環に導入され
るすべての置換基がβ位でなければならない。そのた
め，予め必要な置換基を導入したフタロニトリル誘導体
を合成し，最終工程で，銅イオンの存在下，これを環化
反応させてCuPc染料に誘導する製造法（Scheme	 3）を
とることになるため，最終製品である染料中の遊離銅イ
オンの含量を極少に抑えることが重要となる。これにつ
いては，環化反応を詳細に検討して定量的に反応が進行
する条件を見出すことができたこと，染料の単離条件の
最適化，さらには厳重なる品質管理を行なうことで，安
定製造を確保できている。
　マゼンタ染料M-1は，4つの含窒素ヘテロ環と2つの
ベンゼン環からなる基本骨格を構築後，最終工程でスル
ホン化を行なう。スルホン化工程では，所望の色相と高
耐久性を一定品質で維持させるために，2つのベンゼン
環と，2つのベンゾチアゾール環の合計4箇所に一つず
つスルホ基を位置制御よく導入しなければならない

（Scheme	 4）。また，大過剰の硫酸塩が共存する反応処
理液から染料を単離し，高純度の最終製品として品質安
定化を図る必要がある。種々のスルホン化条件を検討し
た結果，無水スルホランを溶媒に用い，スルホン化剤と
してサルファンを選択することで，温和な条件下での高
選択的スルホン化が可能になった。サルファンを用いる
ことで，反応で生成する硫酸塩を最少量にできる。次い
で，染料の単離方法の検討，分離膜を用いた精製方法の
確立によって，残存する硫酸イオンを極少化した工業的
製造が可能となった。

Scheme 3 

Scheme 4 

7.	 結び

　近年，多孔質タイプのインクジェット用写真専用紙に
印字した場合に問題になっていた，インクジェットカ
ラープリントのオゾンガスによる褪色を飛躍的に改善す
るとともに，耐光性，およびインクの吐出安定性と保存
安定性にも優れた，シアン染料およびマゼンタ染料を開
発した。Fig.	 9は，シアン染料C-1，マゼンタ染料M-1
を使用したインクを用いて印画したサンプルと，従来の
インクで印画したサンプルの耐オゾン性を比較したもの
である（耐オゾン性強制試験3 ヶ月相当）。併せて，ブ
ロンズ光沢を抑制できる添加剤の技術も開発した。
　開発のポイントは，以下のものである。
　　1）	染料のオゾン褪色の機構を解析し，オゾンとの

反応性を低減させる3つのコンセプト，すなわ
ち，酸化電位の向上，オゾン反応性の高い置換
基の除去，会合促進を導き出し，それに従った
分子設計で，従来のものに比べ，シアン染料で
30倍の耐オゾン性向上と5倍の耐光性向上，マ
ゼンタ染料で10倍の耐オゾン性向上と6倍の耐
光性向上を達成したこと

　　2）	染料の会合性を利用することの弊害であるブロン
ズ光沢を，銀塩写真で培われた会合制御技術で
抑制できたこと

　　3）	インクジェットヘッドの目詰まりの原因となる多
価金属イオンの含有量を極少化できる，繰り返し
再現性に優れる合成法と精製方法を実現したこと

Fig. 9 Ozone-fastness comparison between conventional ink and 
high-durability ink comprising cyan dye C-1 and magenta 
dye M-1.

	
　上記の分子設計コンセプトは汎用性の高いものである
ため，高い耐候性を有するイエロー染料やブラック染料
の開発にも適用された結果，今日の銀塩写真に匹敵する
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高画質と高堅牢性を兼備するインクジェットカラー画像
が得られるようになった。今後は，種々の用途の高堅牢
性色素開発への展開が期待される。
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自己組織化を用いたハニカムフィルムの作製と応用

1.	 はじめに

　富士フイルムは，ハチの巣状に配列した微細な孔を表
面にもつ「ハニカムフィルム」の製造技術を開発し，
2007年5月に同フィルムの試験販売を開始した。
　ハニカムフィルムは，東北大学の下村政嗣教授（北海
道大学名誉教授）のグループが自己組織化現象を利用し
て開発したもの1）で，当社は同技術の産学連携研究グ
ループ活動に参加し，写真フィルムやフラットパネル
ディスプレイ材料などの開発・製造で培った製膜環境制
御技術を活かして，独自にその製造技術を確立した2）。
　本報では，そのハニカムフィルムの製造方法，構造・
物性上の特徴，ならびにその特徴を活かした用途例につ
いて紹介する。

2.	 ハニカムフィルムの構造

　ハニカムフィルムは，高分子フィルムの溶液製膜のプ
ロセスで発生する均一径の凝結水滴を2次元方向に規則
配列させ，それを鋳型として形成される細孔がハチの巣
状に二次元に配置されたユニークな構造をもつ多孔質
フィルムである（Fig. 1）1）。

Fig. 1			Formative mechanism of “Honeycomb film”.
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　ハニカムフィルムは，以下の構造上の特徴を有する。
　（1） 均一径の細孔がヘキサゴナルに規則正しく並んで

いる（Fig. 2）。

Fig. 2   Top view image of “Honeycomb film” by SEM. 

　（2） 面垂直方向に次のユニークな立体構造をもつ 
（Fig. 3）。

　　　①球面状の内壁構造
　　　②隣接セル同士が互いに連通した構造

Fig. 3   Schematic diagram of “Honeycomb film”.

　（3） 片面のみに孔をもつ非貫通膜や両面に孔のある貫
通膜を作り分けることができる（Fig. 4）。

Fig. 4 Overview images for two types of “Honeycomb films”,  
（A） Single-side open type; （B） Double-side open type.

　なお，ハニカムフィルムの細孔径は5µm ～ 20µm，
膜厚は5µm ～ 10µmの範囲で制御することができる。
細孔径やピッチの変動係数は5％未満であり，高い規則
性を有する。

3．製造方法

　ハニカムフィルムの製造方法は，疎水性溶媒系の溶液
キャスト製膜法に水蒸気の結露現象を組み合わせた単一工
程であり，次の4つのプロセスから構成される（Fig. 1）1）。
　（1）高分子溶液のキャスト
　　　− 高分子溶液をキャストすると，溶媒の蒸発に伴

い，蒸発潜熱によって溶液表面温度が徐々に下
がっていく。

　（2）溶液表面付近での結露（水滴核形成）
　　　− 高湿度下では，キャスト後の早い段階で水蒸気

の結露（凝結）により，溶液表面に水滴核が生
成する。凝結水滴は，一般に不安定で合一しや
すいが，あらかじめ高分子溶液中に微量の安定
化剤（界面活性剤）を加えておくことでこの合
一を防ぐことができる。

　（3）水滴の成長・配列
　　　− 溶液表面上の水滴は，成長しながら溶媒の蒸発

とともに横毛細管力により六方最密充填構造に
パッキングする。

　（4）溶媒および水の蒸発
　　　− やがて，溶媒蒸発による濃縮で溶解度を超えた

高分子が析出して上記構造が固定化され，さら
に，同時，または遅れて水の蒸発を進めること
によって，水滴を鋳型とする細孔が2次元に配
列した多孔質フィルムが得られる。

　富士フイルムでは，長年，品質要求の厳しい写真フィ
ルムや液晶ディスプレイ用の光学フィルムなどの開発・
製造を通じて高分子溶液製膜技術を築き上げてきた。そ
の技術を応用し，上記のプロセスを精密に制御すること
でハニカムフィルムを均一かつ安定に製膜するプロセス
技術の確立に成功した。
　開発した製膜プロセスのイメージをFig. 5に示す。

Fig. 5 Conceptual diagram of manufacturing process for 
“Honeycomb film”.

　プロセスは，大きく分けて3つの工程（塗布，結露，
乾燥）から成る。各工程を行なうゾーンを試料ステージ
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が移動していく方式である。各ゾーンの温湿度条件を制
御し，さらに製膜面の温度を厳密に規定するための試料 
ステージの温度制御機構と特殊な空調ノズルを装備して
いる。孔径や膜厚などハニカムフィルムの構造を制御す
る因子は，高分子溶液処方，ウェット膜厚，結露ゾーン
の工程条件などがあり，これらの制御因子を，開発した
プロセスを用いて適切に設定することでねらいとするハ
ニカムフィルムを再現よく得ることができる（Fig. 6）。

Fig. 6 Large size “Honeycomb film” manufactured with the 
developed process（200mm×300mm）. Mean distance 
between the closest center of the pores is 14.8μm. 
Coefficient variance is 3.7%. 

4．物性上の特徴

　ハニカムフィルムのユニークさは，構造だけでなく物
性面にも表れている。特筆すべき項目を実験データとと
もに紹介する。
　（1）水存在環境での付着力
　ハニカムフィルムは，水の存在する環境において面接
着力が増す特性をもつ（Fig. 7）。これは，おのおのの細
孔に発生する毛管力に起因するものと推測される。

Fig. 7 Result of delamination load test.  5mm（W）×30mm（L） of 
sample film was delaminated in 10mm/min.

　水が存在する環境としては，例えば, 生体内が挙げら
れ，特に特殊な接着剤や粘着剤を用いることなく構造に
よる物理的な吸着力を利用することが有効と考えられる。
外科手術後の臓器癒着を防止するフィルムや外傷用特殊
絆創膏，じゅくそう（床ずれ）処置用のフィルムなどへ
の応用が考えられる。
　（2）撥水性・撥油性・低接触面積性
　水を吸着する一方で，撥水作用も併せ持つのもハニカ
ムフィルムの大きな特徴である。その性質は親水的な液
体のみならず，親油的な液体に対しても発現する 

（Fig. 8, Table 1）。

Fig. 8 Comparison of contact angle for polycaprolactone film to 
H2O，（A） Flat film； （B） “Honeycomb film”.

Table 1 Comparison of Contact Angle between “Honeycomb Film” 
and Flat Film. The Value is Average of N=3 Data at 
25℃50%RH.

　表面に高さ数µｍサイズの突起が並ぶハスの葉が撥水性
を示すように，ハニカムフィルムの表面の立体構造がみか
けの撥水・撥油性の性質を呈しているものと推定される。
　一方で，その開孔構造ゆえに表面からの面接触に対し
て実質的な表面接触面積が小さいことも特徴といってよ
い。これらの性質の応用先としては，撥水フィルム，防
汚フィルム，指紋付着防止フィルムなどが考えられる。
　（3）水滴保持（グリップ）性
　ハニカムフィルムは見かけの撥水性が高いだけでなく，
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水滴を保持（グリップ）する性質ももつ（Fig. 9, 10）。水
滴とフィルムの接触位置の孔による毛管力に起因するも
のと推定される。水滴をはじきながらもグリップすると
いう，一見, 矛盾するような性質を持っていることがユ
ニーク（このような材料はほかにはない）である。
　本物性を活用した応用先としては，防曇フィルム，冬
場の窓ガラスや浴室内壁など，結露水の流出防止処理
シート，液滴アレイ用基材（培養器，血液試験プレート，
試験管代替等）などが考えられる。

Fig. 9 Image of H2O drop grip test for polycaprolactone film.
  Front side is “Honeycomb film”. Back side is a flat film.
  Drops are colored by dye for better understanding.

Fig. 10   Comparison of water drop gripping critical angle between 
flat film and “Honeycomb film”. That critical angle is 
defined as the minimum angle at which the H2O drop 
starts to slide down. 

　（4）薄膜延伸性
　薄膜延伸性が高いこともハニカムフィルムの特徴であ
る。規則性の高さが均一な引っ張り荷重を分散し，同一
素材のフラットフィルムに比べて低荷重で均一延伸する
ことができる（Table 2）。

Table 2   Result of Tensile Tests of Various “Honeycomb Film”.

　この特性を活かした応用先には, 関節などの可動部や
曲面を被覆する絆創膏等が考えられる。

5．特徴を活かした応用例

　以上の特性と，対応する応用例をTable 3にまとめた。

Table 3   List of Specific Characters and Corresponding Expected 
Applications for “Honeycomb Film”.

特性 対応する応用例 研究例

構

造

①均一径の孔が

　規則的に並んでいる
精密フィルター 細胞分裂膜3）

（単分散・高開口率）

細胞培養足場材 肝実質細胞4）

神経幹細胞5）

血管内皮細胞6）

②縦貫通構造が作製可能 精密フィルター（①＋ 大気中微粒子サンプラー7）

（横方向も貫通） 3D構造で低圧損・長寿命）

③光散乱性 スクリーン

物

性

①水存在環境で付着力大 癒着防止フィルム 臓器癒着防止フィルム8）

湿潤性外傷用絆創膏

②撥水・撥油・低接触面積 指紋付着防止フィルム

③水滴保持能大 血液試験用プレート

④薄膜延伸性が高い 関節部用絆創膏

　ハニカムフィルム研究開発のリーダーである , 東
北大学　下村教授が率いる研究グループによる応用
研究も盛んに行なわれている。詳細は参考文献を参
照されたい。
　疎水性溶媒に溶解する高分子であればよく，材料
選択の自由度が高いことも本技術の特徴のひとつで
ある。おのおのの応用先に適した材料を適用するこ
とができる。 
　また，本報ではハニカムフィルム固有の特性を紹
介したが，表面修飾・切断・延伸・鋳型としての活用，
別の材料との複合利用といった後加工を施すこと
で，そのアプリケーションの候補はさらに広がる

（Fig. 11）9）。

Fig. 11   Variation of fabricated “Honeycomb film”.
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6．おわりに

　高分子溶液製膜の温湿度環境を厳密に制御するプロセ
スにより，自己組織化的に形成されるハニカムフィルム
を安定して製造する技術を開発した。作製したハニカム
フィルムは，トップダウン（微細加工）方式で作製した
ものとは異なったユニークな構造と物性を持ち，今後，
これらを活かした応用展開が期待される。2007年5月よ
り開始した試験販売を通じ，より多くのユーザー・研究
者・技術者に触れて頂き，さらなる応用領域の拡大と実
用化検討が進み，ハニカムフィルムの持つ多様な潜在力
が広く世の中で活かされることを期待したい。
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1.　はじめに

　近年，パルス幅がフェムト秒（10-15sec）領域にある超
短パルス光を用いたさまざまな応用研究が，医療・バイ
オ・電子産業分野を中心に活発に行なわれている。超短
パルス光は，パルス幅の長い光や連続波に比べ，同じ平
均出力（繰り返し）では，より高いピークパワーを実現
することができ，さまざまな非線形光学効果を誘起する
ことが可能である。医療・バイオ分野では，多光子顕微
鏡1），コヒーレント反ストークスラマン散乱（CARS）2），
光コヒーレンス・トモグラフィ（OCT）3）などの形態・
機能イメージングや，近視治療手術4），光線力学療法5）

などの治療の研究も活発に行なわれている。電気・電子
産業などの加工分野においては，金属の高精細な穴あけ
加工6）やガラス等の難加工材への内部加工など，従来
のナノ秒（10-9sec）程度の長パルスでは不可能な高品位
な加工も実証されている。
　しかしながら，超短パルスレーザは，いまだ生産や臨
床の現場に本格導入されていない。その大きな理由は，
2つあると考えている。（1）上述のような応用自体が，
まだ試験研究の段階であり，競合技術に対する価値の評
価が定まっていないこと，（2）超短パルスレーザの実用
性が低いこと，である。ここで，ハードウエア起因であ
る（2） に 注 目 す る。 通 常 の 超 短 パ ル ス レ ー ザ は，
Ti:Sapphire結晶を用いたモード同期という動作形態の

レーザ装置であり，①光学定盤１台を占有する大型装置
であること，②出力の安定性が低く，定期的な光学アラ
イメント調整が必要であること，③価格も高価（1台3,000
万円程度）であること，という実用化をはばむ大きな課
題を有している。これらの課題を仔細に検討した結果，
われわれは，複雑で多くの光学部品で構成された
Ti:Sapphire共振器光学系がそれら課題の根本原因であ
ると判断した。
　そこで，われわれは，上述の課題を解決し，さまざま
な応用展開が可能な，簡素で小型（手のひらサイズ）共
振器構造の超短パルス固体レーザの研究開発に着手し
た。すでに当社では，写真印刷機「Frontier」用の露光
光源として，連続波の緑・青色の超小型高安定固体レー
ザを開発・製品化してきた7）, 8）。この開発過程において
構築した固体レーザ精密実装技術をベースに，小型・高
安定・低コストの世界最小の超短パルス固体レーザを発
案・原理実証した。本論文では，小型化のキーポイント
と動作原理，および，レーザ動作特性について述べる。
ピークパワーの目標は1kWとし，従来のTi:Sapphire
レーザ（100kW ～ 1MW）よりは低いものの，生体およ
び有機材料などに非線形光学現象（多光子吸収・第2高
調波発生・CARSなど）を誘起可能なレベルとして設定
した。さらに，最低限の光学部品点数で構成された簡素
な直線型レーザ共振器構造を基に，手のひらサイズの大
きさ（共振器長<5cm）を目標仕様とした。

小型超短パルスレーザ

山添　昇吾＊，加藤　雅紀＊，笠松　直史＊

Ultra-compact Laser-diode-pumped Femtosecond Solid-state Laser

Shougo YAMAZOE*,  Masaki KATOU*,  and  Tadashi KASAMATSU*

Abstract

We demonstrate a novel practical femtosecond laser source, which is, to our knowledge, the smallest in 
size and of potentially low cost. The innovation is the simple linear-cavity design utilizing soliton mode-
locking induced by precise group velocity dispersion control. Average output power of 680 mW and pulse 
width of 162 fs were obtained at around 1,045 nm from a 980-nm laser-diode-pumped Yb3+: KY (WO4)2 
laser. The pulse repetition rate was 2.8 GHz, leading to a pulse peak power of 1.5 kW, which is sufficient for 
biomedical imaging. The laser module including the laser diode pump system has a footprint of only 8×5 
cm2. Stable operation of 4000 hours was demonstrated with fluctuation of less than l0%.
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　Table 1に目標仕様を示す。

Table 1 Specifications of Ultra-compact Femtosecond Solid-state 
Laser.

ピークパワー ＞1kW
パルス幅 ＜200fsec
平均出力 ＞600mW
共振器長 ＜5㎝
縦返し 〜3GHz

2.	 小型超短パルスレーザのコンセプト

　Fig. 1のような構成のLD（laser diode）励起レーザ発振
器を創案した。可飽和吸収ミラーにより，モード同期動
作を始動・安定化させることにより短パルス化する。小
型化のキーポイントは大きく３つある。（1）小型LD励起
レーザ発振器，（2）超短パルスレーザ制御技術，（3）負
分散出力ミラーの開発である。（1），（2）により，小型化
に伴う物理的課題を解決し，共振器長5cmでも安定な超
短パルス動作を可能とする。（3）は，レーザモジュール
として直線型共振器を構成する上で必須のキー部品であ
る。

Fig. 1 Schematic diagram of ultra-compact femtosecond diode-
pumped solid-state laser.

2.1	 小型LD励起レーザ発振器
　レーザ結晶として，励起光源に大型で高価な緑色固体
レーザを必要とするTi:Sapphire結晶に代わり，安価な半
導体レーザで直接励起が可能なYb系結晶を用いる。Yb
系結晶は，蛍光帯域幅が広く超短パルス動作が可能な上，
高い量子効率（>90%），低い熱発生から高密度励起にお
いても安定で高効率動作が可能である9）。ホスト結晶と
して，すでに200 fsec以下の超短パルス動作の報告があ
る，YAG【Y3Al5O12】，YVO4，KYW【KY（WO4）2】，
KGW【KG（WO4）2】，Y2O3，Sc2O3などを候補材料とし，
発振出力特性を理論計算により比較した。数値モデルと
して，下準位の分布数密度と励起分布と共振器モードの
モード整合を考慮したレート方程式モデルを用いた10）。
その結果，誘導放出断面積が大きく（>1×10-20 cm2），
下準位Stark準位が比較的高いKYW，KGW，Y2O3が，
励起パワー 2Wにおいて目標平均出力600mW以上，お
よびパルス幅200fsec以下をクリアし得る有望結晶であ

ることがわかった。本論文ではYb:KYW結晶の動作特
性にしぼって議論する。
　励起光学系は，セルフォックレンズ1枚で半導体レー
ザの発光ビームをレーザ結晶におよそ光学像倍率1：2
でしぼり込む構成を採用した。共振器内に，レーザ発振
波長に対し無反射（R<0.1%），励起波長に対し高反射

（R>95%）を呈するダイクロイックミラーを配置し，励
起光を導入する。

2.2	 超短パルスレーザ制御技術
　本研究で最もキーとなったのはモード同期動作の安定
制御である。小型化に伴い，繰り返し周波数が高くなり，
同じ平均出力を仮定すると，１パルス当たりのエネル
ギーは小さくなっていく。パルスエネルギーがある閾値
を下回ると，モード同期動作がきわめて不安定な動作様
式に入り込むことが理論・実験の両側面から指摘されて
いる11）。パルスエネルギーが低くなると利得飽和が不
十分となり，モード同期パルス列に長周期（～ msecあ
るいはランダム）の望ましくない強度変調が重畳される
ことが確認されている。これをQスイッチモード同期と
呼ぶ11）, 12）。
　本研究においてもこの問題に直面し，共振器長
30cm以下では安定したモード同期動作が困難であっ
た。そこで，われわれはソリトン型モード同期法を採
用することにより，上述の閾値エネルギーを低減させ，
小型化することを試みた。ソリトン型モード同期とは，
共振器内に負の群速度分散を導入し，光パルスが共振
器を周回中にレーザ結晶や光学部品で生ずる正の群速
度分散と自己位相変調による正チャープとを補償し，
パルスの急峻化を図る手法である。すでに，フェムト
秒パルス発生に適用されてきた手法であるが，本研究
で初めて小型化の限界追及に積極的に利用した。
　Fig. 2に，モード同期閾値のQスイッチパラメータ

（QML）依存性11）を示す。QMLとは，レーザ結晶と
可飽和吸収ミラーの特性から算出されるQスイッチ化
しやすさの指標である。非ソリトン型モード同期では，
可飽和吸収ミラーによるモード同期の自己開始は可能
であるが，閾値エネルギーは80 ～ 140nJと大きく，共
振器長は30cm程度が限界であることがわかった。ソリ

Fig. 2 Stable mode-locking critical energy as a function of 
Q-switched mode-locking parameter.
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トン型を採用することで，閾値エネルギーは非ソリトン
型の1/10以下（=共振器長で3cm以下に相当）にまで
低減できることが理論的に判明した。Fig. 1の直線型共
振器を想定し，材料物性（誘導放出断面積，上準位寿命，
下準位数密度），共振器内部損失，可飽和吸収ミラー特
性（反射深さΔ R，飽和フルエンス）から，適切な分散
量は-600 ～ -1,000fsec2程度であることが算出できた。予
備実験から，この分散量で所望のモード同期特性が得ら
れることを確認している。

2.3　負分散出力ミラーの開発
　Fig. 1のような直線型共振器を構成するには，分散補
償と出力抽出の2つの機能を兼備したミラーが必要であ
る。このようなミラーは市販されていないため，われわ
れは所望の分散量と透過率を実現するミラーの開発に新
たに取り組んだ。その結果，干渉層を複数設けるタイプ
のGTIミラー（Gires-Tournois干渉計）にて分散量-800 
fsec2，透過率1.8%をレーザ発振の中心波長1045nm ±
10nmで実現した。

2.4　超短パルス特性の原理実証
　2.1節から2.3節の技術を統合し，Fig. 1の構成で，共
振 器 長5cmに お い て 平 均 出 力680mW， パ ル ス 幅
162fsec，繰り返し2.85GHz，ピークパワー 1.5kWの超
短パルス動作を原理実証した。Fig. 3にパルス波形（自
己相関波形），Fig. 4に光スペクトル波形を示す。スムー
ズなパルス波形が実現できている。

Fig.3 Auto-correlation trace of mode-locked pulse. Pulse width is 
measured to be 162 fsec.

Fig. 4   Optical spectrum.

3.		レーザモジュール試作と超短パルス特性

　2章にて原理実証された構成を，より実用的なモジュー
ルとしてパッケージ化した。共振器は銅製の一体型とし，
レーザ結晶，可飽和吸収ミラー，負分散出力ミラーが共
振器に接着固定されている。ここでは，可飽和吸収ミラー
の吸収深さをΔR=0.7%とした。接着層の厚みと硬化収
縮を厳密に管理することにより，温度変動や経時変化に
きわめて強い共振器ミラーの保持が実現できる。
　Photo 1に外観を示す。8cm（長さ）×5cm（幅）×
3cm（高さ）のパッケージ内に，励起光学系を含むレー
ザ共振器を配置してある。このモジュールの出力特性は，
平均出力740mW，パルス幅210fsec，繰り返し2.85GHz，
ピークパワー 1.2kWであった。Fig. 5にパルス波形，
Fig. 6にビームプロファイルを示す。ビーム品質は
M2=1.4（x）×1.05（y）と良好であった。

Photo1   Photograph of the exterior of ultra-compact diode-pumped  
femtosecond solid-state laser module.

Fig. 5 Auto-correlation trace of mode-locked pulse of the laser 
module. Pulse width is measured to be 210 fsec.

Fig. 6   Beam profile of mode-locked pulse.
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　このモジュールの電流一定駆動（Automatic Current 
Control）による長期ランニング試験の結果をFig. 7に示
す。この図から，駆動経過時間4,000時間において出力
低下は20%程度に抑えられていることがわかった。一般
的なモード同期レーザでは，毎日または1週間程度の頻
度での光学系のアライメント調整が前提の運用がなされ
ている。本モジュールは，それら従来のモード同期レー
ザに比べ，ミラーアライメントなどは一切行なっておら
ず，格段の安定度を示している。なお，出力低下の主原
因は，外部より混入する塵埃，湿度に起因するミラーコー
トの劣化などと考えられ，パッケージの完全封止により，
一層向上することも確認できている。

Fig. 7 Long-time operation of ultra-compact femtosecond laser 
module with automatic-current control.

　さらに出力パワーをフォトダイオードでモニタするこ
とで，出力パワー一定制御（Automatic Power Control）
で駆動した（Fig. 8）。駆動時間2,000hまで出力変動±
1%で制御できており，きわめて高い安定性を実証した。

Fig. 8 Long-time operation of ultra-compact femtosecond laser 
module with automatic-power control.

4.	 まとめと今後の展望

　超短パルスレーザの実用性を飛躍的に高めるため，小
型化に主眼を置いて研究開発を進めてきた。小型化にお
いて課題となるモード同期の不安定動作を，ソリトン型
モード同期法を採用し，分散補償を精密に行なうことと，
負分散出力ミラーの新規開発により解決し，きわめて安
定な小型モジュールを実現した。サイズは世界最小であ
り，生体・有機材料に非線形光学効果を起こし得るピー
クパワー（>1kW）と，通常のモード同期レーザ（80 
MHz）の30倍の2.9GHzにも達する高繰り返しという特
徴を有する。今後，この特徴を活かし，本モジュールの
さまざまな応用展開を図っていく予定である。
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1.　はじめに

　光センシングとは，光を対象物に照射することで生じ
る相互作用を観測し，対象物の構造・特性を非破壊的に
調べる技術である。最近では医療診断分野において積極
的に応用され，OCT（Optical Coherence Tomography）1）

や血糖値計測2），血液中の酸素濃度測定などが研究され
ている。これらは，波長0.6µm ～ 1.2µm前後の近赤外領
域の光がもつ生体透過性を利用して，生体内部の様子，
または特定物質の状態を画像化することを目的としてい
る。
　光センシングでは，対象物からの情報量を増やすため，
波長の異なる光を放出できる広帯域光源が用いられる。
広帯域光源にはさまざまなものがあるが，医療診断用と
して要求される波長帯域，輝度，集光特性，コストを満
たす光源を考えた場合，光半導体素子が最も有望である。
このような広い波長帯域を持つ光半導体素子はスーパー
ルミネッセントダイオード（SLD）と呼ばれ，半導体レー
ザの高輝度性と発光ダイオードが持つ低コヒーレンス性
を備えた素子として知られている。
　光半導体を用いた際の問題点は，広帯域特性と高出
力特性の両立がむずかしいことにある。Fig. 1は，1つ
の発光層から成るSLDを電流0 ～ 400mAにて駆動さ

せ，最大出力値における波長帯域幅を素子長違いで示
したものである。この図から，素子長が長くなるとと
もに出力は向上するものの，波長帯域幅は狭くなるこ
とがわかる。これはSLDの発光原理と関係がある。反
転分布の大きな半導体利得媒質中でランダムに発生し
た自然放出光は，素子中を通過する間に誘導放出過程
で増幅され，増幅自然放出光として放出される。Fig. 1
において，素子長を長くすることは誘導放出過程を増
やすことに相当する。しかし，誘導放出は外部から入
射された光と同じ波長，位相，偏光の光を放出する（増
幅する）ものであるため，誘導放出の機会を増やすほ
ど高出力化されるものの，同一波長光の成分が増える
ため波長帯域は狭くなる。このことは，広帯域化と高
出力化がトレードオフの関係にあることを示している。
　われわれは，この課題に対して新たな素子構造を採
用し，トレードオフを超える特性を実現するに至った。
本稿では，その素子特性と広帯域化・高出力化を実現
させた技術について述べる。

Fig. 1   Change in the spectrum width as a function of output power.
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2.	 素子構造

　 光 半 導 体 素 子 の 結 晶 成 長 はGaAs基 板 上 へ 減 圧
MOVPE法にて行なった。発光層は波長1.0 ～ 1.1µm帯
での発光が可能なInGaAs量子井戸層を用いた。これは，
医療応用を考えた場合，生体内における被測定部を覆う
水の分散，吸収の影響を小さくすることが望ましいが，
波長1.0µm帯の光にてその影響が最も小さくできるため
である3）。
　われわれは，広帯域化と高出力化を両立させる方法と
して，異なる波長で発光する領域を素子の縦方向および
素子長方向に複数設けた構造（Fig. 2）を用いた。これは，
発光スペクトルが異なる領域からの光を合波することに
より，広帯域化および高出力化させようとするものであ
る。この構造における複数の発光部は，それぞれの利得
スペクトルが重ならず，互いの光で誘導放出が生じない
ように設計されている。

Fig. 2   Schematic structure of SLD devices.

　素子長方向に複数の発光部を形成する手段には選択成
長方法を用いた。これは，Fig. 3に示すように絶縁膜マ
スクを基板上に部分的に形成し，絶縁マスク上の領域か
ら絶縁マスクで被服されていない領域へ原料を移動させ
て所望の領域へ原料を集中させる結晶成長方法である。

Fig. 3   Crystal growth method of device B.

これにより，素子長方向における量子井戸層の膜厚と組
成を制御することができる。
　広帯域光半導体素子に特徴的な構造として斜め光導波
路構造がある。これは，光導波路を端面の垂直方向に数
度傾斜させ，かつ反射防止膜を設けることで素子端面反
射による共振器形成を抑え，発振を抑制するものである。
ここでは，3.0µm幅の導波路を6度傾斜させている。素
子はチップ化した後，放熱特性を高めるためにAlNサブ
マウントにジャンクションアップ形態で融着してキャリ
アに実装を行なった（Photo 1-（a））。

  Photo 1 Photograph of light source.
   (a) Broadband emitting device 
   (b) Broadband emitting module
   (c) Wavelength swept laser unit
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3.	 広帯域特性

　発光領域の多重化が波長帯域と出力特性に与える効果を
明らかにするため，Fig. 2のdevice.Aおよびdevice.Bの素
子を作製した。評価は，Fig. 1と同様に素子を0 ～ 400mA
にて駆動させ，最大出力値における発光波長幅を測定する
ことで行なった。各素子の発光スペクトルをFig. 4に示す。
素子長が同じ場合（1.5mm），device.AはFig. 1で示した特
性と比較して波長帯域で1.4倍，出力で1.65倍の値が得ら
れた。また，device.B（素子長1.0mm×3領域）では，素
子長1.0mmと比較して出力は1mW程度と変わらないもの
の，波長帯域が1.9倍の155nmを得ることができた。
　この結果をFig. 1と比較した図をFig. 5に示す。この
図から，発光部が1つである素子では得られなかった「波
長帯域と出力特性のトレードオフ」を超えた特性が，発
光部の多重化により得られていることがわかる。

Fig. 4   Spontaneous emission spectra.

Fig. 5 Output power versus spectrum widths for devices with 
multi-emission areas. 

4.	 波長可変特性

　光センシング用広帯域光源には，これまで述べてきた
「広帯域な波長の光を一度に放射する光源」とは別に，
「レーザ光の波長を広帯域に変化できる波長可変光源」
が用いられることも多い。そこで，われわれはdevice.A
構造素子を用いて波長可変光源の試作を行なった。
　波長可変の方式にはFig. 6に示すリングレーザ型外部
共振器構造を採用した。その動作原理は次の通りである。
光半導体素子から放出された広帯域な光は，波長フィル
タによって特定の波長光だけが透過し，リングを周回す
ることで再び光半導体素子へと戻される。戻ってきた光
は光半導体素子により増幅され，再びリングレーザ内を
周回する。これを繰り返し，共振器内の損失と光半導体
素子の利得がつりあった時点でレーザ発振が生じる。

Fig. 6   Configuration of the wavelength swept laser.

　このレーザ光は光カプラにより取り出すことができ
る。そして，波長フィルタの透過波長を変えることでレー
ザ光の波長を変えることができる。
　リングレーザを構成している各部品は光ファイバによ
り接続し，振動や環境変化が、レーザ特性に与える影響
を少なくしている。光半導体素子もPhoto 1に示すよう
に素子と光ファイバとを一体化させたパッケージング化
をすることで，素子と光ファイバとの光路を安定化させ
ている（Photo1-（b））。
　Fig. 7に波長可変特性を示す。波長フィルタには手動

Fig. 7   Laser spectra at different wavelengths.
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にて透過波長が変えられる誘電体多層膜フィルタを用
い，素子の駆動条件は25℃，400mAとした。1mW出力
以上を可変幅とした場合で，110nm，10mW出力以上を
可変幅とした場合でも90nmの可変幅が得られた。また，
ファブリペロー型波長フィルタを用いて高速波長可変特
性の評価を行ない，スキャン速度2kHzにおいても，ほ
ぼ手動による波長可変時と同様の出力および波長可変特
性を得ることを確認した。

5.	 波長可変特性

　スーパールミネッセントダイオードは,半導体レーザ
と比較して駆動電流値が高く，また，発振を伴わないた
め電力-光変換効率が低い。そのため,寿命性能は半導体
レーザよりも劣るとされている。また，今回作製した波
長1.0 ～ 1.1µm帯で発光するInGaAs活性層は格子不整
合による歪みを内在しており，その点からも寿命性能が
危惧される。
　そこで，まず，今回作製したdevice.A素子の劣化モー
ド解析を行なった。Fig. 8は，素子を30mW，25℃，
APC（出力一定）駆動にて動作させた時の電流-光出力
特性の経時変化を示したものである。この図から，経時
とともに最大光出力値が低下し，駆動出力と一致したと
きに素子が故障することがわかる。この結果は，本素子
の劣化要因が，同波長帯の半導体レーザにみられる端面
破壊による急速劣化ではなく，素子内部での緩慢劣化で
あることを示している。

Fig. 8 Light output versus current characteristics of SLD devices 
with various aging times.

　この結果をもとに，素子構造の最適化を行なった素子
の寿命試験の結果をFig. 9に示す。駆動条件は30mW，
25℃，APC駆動である。現時点で4,500時間が経過して
いるが，駆動電流値が400mA程度と大きいにもかかわ
らず，大きな劣化もなく安定に動作している。

Fig. 9   Lifetime test results for 1050nm band SLD devices.

6.	 波長可変特性

　光センシング光源として波長1.0µm帯広帯域光半導体
素子を開発した。広帯域化と高出力化はトレードオフの
関係にあるが，新たな素子設計を導入することでトレー
ドオフを上回る性能を得ることができた。
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1.	 はじめに	

　近年，顔検出技術が急速に注目を集めている。デジ
タルカメラへの搭載が一般化し，携帯電話上のサービ
スなどでも利用されるようになって，技術やその効果
に対する一般の認知度が向上してきたためである。
　富士フイルムでは，これまで長く顔検出技術の研究
開発に取り組んできたが，昨今の急激な需要の高まり
を受け，さらに技術の適用範囲を広げ，新たな用途を
開拓する目的で，実験公開サイト「顔ラボ」を開設し，
自社の顔検出技術をインターネット上で公開した。
　本稿では，顔ラボにおいて技術を公開した具体的方
法から，システム内部で行なっている処理フロー，顔
検出技術をWebサービス化するにあたり工夫した点な
どについて解説する。また，技術公開の結果，どのよ
うな効果がもたらされたかについても述べる。

2.	 顔検出技術とは

　顔ラボの説明に先がけ，まずは顔検出技術の一般的
な説明と，富士フイルムの顔検出技術に関する特長を
簡単にまとめておく。
　顔検出技術とは，画像に含まれる人物の顔領域を自
動的に見つけ出す画像処理技術である。顔に関する画
像処理技術には，このほかに，顔の類似度から同じ人
物を識別する顔認識技術，笑顔など特定の表情を判別
する技術，顔から人物の年齢や性別を推定する技術な

ど，さまざま種類があるが，顔検出技術はこうした一
連の顔関連技術の根幹をなすベーシックな技術である。
　顔検出の一般的な手法は，矩形領域の明暗などを検
出する簡単な判別器をマシンラーニング（機械学習）
によって多数組み合せ，顔かどうかを判定するという
ものである（Fig. 1）。

Fig. 1   Concept image showing face detection technology.

　顔検出技術は1980年代頃より盛んに研究されてきた
が，2000年前後にAdaBoostによる機械学習とHaar-
Like特徴と呼ばれる矩形特徴を組み合わせた技術が一
般的になって以降，急速に実用化が進んだ。また，
2005年頃からデジタルカメラや携帯電話などの身近な
機器にも搭載され始め，現在は携帯電話やWebのサー
ビス，コンピュータゲームなど，エンターテイメント
用途にも広く用いられるようになった。

3.	 富士フイルムの顔検出技術

　富士フイルムは，1990年代のアナログミニラボの時
代から顔検出技術の研究開発に着手し，その後はデジタ
ル化も行なって長く技術の蓄積を続けてきた。2006年
からはデジタルカメラ「FinePix」にも顔検出技術を搭
載するなど，自社の製品を中心に技術を適用してきた。
　富士フイルムの顔検出技術の特長は，どのような条
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件の画像からも安定的に顔を検出できる「高いロバスト
性」ということができる。それは，富士フイルムが「写
真をいかにきれいに見せるか」という観点で，撮影条件
が不定な一般写真を対象に，長く顔検出の技術開発に取
り組んできた成果であるといえる。
　例えば，顔認証によるセキュリティシステムなど特定
用途向けの顔検出であれば，顔の大きさや向き，照明な
どの条件をかなり限定した画像のみを対象にすることが
できるが，一般写真ではこうした条件は千差万別である。
したがって，一般写真を対象に安定して顔を検出するた
めには，撮影条件に左右されない高いロバスト性が必要
になり，富士フイルムはそこにもっとも力を注いできた。
そのため，富士フイルムの顔検出技術は，顔の向き，傾
き，人数に制限なく顔を検出できる高い検出性能を実現
している。

4.	 顔検出技術実験公開サイト「顔ラボ」

　富士フイルムでは，昨今の顔検出技術に対する注目の
高まりに合わせ，技術をアピールし，新しい用途を開拓
する必要があると考えた。そこで，2008年1月15日に
顔検出技術の実験公開サイト「顔ラボ」（http://kaolabo.
com/）を開設し，自社の顔検出技術をWebサービス化
して公開した（Fig. 2）。

Fig. 2   Top page of “KAOLABO” website.

　顔ラボでは，Webブラウザから画像をアップロード
し，GUIで顔検出を操作できる「体験アプリ」と，Web
を介してプログラムから顔検出機能を利用できる「顔検
出WebAPI」という2つの形態で技術を公開している。

「動作する顔検出を誰でも体験できる」点が，顔ラボ最
大の特長である。

5.	 顔ラボのシステム構成

　顔ラボのシステム構成を見ながら，具体的な公開内容
について説明していく。
　顔ラボシステムの論理構成はFig. 3のようになってお
り，各構成要素の概要は以下の通りである。

Fig. 3   System structure of “KAOLABO”.

5.1　Webサイト
　顔ラボのWebサイト。システム上はすべてのWebア
クセスを受け付けるフロントエンドとしての役割を担
う。サイト上のWebページには顔検出の技術説明も掲
載している。

5.2　体験アプリ
　「体験アプリ」はAdobe Flash（以下，Flash）で実装
したWebアプリケーションであり，顔ラボのWebサイ
トに組み込んでいる。自分の画像をサーバにアップロー
ドし，手軽に顔検出を体験することができる。現在は，
以下の2種類の体験アプリを公開中である。

5.2.1　顔シークレット（Fig.	4）
　検出した顔にぼかし，目伏せ，スタンプ合成などの加
工を施すことができる。実用的な用途の代表例として作
成したアプリケーションである。

Fig. 4   Trial application 1. “Face Secret”.
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5.2.2　顔シャボン（Fig.	5）
　検出した顔を指定すると，少年が膨らませるシャボン玉
のなかに顔が現れるというゲームである。こちらはエン
ターテイメント系用途の代表例であり，「顔があること」
で演出効果が格段に増すことを訴求している。

Fig. 5   Trial application 2.“Face Bubble”.

5.3　顔検出WebAPI
　顔検出機能をWebサービスという形態にしてプログ
ラムから呼び出し可能にしたものである。サーバに対す
るリクエストとして画像を送信すると，顔を検出した結
果をレスポンスとして受け取ることができる。体験アプ
リ内部からもこのWebAPIを呼び出して顔検出を実行
しているため，顔ラボにおける技術公開の肝となる部分
である（詳細は次項で詳述）。

5.4　顔検出エンジン
　WebAPIの内部で顔検出を行なう実体であり，外部か
らは直接アクセスできない。なお，この顔検出エンジン
はWeb上での利用に合わせて最適化しているが，出自
はデジタルカメラFinePixに搭載しているものと同じで
ある。

6.	 顔検出WebAPI

　次に，顔ラボにおける顔検出技術公開の要である「顔
検出WebAPI」についてより詳しく解説する。
　顔検出WebAPIは，HTTPSプロトコルによる，いわ
ゆるREST形式のWebAPIである。リクエストURLに
パラメータを付けて実行すると，顔検出結果のデータを
XML形式で受け取ることができる。入力画像はJPEG
のみをサポートしている。
　なお，顔検出WebAPIの利用は登録制（無料）であ 
り，顔ラボのWebサイト上で事前にメールアドレスを
登録し，認証キーを取得しておく必要がある。

6.1　リクエスト
　顔検出のリクエストは，利便性を考慮し，2形態を用
意している。HTTPSのPOST，GETの各メソッドをサ
ポートする方法である。POST型は，画像データをリク
エストボディに積んで送信する方法である。これに対し
て，GET型はリクエストパラメータに画像のURLを指

定する方法である。これにより，Web上の画像リソー
スに対し顔検出を実行できる。このGET型を使えば，
プログラムを組まなくてもWebブラウザから顔検出
WebAPIを実行することができる。

　　　 https ://kaolabo .com/api/detect?apikey= 
[認証キー ]&url=[画像のURL]

　上記のようなリクエストURLをブラウザに入力する
と，Fig. 6のようなXMLが表示される。これが顔検出
WebAPIのレスポンスデータである。

Fig. 6   Response XML of face detection WebAPI.

6.2　レスポンス
　顔検出WebAPIは，レスポンスとして画像から検出
した各顔の顔情報をXML形式で返す。検出結果の顔情
報の具体的な内容は以下の通りである。（かっこ内は
XMLの要素，属性との対応）
　（1）顔の位置（face要素x, y属性）
　　　顔を含む矩形領域の左上の座標
　（2） 顔の幅（face要素width属性），高さ（face要素

height属性）
　　　顔を含む矩形領域の幅と高さ
　（3）目の座標（left-eye/right-eye要素）
　　　 左右の目の座標。左右の定義は，顔にとっての左

目，右目である（向かって左，右ではない）。
　（4）顔らしさ（face要素score属性）
　「顔らしさ」とは，顔である確からしさ，つまり，顔
検出エンジンが顔と判断した確度を示す数字である。顔
でない領域を誤って顔として検出してしまう誤検出を，
この値を目安にフィルタリングするなどの目的に利用で
きる。レスポンスのXMLデータに含まれるこれらの顔
情報を用いて，画像の顔領域の加工，切り抜き，合成な
どの処理を行なうことができる。
　なお，顔検出WebAPIの仕様の詳細については，顔
ラボサイトの該当ページ（http://kaolabo.com/webapi/
spec）を参照されたい。
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7.	 顔ラボにおける顔検出処理

　これまで，顔ラボでどのように顔検出技術を公開して
いるかを見てきたが，顔ラボシステムの内部ではどのよ
うに顔検出処理が行なわれるのだろうか。顔ラボにおけ
る顔検出処理の流れを，体験アプリでの操作を例に取り
解説したい。
　体験アプリで画像をアップロードし，顔検出を行なっ
た結果をアプリの画面上に表示するまでのフローはFig. 7
の通りである。以下，図に沿って処理の流れを説明する。

Fig. 7   Flow chart of face detection.

　（1）画像のアップロード
　　　 まずは，体験アプリ（Flash）のGUIから，画像

をサーバにアップロードする。この時，Flashの
内部では，選択した画像をPOST型で指定して顔
検出WebAPIを呼び出している。

　ここまでがクライアント側の処理，以降はサーバ側の
処理になる。
　（2）認証
　　　 顔ラボサーバは体験アプリの顔検出WebAPIリ

クエストを受け取り，処理を開始する。まずはリ
クエストパラメータに設定された認証キーによっ
て認証を行なう。

　（3）画像の取得
　　　 認証が正常に終われば，リクエストに指定された

画像データを取得する。体験アプリからの呼び出
しの場合，POSTメソッドのリクエストボディに
積まれたJPEG画像データを受信する。

　（4）画像のデコード/リサイズ
　　　 受け取った処理対象のJPEG画像をデコードする

と同時に，顔検出エンジンが精度を落とさず処理
できる最小の大きさに画像をリサイズしている。

これは処理高速化，省メモリ化の一環である。
　（5）顔検出の実行
　　　 デコードして得られたRGB RAWデータを顔検

出エンジンに入力し，顔検出処理を実行する。顔
検出エンジンは検出結果の顔情報を出力する。

　（6）検出結果の座標変換
　　　 顔検出を実行した画像データは事前にリサイズし

たものなので，出力結果の座標やサイズを元画像
に合わせるために座標変換を行なう。

　（7）画像の一時ファイル保存
　　　 アップロードした元画像は，Flashの体験アプリ

から参照するために一時的にサーバ上にファイル
保存する。

　（8）レスポンスの送信
　　　 座標変換済みの顔検出結果と，サーバに保存した

一時ファイルのURLをXML形式のデータに整形
し，WebAPIのレスポンスとして送信する。

　ここまでがサーバ側での顔検出処理であり，以降は再
びクライアント側に移る。
　（9）レスポンスの解析
　　　 体験アプリでは，顔検出WebAPIのレスポンス

XMLを受け取り，解析を行なって顔情報と一時
ファイルのURLを取得する。

 （10）画像のダウンロード
　　　 続いて，サーバに保存した一時ファイルのURL

にアクセスし，画像をダウンロードする。
 （11）顔検出結果の表示
　　　 Flash内でダウンロードした画像を読み込み，顔情

報を用いて顔の位置に枠線を描画し表示する。な
お，これらの処理はFlashがオンメモリで行なう。

　ここまでで，体験アプリでアップロードした画像に顔
検出を行ない，その結果をアプリの画面上に表示するこ
とができた。顔ラボシステムでは，このように顔検出処
理を実行しているのである。

8.	 Webサービス向けの最適化

　顔ラボで技術を公開するにあたっては，Web上での
使用に合わせて技術を最適化する必要があり，以下のよ
うなさまざまな工夫を行なっている。

8.1　顔検出エンジンのチューニング
　富士フイルムの顔検出エンジンには，検出する顔のサ
イズや画像の天地方向を予め固定するかどうかなど，数
多くのパラメータが設定できる。入力画像の特性に合わ
せ，適切にパラメータを調整することで，速度や精度を
目的に応じて変化させることができる。一般に速度と精
度はトレードオフの関係にあり，速度を得る方向でパラ
メータをチューニングすればその分，精度が犠牲になり，
逆に，精度を確保すれば速度が遅くなる傾向にある。そ
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のため，目的に合うように速度と精度のバランスをどの
ように取るかがエンジンのチューニングのポイントとな
る。顔ラボのケースでは，Web上で快適に動作させる
ため，まずは速度を優先する方針とした。画像の送受信
に，ネットワークによる速度上のボトルネックを想定す
る必要があるためだ。
　一方で，ユーザがどのような画像をアップロードする
かを特定できないため，入力画像の条件に合わせて精度
を確保するのがむずかしいという側面もあった。そこで，
入力画像のサンプルに比較的バリエーションを持たせ，
速度を優先しながらも，さまざまな条件の画像でも検出
精度の優位性を示せるギリギリのバランスを探りながら
顔検出エンジンのチューニングを行なった。
　また，アクセスが集中する状況も想定し，システムに
負荷をかけながらパフォーマンス計測を行なって，ある
程度のアクセス規模にも耐え得る性能を引き出した。
　このようにして，Web上においてもストレスなく動
作しつつ，かつ検出精度の高さを示せるように顔検出 
エンジンを最適化していった。

8.2　セキュリティ対策
　人の顔が含まれる画像データをWeb上でセキュアに
扱うため，以下のような対策を行なった。

8.2.1　認証制
　前述の通り，WebAPIの利用は事前登録制とし，登録
者には認証キーを発行した。この認証キーを用いて，リ
クエストごとに認証を行なうようにした。この仕組みに
よって，利用者を把握しつつ，利用状況に応じた運用の
コントロールを行なっている。

8.2.2　SSLによる通信の暗号化
　WebAPIでの通信全体をSSLにより暗号化した。これ
により，呼び出し側の利便性は若干損なわれるが，セキュ
リティの確保を優先した。

8.2.3　一時ファイルの自動削除
　体験アプリでは，ユーザがアップロードした画像を一
時ファイルとしてサーバに保存するが，この一時ファイ
ルは一定時間を経過すると自動的に削除し，ユーザの画
像を必要以上に持ち続けないよう配慮した。

9.	 技術公開の効果

　顔ラボでは，このような方法で顔検出技術をWeb上
に公開してきた。
　これにより，顔検出技術はWebサービスとして使用
できるようになったため，従来の機器組み込みや独立シ
ステムでの利用といった適用方法のみならず，さまざま
な実装形態で利用可能になり，技術の応用範囲が格段に
広がった。一般ユーザが独自のアイデアで顔検出
WebAPIを利用したマッシュアップを作ったのもその一
例である。顔ラボサイトでも，「みんなのアプリ紹介」ペー
ジ（http://kaolabo.com/webapi/mashup）で，ユーザ
から応募があったマッシュアップの一部を紹介している
ため，参照されたい。
　また，顔ラボに注目した企業から，顔検出技術を業務
用途で利用したいという打診が数多く寄せられたが，そ
の中には当社がこれまで想定していなかった業種・用途
も多く含まれており，技術の新しい用途を開拓すること
ができた。
　さらに，「動くものが試せる」場を作ったことで，広
く技術の性能を告知することができた。特に、サイト開
設当初には大きな注目を集め，メディアや個人ブログな
どで数多く取り上げられた。
　顔ラボでの技術公開により，こうした大きな効果を得
ることができた。

10.	おわりに

　顔ラボにおける顔検出技術の公開は，社内のコア技術
をWebサービス化し，先進のインターネット技術とし
て世に問うというチャレンジングな試みであったが，適
用範囲の拡大，新規用途の開拓，技術アピールといった
成果を得ることができた。
　富士フイルムでは，今後も同様の方法で，顔検出以外
の新しい技術を顔ラボで公開していくことを検討中であ
る。

（“Adobe Flash” は米Adobe Systems Inc.の登録商標で
す。また，“顔ラボ”，“FinePix” は富士フイルム（株）
の登録商標です。）
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集, 8th, 101 (2008)

持続可能な社会のために化学に何が求められてい
るか

森　内　成　典 第2回ST ／ GSCロードマップ討論会報
告書 平成19年, 58-59 (2007)

色材における基礎科学講座（第IV講）
−微粒子の基礎科学−
1.有機色素系ナノ結晶の作製から応用展開まで

宮　下　陽　介
笠　井　　　均＊

他

色材協会誌, 80 (10), 425-429, 409 (3) (2007)

プロセス強化の将来展望-地球環境課題（環境･エ
ネルギー課題）に立ち向かう−マイクロミキサーを
利用したナノ顔料製造プロセスの開発

長　澤　英　治
前　　　一　廣＊

化学工学, 72 (4), 198-201 (2008)

マイクロ化学プロセス技術によるナノ粒子新規合
成法

佐　藤　忠　久 FujiFilm Res & Dev, No.53, 21-26 (2008) 
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再沈法によるペリレンナノ粒子の形成機構 森　　　淳　一
宮　下　陽　介
笠　井　　　均＊

他

コロイドおよび界面化学討論会講演要
旨集, 60th, 107 (2007)

◎ Controlling fine particle formation processes using 
a concentric microreactor

Nagasawa H.
Tsujiuchi T.＊

他

AIChE J, 53 (1), 196-206 (2007)

◎ The formation of middle-phase microemulsions of 
polar oils

Nishimi T. Macromol Symp, 270 (1), 48-57 (2008)

◎ A new production process of organic pigment 
nanocrystals

Miyashita Y.
Baba K.＊

他

Mol Cryst Liq Cryst, 492, 268-274 (2008)

Stopped Flow型SPR測定における結合･解離速度
定数の解析

都　築　博　彦
大　塚　　　尚
来　馬　浩　二
小　倉　信　彦

日本分析化学会年会講演要旨集, 56th, 
196 (2007)

高感度フェムト秒過渡吸収装置の製作と有機ナノ
粒子への適用

横　山　　　裕
田　邊　　　守
宮　下　陽　介
笠　井　　　均＊

他

光化学討論会講演要旨集, 2007, 150 (2007)

実用材料におけるその場電子線ホログラフィー 仲　西　正　寿
佐々木　勝　寛＊

他

名 古 屋 大 学 電 子 光 学 研 究 の あ ゆ み, 
No.21, 23-28 (2007)

個別FePtナノ粒子の相変態の電子回折実験 仲　西　正　寿
佐々木　勝　寛＊

他

名 古 屋 大 学 電 子 光 学 研 究 の あ ゆ み, 
No.21, 48-49 (2007)

時間分解顕微分光法によるペリレンナノ粒子の発
光寿命測定

森　　　淳　一
宮　下　陽　介
笠　井　　　均＊

他

日本分光学会研究顕微分光部会シンポ
ジウムテキスト, 2007, 29 (2007) 

CsBr:Eu｀2+´蛍光体中の輝尽発光中心の状態･
構造解析

岡　本　裕　一
河　戸　孝　二
小宮山　　　孝
室　伏　雅　子
野　村　昌　治＊

他

応用物理学関係連合講演会講演予稿集, 
55 (1), 282 (2008)
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XAFS法によるFePtナノ粒子の構造解析 松　井　高　史
岡　本　裕　一
河　戸　孝　二
服　部　康　志
小　池　理　士
脇　　　幸　吉
野　村　昌　治＊

他

応用物理学関係連合講演会講演予稿集, 
55 (2), 799 (2008) 

キナクリドン蒸着膜中のキャリア輸送特性評価 原　　　佳　子
林　　　誠　之
鈴　木　秀　幸
河　戸　孝　二

応用物理学関係連合講演会講演予稿集, 
55 (3), 1285 (2008) 

時間依存密度汎関数法による最低励起一重項状態
トランススチルベンの振動解析

津　村　享　佑
古　屋　和　彦
坂　本　　　章＊

他

日本化学会講演予稿集, 88 (1), 35 (2008) 

4,4'-ビピリジニウムによる光ディスク用色素の光退
色防止機構

田　邊　　　守
横　山　　　裕
宮　下　陽　介

光化学討論会講演要旨集, 2008, 218 (2008)

ACF活性炭のナノスペースに吸着した金の原子化
の活性化パラメーターとトルエン吸着率

柳　川　博　輝
尾　崎　和　夫
今　井　昭　二＊

他

日本分析化学会年会講演要旨集, 57th, 
228 (2008)

◎ Effect of Pt substitution by Cu on structural and 
morphological changes in Fe-Pt nanoparticles 
during annealing as studied by In-situ transmission 
electron microscopy

Nakanishi M.
Furusawa G.
Waki K.
Hattori Y.
Kamino T.＊

他

Mater Trans, 48 (10), 2572-2579 (2007)

◎ Tip-enhanced Raman spectroscopy with atomic 
site-selective sensitivity

Watanabe H.
Hayazawa N.＊

他

Pacific Rim Conference on Lasers and 
Electro-Optics, CLEO - Technical 
Digest, art. no. 4391107 (2007)

◎ In - s i t u an a l y s i s o f pha s e and magne t i c 
transformation process in Fe-Pt nanoparticles

Nakanishi M.
Sasaki K.＊

他

Mater Sci Forum, 561-565 (PART 3), 
2111-2114 (2007)

◎ Direct evidence of GeO volatilization from GeO2/
Ge and impact of its suppression on GeO2/Ge 
metal-insulator-semiconductor characteristics

Nomura H.
Kita K.＊

他

Jpn J Appl Phys, Part 1, 47 (4 PART 2), 
2349-2353 (2008)

◎ Temperature-dependent growth and transient 
state of hydrogen-induced nanocavities in silicon

Muramatsu M.
Kinomura A.＊

他

J Appl Phys, 104 (3), art. no. 034301 
(2008)
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◎ Evaluation of plasma damage in ultra-low-k 
materials with cap film using “extracted k-value” 
method

Takahashi H.
Takimoto Y.＊

他

Microelectron Eng, 85 (10), 2107-2110 
(2008)

◎ Stable first-order particle-frame relativistic 
hydrodynamics for dissipative systems

Tsumura K.
Kunihiro T.＊

Phys Lett, B, 668 (5), 425-428 (2008)

◎ Theoretical analysis of the intermolecular 
interaction effects on the excitation energy of 
organic pigments: Solid state quinacridone

Fukunaga H.
Nii K.
Fedorov D.G.＊

他

J Phys Chem A, 112 (43), 10887-10894 
(2008)

◎ Vibrational analysis of trans-stilbene in the excited 
singlet state by time-dependent density functional 
theory: Calculations of the Raman, infrared, and 
fluorescence excitation spectra

Tsumura K.
Furuya K.
Sakamoto A.
Tasumi M.

J Raman Spectrosc, 39 (11), 1584-1591 
(2008)

◎ Analysis of surface and bulk polymerization of a 
thin film using a chemical derivatization technique 
and TOF-SIMS

Maekawa T.
Senga T.

Appl Surf Sci, 255 (4), 987-991 (2008)

AD法により作製したPZTセラミックスの評価II 三　好　　　哲 日本セラミックス協会年会講演予稿集, 
2008, 161 (2008)

光化学とフラットパネル･ディスプレイ材料 伊　藤　　　忠 光化学討論会講演要旨集, 2007, 481 (2007)

位相差フィルムとLCDへの応用-LCDの視野角補償
原理-

網　盛　一　郎 塑性と加工, 49 (566), 195-199 (2008)

表面フィルムによる液晶ディスプレイ（LCD）の
表示性能向上

安　田　庄　司 日本化学会講演予稿集, 88 (1), 60 (2008)

Alignment Structure Formed in Dimeric Liquid 
Crystal Molecules

NIORI Teruki
SASAKI Hitoshi＊

他

Ferroelectrics, 365, 170-177, 331-334 (2008)

液晶ディスプレイ用視野角拡大タックフィルム 伊　藤　　　忠 高 分 子 学 会 予 稿 集 (CD-ROM), 57 (1) 
Disk1, 1B18IL (2008)

複屈折･位相差材料の応用と展開 網　盛　一　郎 高分子夏季大学講演要旨集, 54th, 74-77 
(2008)

デ ィ ス プ レ イ − IDW'07を 中 心 に − Nematic 
Optically Compensated Birefringence（NCB）
Mode LCDの作製と評価

中　村　　　亮
森　　　裕　行
他

映像情報メディア学会誌, 62 (10), 1588-
1592 (2008)
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◎ Novel WV film for wide-viewing-angle TN-mode 
LCDs

Oikawa T.
Yasuda S.
Takeuchi K.
Sakai E.
Mori H.

J Soc Inf Disp, 15 (2), 133-137 (2007)

◎ Preparation and evaluation of nematic optically 
compensated birefringence mode LCD

Mori H.
Nakamura R.＊

他

IDW '07 - Proc 14th Int Disp Workshops, 
2, 425-428 (2007)

◎ Optical compensation films for LCDs Mori H. Pac i f i c R im Conf on Lasers and 
Electro-Optics, CLEO - Technical 
Digest, art. no. 4391163 (2007)

◎ Angle dependence of nematic liquid crystal 
dynamics with conical boundary condition

Okuno Y.
Fukunaga H.
Ichihashi M.
Toyoki H.＊

Jpn J Appl Phys, Part 1, 47 (6 PART 1), 
4643-4650 (2008)

FUJIFILM AstroPore新規超大型ミクロフィルター
カートリッジおよびハウジングの開発

杉　浦　清　仁
岡　田　英　孝
船　津　英　二
山　本　剛　司

FujiFilm Res & Dev, No.53, 43-47 (2008)

◎ Active membrane using electrostructure graft 
elastomer for deployable and lightweight mirrors

Hishinuma Y.
Yang E.H.＊

他

ASME Int Mech Eng Congr Expo, 
Proc, 10 PART A, 369-373 (2008)

AD法における内部気孔の発生メカニズム 三　好　　　哲 日本セラミックス協会年会講演予稿集, 
2008, 19 (2008)

クライオSEM法を用いた塗膜の乾燥途中における
構造観察技術の開発

塩　尻　一　尋
沖　　　和　宏

FujiFilm Res & Dev, No.53, 48-50 (2008)

逐次二軸延伸PETフィルムの高次構造形成に及ぼ
す延伸履歴依存性

中　居　真　一
青　木　里　紗＊

他

成形加工, 19th, 115-116 (2008)

高分子溶液多層流における液膜表面形状に対する
粘弾性特性の影響

中　村　直　貴
山　崎　英　数
横　山　敦　士＊

成形加工シンポジア, 2008, 69-70 (2008)

透明フィルムの超音波接合工程の最適化研究 園　田　泰　子
榊　　　英　則＊

他

品質工学研究発表大会論文集, 16th, 170-
173 (2008)

防水布製作工程の最適化研究 園　田　泰　子
楠　神　久　人＊

他

品質工学研究発表大会論文集, 16th, 358-
361 (2008)
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加法性確認における「推定値と実験値の違い」の調
査と解析（1）“技術力はありますか？品質工学は大
丈夫ですか？”

園　田　泰　子
森　　　輝　雄＊

他

品質工学研究発表大会論文集, 16th, 438-
441 (2008)

圧力測定フィルム「プレスケール」のコンバーティング
分野への適応

細　井　憲　行 コンバーテック, 36 (7), 93-96 (2008) 

◎ Composition and structure control of Cu-Al-O films 
prepared by reactive sputtering and annealing

Itoh Y.
Tsuboi N.＊

他

Jpn J Appl Phys, Part 1, 46 (1), 351-355 
(2007)

◎ Aggregation and disruption mechanisms of 
nanopart iculate aggregates . 1. Kinet ics of 
simultaneous aggregation and disruption

Seekkuarachchi I.N.
Kumazawa H.＊

Ind Eng Chem Res, 47 (7), 2391-2400 
(2008)

◎ Aggregation and disruption mechanisms of 
nanoparticulate aggregates. 2. Dispersion of 
aggregates using a motionless mixer

Seekkuarachchi I.N.
Kumazawa H.＊

Ind Eng Chem Res, 47 (7), 2401-2413 
(2008)

◎ High energy electron acceleration with PW-class 
laser system

Kimura K.
Takeda K. 
Kashihara M.
Mima K.
Nakanii N.＊

他

AIP Conf Proc, 1024, 215-222 (2008)

POFデータリンク用高信頼性赤色半導体レーザ 浅　野　英　樹
大　郷　　　毅
向　井　厚　史
向　山　明　博
早　川　利　郎

電子情報通信学会技術研究報告, 107 
(199) (LQE2007 30-56), 65-70 (2007) 

インターネットで体験する顔検出技術「顔ラボ」顔
検出技術のWebサービス化による技術公開の方法
と効果

寺　横　　　素 画像ラボ, 19 (7), 85-90 (2008) 

関連画像検索エンジン “TRIPIT” の開発 寺　横　　　素
大　橋　洋　介
沢　野　哲　也
羽　田　典　久

FujiFilm Res & Dev, No.53, 8-12 (2008) 

超高速JPEGコーデックの開発 浅　井　有　人
野　中　俊一郎
羽　田　典　久
TA THI Quynh Lien＊

FujiFilm Res & Dev, No.53, 13-17 (2008)

◎ A 90 nm LUT array for speed and y ie ld 
enhancement by uti l iz ing within-die delay 
variations

Kotani M.
Katsuki K.＊

他

IEICE Trans Electron, E90-C (4), 699-
707 (2007)
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◎ Highly reliable operation of 660nm laser diodes for 
POF data links

Mukai A.
Ohgoh T.
Asano H.
Hayakawa T.

Conf Proc - Lasers and Electro-Optics 
Soc Annual Meeting-LEOS, art. no. 
4054321, 589-590 (2007)

◎ Low-cost g igab i t PCF transce ivers us ing 
commercially available logic ICs for short-range 
optical networks

Ishizuka A.
Fujimoto N.＊

他

J Opt Netw, 7 (6), 585-602 (2008)

2007年6月1日施行『REACH規制』への対応，最
新動向  REACH対象化学物質の情報入手･発信に
かかわる考察−サプライチェーンの構造と産業界
としての対応−

山　口　　　潤 月刊Material Stage, 7 (8), 102-105 (2007)

生物学的排水処理のプロセスとその維持管理  化学
工業排水における生物処理プロセスとその維持管理

宮　崎　英　男
竹　内　正　美＊

他

環境技術, 37 (4), 268-273 (2008)

富士フイルム吉田南工場の燃料転換とコージェネ
レーション導入

菊　池　光　洋 クリーンエネルギー , 17 (9), 60-63 (2008)

拡張色空間とその標準化動向 卜　部　　　仁 カラーフォーラムJAPAN論文集, 2007, 
193-198 (2007)

固体高分子形（PEFC）燃料電池のMEA組成の最
適化研究 “地球温暖化に対応する燃料電池の効率的
開発への提言と学術研究支援の仕方”

園　田　泰　子
森　　　輝　雄＊

他

品質工学研究発表大会論文集, 16th, 126-
129 (2008)

「女ゴコロ」をつかむ商品開発 美しき日用品−女性
層をターゲットにしたFinePix Zシリーズのデザイン
開発

堀　切　和　久 技術情報協会研究開発リーダー , No.28, 
11-13 (2008)

強力で効率的な研究環境（Center of Excellence）
の体験−銀塩写真感光材料の基礎研究を通して−

谷　　　忠　昭 技術情報協会研究開発リーダー , No.31, 
33-38 (2008)
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