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　富士フイルム株式会社および関連会社が行なった研究開発活動の成果を紹介するために，本誌を毎年発行
する。多様な研究開発の全容を俯瞰できるように，多くの事業分野から特筆すべき新製品およびそれらに盛
り込まれた技術をとりあげ，本誌に投稿された書き下ろし論文と，科学技術誌等に掲載された論文の転載に
より解説するとともに，過去１年間に科学技術誌や学会等の講演要旨集に公表された論文のリストを巻末に
掲げる。

刊 行 の 趣 旨

This annual publication is issued in order to introduce the results of research and development carried 
out in the laboratories of FUJIFILM Corporation and its subsidiaries. To provide an overview of our 
wide-ranging R&D activities across numerous business fields, this collection inc1udes the papers, which 
are new1y written or have already been published in various science and technology journals, regarding 
our noteworthy new products and novel technologies. In addition, a list of such papers published in 
journals and those presented at academic conferences in the past one year is attached at the end.
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研究者の存在価値とは？
　その人が誠実で自己の任務に忠実で有れば改善は誰でもできる。研究者と呼ぶからには改善に満足するのではなく改革，
即ち，イノベーションを目指す事。自らに課すゴールがイノベーションである事。言うは易し，しかしその高い目線が有
れば改善は自動的に付いてくる。自信を持って自分を研究者と呼べる研究者の数で会社の実力は決まる。

アカデミア研究者と企業研究者の違い
　両者の違いは資質では無く役割の違いである。アカデミア研究者は究極の独創性を求める。企業研究者は（自分・他人
の発明に拘らず）独創性を駆使して社会を変える，即ちイノベーションを起こす事。何れの研究者で有ろうと基本的に要
求される資質は一緒である。資質には二種類ある。第一は精神的資質で使命感，パッション，正義感，理想，夢など生き
方の基になる。第二は頭脳的資質で論理性，知識，経験，記憶力など，教育や訓練でかなり強化できる部分でもある。

研究者の能力，三つの軸（研究者だけではないが）
　第一の軸は社会性の軸，人間として生きる場の広さと言っても良いかも知れない。幼時から成人へ至る過程で，この場
はどんどん広がる。家庭，学校，地域社会，会社，国，世界，宇宙へ。勿論，今のところ宇宙に生きる事は宇宙飛行士以
外出来ないが，想いを馳せる事は出来る。成長の過程で得た知恵を駆使してどこまで想いを馳せる事が出来るかで決まる。
日本人はチームワークに優れると言うが単なるムラ社会まで？と言う心配もある。何をゴールにこの一回しかない人生を
生きているのかを考える軸でも有り，研究テーマの選定，ビジネスモデルの創生，戦略性等に大きく影響する。社会性の
軸の長い人は他人の経験を自己の経験に移植できる，疑似体験能力に長けた人間の事でもある。
　第二の軸は個性の軸，ヒトは本能としては全く同種で有るにも拘らず，多種多様である。地球上で唯一個性を獲得した
生物かもしれない。ヒトが地球を征服したのは肉体的にも精神的にも多様性が故である。一方，企業でもアカデミアでも
大きな組織には個性的な人が少なく，金太郎飴現象が起きている。守りの人が多い，守りは本能，攻めは才能（個性）。
個性を磨くにはどうするか？　社会性を満たしつつ，早く決め，実行する人に個性的な人，異端，異能と呼ばれる人が多
そうだ。
　第三の軸は頭脳の軸，論理的で緻密な思考能力，豊富な知識や記憶力など学習能力の軸である。いわゆる優等生と呼
ばれる人たちがほぼ共通に持っている。勉強でかなり強化できる部分でもある。最近はビッグデータ，AI の時代であり，
豊富な知識や記憶力そしてヒトが有効活用できなかった大量のデータが意味づけされる時代となり，第三の軸の民主化（意
志が有れば手に入る）が始まっている。
　実はこの軸の順番には意味が有る。①（戦略）磨いた社会性で自分のフィールドをイメージする。②（強みの定義）個
性で自分の役割（テーマ）を決定して，実行計画を立てる。③（成功への道筋）実行段階では，論理的かつ緻密で有る事
がリスクを減らし無駄を省くことに繋がる。
　新規事業や長期戦略の立案の時に，いきなり第三の軸の話から入ると，世界の事を考え，攻めを重視し，異能を受け入
れる事に誰でもしり込みして話が小さくなるから気をつけよう。第一軸でホラを吹き，第二軸でトコトン自分流に拘るか
ら，本当に自分がやりたい，実現したい世界が見えてくる。本当に成功したいからこそ，論理的に考え，緻密に進める，
豊富な知識が生きる。この為に勉強してきたのだ。

富士フイルム研究報告の目的
　Value from Innovation をモットウに多彩な技術報告書を本年も発行する事が出来た。冒頭に縷々述べた，三つの軸を
持った企業研究者の知の足跡を感じて頂けると信じている。この類い稀なる技術をもっと世に活かしたい，実業に結び付
けたい，（社会へ提供した価値の結果である）売上・利益を稼ぎたい。それが目的で毎年発行させて頂いている。お客様に，
読み物だけではなく，実際の技術に触れて感じて頂くオープン・イノベーション・ハブも日本，欧米に展開している。両
者相俟ってウインウインのビジネスパートナーの発掘に繫げられるよう切に願っている。
                                                                                                                                                                                  　　 

          富士フイルム株式会社
          取締役副社長・CTO　
　　　　　　　　　戸田 雄三　　　　　
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We developed a new technology that extensively uses a special-light observation function. This function is becoming increas-
ingly important in endoscope diagnoses as it significantly improves the usability of an endoscope in terms of aspects such as its 
operativity, insertion characteristic, and compatibility. This platform technology is scheduled to be built into our future system, 
and the announced 7000 system will be its first application in 2016. The 7000 system provides five functions using the above 
mentioned new technology: (1) “G7 control portion” enables intuitive manipulation; (2) “Coloassist flexible portion” includes 
advanced force-transmission and adaptive bending to enable smoother insertion; (3) “One-step Connector” offers better handling 
during cleaning, disinfection, and storage; (4)  “4 LED lights” enables high-intensity white-light illumination and special-light 
illumination; and (5) “LCI” emphasizes minute differences in colors.

Abstract

1.　はじめに

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

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

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

3.　スコーププラッフォームの開発

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

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

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

Fig. 2　G7 Control Portion

Fig. 3　The 760 series

Fig. 4　Easier access to the knob 
and switches

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

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

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

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

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

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

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

Fig. 6　Slice-shape of the grip 
portion

Fig. 7　Zoom switch

Fig. 8　Identifi cation colors

Fig. 9　Structure of the 
fl exible portion

Fig. 10　Transmission of the 
twisting-motion property

Fig. 11　Snapping performance of the fl exible portion

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

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

3.3　ワンステップコネクタの開発概要

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

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

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

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

Fig. 14　Conceptual diagram of “Adaptive Bending”

Fig. 15　One-step connector

Fig. 16　Conceptual diagram of the contact-free technology

4 「新内視鏡プラットフォーム」の開発



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

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

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

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

4. 光源プラットフォームの開発

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

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

Table 1　Advantages and disadvantages of the communication 
method

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

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

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

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

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

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

Fig. 19　Optical system combining four LEDs

Fig. 20　Optimized illumination profi le for the observation modes

Fig. 21　Color enhancement via LCI

6 「新内視鏡プラットフォーム」の開発



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

6.　まとめ

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

商標について

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

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

Fig. 22　Models of atrophic gastritis
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Two-dimensional mammography is widely used in clinical environments for early detection and diagnosis of breast cancer. In 
recent years, tomosynthesis has been used as a new method for breast-cancer examinations. At Fujifi lm, to achieve an optimal 
testing performance in the diagnosis and screening of breast cancer, we developed “AMULET Innovality,” a mammography de-
vice comprising tomosynthesis imaging-modes with two different exposure angles. Clinical examinations performed by multiple 
physicians qualifi ed as mammography instructors in Japan verifi ed that each mode exhibited an effective testing performance. 
Furthermore, this newly developed technology will reduce doses of radiation via the addition of tomosynthesis.

Abstract

1. Introduction

　乳がん検査でのTomosynthesisの有効性が見出され，世界
中でTomosynthesisが利用されつつある1）～ 6）。Tomosynthesis
は，異なる角度から被写体を複数撮影し，その画像を再構成
して被写体内の断層面の画像を生成する機能のことであり，
従来のマンモグラフィ検査と比較して，腫瘤などの病変と乳
腺との重なりを分離して観察できるため，従来発見が難し
かった病変が確認しやすくなるなど，検査性能の向上が期待
されている技術である。米国ではすでに検診に導入され，そ
の他の国でも検診有効性を確認するためのトライアルが実施
されている状況である。加えて診断目的でも使用が進んでい
る。
　本報では，「AMULET Innovality」の当社独自のTomosyn-
thesis技術を中心に，画像化を支えるFlat Panel Detector（FPD），
自動露出機構（Auto Exposure Control: AEC）や画像処理の新
規技術について概説する。

1.1 Tomosynthesis の原理と特徴
　Tomosynthesisは，圧迫固定した乳房を異なる角度から撮
影した複数枚の画像（投影画像）を合成して，乳房内の任意

の断層面の画像を生成（再構成）する技術である。任意の深
さの断層画像を生成することで，深さ方向（圧迫厚み方向）
に重なった乳腺や病変構造を分離して観察することが可能に
なる。Fig. 1にTomosynthesis撮影と断層面の画像の模式図
を示す。厚み方向の重なりを分離できることにより，従来の
マンモグラフィでは読影が難しかった低コントラストの病変
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Fig. 1　 Schematic of tomosynthesis imaging and sliced images
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の描出能が向上すると共に，石灰化の3次元配置の認識も容
易になっている。
　被写体の周りを360°スキャンするCTと異なり，通常のマ
ンモグラフィと同じポジショニング（圧迫）の元で検出器を
固定したまま乳房をスキャンすることから，15°，40°など
の限定された角度範囲で撮影を行う方式となる。構造の重な
りはCTほど分離できないが，空間分解能が高いために病変
の細かな性状をより詳細に描出できる。

2. AMULET Innovality の Tomosynthesis の特徴

　AMULET InnovalityのTomosynthesisには，検査性能を最
大限に高めるために，施設の診療目的（診断および検診）に
最適化した二つの撮影モード （撮影角度および画像パター
ン） など，画質にこだわった当社独自の技術を搭載している。

2.1 検査シーンを想定した Tomosynthesis の二つの
モード

　マンモグラフィ検査において，病変や組織の特徴を明瞭に
描出し，さらにその周囲の組織との位置関係を明確にするこ
とは，検出性能の向上や診断の確信度の向上につながるだけ
でなく，超音波や生検（バイオプシー）などの検査に際し，
事前情報を提供できる点で非常に有益である。
　Tomosynthesisでは，撮影角度を大きくするほど，深さ分
解能が向上し，乳腺の重なりや病変構造を詳細に分離した描
出が可能になる。一方，撮影角度を大きくするほど，X線管
の移動距離と共に撮影時間が長くなり患者負担が増える，X 
線の入射角がより傾斜するため再構成で画像化できる領域
が小さくなるなどのデメリットが生じることになる。ユー
ザーが用途および要求画質に応じて最適な選択ができるよう
に，AMULET InnovalityのTomosynthesisでは，二つのモー
ド（Fig. 2に撮影角度と深さ方向の分解能を示す）を搭載し
ている。HR-modeでは，撮影時間と画像領域を考慮しつつ
深さ分解能を最大限高めるために撮影角度を±20°に設計し
ており，ST-modeでは，高速撮影に特化し撮影角度を±7.5°
に設計している。
　また，断層面内の分解能を決定する画素サイズは，用途と
要求画質に応じて設計した。HR-modeでは，診断用途を想
定し，石灰化や腫瘤辺縁などの微小構造物の形状視認性を最

大限高めるために，小サイズ画素が望ましいが，1画素あた
りの到達線量が減りX線量子ノイズの影響で粒状が低下して
しまう。加えて，HR-modeでは撮影角度が広いため実効的
な乳房厚みが厚くなり検出器への到達線量が相対的に減少
する。これらのバランスを考慮して，HR-modeの再構成画
素サイズを100um/pixelに設計した。一方，ST-mode では，
検診用途を想定し，高速撮影と低線量撮影に特化するため，
大サイズ画素が望ましいが，病変の形状視認性が低下してし
まう。これらのバランスを考慮して，ST-modeの再構成画素
サイズを150um/pixel に設計した。
　二つのモードは，各々の深さ分解能に応じて，画像処理を
最適化している。HR-modeとST-modeでは深さ分解能に応
じて焦点面に写りこむ構造が異なるため，従来のマンモグラ
フィ画像に対して違和感の無い画像にするために，各面で合
焦した構造に対する強調量を最適化している。

2.2 読影スタイルに応じた二つの画像パターン
　従来のマンモグラフィ診断と同じ画質を要望するユーザー
のご要望と，乳房内部の微細構造をより明瞭に把握したい
ユーザーの要望の両方に応えるため，AMULET Innovalityの
Tomosynthesisには，従来のマンモグラフィ画像に合わせ
た画質とCT画像に合わせた画質の2 種類の再構成処理を搭
載している。Fig. 3に従来マンモグラフィと従来マンモグラ
フィ画像に合わせた画質：Pattern 1およびCT画像に合わせ
た画質：Pattern 2の画像を示す。Pattern 1は，低周波を残
す構成とした改良ramp fi lterを用い7），相対的に低周波を強
調して，従来のマンモグラフィ画像と近い自然な濃淡情報を
持たせた再構成処理となっている。また，Pattern 2は，CT
で一般的に使用されているramp fi lterをベースにしたフィル
タを用い，相対的に高周波を強調して，石灰化やスピキュラ
などの微細および線状構造をより明瞭に描出する再構成処理
となっている。
　AMULET InnovalityのTomosynthesisは，これら2種類の
再構成処理を簡便に選択し表示することができる仕様となっ
ている。

2.3 アーチファクトを抑制した独自再構成処理
　Tomosynthesis撮影の再構成処理として，CT と同様に
「Filtered Back Projection（FBP）法」と「逐次再構成法」が

Fig. 2　 Dual modes of AMULET Innovality tomosynthesis including 
exposure angles and depth resolution

Fig. 3　(left) Conventional mammography, (center) pattern-1 image 
quality similar to conventional mammography, and (right) 
pattern 2 image quality similar to CT imaging
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使われている。逐次再構成法は，FBP 法に比べて再構成に伴
う石灰化など高吸収体の周辺の黒帯状のアーチファクトや，
異なる焦点面の構造が写り込むリップルと呼ばれるアーチ
ファクトの低減が可能であり，近年活発に研究されている。
しかしながら，逐次再構成は膨大な演算量が必要で画像表示
までの時間がかかりすぎるという難点があった。
　これに対し，AMULET Innovalityでは，アーチファクトを
低減し，かつ直接変換型のFPDの鮮鋭性とノイズの特性を
生かした当社独自再構成処理の開発に成功した。Fig. 4に示
すように，当社独自再構成処理では周波数フィルタ処理を工
夫したことで，断層面の画像のコントラストが大きい部分で
も黒帯状のアーチファクトが発生していない8）。また，GPU
（Graphics Processing Unit:画像処理演算に特化した集積回
路）を使用した再構成処理と画像処理の並列化により，演算
時間の最小化も実現した（Table 2）。

2.4 Tomosynthesis の深さ分解能 9）

　AMULET InnovalityのTomosynthesisの 深 さ 分 解 能（Z-
resolution）はTable 1の性能となっている。EUREF（the Eu-
ropean Reference Organisation for Quality Assured Breast 
Screening and Diagnostic Services） のZ-resolution測 定 法
に従い，再構成画像のアルミニウム球の画素値と周辺画素
の平均値の差を測定し，Z-resolutionとして半値全幅（Full 
Width at Half modulation：FWHM）で測定した。

2.5 撮影時間を最小にしたシステム設計
　Tomosynthesisの撮影時間は，長時間圧迫による被験者の
負担増や体動による画像ボケにつながるため，撮影時間を最
小に抑えることが切望されている。
　AMULET Innovalityでは，高出力X 線照射，高速画像読み
出し，X線管の動作スピードと安全性を考慮した最適設計に
より，Tomosynthesis撮影の両モードの撮影時間を最小化し
ている（Table 2）。撮影終了から短時間での画像表示により，
ポジショニングの良否確認をいち早くおこなうことができ
る。

3. AMULET Innovality の X 線画像化および撮影
技術

　AMULET Innovality（Fig. 5）には，Tomosynthesis以外に
もマンモグラフィの検査の質を高めるために，直接変換型検
出器やAECにも当社独自の新規技術を搭載している。

3.1 低線量を実現した HCP 構造の FPD
　AMULET Innovalityでは，微小な石灰化まで描出する高解
像度の要求に応えるため，アモルファスセレン（a-Se）を使っ
た直接変換方式を採用している。また，短時間での連続複数
画像の取得を可能とするTFT方式の読取りを採用している。
　直接変換型TFT方式では，高精細化のために小画素化して
いくと，X線によって発生した信号電荷の収集効率（=感度）
が低下するトレードオフがあった。AMULET Innovalityでは

Fig. 4　Diff erences between the artifacts reconstructed via FBP and 
our unique reconstruction process

Fig. 5　AMULET Innovality

Table 1　Z-resolution of the tomosynthesis for AMULET Innovality

Table 2 Relationship between the exposure time and 
tomosynthesis mode in AMULET Innovality
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独自の画素電極形状を採用することで高精細化と高感度を両
立した。
　直接変換型TFT方式では電荷収集電極間に信号線と走査線
を配置しており，この電極間領域は電界強度が弱くなるため，
電荷収集効率の低下要因となる。われわれは従来の構造で，
画素電極間の対角の隙間で急激に電解強度が低下すること
を解析し，従来のTFT方式の正方画素構造よりも電極の角度
を広げつつ，画素間の隙間を最小にできる独自のHexagonal 
Close Pattern（HCP）構造が，最も効率よく電界強度の低
下を抑制し，効率よく電荷を収集できることをつきとめた。
Fig. 6に示すように，HCP構造では，電界強度が弱くなりや
すい画素間の対角の隙間において正方画素構造よりも高い電
界強度が維持されており，正方画素構造に対して感度を約
20%向上させることに成功した10）。

3.2 HCP 構造の FPD の画質性能
　上述のHCP構造FPDを搭載したAMULET Innovalityの画
質性能を正方画素構造FPDの「AMULET」と比較した。画質
性能の指標としてMTFとDQEをIEC62220-1-2標準に従っ
て測定した10）。

　Fig. 7にMTFの測定結果を示す。AMULET Innovalityの空
間分解能は，AMULETと同程度の高い空間分解能を有した。
Fig. 8にDQEの周波数依存性の測定結果を示す。AMULET 
Innovalityの0cycle/mmのDQEはAMULETと 比較して1.3
倍に向上した。Fig. 9に2cycle/mmのDQEの線量依存性の
測定結果を示す。AMULET Innovalityは，従来構造と比較
して，測定した全線量領域にわたってDQEが向上しており，
特にTomosynthesisで使われる0.5mRでのDQEを格段に向
上させることに成功している。
　AMULET Innovalityでは，1回のTomosynthesis撮影で15
枚の投影像を撮影するが，このHCP構造の直接変換型TFT
方式を採用したことで，各投影像あたりの線量を従来のマン
モグラフィ撮影の約7%まで低減してもノイズが抑制される
ことにより，Tomosynthesis画像として検査に十分な高画質
を達成した。

3.3 線量を適切に制御する Intelligent AEC （i-AEC）
　従来のAECでは，位置が固定された複数の測光領域（プ
レ照射によりFPDへの到達線量を計測して，本照射の線量
を決定する領域）の中から，入射X線の強度が最も低い領域
を自動選択することで，乳腺密度が最も高い場所に合わせた
線量を設定している。しかし，固定測光領域では，被写体や
ポジショニングによって，乳腺密度が最も高い場所の捕捉が
難しいケースがある。また，シリコーンインプラント等を含
む乳房では，インプラント領域を選択し，過大な線量値にな
るリスクがあるため，AECを使えないことがあった。
　AMULET InnovalityのIntelligent AEC（i-AEC）は，これらの
問題点を克服するため，プレ照射した画像を自動解析し，被
写体状況によらずに適切に乳腺領域を選択することで，線量
安定化を実現する技術である。Fig. 10に示すように，i-AEC
によって，インプラントの有無やポジショニングによらず適
切な乳腺領域が選択され，乳腺に合わせて適切に線量制御す
ることが可能になった。

Fig. 8　Measurement results for DQE using AMULET Innovality 
(hexagonal pixel) and AMULET (50 μ m square pixel) with 
W/Rh, 28 kV, Al 2-mm fi lter, and 5 mR in the conventional 
mammography imaging mode

Fig. 7　Measurement results for MTF using AMULET Innovality 
(hexagonal pixel) and AMULET (50 μ m square pixel) with 
W/Rh, 28 kV, Al 2-mm fi lter, and 5 mR in the conventional 
mammography imaging mode

Fig. 6　Schematics of the HCP and square pixel structures and their 
electrical-fi eld intensity
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4. AMULET Innovality の臨床研究結果

　当社は，AMULET Innovalityの臨床性能を研究機関の倫
理審査と患者同意を得て，以下の3段階で確認してきた。
AppendixにAMULET Innovalityの臨床研究結果の報告の一
覧を示す。
①従来マンモグラフィおよびTomosynthesis（HR-mode，
ST-mode）の撮影条件（管電圧と線量）を，手術直後の乳房
全摘出検体への複数水準の撮影画像と比較評価することで仮
決定した。
②仮決定した撮影条件の妥当性を実際の患者様へprospec-
tiveに適用させていただいて確認した。
③妥当性が確認された装置の臨床性能を定量的に確認した。
　AMULET InnovalityのTomosynthesis画像の有効性を示し
た臨床研究の例について以下に紹介する。

4.1 Tomosynthesis 追加の効果 11）

　マンモグラフィ画像にTomosynthesis画像を追加して得ら
れる臨床価値を明らかにするため，高画質で高分解能のHR-

mode（振り角±20°）と撮影時間が短く低被曝のST-mode（振
り角±7.5°）の二つの撮影モードの追加読影を比較した。
　対象は書面で同意を得た157例で，HR-mode79例，ST-
mode78例であった。日本でマンモグラフィ指導医の資
格を持つ読影医8人がマンモグラフィ画像単独読影後に
Tomosynthesis画像の追加読影を行い，病変所見や悪性度な
どを記載した。
　結果をFig. 11に示す。HR-modeでは感度が49%から58%
へ有意に上昇し（P<0.001），特異度は同等，ROC曲線下面
積は0.750から0.799へ有意に向上した（P=0.001）。ST-
modeでは感度が46%から54%へ有意に上昇し（P<0.001），
特異度は同等，ROC曲線下面積は0.750から0.779へ有意に
向上した（P=0.02）。Tomosynthesis画像の追加読影は，正
常症例を異常と診断することで発生する不要な追加検査を
増やさず，検査性能の向上に寄与することが示された。HR-
modeとST-modeの比較においては，感度と特異度に対して
差が認められなかったものの，ROC曲線下面積に対してHR-
modeの向上分が有意に大きかった（P<0.05）。
　感度が上昇した（従来マンモグラフィ画像では指摘困難

Fig. 9　Measurement results for the dose-dependence of DQE at 2 
cycle/mm using AMULET Innovality (hexagonal pixel) and 
AMULET (50 μ m square pixel) with W/Rh, 28kV, Al 2-mm 
fi lter, and 5mR in (top) the conventional mammography imag-
ing mode and (bottom) the tomosynthesis imaging mode

Fig. 10　Photometry areas for conventional AEC (top) and i-AEC (bot-
tom)

Fig. 11　Clinical performance of the HR and ST modes
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ながん症例をTomosynthesis画像の追加で指摘できた）HR-
modeの画像例をFig. 12に，ST-modeの画像例をFig. 13に示
す。HR-modeは深さ分解能が高いため，病変の辺縁構造をよ
り詳細に描出できるので精密検査での利用に適していると考
えられる。ST-modeは感度がHR-modeと同様に向上してお
り，かつ，撮影時間が短く照射線量も少ないことから，病変
の検出が重要な検診での利用に適していると考えられる。

5. Tomosynthesis の検査性能をさらに向上する
ための新しい画像処理技術

　Tomosynthesis画像の追加読影は従来マンモグラフィ画像
の単独読影に比べて検査性能を向上できることを示してき
た。一方で，Tomosynthesisには，従来マンモグラフィに追
加した撮影になるため被曝増加の課題がある。この課題に対
して，当社が開発したTomosynthesisの画質向上技術は，線
量低減にも寄与すると考えている。

5.1 Tomosynthesis 画像の線質と散乱線の影響の
補正処理

　Tomosynthesis撮影は，グリッドを退避した状態で従来の
マンモグラフィ撮影よりも高エネルギー条件でX線照射さ
れる。従来のマンモグラフィ撮影条件はタングステン陽極
/ロジウムフィルター，グリッド有であり，Tomosynthesis
の撮影条件はタングステン陽極/アルミフィルター，グ
リッド無である。このため，Tomosynthesis画像は，線質
や散乱線の影響により従来のマンモグラフィ画像よりもコ
ントラストが低くなる場合が多い。特に比較的厚い乳房の
Tomosynthesis画像でコントラスト低下が顕著である。そこ
で，Tomosynthesis画像のコントラスト低下問題を解決する
ために，線質と散乱線の影響を補正する技術を開発した。
　Tomosynthesis撮影で得られた投影画像と，投影画像を再
構成して得られる断層面の画像は，共に，線質と散乱線の影
響を補正する技術により，従来のマンモグラフィと同等のコ

ントラストに補正することができる。
　Fig. 14に従来マンモグラフィの撮影条件とTomosynthesis
の撮影条件でそれぞれ撮影されたRMI156ファントムの模擬
腫瘤とその背景のコントラストを示す。線質と散乱線の影響
を補正する技術により，Tomosynthesis画像のコントラスト
が従来マンモグラフィ画像のコントラストと同等にできてい
ることが分かる。

Fig. 12　Imaging of cancer: (left) conventional mammography and 
(right) the HR mode

Fig. 13　Imaging of cancer: (left) conventional mammography and 
(right) the ST mode

Fig. 14　Contrast of a simulated tumor mass in a RMI156 phantom 
and its background: (top) no correction for the radiation 
quality and scattered radiation and (bottom) corrected for 
radiation quality and scattered radiation
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5.2　超解像と逐次法を応用した再構成技術 12）

　Tomosynthesisは，腫瘤などの病変と乳腺との重なりを分
離して観察できるようになるため有用な情報が得ることがで
きるが，従来マンモグラフィと比較して劣る点も存在する。
被曝量の増加，焦点面以外の構造の写り込みおよび画像鮮鋭
度の低下である。これらの課題を解決するために，三つの主
要な要素技術を開発した。
　一つ目は，低線量撮影時の粒状改善技術である。撮影時に
線量を下げると検出器に到達するX線が少なくなるために量
子ノイズが相対的に増加し，信号がノイズに埋もれ読影しづ
らくなる問題がある。そこで，再構成時に「構造を持たない
ノイズ」成分を抽出し，これを低減することにより粒状性を
改善した。
　二つ目は，焦点面以外の構造の抑制技術である。Tomosyn-
thesisの投影角度が制限されていることを考慮して，投影プロ
セス時に必要な座標計算を最適化することで演算時間を大幅
に短縮し，さらにGPUを用いた超並列化演算により，実用的
な演算時間を実現した。
　三つ目は，鮮鋭度低下を防ぐ微細構造の復元技術である。
石灰化や乳腺構造等の微細構造の視認性を向上するため超解
像技術を再構成に応用した。
　Fig. 15にCDMAMファントム13）の，従来の再構成技術と，
それに対して線量を約40%低減して撮影して開発した技術
を用いて再構成した画像の，比較測定結果を示す。従来の再
構成技術で算出した曲線と，低線量撮影し開発した技術で算
出した曲線はほぼ一致しており，検出性能で劣らない結果と
なった。
　これらの要素技術を用いて開発した，新しいトモシンセシ
ス再構成（Iterative Super-resolution Reconstruction：ISR）
法とその臨床効果については，別の機会に報告する。

6.　Conclusion

　われわれは，AMULET Innovalityの二つの異なる撮影角度
のTomosynthesisモードが乳がん診断と検診の各々の用途に
対して有効であることを技術的側面および臨床的側面から概
説した。これらは，当社が新規に開発した独自のX線画像化
技術に支えられている。さらに，Tomosynthesis画像の線質
と散乱線の影響を補正する技術および超解像と逐次法を応用
した再構成技術により検査性能の向上や線量低減の可能性も
紹介した。当社は，AMULET Innovalityで，乳がん検査の性
能・精度向上に貢献すると共に，これからも診断技術のさら
なる向上に貢献していく。
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We developed a new management-assistance service called “ASSISTA Management” for radiology departments to analyze X-ray 
exposure results using a chart view and a list view. ASSISTA Management provides “Dashboard” and “Drilling-down” functions 
for intuitive analyses. We built a highly scalable system in the cloud using a scale-out design for system extension based on user 
growth. In this paper, we introduce ASSISTA Management’s features, intuitive user interface, and cloud architecture.

Abstract

1. はじめに

　近年，医療現場におけるデジタル化は急激に進行しており，
X線撮影の領域においてもCR（Computed Radiography）や
DR（Digital Radiography）の普及が進み，ワークフローが
大きく改善されてきた。CR/DRではアナログフィルムでの
撮影とは異なり，デジタル処理であるが故に撮影線量や再撮
影等の状況が把握しづらくなっている。
　また，先進国においては病院の収益性改善や患者サービス
レベル改善が重要なテーマとなっており，放射線科において
も生産性向上が強く求められつつある。
　そこでわれわれは，当社CR/DR撮影装置の画像処理ユニッ
ト（コンソール）に蓄積された撮影実績を集約し，検査実績
や写損状況，撮影条件などをグラフ／リストで可視化し分析
できるサービス「ASSISTA Management」を開発した。

2. サービス概要・特徴

　Fig. 1にASSISTA Managementのシステム構成を示す。病
院内の各撮影室の撮影実績は，各撮影室のコンソールから院

内に設置されたASSISTA Management用の管理PCへと集約
される。集約された撮影実績は，匿名化により個人情報が削
除された上で，リモートメンテナンス用のセキュア回線を通
じてクラウド上に構築されたサーバへアップロードされる。
アップロードされた撮影実績は，管理PCよりWebブラウザ
を通じてグラフ／リストの形で可視化され，さまざまな切り
口で分析することができる。
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2.1 分析機能
　ASSISTA Managementには，大きく分けて「検査実績分析」，
「撮影条件分析」，「写損分析」，「撮影機器稼働分析」の四つ
の分析機能が存在する。以下，各分析機能について説明する。

2.1.1 検査実績分析
　検査実績分析では，検査数・撮影数を曜日毎，時間帯毎，
性別毎，依頼科毎，撮影室毎などの切り口で分析することが
できる。これにより，X線撮影業務の繁閑を可視化し，人員
配置/シフトを最適化することができ，患者待ち時間短縮へ
の貢献が期待できる。

2.1.2 撮影条件分析
　撮影部位やメニュー毎の撮影条件の統計値と撮影画像を併
せて表示することで最適な撮影条件を決定し，患者被ばく線
量低減を支援することができる。

2.1.3 写損分析
　撮影部位毎，メニュー毎，撮影技師毎などの切り口で写損
数，写損率を分析することで，写損発生頻度の高い撮影を特
定することができる。さらに，写損画像と再撮影画像を同時
表示し，写損低減のための撮影技術検討に活用することがで
きる。

2.1.4 撮影機器稼働分析
　撮影機器の使用頻度や撮影室の稼働率を年毎，月毎，週毎，
曜日毎などの切り口で分析することができ，稼働率の底上げ・
平準化を支援することができる。

2.2 直感的なユーザ・インタフェース
　ASSISTA Managementでは，統計解析に特別な知識がな
くとも直感的に使用できるようユーザ・インタフェースに
「ダッシュボード」「ドリルダウン」の二つの要素を取り入れ
た。

2.2.1 ダッシュボード
　ASSISTA Managementにログインした際には，ダッシュ
ボードが表示され，当日の写損状況，検査実績が表示される
（Fig. 2）。それぞれ撮影室毎，撮影技師毎などの切り口で件

数が表示され，時間帯毎の状況も把握できる。これにより，
多忙な放射線科の技師長各位がX線撮影の現場において今何
が起きているのか画面操作せずに一目で把握することを可能
とする。また，より詳細な情報が必要な場合には，各グラフ
をクリックすることで絞り込み条件や対象期間を変更して詳
細な分析ができる。

2.2.2 ドリルダウン
　ASSISTA Managementでは，各グラフの特定の表示領域
をさらに別の切り口で分析するドリルダウンの機能を提供
する。Fig. 3では，検査数の分析におけるドリルダウンの操
作フローを示す。（1）では曜日毎の検査数を表示している。
この中で最も検査数の多い木曜日について依頼科毎の検査数
を表示したのが（2）である。（2）において最も件数が多い
救急外科について，時間帯毎の検査数を表示したのが（3）
である。（3）より，最も検査数の多い木曜日において，最
も件数が多いのは緊急外科の検査であり，7時台が最も忙し
いことが分析できた。
　このように，ASSISTA Managementではドリルダウンによ
り，ユーザの関心事を直感的に絞り込み，データの深掘りや
別視点からの分析を簡単な操作で実現することができる。

3. クラウドでのシステム構築

　ASSISTA Managementの開発においては，速く小さくシス
テムを構築し，ユーザ数の増加に合わせた柔軟な拡張を実現
するためクラウドを採用した。
　自社データセンターに物理サーバを設置しシステム構築す
る従来のオンプレミス構成では，容易にサーバ増設ができな
いため，既存サーバのCPUやメモリを強化しシステム処理
能力を向上するスケールアップが用いられてきた。
　一方，仮想化基盤上に構築されたクラウドでは，使用する
サーバ台数の増減に対する制約が少ないため，ユーザ数やア
クセス数によりサーバ台数を増やすスケールアウトが容易に
実現できる（Fig. 4）。
　また，クラウドでは仮想化によるスケールメリットが働く
ため，1サーバ当たりのコストがオンプレミスより低く抑え
られるという特徴がある。
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3.1 アプリケーションサーバのスケールアウト
　ユーザからのリクエストに応じて分析結果を応答するア
プリケーションサーバは，Fig. 5のようにロードバランサを
設置し，リクエストを複数のアプリケーションサーバに分
散して送信することでスケールアウトを実現する。この際，
特定ユーザからの一連のリクエストが複数の異なるアプリ
ケーションサーバに送信された際にも，正しく応答する必
要がある。このため，アプリケーションサーバは状態を保
持しないステートレスなサーバとする必要がある。ASSISTA 
Managementでは，撮影実績を保存するデータベース，ログ
イン情報を保持するセッションサーバ，ファイルを保存する
ストレージはアプリケーションサーバの外部に配置してい
る。これにより，アプリケーションサーバはステートレスと
なり負荷状況に応じて自由に増減することが可能となる。

3.2 データベースのスケールアウト
　ASSISTA Managementでは，利用する施設数，データ保存
期間それぞれの増加に応じてデータベースに保管する撮影実
績テーブルのレコード数が増大していく。
　Fig. 6は，撮影実績の全レコード件数のうち5万件を撮影

部位毎に集計する際，全レコード件数に応じて応答時間がど
のように推移するかを示したものである。このように，集計
対象のレコード数が一定にも関わらず，母集団となるレコー
ド件数が増加するに当たり応答時間が長くなることが分か
る。したがって，応答性能を確保するためには，施設数，デー
タ保管期間それぞれの増加に対して，1テーブル当たりのレ
コード数が一定範囲を超えないようにスケールアウトする設
計が必要となる。

3.2.1 施設毎のテーブル分割
　施設数の増加によるテーブル毎のレコード数増加を抑制す
るため，データベース内では施設毎にスキーマを設け，撮
影実績などのテーブルはスキーマ毎に配置する設計とした
（Fig. 7）。これにより，各テーブル内には1施設分の撮影実
績のみが保存されるため，施設数の増加に伴うレコード数の
増加は発生しない。
　また，各データベースサーバに配置する施設数を固定する
ことで，施設数の増加に応じてデータベースサーバが増加し
スケールアウトする設計を実現した。

Fig. 7　Database schema design

Fig. 5　Scale-out design of the application server

Fig. 6　Response time according to the number of records in the 
analysis of “exposure count”

Fig. 4　Diff erence between “scale up” and “scale out”

18 放射線部門管理支援サービス「ASSISTA Management」の開発



3.2.2 テーブルのパーティショニング
　データ保存期間の増加によるテーブル毎のレコード数増加
を抑制するため，巨大なテーブルをデータベース内部で複数
テーブルに分割するパーティショニングを採用した。
　Fig. 8では，施設毎の撮影実績テーブルにおけるパーティ
ショニングを示す。撮影年をキーとしてパーティションを分
け，2016年の撮影データは2016年のパーティションへ保
存されるようにする。このため，データベースでの集計の際
に対象となる期間のパーティション以外を参照する必要がな
くなるため，データ保管期間の増加による応答性能の劣化を
防ぐことができる。
　また，一定期間が経過したデータをデータベースから削除
する際も，削除対象となるパーティションのみを高速に削除
することが可能となり，長期的な運用においてもメリットが
大きい。

4. まとめ

　これまで紹介してきたように，ASSISTA Managementでは
「ダッシュボード」「ドリルダウン」により，「検査実績分析」，
「撮影条件分析」，「写損分析」，「撮影機器稼働分析」などを
直感的な操作で実現した。また，スケールアウト設計を用い
ることで，ユーザ数の増加に合わせた柔軟な拡張を可能とす
るシステムをクラウド上に構築した。
　今後の課題として，より病院の収益性改善や患者サービス
レベル改善に直結するコンテンツを追加していくことによ
り，放射線科におけるさらなる生産性向上を実現するサービ
スを提供していきたい。

商標について

・本報告中にある「ASSISTA」は，富士フイルム（株）の登
録商標です。

・その他，本論文中で使われている会社名，システム・製品
名は，一般に各社の商標または登録商標です。
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We developed a next-generation laser-scanning system that exhibits suffi cient versatility for use in life sciences research. In this 
report, we describe the confi guration of the system and the features of its scanner optics, new functionalities, and user-friendly 
graphical user interface (GUI). This system has been made commercially available as “Amersham Typhoon” and “Amersham 
Eraser” by GE Healthcare.

Abstract

1.	 はじめに

　生化学，分子生物学分野において，放射性同位体（以下，
RI）や蛍光色素で標識したタンパク質やDNA，RNAを電気
泳動により分離し，その分離パターンを画像化して解析する
手法がよく用いられる。また，創薬分野においては，RI標
識した薬物をマウスなどに投与し，その体内分布を画像化し
て薬物動態を解析する手法が用いられる。
　富士フイルムのライフサイエンス用レーザスキャナ開発
は，RI標識したサンプルの画像化を目的に始まった。1987
年，医療用X線画像解析装置であるFCRシステムの技術を
ベースに，RI露光したイメージングプレート（フォスファ
スクリーン）をスキャンし，画像化する装置として「BA-
100」を開発した。BA-100は主に市場探索が目的であったが，
1989年，「BAS-2000」の開発により市場を確立し，その後
BASシリーズを展開した。さらに1997年には，写真プリン
トシステムで実用化した当社開発の青レーザ，緑レーザを搭

載した「FLA-2000」を開発することで，蛍光物質で標識した
サンプルの画像化にも対応し，FLAシリーズへと発展させた。
　2009年からは，富士フイルムはGEヘルスケアバイオサ
イエンス（株）とバイオサイエンス分野の画像解析システム
の事業についてグローバル提携し1），レーザスキャナタイプ
の画像解析装置「Typhoon FLA7000/9000/9500」，および
イメージングプレートの潜像を消去するための消去機「FLA 
Image Eraser」を富士フイルムが開発，製造し，GEヘルス
ケアにて販売してきた。
　これらの後継機種として，新たなコンセプトで検出感度
の改善・多用途性・使いやすさを追求した新世代レーザス
キャナシステム「Amersham Typhoon」シリーズ，消去機
「Amersham Eraser」を開発し，2016年10月にGEへルスケ
アより販売を開始した。本報告ではそのレーザスキャナシス
テムの構成・スキャナ光学系・新機能・使いやすいGUIにつ
いて，その特徴を紹介する。
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Fig. 1　External appearance of Amersham Typhoon and Amersham Eraser
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Table 1　Specifi cations of Amersham Typhoon

Table 2　Specifi cations of Amersham Eraser

Fig. 2　Overview of the internal structure of Amersham Typhoon Fig. 3　Overview of the internal structure of Amersham Eraser

Table 3　Sample stage and application
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2.	 システム構成

　Amersham TyphoonおよびAmersham Eraserの外観を
Fig.1に示す。Amersham Eraserはサンプルステージ（後述）
を保管するためのキャビネットの上に載せ，Amersham 
Typhoonと並べて配置することが可能であり，全体で
統一感のあるデザインを実現している。なおAmersham 
TyphoonおよびAmersham Eraserの主な仕様を，それぞれ
Table 1,Table 2に示す。
　Amersham Typhoonは，サンプルステージにセットされ
たサンプルにレーザ光を照射しながら，光学ヘッドを2次元
に走査し，その発光を高感度な検出器（PMT：高電子増倍管）
を用いて検出することで，画像化するスキャナタイプの画像
解析装置である。Amersham Typhoonの内部構造の概略を
Fig .2に示す。
　Amersham Typhoonには，イメージングプレートの輝
尽発光を検出するPhosphor imagingモードに対応した
「Amersham Typhoon IP」，Phosphor imagingモ ー ド に 加
えてRGB蛍光色素で標識したサンプルの蛍光を検出する
Fluorescenceモード・染色したサンプルを可視検出する
Densitometryモード・レーザを点灯せずに化学発光基質で
標識したサンプル自身の発光を検出するChemiluminescence
（Dark scan）モードにも対応した「Amersham Typhoon 
RGB」，さらに近赤外（NIR）蛍光色素で標識したサンプルの
検出にも対応した「Amersham Typhoon 5」があり，ユーザ
の研究用途に合わせて必要な機能を搭載したタイプを選択す
ることができる。このため，レーザは最大5個まで，フィル
タは最大8個まで，PMTは最大2個まで搭載可能となってお
り，アプリケーションに応じて必要なユニットを搭載した最
適なシステム構成に対応できる。また，Amersham Typhoon 
IP・RGBからは，レーザ・フィルタ・PMTを追加すること
により，ユーザ先でのアップグレードが可能である。
　Amersham TyphoonではTable 3に示すように，多様なア
プリケーションに応じて，3種のサンプルステージを提供し
ている。

　イメージングプレートのスキャンに使用するIPステージ
では，イメージングプレートの露光面をステージに接触させ
ずにスキャンできる構造とし，イメージングプレートからの
RIのコンタミネーションを防止している。
　電気泳動されたゲルや，ウェスタンブロッティング法によ
り転写したメンブレンのスキャンに使用するフルオロステー
ジでは，自家蛍光の少ないガラスを使用し，検出感度の低下
を防いでいる。
　マルチステージは，可動式ガイドプレートの位置を調節す
ることで，多様な用途に対応することができ，DIGE（ディファ
レンスゲル電気泳動）ゲルカセット・タイタープレート・ス
ライドガラス・ラージガラスカセット（33×42cm）のスキャ
ンに使用される。なおユーザビリティを考慮し，DIGEゲル
カセットは最大2個まで，タイタープレートは最大9個まで
搭載可能となっている。
　Amersham Eraserは，イメージングプレートに光を照射し，
その潜像を消去する装置である。Amersham Eraserの内部
構造の概略をFig. 3に示す。従来機では，消去用光源に蛍光
管を用いていたが，Amersham Eraserでは新規にLEDを採
用することで，消費電力の大幅な削減（従来比：25%）と長
寿命化，および均一性の高い面光源と装置の大幅な薄型化を
実現した（従来比：47%）。

3.	 スキャナ光学系

　Amersham Typhoonでは，検出感度を高めるためスキャ
ナ光学系の最適化を行った。これにより，より微弱な信号レ
ベルの検出に対応した。以下にその特徴を示す。

3.1	 集光効率向上　
　レーザ，レンズ，ミラー，フィルタ，PMT等で構成する
スキャナ光学系を新たに開発した（Fig. 4）。光学ヘッドが
XY方向に移動し，その走査領域全域（46×40 cm）で，サ
ンプルからの蛍光などの信号光を効率よくPMTに集光する

Fig. 4　Overview of the scanner optics
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ことができるように光学シミュレーションで最適化した。さ
らに，ミラーは通常の金属膜コートではなく，高効率化のた
め広帯域の誘電体多層膜コートとしており，総合して従来比
2倍以上の集光効率を実現している。

3.2	 レーザとフィルタの最適化
　Phosphor imagingに使用するイメージングプレート（輝
尽性蛍光体BaF（Br・I）：Eu）の輝尽励起スペクトルと発光
スペクトル，および励起レーザ波長とフィルタ特性をFig. 5 
に示した。従来機と同様に最適なレーザ波長，フィルタ特性
としている。
　Fig. 6には，蛍光色素Cyシリーズ（Cy2, Cy3, Cy5）のス
ペクトル，および，レーザ波長，蛍光フィルタ特性につい
て，それぞれ示した。Cy2の励起スペクトルは489nmにピー
クがあり，従来は473nmLDを使用していたが，Amersham 
Typhoonでは，より高感度化のため488nmLDを採用した。
　Cy2, Cy3, Cy5が共存するサンプルでは，クロストークが
小さいことも重要である。例えば，488nmLDとCy2用蛍光
フィルタ（525BP20）の組合せでCy2蛍光を検出する時に
Cy3蛍光が混入（クロストーク）すると正確な蛍光検出がで
きない。このため，蛍光が高感度で検出でき，かつ，クロス
トークが小さくなるように，レーザ波長と蛍光フィルタ特性
の関係を最適化した組合せとしている。
　また，近赤外領域においては，励起波長（ピーク）が
670nmから700nmの蛍光色素と770nmから800nmの蛍
光色素を主な対象として，高感度で蛍光が検出でき，かつ，
クロストークが小さくなるように設計した。具体的には，
685nmLDと720BP20フィルタ，785nmLDと825BP30フィ
ルタの組合せとしている。

3.3	 検出器の最適化
　主な蛍光波長ごとに，PMTの量子効率の改善比（従来機
を1.0とした場合）をFig. 7に示す。特に700nmを超えた近

赤外領域では量子効率が10～ 100倍程度に改善しており，
感度とS/N比（信号対雑音比）の大幅な向上に寄与している。

4.	 新機能

4.1	 PMT高圧値自動設定機能
　PMTを使用したスキャナでは一般的にPMT高圧値の設定
が低すぎると見たい信号が見えず，高すぎると見たい信号が
飽和してしまう。Amersham Typhoonでは低解像度で短時
間のスキャン（プレスキャン）を行うことで自動的にPMT
高圧値を算出する，オート機能とセミオート機能を新規搭載
した。
　オート機能では，プレスキャン全体画像の最大信号強度か
ら決定されたPMT高圧値で自動的にスキャンすることがで
きる。
　セミオート機能では，ユーザがプレスキャン画像を見なが
ら，PMT高圧値を決定できる二つの機能を搭載した。一つ

Fig. 5　Spectral characteristics: 
         PSL (photostimulated luminescence) excitation (ex.) and 

emission spectra (em.) of the imaging plate and the 
wavelength of the excitation laser and emission fi lter

Fig. 6　Spectral characteristics: excitation (ex.) and fluorescence 
emission spectra (em.) of the Cy dyes and the wavelengths 
of the excitation lasers and emission fi lters

Fig. 7　Ratio of quantum-effi  ciency improvement

FUJIFILM RESEARCH & DEVELOPMENT (No.62-2017) 23



はプレスキャン画像上で選択された領域の最大信号強度から
PMT高圧値を算出する機能である（Fig. 8）。 これによりユー
ザは見たいバンドに適したPMT高圧値を自動的に決定して
スキャンすることができる。もう一つはルーラによって設定
される任意のPMT高圧値での予想画像を表示する機能であ
る（Fig. 9）。これによりユーザは画像の全体の強度分布を把
握しながらPMT高圧値を決定してスキャンすることができ
る。

4.2	 オーバーレイ表示
　Amersham Typhoonでは，多重蛍光標識されたサンプル
のスキャン後に3色までのオーバーレイ表示をする機能を搭
載した。Fig. 10に示すように，単色での表示，2色の重ね合
わせ表示，3色の重ね合わせ表示が可能である。

4.3	 光学濃度計測
　Amersham Typhoonでは，従来のデジタイズ撮影機能に
加え，CBB染色されたゲルに対する相対OD値（光学濃度値）
の計測機能を追加した。

　相対OD値計測にはFig. 11に示すように，フルオロステー
ジと，デンシトメトリ用のスペーサおよび蛍光板を用いる。
スペーサは蛍光板とゲルの直接接触によるコンタミネーショ
ンを防いでいる。励起光はゲルを透過し，蛍光板を励起する。
励起された蛍光は再びサンプルを透過し，PMTに集光され
る。この過程で光はサンプルを2回透過するため，集光され
る光も実際のサンプルのOD値の約2倍減衰する。この減衰
を考慮した新規アルゴリズムの開発により，実サンプルの相
対OD値の計測機能を実現した。

4.4	 スロースキャンモード
　さらなるノイズ低減のため，オーバーサンプリングとス
ロースキャンを組合せたスロースキャンモードを開発した。
オーバーサンプリングは，画素あたりのサンプリング時間よ
りも短い時間で同一画素を複数回サンプリングし，平均化す
ることでノイズを低減する。スロースキャンモードでは，画
素あたりのサンプリング時間を伸ばしてサンプリング回数を
増やすことで，S/N比の高い画像を実現した。

Fig. 8　Semi-auto prescan: (1) area of interest 
and (2) calculated PMT

Fig. 9　Semi-auto estimation: (1) ruler and (2) simulated image

Fig. 10　Overlay view Fig. 11　Overview of the densitometry system
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5.	 使いやすいGUI

5.1	 GUI
　Amersham Typhoonでは，これまでのTyphoon  FLAシ
リーズとの統一性を保ちつつ，前述したPMT高圧値自動設
定等の新しい機能を搭載し，分かりやすいGUIを実現した。
Fluorescenceモードの読み取り条件設定画面とプレスキャン
後の画像表示画面の一例を，それぞれFig. 12およびFig. 13
に示す。

5.2	 搭載フィルタ自動認識
　Amersham Typhoonでは，搭載フィルタを自動認識する
機能を搭載した。これによりフィルタ交換により搭載フィル
タが変更されても，Fig. 12, Part（3）に示すように，GUI画
面上に自動で反映される。

Fig. 12　Fluorescence set up screen

5.3	 出力ファイルフォーマット
　Amersham TyphoonではFig. 12, Part（2）に示すように，
ユーザの用途に合わせて，三つのファイルフォーマット（gel・
img・tif）が選択可能である。 gelファイルは信号強度が
Square-root スケールに変換されており，従来のTyphoon 
FLAシリーズよりサポートされているフォーマットである。
imgファイルは信号強度がlogスケールに変換されており，
BASシリーズで使用されていたフォーマットである。 tifファ
イルは定量解析には使用しない汎用的なファイルフォーマッ
トである。 Imaging modeと出力可能なFile formatの関係を
Table 4に示す。

5.4	 Intensity表示
　Amersham Typhoonでは，スキャンまたはプレスキャン完
了後，画像上でユーザが選択した領域の信号強度（Intensity）
を表示する機能を搭載した。Fig. 14に示すように，画像上
で見たい領域を選択すれば，その領域内の最大信号強度を簡
単に確認することができる。
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Fig. 14　Intensity display (after the scan): (1) area of interest and (2) maximum intensity

Fig. 13　View of the image screen （after the prescan）

Table 4　Imaging mode and fi le format
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6.	 まとめ

　新しいコンセプトで検出感度の改善・多用途性・使いや
すさを追求した新世代レーザスキャナシステムAmersham 
TyphoonおよびAmersham Eraserを開発した。
　Amersham Typhoonでは，さまざまなアプリケーション
に対応できるよう三つのタイプを提供し，レーザ等のユニッ
トを追加することで高機能タイプへのアップグレードが可能
な構成とした。Aemrsham Eraserは大幅な薄型化を実現し，
サンプルステージを保管するためのキャビネットと合わせ，
システムとして統一感のあるデザインを実現した。
　検出感度の改善として，スキャナ光学系を最適化し，PMT
への集光効率向上，レーザとフィルタの分光特性の最適化，
PMTの量子効率改善により，より微弱な信号レベルの検出
に対応した。
　また新機能として，プレスキャン画像から自動的にPMT
高圧値を算出するオート，セミオート機能，多重蛍光標識サ
ンプルの画像を重ね合わせて表示するオーバーレイ表示機
能，染色したサンプルを定量するための光学濃度計測機能，
オーバーサンプリング技術を使用しさらなるノイズ低減のた
めのスロースキャン機能を搭載し，多用途性を充実した。
　GUIについては，これまでのTyphoon FLAシリーズとの統
一性を保ちながら新しい機能を搭載し，分かりやすく，使い
やすいユーザインターフェースを実現した。搭載フィルタの
自動認識機能，ユーザ用途に合わせた三つの出力ファイル
フォーマット，スキャン画像の信号強度を簡単に確認できる
Intensity表示に対応し，さらなる使いやすさの向上を実現し
た。
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1.	 はじめに

　近年，一般X線撮影において，デジタルX線ディテクタ“Flat 
Panel Detector”の普及に伴い，一般X線画像の高画質化が加
速し，同時に普及が進むモニタ診断により，撮影・診断現場
での業務ワークフローの効率化が進んでいる。一方，より診
断しやすい画像として，コントラストの向上を要望されてい
るが，画像のコントラストを高くすることは，厚さが異なる
被写体領域全体の可視化，および粒状性と相反するため，高
いコントラストで，かつ診断に適した画像を提供するのは困
難であった。
　そのため，診療現場では，被写体内で特に注視すべき関心
領域に対し，撮影条件の調整や，濃度・コントラスト調整を
併用するなど，診療現場のノウハウに頼る面もあった。
　そこで，上記課題を解決する画像処理「Dynamic 
Visualization II（以下Dynamic処理）」を開発した。本稿では，
最初に従来処理の課題と，それを解決するDynamic処理の
技術を紹介する。続いて，物理実験と臨床画像への適用結果
に基づいて，Dynamic処理の効果を示す。

2.	 Dynamic	Visualization	IIの特徴

　富士フイルムでは，1983年のFCR（Fuji Computed Radi-
ography）登場時から，関心領域の高コントラスト化と，低
ノイズ，被写体全体の可視化という課題に取り組んでいる。

Dynamic処理では，人体の立体構造を推定する最新の認識技
術を導入することで，FCRから続く画像処理を進化させた。
　従来処理では，①体型によってコントラストが一貫しない
こと，②体厚差が大きい被写体で被写体全体を可視化できな
いこと，③臓器全体や大きな骨構造などに対応する低周波構
造を強調できないこと，④強調を強めるとノイズ成分も強調
され，撮影条件によっては視認性向上に繋がらないこと，が
問題であった。Dynamic処理では，濃度・コントラスト安定
化処理に，人体を透過したX線情報から，被写体の体厚や組
成を認識する立体構造推定技術を導入することで①②を，周
波数強調処理の適用範囲を拡大することで③を，3章で後述
する粒状改善技術と組合せることで④を解決している。以降
で各処理技術の詳細を説明する。

2.1	 濃度・コントラスト安定化処理
　従来処理では，被写体領域全体を描出するために，画像の
ヒストグラムから被写体領域の最大画素値，最小画素値を推
定し，これらを，所定の画素値に変換して出力できるように，
出力濃度とコントラストを決定していた。これにより，特に
大柄の人では，被写体の最大画素値と最小画素値の差が広が
るため，コントラストが低下した（Fig. 1）。さらに，厚い被
写体によるX線吸収効果や，線質硬化，散乱線などの物理現
象の影響で，骨や臓器とその周囲とのX線吸収量の差が，標
準体型の人と比べると小さくなることにより，コントラスト
の低下が顕著になった。
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　そこで，Dynamic処理では，標準体型を想定したコントラ
ストに固定することで，物理現象に起因するコントラストの
変動のみを描出できるようにした。また，被写体領域を認識
することで得られる，体厚に関連する情報に基づいて，ダイ
ナミックレンジ圧縮（DR圧縮）の量を制御することで，被
写体全体の可視化を両立した（Fig. 2）。
　また，Dynamic処理の濃度制御は，疾患の病期を濃度変化
として捉えられるように，例えば，観察したい部分が骨の場
合，骨近傍の軟部組織の領域で濃度を合わせるようにした。
　これらを，高精度に実現するためには，被写体の体厚や組
成情報を正確に把握する必要がある。そこで，画像解析技術
として，照射野外領域（Fig. 3a），直接X線領域（Fig. 3b），
骨部領域（Fig. 3c），金属領域（Fig. 3d）の認識技術を開発した。
画像認識には，機械学習の一手法であるAdaBoostを用いた。

入力画像の各画素において，着目画素およびその周辺領域画
素から，認識対象に関連する特徴量を算出し，AdaBoostで
予め学習された判別器を使用して画素毎に認識した。そして，
各領域の認識結果を組み合わせることで，濃度やダイナミッ
クレンジ圧縮の制御に必要な領域が正確に検出可能となっ
た。
　Fig. 4に，本処理方式の効果を示す。Fig. 4aの標準体型の例
では，従来処理に対し，Dynamic処理も，ほぼ同じ濃度・コン
トラストを実現している。Fig. 4bの大柄体型の例では，従来
処理で見られるコントラスト低下を抑制しつつ，画像が飽和
することなく，適正な濃度で被写体全体を可視化できている。

Fig. 1　Contrast control method of conventional processing Fig. 2　Contrast control method of Dynamic Visualization II

Fig. 3　Image recognition of Dynamic Visualization II

Fig. 4　Difference in contrast control effect of conventional 
processing and Dynamic Visualization II
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2.2	 周波数強調処理
　従来のマルチ周波数処理では，自然かつ鮮明な画像で読影
できるようにするため，入力画像を空間周波数が異なる複数
の画像成分に分解し，各帯域の画像成分の強調量を調整する
ことで，デジタル画像処理の不自然さをなくし，診断しやす
い画像にした（Fig. 5）。
　しかし，従来処理では，強調可能な空間周波数成分が中
高周波に限定されており，臓器全体や大きな骨構造など，
低周波構造成分の強調は十分にできなかった（Fig. 6a）。
Dynamic処理では，従来のマルチ周波数処理をさらに進化さ
せ，超低周波成分まで，強調量を最適化することにより，大
きな被写体構造でも視認性の向上を可能にした（Fig. 6b）。
　また，従来処理では，淡い信号を強調するために，強調量
を大きくすると，金属周辺にアーチファクトが生じることが
あった（Fig. 7a）。そこで，Dynamic処理では，強調特性を
見直し，淡い信号の視認性向上とアーチファクト抑制を両立
させた（Fig. 7b）。

3.	 粒状改善技術

　周波数強調処理などで画像のコントラストを上げると，同
時にノイズも目立つようになるため，撮影条件によっては，
被写体構造の視認性向上に繋がらない場合がある。このよう
なケースでは，粒状改善処理により，構造を持たないノイズ
成分を抽出して低減することで，画像の粒状度を改善し，被
写体構造の視認性を向上させることができる。
　従来の粒状改善処理（FNC：Flexible Noise Control）は，
単純な点や線構造のみからなる構造パターンに基づいて，ノ
イズ成分を抽出していたが，Dynamic処理と組み合わされる
新しい粒状改善処理（FNC2）では，線構造が交差するような，
複雑な構造も認識可能となり，ノイズと被写体構造の分離性
能が向上した。そして，認識した構造パターンに応じたフィ
ルタを適用することで，被写体構造に重なったノイズ成分を
低減している（Fig. 8）。Dynamic処理と，FNC2とを組み合
わせることで，ノイズ成分を目立たせることなく，被写体構

Fig. 5　Processing fl ow of multi-frequency processing

Fig.  6　Effect  of  extremely low spat ia l  f requency image 
enhancement

Fig. 7　Artifact around big edge with high enhancement

Fig. 8　Processing which separates noise from body structure
Fig. 9　Eff ect of FNC2 (new fl exible noise control)
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造の視認性を向上できるようになった。
　Fig. 9に，胸部を撮影した臨床画像に対してFNC2を適用
した結果を示す。FNC2を適用したFig. 9bは，適用前のFig. 
9aと比較して，被写体構造の信号を消すことなく，粒状度
が大幅に改善されていることがわかる。

4.	 物理指標による定量評価

4.1	 X線吸収差が小さい構造間のコントラスト改善
効果

　腰椎など，従来処理では十分なコントラストで描出できな
かった部位でも，Dynamic処理によって，視認性の向上が可
能である。この効果を，骨部を模した骨塩ファントムを使っ
て示す。腰椎撮影を想定し，Fig. 10のように，骨塩ファント
ムを挟み込んだ合計20cm，30cm，40cm厚のファントムを，
20cm厚においては，80kVと90kV，30cm厚では90kVと
100kV，40cm厚においては100kVと110kVの管電圧で撮影
した。そして，撮影画像に対して，従来処理とDynamic処理
を適用し，骨塩部分とその周辺部との画素値差を計測した。
　計測結果をFig. 11に示す。Dynamic処理によって，骨塩
ファントム近傍のコントラストは，アクリル厚や撮影条件に

よらず向上した。Fig. 12は，合計30cmのアクリルで挟ん
だ骨塩ファントムを，100kVで撮影した画像例である。Fig. 
12aの従来処理画像に比べ，Fig. 12bのDynamic処理画像は
骨塩部周辺がより視認しやすくなっている。

4.2	 体厚差がある被写体における被写体全体の可視
化効果

　Dynamic処理は，体厚などに応じてダイナミックレンジ圧
縮量を制御することによって，被写体全体を可視化できる。
これにより，例えば胸腰椎画像において，肺野内に写る胸椎
と，厚い軟部と重なる腰椎のいずれも，高いコントラストで
描出できるようになる。この効果を示すため，Fig. 13のよ
うに，肺野内の胸椎部を模した合計10cm厚のアクリル，肺
野外への移行部を模した合計25cm厚のアクリル，腰部を模
した合計35cm厚のアクリルそれぞれに，厚さ1cmのアクリ
ルステップを挟みこんで撮影した。そして，撮影画像に対し，
25cm厚部分の出力濃度が揃うように従来処理とDynamic処
理を適用後，アクリルステップ領域内外のコントラストを計
測した。
　結果，Fig. 14のグラフのように，Dynamic処理を適用し
た画像は，アクリル厚によらず，アクリルステップのコン

Fig. 10　Layout of bone mineral phantom and contrast measure-
ment method Fig. 11　Contrast of bone mineral phantom

Fig. 12　100-kV image example of 30-cm thickness phantom Fig. 13　Layout of step phantom and contrast measurement method
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トラストが向上した。画像例をFig. 15で示す。Fig. 15bの
Dynamic処理画像は，Fig. 15aの従来処理画像と比較して，
35cmアクリル部，10cmアクリル部のいずれも，コントラ
ストが向上し，視認性には大きな差が認められた。

4.3	 粒状性
　4.1の実験で撮影した，Fig. 12の骨塩ファントム画像にお
いて，Dynamic処理とFNC2を組み合わせた画像と，従来処
理とFNCを組み合わせた画像とで，コントラストノイズ比
（CNR）を比較した。比較結果をFig. 16に示す。Dynamic処
理とFNC2との組合せ画像は，従来処理とFNCとの組合せ画
像と比べて，撮影条件や被写体厚によらず，CNRが向上した。
この結果から，コントラストを上げても，粒状悪化が抑えら
れ，被写体の視認性向上が期待できる。

5.	 臨床画像への適用結果

5.1	 コントラスト向上および被写体全体可視化の
効果

　Dynamic処理の画像例を図に示す。Fig. 17は股関節軸位
の画像である。Fig. 17aの従来処理画像では，ポジショニン

グにより大腿臀部と重なった股関節付近が低濃度となりコ
ントラストが低下しているが，Fig. 17bのDynamic処理画像
では，体厚に応じてダイナミックレンジ圧縮量を制御して
いるため，大腿臀部と重なった股関節の構造まで可視化で
きている。Fig. 18は腰椎側面の画像である。Fig. 18bのよう
に，Dynamic処理とFNC2を組み合わせることで，コントラ
ストを上げてもノイズの影響が少ない画像を実現している。

Fig. 14　Contrast of step phantom Fig. 15　Image example of step phantom

Fig. 16　Difference in CNR (contrast noise ratio) of conventional 
processing + FNC1 and Dynamic Visualization II + FNC2

Fig. 17　Image example of hip-joint axis

Fig. 18　Image example of lumber-spine lateral
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Fig. 19は長尺撮影の全脊椎側面の画像である。Fig. 19bの
Dynamic処理は，X線吸収差が大きな領域の撮影であっても，
首付近の薄い部分，腰付近の厚い部分の双方で，椎体構造を
よく描出している。

5.2	 濃度・コントラストの安定性
　体厚差が大きい部位を同時に写す全脊椎長尺撮影が多い国
内施設の画像にて，Dynamic処理導入前後で，画像ごとに自
動的に決定された濃度・コントラストの安定性を評価した。
手動修正後，最終的に決定された濃度・コントラストと比較
すると，導入前後で顕著な差が見られた。
　Fig. 20は，自動決定されたコントラストに対する修正量
の分布である。分布図から，従来処理においては，ほぼ全
例でコントラストを修正していたことがわかる。一方で，
Dynamic処理ではコントラスト修正頻度が大幅に低下して

Fig. 19　Image example of whole-spine lateral

おり，コントラストを修正した画像数は，全体の3%弱に低
下した。
　Fig. 21は，自動決定された濃度に対する修正量の分布で
ある。分布から，Dynamic処理になることで，濃度の修正頻
度，修正量ともに大幅に低下していることがわかる。濃度変
化を明確に認識できる修正量10を超える画像数に着目する
と，従来処理の約50％に対し，Dynamic処理では約3％に
低下した。

　6.	 まとめ
　本稿では，人体を透過したX線情報から，被写体の体厚
や組成を認識する技術を導入することで，関心領域のコン
トラストを高め，被写体全体を観察しやすくする画像処理
「Dynamic Visualization II」を紹介した。
　本処理の適用結果から，特に軸位撮影などポジショニング

Fig. 20　Contrast correction frequency in whole spine images Fig. 21　Density correction frequency in whole spine images
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により被写体厚が変化するような難しい撮影や，全脊椎など
X線吸収差の大きな領域の撮影に対して，被写体全体の視認
性が向上すること，濃度・コントラストの修正頻度が低下し，
画像調整の手間を軽減する可能性があることを示した。
　今後本処理が，病院内のあらゆる場所での撮影画像の確認
や画像診断に利用され，撮影および診断の効率化に貢献して
いくことを期待する。
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In the practical application of processless CTP plates that have high printing durability and adaptability to UV ink printing, one 
of the most important issues is the balance between high-definition suitability and high reactivity in the photopolymerization sys-
tem. By formulating a mathematical model for the initiation system, we found that it is possible to maintain this balance through a 
combination of controlling the amount of radicals and delaying their generation.

Abstract

1.	 はじめに

　近年，印刷市場では，コスト削減，環境対応，生産性向上
が強く求められており，これらを同時に達成するためには材
料，処理工程数，エネルギー，排出物，水などの観点から
総合的に無駄をなくしていく省資源の考え方が有効である。
当社は印刷業界向け商品の環境配慮設計に早くから着手し，
CTP（Computer to Plate）はPCR（Product Category Rule）
に則り，2009年末に「サーマルCTP」で業界初のCFP認証
を受けて表示を開始した。また，CTPの支持体であるアルミ
ニウムを同じCTP支持体にリサイクルする“PLATE to PLATE
システム”の提案1）や，減圧蒸留により現像廃液を濃縮する
XR技術や自動現像機の処理能力を向上させるLBL技術をは
じめとする廃液削減処理システムの提案2）など，幅広く環
境配慮設計・製造技術の開発を行ってきた。その中でも，無
処理サーマルCTP3）は，印刷機上で未硬化の感光層がインキ
中に微分散されながら刷り出しの紙面へと排出されるため，

自動現像機による現像処理工程が不要で，処理液，廃液，水（希
釈，洗浄），自動現像機の駆動エネルギー（電気），スペース
（設置場所，補充装置，薬品保管，パーツ保管），メンテナン
ス工数のすべてがゼロとなり，刷版工程における究極の省資
源効果をもたらす技術である。2015年に，省資源ソリュー
ションの世界ブランド「SUPERIA」を発表し，2016年に，
かねてから要望の高かったUVインキ対応高耐刷無処理CTP
『SUPERIA ZD』を発表した。本稿では，UVインキ対応高耐
刷無処理CTP『SUPERIA ZD』の開発経緯および中核技術の
一つである，「高反応化」と「高精細適性」の両立技術につ
いて報告する。

2.	「SUPERIA	ZD」の開発経緯

2.1	 UVインキ対応高耐刷無処理CTPの必要性
　近年の印刷市場では，UVインキの高速硬化性のメリット
を生かした納期短縮や環境への影響低減等の理由により，
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UV印刷機の導入4） が進んでいる（Fig. 1）。
　今後もUV印刷市場は増加すると予測されるが，現行の無
処理CTP『SUPERIA ZP』ではUV印刷に対して耐刷性がない
ため，UVインキ対応高耐刷無処理CTPの開発が必要となった。

2.2	 感光層の高反応化の必要性
　UVインキによる耐刷性劣化の原因は，無処理CTPの感光
層成分とインキの組成が近いことにある（Table 1）。
　無処理CTP とUVインキは共にラジカル重合により硬化さ
せるため，使用する素材が近くなり，無処理CTPとUVイン
キとの相溶性が高くなる。相溶性が高いと画像部の膨潤等
が発生し，結果として耐刷性の劣化に繋がる（Fig. 2上図）。
UV印刷への適性を付与するためには，感光層を高反応化さ
せることによって，UVインキによる画像部の膨潤等のダメー
ジを減らす設計が必要である（Fig. 2下図）。
　一方，油性インキは酸化重合により硬化するため，素材と
しての相溶性は低く耐刷劣化は起きにくい。

2.3	 高反応性の弊害
　ただし，ただ高反応化すればよいというわけではない。
　露光量に対して感光膜の反応性を向上させた結果の一例を
Fig. 3（a）に示す（縦軸はSUPERIA ZPの飽和重合率を100と
した場合の相対値（relative monomer conversion）を示す）。
単純に高反応化すると，低露光部/高露光部において共に重合
率は向上する。露光機のレーザープロファイルがガウシアン分
布のように強度分布を持つ場合（Fig. 3 （b）），低露光部が高反
応化することでレーザー照射での画像形成範囲が広がるため，
網点が太り，高精細印刷に対する適性が失われる（Fig. 3（c））。
　「高反応性」と「高精細適性」を実現させるためには，低
露光での反応性を抑制し，高露光で反応性を向上させること
が重要である。つまり，Fig. 4の点線で示す反応性が理想的
な高反応性であり，目指す設計である。

Fig. 1　Estimated rate of implementation of UV printing machines in 
the domestic market

Table.1　Composition list of oily / UV ink and processless CTP

Fig. 2　Infl uence of UV ink on exposed image area Fig. 3　High reactivity and image formability
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3.	 反応速度論に基づく設計

　低露光部での反応抑制には，重合禁止剤の添加等でラジカ
ルを消失させて反応を止めるという手段が有効であるが，高
露光部での発生ラジカルも減少するというドローバックがあ
る。低露光部ではラジカルを消失させた上で，高露光部にお
いて発生したラジカルを効率良く重合反応に繋げる新たな機
構の開発が重要である。このために，反応速度論5）に基づ
く設計を試みた。
　感光膜が開始剤とモノマーからなる簡単な系を考えた。開
始剤をI，開始剤ラジカルをR・，モノマーをM，モノマー
ラジカルをM・，ポリマーをPとする。反応スキームは以下
に示す式を採用した。

　ここで，vは開始剤ラジカルの発生する速度定数，kiは重
合開始反応速度定数，kpは生長反応速度定数，ktは停止反
応速度定数である。
　このスキームから，I, R・, M, M・の濃度[I], [R・], [M], [M・] 
が従う微分方程式は

となる。この微分方程式を解き，モノマーの残存量[M]と開
始剤[I]の残存量を関係付ける式として

を得られる。[M]0と[I]0はモノマーと開始剤の初期濃度をそ
れぞれ意味する。発生ラジカル数が一定，つまり√[I]を定
数とした場合，前記モノマーと開始剤量の関係式より，モノ
マー反応率のラジカル発生の速度vの依存性はFig.5に示す
関係となる。

　Fig. 5より，vが小さいほど，モノマー反応率は上昇する
ことが判明した。この結果から，発生ラジカルの総数が一定
でもラジカル発生を遅延化できればモノマー反応率は向上で
きるという知見を得た。
　従来処方（SUPERIA ZP）の反応スキームでは反応速度定
数vは色素の励起寿命に依存するため，遅延化が困難であ
る。そこで，ラジカル発生の遅延化の知見を実現するため，
従来処方に新たな反応スキームを導入することを考案した
（Fig. 6）。この反応スキームの特徴は，従来処方の反応生成
物（Dye・）をトリガーにラジカル反応がさらに進行するこ
とである。
　前記反応スキームで反応性が向上することを検証するた
め，SUPERIA ZPに数理モデルを適用し，素材の反応率の露
光量・処方依存性を再現するように各種速度定数を決定し
た。その上で，Fig. 6の反応スキームに従う，露光後にも
起こりうるラジカル発生[R2・]を数理モデルに組み込んだ。
[R2・]の発生の速度定数をv2として，開始剤ラジカルの発生

Fig. 4　Ideal high reactivity

Fig. 6　Reaction scheme for delaying the generation of radicals

Fig. 5　Dependence of polymerization rate on constant radical-
generation rate v
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の1/100のスピード （v2 / v1 = 1/100）とし，モノマー反応
率の時間変化を求めた。（Fig. 7）従来処方（A）よりも新規
反応（B）の方がよりモノマー反応率が向上することが判明
し，新反応スキームによるラジカル遅延化が反応性向上に有
効であることが判明した。

4.	「高反応性」と「高精細適性」の両立

　上記結果を受けて，2種以上の開始ラジカルの発生タイミ
ングをずらす設計に着手した。遅延ラジカルの有無はナノ秒
過渡吸収測定により確認した（Fig. 8）。従来処方のラジカル
発生量はレーザー露光直後にピークを迎え，そのピークは単
一であるのに対して，遅延ラジカルを発生させるスキームを
組み込んだ処方では露光直後のピークとは別に，時間差をお
いてラジカル発生のピークが存在していることが確認され
た。つまり，遅延ラジカルが発生しており，狙い通りの設計
となっていることを確認した。
　さらに，感光層の組成は同じでも酸素遮断層を設ける（＝
酸素透過量を制御する）ことで遅延ラジカル発生量は大幅に
向上することを確認した（Fig. 9（a）に対して（b））。つまり，
遅延ラジカル発生機構を組み入れることに加えて，酸素透過
量を制御することが，重合反応効率を最大限に引き上げる感
光膜設計となることが判明した。
　低露光部での反応性抑制として開始剤量を減量し，一方で，
高露光部の反応性を高めるために，遅延ラジカルを発生させ
る反応スキームと酸素透過量の制御された感光層設計で所望
の系を構築した。『SUPERIA ZD』の露光量に対しての反応性
を示す（Fig. 10）高精細適性を有した上で大幅な耐刷性の
向上およびUVインキへの適性付与を可能とした。

5.	 まとめ

　UVインキ対応高耐刷無処理サーマルCTPの実用化におい
て，「光重合系における高反応性と高精細適性の両立」が重
要な課題の一つであった。発生ラジカル数を制限した上で反
応率を向上できる開始系を数理モデル等で検討した結果，「ラ
ジカル発生の遅延化」が有効であることを見出した。遅延ラ
ジカルを発生させる反応スキームを組み込んだ上で，開始ラ
ジカル総量を減らし，かつ酸素透過量も調整することで反応
の硬調化を実現し，『SUPERIA ZD』の開発に成功した。

Fig. 7　Time profiles of the monomer conversion of reaction 
schemes (A) and (B) in the mathematical model

Fig. 8　Relative amount of radicals generated over time after 
exposure

            (The amount of radicals is unity at time T = 0)

Fig. 9　Relative amount of radicals generated with or without an 
oxygen-blocking layer

            (The amount of radicals is unity at time T = 0)

Fig. 10　Reactivity of SUPERIA ZD

38 UVインキ対応高耐刷無処理 CTP の開発



参考文献

1) 大岸良夫, 山崎徹, 長田正和, 吉川直紀, 貝崎元 .“PS版/
CTP版の廃材アルミのクローズドリサイクル技術による
CO2削減”. 第121回日本印刷学会研究発表会講演予稿
集. 日本印刷学会. 2008. P-09.

2) 渡辺年宏. “CTP版用廃液量削減処理システムの開発”, 第
130回日本印刷学会研究発表会講演予稿集. 日本印刷学
会. 2013. A-02.

3) 園川浩二. “無処理サーマルCTP版材(ET-S・ET-SH)の開
発”. 第123回日本印刷学会研究発表会講演予稿集. 日本
印刷学会. 技術賞受賞講演.

4) 富士フイルムグローバルグラフィックシステムズ株式会
社：“極める！UV印刷～材料で活かすUVのメリット～”, 
page2016, 2016.

5) P. W. アトキンス. 物理化学 下. 東京化学同人. 1980. 
p.1042.

商標について

・本文中に使われている「SUPERIA」は富士フイルム（株）
の商標または登録商標です。

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

FUJIFILM RESEARCH & DEVELOPMENT (No.62-2017) 39



We developed a friction modifi er called FFJ-1 that does not contain environmentally hazardous atoms such as those of metals, 
sulfur, or phosphorus. Adding a small amount of FFJ-1 improved the tribology features of lubricants. Their anti-wear properties 
were improved even under high-temperature or high-load conditions, wherein the oil fi lm becomes thin. In particular, when using 
FFJ-1 with MoDTC, the low-friction properties of MoDTC were signifi cantly improved.

Abstract

1. はじめに

　近年，省資源，CO2削減の観点から機器の高効率化が求め
られており，潤滑剤による摩擦低減も重要なアイテムの一つ
となっている。摩擦低減には潤滑剤の低粘度化が有効である
が，油膜切れが起きやすくなるため摩耗・焼付きが懸念され，
低摩擦化と摩耗・焼付き抑制両立のために潤滑剤には基油に
加えて極圧剤，摩擦調整剤などさまざまな添加剤が用いられ
ている1）。本稿では，金属，硫黄，リン原子を含有しない新
規な摩擦調整剤FFJ-1の基油への単独添加およびモリブデン
ジチオカーバメート（MoDTC）と併用した際のトライボロ
ジー挙動について述べる。
　FFJ-1はFig. 1に示すイメージの分岐構造を有する化合物
であり，側鎖に基材と相互作用する極性基と疎水基油への相
溶性基を最適に配置することにより，基油への溶解性，基材
への偏在性を両立し，極圧部に集積して摩擦調整剤として機
能するように設計されている。

金属，硫黄，リン原子不含摩擦調整剤のトライボロジー挙動
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Fig. 1　Design of FFJ-1
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　FFJ-1の特性をTable 1に示す。FFJ-1は環境懸念元素であ
る金属，硫黄，リン原子を含有しない環境に配慮した無灰系
摩擦調整剤である。

2. 実験

2.1 試料油
　本実験に用いた試料油としては基油への添加系については
Group-IまたはIIIの鉱油系基油を用い，また，完成油への添
加系として低粘度ガソリンエンジンオイル（ULV-GEO）に
摩擦調整剤FFJ-1を1～ 2wt%添加して用いた。

2.2 試験方法
　摩擦試験は試験片としてSUJ2（高炭素クロム鋼）の
10mmボール，およびプレートを用い，ボールとプレート
の間に潤滑油を挟んだ状態で高速往復運動させるボールオン
プレート往復摩擦試験を行い，温度，荷重を変化させた際の
摩擦係数を観測した（Fig. 2）。

3. 試験結果と考察

3.1 基油へのFFJ-1添加効果
　Fig. 3にGr-I基油を用い，25℃～ 120℃まで温度を変化さ
せて摩擦試験を行った際の摩擦係数に対するFFJ-1の添加効
果を示す。Gr-I基油のみでは，80℃，120℃の高温条件にお
いて摩擦係数の上昇が見られたのに対し，FFJ-1を1wt%添
加することで，高温条件においても摩擦係数の上昇は見られ
なかった。この結果は，温度上昇に伴いオイル粘度が低下し，
油膜が薄くなるため，基油のみでは油膜が破断して金属同士
の接触が起こり，摩擦係数が上昇しているのに対し，FFJ-1
を添加することで，油膜が破断せず，安定な摩擦状態を維持
できているものと推測している。
　Fig. 4に120℃で30分摩擦試験を行った後のボール摩耗
痕の写真を示す。FFJ-1無添加では摩耗痕直径が大きく，激
しく摩耗しているのに対し，FFJ-1を添加することで摩耗が
大幅に抑制されている。このようにFFJ-1は油膜切れが起き
やすい低粘度領域において摩耗を抑制する。作用メカニズム
としては，FFJ-1が摩擦部に吸着または集積して油膜を維持
することで，金属同士の接触を防ぎ，摩耗を抑制していると
推測している。

Table 1　Properties of the friction modifi er FFJ-1

Fig. 2　Friction-test method

Fig. 3　Friction coeffi  cient of Gr-I oil with and without FFJ-1
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3.2. モリブデンジチオカーバメート（MoDTC）との
併用効果

　モリブデンジチオカーバメート（MoDTC）は摩擦調整剤
として省燃費エンジンオイルなどに広く用いられている添加
剤であり，摩擦面で反応して形成する層状MoS2の層間すべ
りにより優れた低摩擦効果を発現するといわれている（Fig. 
5）2）。しかしながら，高温・高荷重などの厳しい摩擦条件
においては，MoS2層同士の強い接触により，MoS2層が破壊
され，低摩擦を維持できなくなると考えられ，低摩擦の持続
性に課題があった。
　Fig. 6にMoDTCを含有する市販の低粘度ガソリンエンジ
ンオイル（ULV-GEO）を用い，荷重を100Nから400Nまで
ステップ上昇させて摩擦試験を行った際の，各温度における
摩擦係数へのFFJ-1の添加効果を示す。
　ULV-GEOはMoDTCの効果で低荷重領域では0.05程度の
非常に小さい摩擦係数を示す。しかしながら，荷重を上げて
いくと，摩擦係数の上昇が見られ，MoDTCの低摩擦効果が
減少する。この挙動はオイル粘度が低くなる高温で試験する
ほど顕著に見られ，130℃での摩擦試験においては低荷重領
域から摩擦係数の上昇が見られた。先述のように，MoDTC
は摩擦面で反応して形成されたMoS2層に起因して低摩擦効
果を発現していると考えられているが，高温，高荷重のよう
な厳しい摩擦条件では油膜が破断しやすく，境界潤滑状態と
なりMoS2層が破壊されてしまったため，摩擦係数が上昇し
たと考えられる。
　一方，FFJ-1を添加すると，無添加に比べてより高温・高
荷重まで摩擦係数の上昇を抑制している。FFJ-1は油膜を維
持し，摩耗を抑制する機能を有することから，MoS2層の破
壊を抑制し，低摩擦状態を維持しているメカニズムが想定さ
れ，MoDTCの低摩擦効果の持続性向上が期待される。

　MoDTC含有市販ガソリンエンジンオイルを用い，試験サ
ンプル量を極少量とし，MoDTCの供給を制限した条件で摩
擦試験を行うことでFFJ-1添加によるMoDTCの低摩擦効果
の持続性向上を検証した。Fig. 7は試験油を極少量である0.1
マイクロL用いて摩擦試験を行った時の試験時間に対する摩
擦係数の変化である。FFJ-1無添加だと，比較的早い試験時
間から摩擦係数の上昇が見られたのに対し，FFJ-1を添加す
ると摩擦係数の上昇が抑制され，摩擦係数が0.05を超える
までの時間が約1.5倍となり，低摩擦効果の持続性が向上し
た。この結果は，先に述べたようにFFJ-1がMoS2層の破壊
を抑制し，MoDTCの消費速度を低下させることができたた
め，MoS2層の形成が長時間継続し，低摩擦特性の持続性が
向上したものと推測している。
　このように，FFJ-1はMoDTCの機能を阻害せず，むしろ
相乗的に機能して，MoDTCの低摩擦効果をより広い温度／
荷重範囲で発現させ，持続性を向上させる。

Fig. 4　Optical images of wear scars on a ball after a 30-min test at 
120℃ : (a) without FFJ-1 and (b) with FFJ-1 (1 wt%)

Fig. 5　Function of MoDTC

Fig. 6　Friction coeffi  cient of a low-viscosity gasoline engine oil (containing MoDTC) with and without FFJ-1

Fig. 7　Durability of MoDTC with and without FFJ-1
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3.3 摩擦部位の表面解析
　摩擦部位に形成されたトライボフィルムの解析を行うこと
により，FFJ-1添加によるMoDTCとの相乗効果に関する情
報を得た。
　ボールオンプレート摩擦試験を行った際の摩擦係数変化
と各試験時間における摩擦面に形成されたトライボフィルム
の表面元素分布をX線光電分光法（XPS）を用いて観測し，　
MoS2層に由来するMo量と基材に由来するFe量の比率Mo／
Fe比からMoS2層の被覆度合いの指標とした（Fig. 8）。
　FFJ-1を添加することでMoS2に由来すると考えられるMo
比率が向上し，より高密度にMoS2層が形成されていると推
測される結果を得た。
　また，1800s試験後の摩擦部位に形成されたトライボフィ
ルムの形態を断面透過型電子顕微鏡（TEM）画像により観
察したところ，FFJ-1無添加ではトライボフィルムが不均一
で非連続であったのに対し，FFJ-1を添加することでトライ
ボフィルムの均一性と平滑性が大幅に向上していることが
分かった（Fig. 9）。このトライボフィルムの均一性向上も
MoS2層の破壊をFFJ-1が抑制していることに起因している
と推察している。

3.4 摩耗・焼付き耐性
　潤滑油特性においては低摩擦化と同時に摩耗・焼付き耐性
を両立していることが重要である。Fig. 10にASTM D4172
法による四球摩耗試験結果を示す。Gr-III基油に汎用の摩耗
防止剤であるジアルキルジチオリン酸亜鉛（ZnDTP）を添加
したオイルおよび，ZnDTPとMoDTCを併用したオイルいず
れにおいても，FFJ-1の添加により，摩耗抑制が見られ，特
にMoDTCを含有するオイルにおいてその効果が顕著であっ
た。摩耗痕画像においてもMoDTC含有オイルにFFJ-1を添
加した水準が最も摩耗痕径が小さいことが分かる。
　また，Fig. 11にASTM D3233-A法によるFALEX焼付き試
験結果を示す。摩耗試験同様，MoDTCとFFJ-1を併用した
水準が最も焼付き耐性が高く，摩耗・焼付き耐性においても
MoDTCとFFJ-1併用による相乗効果が見られた。

Fig. 8　(a) Friction coeffi  cient and 
　　　  (b) Mo/Fe ratio of the tribo-fi lm surface

Fig. 9　Cross-sectional TEM Images of the tribo-film (test time: 
1800 s)

Fig. 10　Four-ball wear test
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4. まとめ

　金属，硫黄，リン原子を含有しない新規な摩擦調整剤
FFJ-1のトライボロジー挙動について調べ以下の結果を得
た。
・FFJ-1は油膜切れが起きやすい低粘度領域において摩耗を
抑制する。
・FFJ-1はMoDTCと併用した際に，MoDTCの低摩擦効果を
より広い温度／荷重範囲で発現させ，また，MoDTCの低摩
擦効果の持続性を向上させる。さらに，摩耗・焼付き耐性に
おいてもMoDTCとの併用による相乗効果が見られる。
　以上に述べた特性から，FFJ-1を用いることで，自動車を
はじめとするさまざまな機器においてエネルギー効率や信頼
性の向上が期待できる。
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1) 浜口仁. 世界の潤滑油/潤滑油添加剤技術と市場・規格
動向. S&T出版, 2014, 328p.

2) 山本雄二, 権藤誠吾. モリブデンジチオカーバメイト
(MoDTC)による表面膜生成条件とその性状について. 
トライボロジスト. 1991, 36(3), p.235-241.
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・本論文中で使われている会社名，システム・製品名は，一
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Fig. 11　FALEX extreme-pressure test
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Fujifilm has developed a sensor film named “EXCLEAR” for touch panels using silver halide photographic technology. This 
sensor film comprises a conductive silver mesh pattern on both sides of a thin PET film, and a thin transparent sensor. Earlier, 
indium tin oxide (ITO) was mainly used as the sensor film for the touch panel; however, its conductivity was insufficient for the 
application to large-size touch panels. Moreover, it tends to easily crack if bent. Furthermore, the supply of indium is limited, 
which made it a major concern. ITO is resisted as a specific chemical substance. Therefore, there was a need for alternative 
materials for constructing the sensor film. “EXCLEAR” is a novel sensor film that overcomes these issues related to ITO and 
responds to the market demand.

Abstract

1.	 はじめに

　タッチセンサーが，スマートフォン，タブレット等の携帯
端末だけでなく，ノートパソコンにも採用が進んでいる。こ
れまで，タッチパネル用透明導電膜の主流は ITO（酸化イン
ジウム錫）だったが，タッチパネルの大画面化に伴い，特に
10インチ以上のサイズで ITO の導電性不足が指摘され，ま
たペン入力やタッチ性能向上等の，より多様化した要求性
能をカバーできない局面が現れてきている。それに加えて，
ITOの原料のインジウムは希少金属で安定供給に不安があ
り，スパッタリング等の気相プロセスのために生産負荷が高

く，代替材料が求められている。
　ITOフィルムに代わるセンサー材料としては，メタルメッ
シュフィルムなどの非ITOフィルムが注目されている。今後
も伸長するタッチセンサー市場の中でも，非ITOフィルムは，
タッチパネルの大画面化を支える材料として採用が進んでお
り，2014年の非ITOフィルム市場規模は172万m2であった
が，2016年には400万m2（2年間で2.3倍）に達すると予
測されている（Fig. 1）1）。
　このような背景の下，2015年，当社は，培ってきた黒
白写真技術を応用した，高導電性銀画像形成技術2），3）によ
り，線幅数μmのメッシュパターニングを薄型PETの両面
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に行った，タッチパネル用センサーフィルム（商品名：「エ
クスクリア」）を開発した4） （Fig. 2，3，4）。 

2.	 開発の背景

2.1	 タッチパネル構成とタッチ検出の原理
　現在主流のタッチパネルの構成とタッチ検出原理を Fig. 5 
に示す。パネルをマス目状に分割した各セルでは，上下2枚
のITO透明導電膜が絶縁層を介して貼り合わされ，コンデン
サーを形成している。
　上下のITO膜は，それぞれX方向とY方向に電極状につな
がっている。一方の電極でパルス信号をスキャンし，もう一
方の電極でセンシングすることで，指でタッチした場所の静
電容量値変化を読み取り，位置検出を行う。

2.2	 中～大サイズセンサーの課題
　タブレット端末の需要が著しく伸びると共に，ノートパソ
コンやオールインワンパソコンにもタッチパネルの導入が進
んでおり，タッチパネル全体に占める中～大サイズ（10 ～

24インチ程度）の構成比が上昇する見通しである5）。
　タッチパネル大画面化では，検出点数が多くなるため，各
マスに電荷を溜めるスキャンレートを早くする必要があり，
電極の低抵抗化が必要である。10インチ以上では，ITO フィ
ルムの導電性が不足する懸念がある。
　また，パネルが大型化するほど，導電膜の貼合工程で，位
置ずれにより歩留まりが悪化する傾向がある。このため，生
産性の高いモジュール化プロセスが要求されている。

2.3	 ITO代替の要請
　ITOに使用されるインジウムは，希少金属のために安定供
給性に不安があり，かつ近年，ITOが特定化学物質に指定さ
れる等，生産現場では，安全性の点でも使いにくい材料となっ
ている。
　また，ITO フィルムを製造するには，①スパッタリング等
の気相成膜プロセスが必要なこと，②パターニングでのフォ
トリソグラフィー工程が煩雑なこと，③周辺配線作製工程が
別途必要なこと等，プロセス負荷が大きいという問題がある。

Fig. 1　Schematic of the worldwide market size for transparent 
conductive fi lms

Fig. 2　Schematic of an example of a touch panel module

Fig. 3　Roll of EXCLEAR Fig. 4　Schematic of the silver 
mesh patterning

Fig. 5　The principle governing the projected capacitive touch 
panels to detect touch positions

             (a) Dividing the panel into cells
             (b) Sensor confi guration in each cell
             (c) An example of input and output electric signals 
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3.	 タッチパネルセンサー「エクスクリア」の特徴

3.1	 エクスクリアの構成
　エクスクリアでは，導電性を付与するために銀線パターン
を使う。形成される銀線パターンの模式図をFig. 6に示す。
銀線パターンは透明ベースの表裏に形成され，また表裏のパ
ターンはそれぞれ，①センサー電極，②センサー電極に接続
された引き出し配線からなる。①は，センサーの下に配置さ
れる LCD 画像を遮蔽せずに，かつノイズを与えないように，
通常数μmからなる細線でパターン形成される。②は，デ
バイスの額縁部分（視認エリア外）に設置されるが，額縁を
狭くして表示面積を広く確保したい要請から，通常数十μm 
のラインで形成される（電極本数分のラインが，数十μm 
のスペース間隔ごとに並列配置される）。

3.2　パターニングプロセス
　エクスクリアの銀線パターンは，写真の画像形成プロセス
を利用し，感光材料であるハロゲン化銀を露光，現像するこ
とで金属銀（現像銀）に変換することで形成した。プロセス
概略をFig. 7に示す。 パターニングにレジストを用いる製造
工程と比較すると，簡便なプロセスになっていることがわか
る。

3.3	 従来センサー	ITO	との比較
　エクスクリアでは，高導電性の銀をメッシュ状にパターニ
ングし光透過性と導電性を両立させ，ITOより低抵抗を実現
している（Fig. 8）。

Fig. 6　Illustration of EXCLEAR silver-mesh patterns

Fig. 8　Schematic of the correlation between transmittance and 
resistance

Fig. 7　Comparison of various conductive processes
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　さらに，エクスクリアは，センサー化プロセスの簡略化，
センサー薄膜化（センサートータル40μm），フレキシブル
性という，従来センサー ITOにない特徴を持っており，以下
にその特徴について説明する。
（1）センサー化プロセスの簡略化
　エクスクリアでは，センサー化プロセス変革につながる以
下（a），（b）の量産技術を確立し，タッチパネルモジュー
ルの生産負荷軽減に貢献した（Fig. 9）。
（a）センサー電極と引き出し配線の一括形成
　ITOフィルムではセンサー電極形成後，引き出し配線を別
工程で形成する。これに対し，エクスクリアは，センサー電
極と引き出し配線を同時にパターン露光することで，一括形
成（工数削減）が可能となった。
（b）センサーモノシート化
　ITO フィルムを用いた，タッチパネルのモジュール化工程
では，パターニングした ITO導電膜を2枚貼り合わせる。こ
れにより，貼合工程による位置ずれが発生し，生産負荷が大
きかった。一方，エクスクリアでは，ベースの両面に位置精
度良くパターニングでき，貼合の生産負荷を大きく軽減させ
た。
（2）センサー薄層化
　エクスクリアでは，センサーモノシート化に加え，ベース
薄手化により40μmのセンサー厚みを達成し，デバイスの
薄型化，軽量化に貢献した（Fig. 10）。

（3）フレキシブル性
　従来センサー ITO は，曲げ等でひび割れが発生し，生産
での取り扱いに注意が必要である。一方，エクスクリアでは，
バインダー種と量の選択で柔軟性が付与でき，ITO に比べて
格段に高い屈曲性能を実現している。4mmφの棒に巻きつ
けて，繰り返し屈曲させたときの抵抗変化を Fig. 11に示す。
ITOは屈曲回数と共に抵抗値変化（対初期抵抗値）が大きく
なるが，エクスクリアは変化がないことがわかる。

4.	 エクスクリアの技術的特徴

　次に，今回開発したハロゲン化銀感光材料，およびそのプ
ロセス（パターン露光，現像処理）について説明する。

4.1	 ハロゲン化銀感光材料
　開発した感光材料は，ゼラチンバインダーを用いて，数百
nmサイズのハロゲン化銀粒子（写真用のハロゲン化銀サイ
ズは，数μm）を透明支持体上に塗布して形成した。今回，
現像銀に高い導電性を付与するため，現像銀粒子間で導電性
を阻害するゼラチンバインダーの割合を従来の写真感光材料
の約1/100に減量した，超高密度ハロゲン化銀感光材料を
新規に開発した（Fig. 12，13）。

Fig. 9　Schematic of simplifying the touch module process

Fig. 10　Comparison between thickness of the ITO and EXCLEAR 
fi lms

Fig. 11　Comparison between the fl exibility of EXCLEAR and other 
materials
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4.2	 パターン露光
　ハロゲン化銀は高効率の光センサーであり，感光材料にパ
ターン露光することで自在な精密パターンが形成可能であ
る。また，支持体の表裏それぞれに位置精度良く，パターン
露光できるRoll to Roll生産方式を開発し，モノシート両面
センサーを実現した。

4.3	 現像処理
　露光されたハロゲン化銀には潜像（現像の引き金となる銀
核）が形成され，現像処理液中の還元剤により銀に還元され
る（Fig. 14）。また，未露光粒子は，定着剤により水溶化さ
れ膜中から除去される。
　上記化学現像処理を経て，エクスクリアは，銀のフィラメ
ント形状に由来した優れた黒色調を有する。 また新規感光
材料にマッチした処理液処方開発を行ったので，以下に説明
する。
（1）黒色調と導電性の両立
　従来のメタル材料の例として銀メッキを取り上げ，銀形状
と表面から見た色調を比較し，Fig. 15に示す。
　エクスクリアでは，微細構造が，高密度で均一に形成され
ており，特別な黒化処理を必要とせず表面の光反射を低減し，
特定波長の可視光を反射させないニュートラルな黒色調を実
現していることが，特筆すべき点である。

　さらに，エクスクリアでは，感光材料の層設計および　プ
ロセス条件により，厚み方向に銀の密度をコントロールし（バ
ルクを高密度，表面を低密度），黒色調と高導電性の両立を
達成した（Fig. 16）。
（2）新規処理液処方の開発
　現像処理において，感光材料のゼラチンバインダー減量に
伴い，以下（a），（b）の対応が必要であった。
（a）ハロゲン化銀粒子凝集に伴うノイズ（未露光部で意図せ
ず現像される銀核）の対策
（b）現像液に溶出が増大する銀イオンの低減・安定化
　メルカプト化合物に代表される，ハロゲン化銀や銀への吸
着安定剤（ノイズ抑制，現像液への銀溶出抑制），および溶
出した銀の還元抑制剤とを組み合わせた現像処理安定化技術
を開発し，安定的な連続生産を実現した。

5.	 おわりに

　当社は，写真感光材料を用いたパターン形成方法の新たな
可能性を探り，導電性と膜強度の両立，並びに電子材料とし
ての信頼性向上を実現し，薄型両面センサーフィルム「エク
スクリア」の開発に成功した。写真フィルムの需要は激減し
たが，そこで培ったコア技術を現在のニーズに適用し，新た
な製品化につなげた。

Fig. 13　Graph illustrating the reduction of volume resistivity by 
increasing silver density in EXCLEAR

Fig. 14　Cross-section of
　　　　(a) Silver halide grains 
　　　　(b) Metal silver after developing the fi lm

Fig. 15　Colored top view and cross-section  of   
              (a) EXCLEAR (chemical development)  
              (b) Physical development of silver

Fig. 12  (a) Cross-section of the silver halide coating layer
             (b) Illustration of the silver halide grains 
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　エクスクリアは，タッチパネルモジュールの薄型化への寄
与，応答性の速さ（低抵抗），大サイズ対応の点から市場で
高評価を得ている。また，タッチパネルモジュールの生産工
程において，モノシート化（従来は片面導電膜の貼り合せ），
センサーパターン/引き出し配線の一括形成によるモジュー
ルプロセス簡略化による生産負荷軽減効果が認められてい
る。
　今後も，フレキシブル性に優れた特性を活かし，3Dセン
サー，ウエラブルセンサーなど新規センサーへの展開が期待
されている。また，高精細な写真特性を生かしてさまざまな
導電パターン形成が可能であり，各種透明電極，電磁波シー
ルド，ヒーター用途等の検討も進行中であり，他用途への展
開も期待されている。
　これらの期待やお客様の要望に応えるべく，さらなる使い
やすさと性能向上を追及していきたいと考えている。
　最後に，本研究を進める上でご指導頂いた方々ならびに本
材料開発に携わりご協力頂いたすべての方々に感謝いたしま
す。
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Fig. 16　Schematic of light scattering from the fi lm
(a) EXCLEAR (b) Conventional metal
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In June 2013, the Optical Devices Division (Former Fujinon) and Electronic Imaging Division were integrated to establish the 
Optical Device & Electronic Imaging Products Development Center. This collaboration enabled us to develop a novel Head-Up 
Display (HUD) system for automotive devices. We adopted a newly designed free-form mirror system. By the mirror system, we 
were able to simultaneously realize following features in our HUD system: distortion-less large virtual images, high brightness/
contrast, and small unit size. Herein, we report the development results related to this HUD system.

Abstract

1.	 はじめに

　近年，自動車の多機能化に伴い，運転者に対してさまざま
な情報を提供する機器が多く搭載されている。その中で，運
転者に視覚情報を提供する機器，例えばカーナビゲーション，
運転席前の計器類が浸透している。一方でその情報を得るた
めに視線移動が発生し，これがわき見運転を誘発し，事故原
因となることは従来から危惧されていた。そこで，運転者前
方のウィンドシールドのさらに前方に，背景と重畳する形で
運転支援情報を表示することで，視線移動無く情報認知を補
助するヘッドアップディスプレイ（以降HUD）技術が注目
されており，今後も市場の成長が見込まれる。
　一方で，2013年6月に光学デバイス事業部（旧フジノン）
と電子映像事業部が統合され，光学・電子映像商品開発セン
ターが新設された。光学技術と電子映像技術双方の競争力を
持ち寄り，その相乗効果を活かして新規ビジネス創出に繋げ
るべく検討を開始した。その中で，市場の成長が見込まれ，
従来から培ってきた民生・シネマ向けプロジェクター光学設
計技術，光学材料製造技術を応用出来るHUDに注目。2013
年9月から自動車用HUDシステムの開発に着手した。

2.	 HUDの原理

　HUDの原理についてFig. 1を用いて説明する。
　画像表示機から投影される画像が中間像として拡散板表面
に結像される。その中間像が拡大鏡で拡大され，光線がウィ
ンドシールドで反射して観察者に導かれる。この時運転者（観
察者）は中間像を虚像として認識する。画像表示機を発した
実際の光線は，Fig. 1の実線の光路を通り，運転者の目（瞳）
に入射する。この時運転者は光線があたかもFig. 1の点線の
光路（ウインドシールド右側）を通って瞳に入射しているか
のように感じる。この結果，運転者には中間像として表示さ
れた画像（A,B,C）が，あたかも（A',B',C'）点にあるように
認識され，道路上に運転支援情報が浮いているように感じる。

3.	 画像表示機の構成

　画像表示機の概略構成図をFig. 2に示す。光源は，発光ダ
イオード（LED：Light Emitting Diode），レーザー等が使わ
れている。画像表示素子には，VFD （Vacuum Fluorescent 
Display），液晶ディスプレイ（モノクロ，カラー），MEMS
（Micro Electro Mechanical Systems）素子等が使われている。
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また，光源から画像表示素子に至る光路を構成する光学部品，
画像表示素子を拡大投影するレンズが用いられる。このほか
にもさまざまな構成部品により，画像表示機は構成されるが，
大別すると光学，機構，電気・電子，ソフトウェア，材料の
要素技術で成り立っている。

4.	 HUDシステムの試作機の開発

　従来から培ってきたプロジェクター技術を用いてHUDシ
ステムの構成要素のひとつである画像表示機を試作し，各
社に営業活動を2014年4月より開始した。営業活動を進め

る中で，①HUDシステム全体としての提供要望が多いこと，
②性能に関するキーワードは「大画面」「高輝度」「高画質」
「HUDユニットボディサイズが小型」であること，③構成要
素ひとつの商品提供では付加価値が見出しづらく，価格競争
に陥ることが分かった。
　このような背景を踏まえ，HUDシステムの試作機の開発
に着手。試行錯誤を繰り返す中で，新規設計自由曲面鏡を盛
り込むことにより，大画面でありつつも歪曲が小さく，高輝
度，高画質を維持しながらボディサイズのさらなる小型化を
実現した。その開発過程で取り組んだ各課題について，以下
に記載する。

Fig. 1　Schematic of the optical system used to develop the HUD

Fig. 2　Schematic of the internal structure of the projection system
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4.1	 HUDユニットボディサイズ
　光学設計は，光学部品形状を規定するさまざまなパラメー
タを最適化し，所望の光学性能と加工適性を維持しつつ実現
する。制御すべき光線本数，光線の集光状態を規定する性能
指標関数の数は膨大であり，最適化を実行する過程で使用す
る光学設計ソフトが非常に重要である。光学・電子映像商品
開発センターは自社開発光学設計ソフトを使用し，数々の製
品群の光学設計を実施している。この光学設計ソフトには数
十年にわたる多種多様な光学設計の経験，ノウハウが蓄積さ
れ現在も光学設計者と共に進化し続けている。
　設計を進めて行くとユニットのボディサイズは特に「視野
角（Field Of View：以降FOV）」，「アイボックス（虚像が視
認される範囲）」，「虚像距離（目から虚像までの距離）」に
依存することが分かった。顧客からはFOV拡張，アイボッ
クス拡大を要請されるが，ユニットボディサイズ（≒自由
曲面鏡サイズ）は比例して増加する（Fig. 3，4）。また従来
は2m程度の虚像距離をより遠方としたい顧客要請もあり，
これに対してもユニットボディサイズは増加するが，概ね
10m程度で飽和する（Fig. 5）。上記の傾向は，運転者からウィ
ンドシールドを経て，拡大鏡に至る光路中に光学的な収斂発
散作用が存在しないためである。以上が自動車搭載の条件で
あり，これらの条件のもとで如何にしてユニットボディサイ
ズ小型化を実現するかが競争力となる。

4.2	 HUDの虚像画質
4.2.1	 瞳の位置による像の位置・形状ズレの抑制
　アイボックス内における瞳の位置（ex. 右目と左目）によっ
て像の位置や形状が変わってしまうと，像が二重に見える，
走行時の振動等により頭が動いたときに像が揺らいで見える
等，運転者にとって違和感や眼の疲労の原因となる。この課
題に対し，ミラーの位置や形状を光学的に最適化することに
より，アイボックス全領域内で瞳の位置による像の歪曲を極
小化した（Fig. 6）。

Fig. 4　Schematic of the relative eyebox size vs. mirror sizeFig. 3　Schematic of the relative horizontal FOV vs. mirror size

Fig. 5　Schematic of the virtual image distance vs. mirror size

Fig. 6　Representation of the virtual image viewed by the right eye 
(red) as compared to that viewed by the left eye (blue)
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4.2.2	 左右視差の抑制目標
　ここで，虚像を局所的に注視する場合を考える。人の視力
1.0の定義とは，直径7.5mmのリングに設けられた幅1.5mm
の切り込みの方向を5mの位置から認識できる能力（角度分
解能1分）である。例えば，虚像距離を2mとすると，視力
1.0の人が認識出来る分解能は計算上で0.6mm程度となる。
前述のFig. 6最下図においては視差による格子のずれは最大
0.6mm程度である。

4.2.3	 解像感の定量化
　虚像で情報を投影する場合，運転者の判読性も重要な要素
であり，仕様の適正化，製造ラインでの検査手法の適用を見
据え，Fig. 7の評価環境を構築し，解像感（官能評価）に対
する定量化を実施。必要十分な解像度を定量化し，光学系の
設計目標を定めた。

4.2.4	 歪曲評価
　HUD光学系は一般的な回転対称ではないため非対称な歪
曲が発生しやすい。前段，4.2.1，4.2.2で記載した通り，右
目と左目で像の歪みが異なるとドライバーの目の疲労の原
因となることから厳しく管理したい。そこで，光学設計シ
ミュレーション結果と試作における歪曲の妥当性を検証した
（Fig. 8）。

　結果として，正面視ではシミュレーション結果と実機の歪
曲がほぼ一致することを確認した。一方で，左端/右端から
の視認時の歪曲はシミュレーション結果と乖離があったた
め，原因を解析し，評価精度を高めていく。すでに歪曲測定
値の数値化は実現しており，非対称歪曲の厳密な管理手法は
構築されつつある。今後は必要十分な目標仕様の定義，さら
には画像処理を積極活用した歪曲補正への発展を計画してい
る。

4.2.5	 環境ロバスト設計（迷光対策）
　車載HUDは屋外のさまざまな環境において視認性の確保
が求められる。視認性の阻害要因のひとつである太陽光起因
の迷光を抑制する設計指針を立てるため，光学設計シミュ
レーションと実機評価を比較することで，光学設計シミュ
レーションの有効性検証，および対策検討を実施した（Fig. 9，
10，11）。
　①の経路については，HUD開口部を機械的に覆うことで
対処可能な目途が立っている。②の経路に関しては，光学設
計シミュレーションで再現することを確認出来たため，引き
続き，対策の検討を進めている。

Fig. 7　Schematic of the quantifi cation methods used for quantifying 
resolution

Fig. 8　Schematic of the quantifi cation methods used for quantifying 
distortion

Fig. 9　Schematic of the paths of stray light that hit the HUD

Fig. 10　Illustration of the optical simulation of the stray light path ①

Fig. 11　Illustration of the optical simulation of the stray light path ②
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4.3	 試作機の設計（さらなる小型化）
　4.2でHUDの虚像画質における基本性能の検証結果を説明
した。今回，これらの性能を満足しつつ，新規自由曲面鏡設
計を盛り込み，さらなるボディサイズの小型化を実現した（最
新試作機）。新規の光学設計とは（Fig. 12左端），中間像の
後段に配置される拡大鏡で光線を2面3回反射させることで
光路と光線収差補正自由度を稼ぎ，大画面（＝広視野角）を
維持しつつ，さらなる歪曲の抑制とボディサイズ小型化を実
現した。
　HUDを搭載する自動車において，許される容積・形状が
異なるため，最善の光学特性を実現すべく自由曲面鏡の構成
のバリエーションが存在するが，その例をFig. 12中央と右
端に記載する。
　過去，そして今回試作したHUDシステムの簡単な仕様を
以下Fig. 13に，構成図をFig. 14に記載する。光学特性は維
持したまま，ユニット小型化（特に薄型化）を実現している。
この最新試作機を複数の見込み客へデモンストレーションし
ているが，広視野角かつ歪曲のない虚像表示に好評を得てい
る。また，ユニットボディサイズについては実車搭載可能な
水準にあることも確認できている。

5.	 まとめ

　本稿では，新規設計2面3回反射自由曲面鏡を盛り込むこ
とで，「歪み無し大画面虚像」「高画質」「ボディサイズの小
型化」を実現した試作機開発について報告した。現在，歪曲
の電子補正，自由曲面鏡の自社生産・材料検討（ガラス→樹
脂），材料技術を盛り込んださらなる高輝度化等の各種課題
に取り組んでいる。今後は，富士フイルムの技術力を駆使し
て，顧客価値を打ち出し，市場参入を図っていく。
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Fig. 12　Schematic of the variation of the free-form mirror Fig. 13　Comaprison of the specifi cation

Fig. 14　Schematic of the confi guration of the proposed prototype
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We have successfully developed and commercialized the “FUJI DRI-CHEM IMMUNO AU Cartridge v-TBA”, which is a 
quantitative immunoassay system for measuring total bile acid levels in dog and cat serum and plasma. This reaction system 
allows the simultaneous measurement of three bile acids and has been successfully used to diagnose hepatobiliary disease with 
high accuracy in these animals.

Abstract

1.	 はじめに

　近年の獣医学の発達は，ペットの平均寿命を大きく延ばす
ことに成功した。一方で，ペットの高齢化により発生しやす
くなる疾患も存在する。例えば，イヌの肝・胆道系疾患は，
人間の肝疾患の場合と同様の傾向が見られ，人間の年齢で
30代半ばに相当すると言われる4歳から5歳以降で顕著に
増加している。イヌの肝臓や胆嚢の病気は，先天的な奇形や
体質，ウイルスや細菌による感染，有害物質の摂取や偏った
食事など，さまざまな原因で発症する。肝臓は，人間でも「物
言わぬ臓器」と言われているが，犬の場合も同様で，外見か
らは体調の異常に気付きにくいのが特徴である。そのため，
血液検査，レントゲン検査，エコー検査などの健康診断を行
うことが重要である1）。
　肝疾患を疑う場合の血液検査は，一次パネルとしてアラ
ニンアミノトランスフェラーゼ（ALT），アスパラギン酸ア
ミノトランスフェラーゼ（AST），アルカリフォスファター
ゼ（ALP），γ-グルタミルトランスペプチダーゼ（GGT）の
4つの肝酵素の上昇をみる場合が多い。ただし，肝酵素は肝
機能を反映していないので，血液検査である程度肝機能を評
価することのできる二次パネル（肝機能検査）項目を検査す
る。二次パネル項目としては，総胆汁酸（Total bile acid以下，
TBA），ビリルビン，アンモニア，アルブミン，コレステロール，

尿素窒素などがある。その中でTBAは，現状ではイヌやネ
コで最も感度・特異性に優れた肝機能検査項目である2）。
　一般的に，抗体を用いた免疫反応を利用してホルモンなど
の抗原を測定する免疫測定方法は，2種類ある。分子量が数
万Daの抗原（蛋白質など）の場合，二つの抗体で挟みこむ
ことによって測定する「サンドイッチ法」を行い，分子量が
1000以下で抗体で挟み込むことができない抗原（胆汁酸な
どの低分子）の場合には，抗原の標識体と検体中の抗原とで
免疫反応を競合させる「競合法」で行う。
　弊社ではこれまでにこれら両方の原理で測定可能な動物
用免疫反応測定装置「富士ドライケムIMMUNO AU10V」と
専用測定試薬「富士ドライケムIMMUNO AUカートリッジ
v-T4，vc-TSH，v-COR」を開発し，報告した3）4）。本システ
ムでは，標識として用いる蛍光粒子の検出原理として表面プ
ラズモン増強蛍光法（SPF法）を採用した。従来使用されて
いる落射蛍光法では，上面からのレーザー光が免疫反応で結
合していない蛍光粒子も光らせてしまうため，未反応蛍光粒
子を除去するために洗浄が必要であった。SPF法の場合，蛍
光粒子が結合した金属薄膜に対して，下面から入射角度を調
節したレーザー光を照射し，表面プラズモン共鳴（SPR）に
よる近接場光を発生させることで，金属薄膜表面に結合した
蛍光粒子のみが発光する（Fig. 1）。洗浄工程が不要のため測
定時間は約10分と短時間であり，洗浄液や排水設備も不要
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であるため，測定装置の小型化が実現できた。また，検体，カー
トリッジ，消耗品を装置にセットし，スタートボタンを押す
だけの簡単操作も特長である（Fig 2）。
　今回，新たに胆汁酸の迅速・簡便な測定を可能にした競合
法を用いた試薬「富士ドライケムIMMUNO AUカートリッ
ジv-TBA」（以下，FDC v-TBA）を開発した。本報告では，
FDC v-TBAの技術概要および臨床性能について述べる。

2.	 競合法を使用したFDC	v-TBAの開発

2.1	 血中TBA測定の意義
　胆汁酸は，肝臓でコレステロールから生合成されるステロ
イド誘導体で，コラン酸骨格を持つ化合物の総称である。そ
のため胆汁酸は，その合計量をTBA濃度として測定される。
生理的な役割としては，脂肪の消化吸収および脂溶性ビタミ
ンの吸収に関与している。

Fig. 1　Schematic representation of a) the epifl uorescence method and b) the SPF method

Fig. 2　Quantitative immunoassay system for measuring TBA levels in dog and cat serum and plasma
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　肝臓で合成された胆汁酸は，胆汁として胆嚢で濃縮され，
十二指腸内に放出される。その後，腸管から門脈に効率よく
吸収され，肝臓に取り込まれて再分泌される。このように胆
汁酸は，極めて閉鎖的な腸肝循環を行っている（Fig. 3）。こ
のため正常では，血中の胆汁酸濃度は低値を示す5）。一方，
胆汁中への分泌，肝臓に戻る門脈循環経路の障害，肝細胞へ
の取り込み障害がある場合は，胆汁酸が全身循環系に流入す
るため，血中の胆汁酸濃度は高値を示す6）。
　門脈循環経路の障害として，門脈体循環シャント
（Portosystemic shunt以下，PSS）がある。PSSでは，門脈

から体循環へのシャント血管の存在により，門脈血が全身循
環系に流入してしまう。この時，腸管から吸収された神経毒
性物質が肝臓での解毒を介さずに末梢循環や脳循環に直接流
入し，意識障害などが生じることもあり，問題である。ま
た，腸管から再吸収した胆汁酸も直接全身循環系に流入する
ため，血中胆汁酸はかなりの高値を示す5）。以上のことから，
血中TBA測定は肝・胆道系疾患の診断に有用である。

2.2	 FDC	v-TBAの測定原理
　競合法のFDC v-TBA測定は次のように行われる（Fig. 4）。
（1）検体が反応カップ①に分注される。すると，検体中の
胆汁酸結合蛋白質と解離剤が溶解しながら反応し，フ
リーの胆汁酸が生成される（Step1）。

（2）反応カップ①の反応液が反応カップ②に分注され，抗
胆汁酸モノクローナル抗体で標識した蛍光粒子（以下，
蛍光粒子標識抗胆汁酸抗体）が検体中の胆汁酸と反応す
る（Step2）。このとき検体中の胆汁酸濃度に比例して
蛍光粒子上の抗体への胆汁酸結合量が増えるため，抗体
の結合サイトが減少する。

（3）反応液が免疫反応流路内に送液される。免疫反応流路
内に設けられた金薄膜上には胆汁酸標識ウシ血清アルブ
ミン（以下，胆汁酸-BSA）が固定化されており，胆汁
酸結合量に反比例して金薄膜に蛍光粒子標識抗胆汁酸抗
体が捕捉される（Step3）。SPF法により得られた蛍光量
をもとに，装置が自動的に胆汁酸濃度に変換し，測定結
果が得られる。Fig. 3　Enterohepatic circulation of bile acids

Fig. 4　Principles underlying the measurement of TBA levels in dog and cat serum and plasma using FDC v-TBA
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2.3	 反応系開発のポイント：3種類の胆汁酸の測定
　イヌ，ネコの主な胆汁酸は，コール酸（CA），ケノデオシ
キコール酸（CDCA），デオキシコール酸（DCA）のタウリン
抱合体（TCA，TCDCA，TDCA）であることが知られている7）。
よって，本試薬ではこの3種類の胆汁酸を同時に測定し，そ
の合計量を算出する必要がある。
　1種類の抗胆汁酸抗体と1種類の胆汁酸-BSAを用いる場
合，胆汁酸の種類によって抗体との反応性が変わってしまう
ため，動物専門検査センターで使用されている酵素サイクリ

ング法に対して，測定値の乖離が見られた。
　今回，3種類の胆汁酸TCA，TCDCA，TDCA に反応する
3種類の抗胆汁酸抗体（抗CA抗体，抗CDCA抗体，抗DCA
抗体）と3種類の胆汁酸-BSA（CA-BSA，CDCA-BSA，DCA-
BSA）を用いることで，酵素サイクリング法と同等の検査結
果を示すことが確認でき，3種類の胆汁酸の同時測定を実現
した（Fig. 5）。

Fig. 5　Eff ects of three types of anti-bile acid antibodies and bile acid–BSA conjugates

Fig. 6　Correlation between the enzymatic cycling method and FDC v-TBA (left: dog serum; right: cat serum)
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2.4	 臨床性能
2.4.1	 相関性の確認
　今回開発したFDC v-TBAの有効性を検証する目的で，動物
専門検査センターで使用されている酵素サイクリング法を対
照法としてイヌ，ネコ血清での相関性を確認した。
　FDC v-TBAは酵素サイクリング法に対し相関係数 （r）は，
イヌ血清ではr=0.960，ネコ血清ではr=0.967とイヌ血清・
ネコ血清共に良好な相関性を示した。また，回帰直線（y=ax+b; 
x：酵素サイクリング法， y：FDC v-TBA）の傾き（a）・切
片（b）は，イヌ血清ではa=0.970, b=-0.600，ネコ血清では
a=0.933, b=0.643であり，FDC v-TBAは，イヌ血清・ネコ血
清共に酵素サイクリング法と同等のTBA測定値を示すこと
を確認した（Fig. 6）。この結果は，これまで実施されていた
外注検査と同等の精度の検査を院内で実施できることを示し
ている。

2.4.2	 同時再現性の確認
　同一サンプルをFDC v-TBAで繰返し測定した場合の同時
再現性の確認を行った。TBA濃度の異なる3つの検査液を用
い，それぞれ10回繰返し測定した結果をTable 1に示した。
いずれの濃度レベルにおいてもばらつきの尺度である変動係
数（CV）は3％以下であり，免疫測定試薬として十分高い再
現性（定量性）を有することを確認した。

3.	 まとめ

　今回，われわれは，動物用定量免疫測定試薬「富士ドライ
ケムIMMUNO AUカートリッジv-TBA」を開発し，胆汁酸の
迅速・簡便な診断法を完成させた。
　技術面においては，3種類の胆汁酸を同時に測定する反応
系を構築した。今後は，さらに測定項目の拡充を行うことで，
動物病院施設内での簡単・迅速な検査を実現し，動物医療の
質の向上に貢献していきたい。
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We developed a functional supplement called “Metabarrier Slim” that qualities in the new system of “Foods with functional 
claims,” which was initiated in Japan in April 2015. This product includes the new ingredient “indigestible dextrin” as a water-
soluble dietary fiber. We further developed an analytical method for determining the quantity of Salacinol, which is the biologically 
active chemical component in Salacia extract, and confirmed that Salacinol level does not decrease within the best-before period. 
Our documentation and data on Metabarrier Slim were accepted by the Consumer Affairs Agency, Government of Japan, and this 
product was released with the following health claim: “Salacinol prevents carbohydrate absorption.”

Abstract

1.	 はじめに

　「メタバリア」は2007年の発売以来，ダイエットサポー
トサプリメントとして多くの顧客に支持されてきた。主要成
分であるサラシアエキスには糖の吸収を抑える作用が報告さ
れている。2011年にはサラシアエキスとともに脂肪の吸収
を抑える効果のある「海藻ポリフェノール」を配合した「メ
タバリアプレミアム」，ショウガエキス・ヒハツエキスなど
体脂肪の燃焼促進に効果のある成分を配合した「メタファイ
ア」の二品をシリーズに追加した。
　今回リニューアルした「メタバリアスリム」は2015年4
月にスタートした「機能性表示食品制度」に対応した当社初
の製品（機能性表示食品）である。この制度は「特定保健用
食品（以下，トクホ）」，「栄養機能食品」に次ぐ第三のカテ

ゴリとして，機能性を分かりやすく表示した食品の選択肢を
増やし，消費者が商品の情報を正しく理解したうえで選択で
きるようにすることを目的に新設された制度である。メタバ
リアスリムは機能性表示食品としたことで，「糖の吸収を抑
える」という機能（効果）を商品パッケージ上に表示するこ
とが可能となった。本稿では開発から機能性表示制度の管轄
官庁である消費者庁への届出までのプロセスについて述べ
る。

2.	 機能性食品表示制度について

　さきに述べた「トクホ」「栄養機能食品」「機能性表示食品」
を分類すると（Fig. 1）のようになる。
〇トクホ…商品ごとに国が効果や安全性を審査し，消費者庁
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長官が許可する制度。効能およびトクホマークの表示が認め
られる。申請には商品での機能性試験や安全性試験を実施し，
データを提出する必要がある。
〇栄養機能食品…ビタミンやミネラルを対象に，これらを規
定量配合した食品について国が定めた機能性表示を認める制
度。
〇機能性表示食品…事業者の責任において，販売前に安全性
及び機能性の根拠に関する情報などを消費者庁長官に届出
し，機能性の表示を可能とする制度。トクホのように消費者
庁長官の個別審査を受ける必要が無い。　
　本制度において機能性を表示するには，（Ⅰ）最終製品を
用いて臨床試験を行う，（Ⅱ）研究レビュー（機能性関与成
分に関する学術文献を，機能性に関して肯定的なものだけで
はなく否定的なものも含めて検索し，総合的に評価する。シ
ステマティックレビューと呼ぶこともある），のいずれかで
機能性があることを示す必要がある。トクホとは異なり最終
製品による臨床試験が必須で無いことがこの制度の大きな特
徴であり，トクホに比べ費用と期間を抑えることができる。

そのため，大手の食品会社から小規模の事業者まで多くの法
人が届出を行っており，2016年10月末時点で479件が消
費者庁に受理されている。

3.	 リニューアルについて

　メタバリアスリムのリニューアルについて以下に述べる。

3.1	 錠剤の配合
　「メタバリアNEO」の配合をベースに，水溶性食物繊維の
一種である「難消化性デキストリン」を新たに配合し，一
日当たり総食物繊維として1.12 gを摂取できるようにした。
難消化性デキストリンはデンプンを加熱分解しαアミラーゼ
で加水分解したものから難消化性画分のみを取り出して作
られる。デンプンが本来持つ1→4および1→6グルコシド
結合に加え1→2や1→3結合も有する（Fig. 2），枝別れの
多い平均分子量約2,000のグルカンである1）。摂取カロリー
は1 kcal/gと一般的な糖類の4分の1である。ここ最近，難
消化性デキストリンはトクホの清涼飲料水を中心に用途が広
がっている。
　ただし難消化性デキストリンを配合することで錠剤の摩損
度（錠剤同士の衝突やこすれによる錠剤表面の摩耗度合い）
が悪化することがわかった。原因は難消化性デキストリン粉
末の結着性が悪いためと考え，結着性改良のため少量の結晶
セルロースを追加したところ，摩損度は実用許容レベルに改
善された。
　また，難消化性デキストリンを追加することで1粒当たり
の重量が増加し粒サイズが従来品の倍以上になる懸念があっ
たが，ケルセチン含有エキスを従来のタマネギ外皮由来から

Fig. 1　Classifi cation of food and medical products in Japan

Fig. 2　Presumed molecular structure of indigestible dextrin
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ケルセチン含有率の高いエンジュ由来に変更したことで，1
粒重量は185 mg（従来品から+65 mg）に抑えた。粒サイ
ズはやや大きくなったものの一般的な錠剤サプリメントの中
で見れば小さく，飲用試験においても飲みやすいという結果
が得られた。
　なお上記以外の有効成分についてはメタバリアNEOから
変更していない。

3.2	 機能性関与成分の設定
　機能性を表示するにあたっては，以下①②の条件を満たす
機能性関与成分を設定する必要がある。 
①表示しようとする機能性に係る作用機序について，in 
vitroおよびin vivoまたは臨床試験により考察されているも
のであり，直接的または間接的な定量確認および定性確認が
可能な成分であること。
②健康増進法の規定に基づき，食事摂取基準等に基準が策定
されている栄養素（ビタミン，ミネラルなど）は対象外とする。
サラシアエキスに含まれるチオ糖の一つである「サラシノー
ル」はFig. 3のような化学構造であり，非常に高いαグルコ
シダーゼ活性阻害能がある2）3）。

3.3	 分析プロトコルの作成
　既報告をもとにLC-MS法によるサラシノールの定性およ
び定量分析プロトコルを作成した4）。同プロトコルによる分
析法は一般財団法人・日本食品分析センターにも移管してお
り，第三者による分析が可能となっている。

3.4	 研究レビューの作成
　メタバリアスリムの含まれるサラシア由来サラシノールの
健常者に対する食事由来の糖の吸収抑制作用を明らかにする
ことを目的として，研究レビューを実施した。適格基準は，
疾病に罹患していない健常者を対象とし，サラシア由来サラ
シノールを含む食品の介入試験であり，サラシア由来サラシ
ノールを含まないプラセボを摂取するコントロール群との比
較試験で評価するものとした。主要アウトカムは食後血糖値
上昇抑制作用とした。
　研究レビューの結果，日本人健常成人が食事の前に，1 回
あたりサラシア由来サラシノールを0.2 mg 以上含むサラシ
アエキスを摂取することにより，糖の吸収を抑え，食後血糖
値の上昇を緩やかにすることが明らかとなった（Fig. 4）。

3.5	 最終製品を用いた臨床試験
　メタバリアスリムに含まれるサラシア由来サラシノールの

健常者に対する腸内環境に対する作用を明らかにすること
を目的として，無作為化二重盲検プラセボ対照並行群間比
較試験を実施した5）。試験の結果，サラシア由来サラシノー
ル1.0mg摂取により腸内のBifi dobacterium比率を増加させ，
腸内環境を改善する効果が得られることを明らかにした。こ
の効果は，サラシア由来サラシノールの作用により吸収され
なかった糖類が，腸内に存在するBifi dobacterium等に選択
的に資化され，腸内の Bifi dobacterium を増加させることに
より，有害菌や有害菌により産生される腐敗産物を減少させ，
腸内環境を整えるためだと考えられる。

3.6	 機能性関与成分量の決定
　上記，糖の吸収抑制と腸内環境改善作用の機能性表示を行
うため，サラシア由来サラシノールの配合成分量の決定を
行った。サラシノール量とαグルコシダーゼ阻害活性の相関
関係を確認した上で，サラシア由来サラシノールの1回摂取
量は0.2mg以上とし，一日当たりサラシア由来サラシノー
ル量は一日（8粒）あたり1.0mgに設定した。また錠剤中の
サラシノール量が賞味期限内で1.0mgを下回ることが無い
ことを加速経時試験により確認した。

3.7	 消費者庁への届出
　上記の内容を資料としてまとめ，さらに製剤規格，安全性
情報，機能性関与成分の定量・定性分析法および分析結果，
パッケージデザインに関する情報を書類にまとめ，消費者庁
への届出を行った。

3.8	 消費者庁届出受理，リニューアル発売
　届出後，消費者庁と数度のやりとりを経て，メタバリアス
リムは機能性表示食品として消費者庁に受理された（届出番
号：A91）。なお，届出情報は消費者庁HPのデータベースで
公開されており，誰でも閲覧することができる。
　消費者庁の受理を受け，届出番号および機能性「糖の吸収
を抑える」の記載を加えた新パッケージで，2015年11月
にリニューアル発売した。なお容器は従来のプラスチックボ
トルに加え，表示が大きく顧客の目に付きやすいチャック付
きアルミ袋を追加した。デザインは現行から大きくは変更せ

Fig. 3　Chemical structure of Salacinol

Fig. 4　Biological function of Salacinol in the digestive tract
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ず，長く愛用していただいているお客様にもなじみがある絵
柄を用いた（Fig. 5）。
　「おなかの中のビフィズス菌を増やして，腸内環境を整え
る」機能性については，追加届出を行っていたが，本論文執
筆中に消費者庁に受理された（届出番号：B218）。この機能
性を表示した商品「メタバリアS」（Fig. 6）は2017年3月
の発売を予定している。

4.	 まとめ

　糖の吸収を抑える機能性が報告されているサラシアエキス
を配合した機能性表示食品「メタバリアスリム」について述
べてきた。リニューアル発売以来，通信販売・店頭販売とも
順調に推移しており，これまでの主要ターゲットであるダイ
エットに関心のある顧客層に加えて，日頃から米飯やパンな
ど糖質の取りすぎを気にする顧客層，将来の疾病リスクを気
にする顧客層にまで拡大している（注：本製品は疾病の治療・
予防を目的としていない）。
　昨今食品業界では農薬やカビの混入など安全性を揺るがす
事件が度々起きている。またトクホにおいて機能性成分が必
要量の100分の1ほどしか配合されていないことが判明し認
可取り消しとなった事例も出ている6）。こういったことから
機能性表示食品でも今後は取り締まりが強化される可能性が
ある。当社では安全性が十分確認された食品原料のみを用い，
機能性関与成分の配合量も時間経過による減衰の影響まで含
めて担保できるよう配合設計しており，富士フイルムならで
はの高い安全性・信頼性の裏付けがある商品として提供して
いる。今後も顧客の信頼を裏切らない高品質の商品設計・開
発を進めていく。

5.	 今後の展望

　われわれはこれまでの研究で，サラシアエキスに糖の吸収
を抑える効果，腸内環境を整える効果があることを見出し，
商品の機能性表示に結び付けてきたが，これ以外にも免疫力
を高める効果があることを明らかにしており，メカニズム研
究をさらに進め機能性表示を目指していきたい。
　また，健康食品の先進国であるアメリカでは店頭販売以外
にも医療機関による健康食品の販売が普及しているが，日本

でも規模は小さいながら医師が患者向けに健康食品を利用す
る動きが出始めている7）。
　高齢化に伴う医療費の増加は国全体の借金増加の大きな割
合を占めており，もはや待ったなしの状況である。こうした
側面から，できるだけ多くの国民が医療に頼らず人生を全う
できるような社会の実現が日本の将来に欠かせない。今後と
も機能性食品の事業拡大を通じて，こうした社会の実現に少
しでも貢献していきたいと考えている。
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名は，一般に各社の商標または登録商標です。

Fig. 6　Packaging for Metabarrier S (left: zippered pouch; right: 
plastic bottle label)

Fig. 5　Packaging for Metabarrier Slim (left: zippered pouch; right: 
plastic bottle)
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In September 2016, we launched “ASTALIFT Moist Lotion,” which is a renewed, high-functionality skin lotion of the ASTA-
LIFT skin care series aimed at anti-aging skin care. Quantitative and qualitative changes in the dermal collagen contribute to 
wrinkle formation in photoaged skin. Collagenase, which is induced by ultraviolet rays, is capable of degrading fi brillar colla-
gens into distinctive 3/4 and 1/4 fragments. These collagen fragments have been reported to be incorporated into fi broblasts via 
the receptor protein Endo180. Therefore, Endo180 is presumed to play an important role in collagen turnover. In this study, we 
investigated the involvement of Endo180 in the uptake of fragmented collagen and searched for a material that would enhance 
Endo180 expression in the fi broblasts, which led us to “Retinol” (or Vitamin A). We then developed a nano-sized emulsion called 
“nano vitamin Ax,” which contains a retinol derivative and astaxanthin, and formulated it into ASTALIFT Moist Lotion.

Abstract

1.	 はじめに

　2016年9月，機能性化粧品アスタリフトシリーズの化粧
水をリニューアルし，高機能化粧水「アスタリフト モイス
トローション」として発売した（Fig. 1）。
　肌のハリの低下は多くの女性が抱える肌悩みであるが，こ
の原因として加齢や紫外線の影響によって，真皮コラーゲン
が減少あるいは劣化することが挙げられる。
　これまで，コラーゲンの減少に対しては，その産生量を増
加させるという対処法が数多く提案されているが，コラーゲ
ンの劣化に関する対策についてはあまり研究が進んでいな
かった。
　今回われわれは，劣化したコラーゲン，すなわち断片化コ
ラーゲンの蓄積と代謝メカニズムに着目し，「コラーゲンの
再生」を目指した研究を進めた。本報告では，コラーゲンレ
セプターと呼ばれるタンパク質「Endo180」の機能解明と
断片化コラーゲンの代謝を加速する「ナノビタミンAx」の
開発について報告する。
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Fig. 1　The newly developed “ASTLIFT Moist Lotion”
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2.	 真皮コラーゲンの断片化

　ヒトの皮膚は三つに大別され，肌表面に近い側から「表皮」
「真皮」「皮下組織」と呼ばれる。表皮の数十倍の厚さを持つ
真皮は，皮膚本体に強靭さを与えるので，その機能低下はシ
ワやたるみといった老化現象に関わってくる。
　細胞成分が多い表皮と異なり，真皮は主に線維成分で構成
されている。このような線維の大半が「コラーゲン」であり，
真皮乾燥重量の70%以上を占めると言われている1）。実際に
走査型電子顕微鏡を用いてヒト皮膚を観察した結果，真皮中
の発達したコラーゲン線維を確認することができた（Fig. 2）。
　真皮のコラーゲンが，加齢や光老化によって量的・質的変
化を受けることは従来からよく知られている。量的に減少す
るコラーゲンに対しては，その産生を担う線維芽細胞を賦活
化し，コラーゲン産生を向上させるというアプローチがこれ
までに数多く提案されている。
　質的な変化，すなわちコラーゲンの劣化は，紫外線や炎症
等によって誘導されるCollagenaseの活性化に起因し，その
酵素活性によってコラーゲン分子は「3/4鎖長」と「1/4鎖長」
という二つのフラグメントに分解される。また，多数のコラー
ゲン分子の集合体であるコラーゲン線維も分解を受け，線維
径の減少や部分的な断裂が起こる。光老化を受けた皮膚では，

このような「断片化コラーゲン」が真皮内に蓄積しているこ
とが報告されている2）。
　この「断片化コラーゲン」の影響に関してVaraniらは，
Collagenase 処理したコラーゲン中で線維芽細胞を培養した
結果，無処理の正常コラーゲン中と比べて，細胞のコラーゲ
ン合成能が低下することを報告している3）。すなわち「断片
化コラーゲン」の蓄積が，線維芽細胞における新たなコラー
ゲンの生成を妨げることを意味している。
　実際に，試験管内で再構成したコラーゲン線維に対し
Collagenaseの一種であるMatrix metalloproteinase-1（MMP-
1）を作用させると，その線維径が減少する様子が観察され
た（Fig. 3）。また70歳代女性の顔部皮膚を蛍光免疫染色に
て観察した結果，正常コラーゲン（緑色；Ⅰ型コラーゲン）
が大部分を占める真皮において，断片化コラーゲン（赤色；
3/4コラーゲン）も広範囲に存在することを確認した（Fig. 
4）。
　この真皮に蓄積し，コラーゲン新生を妨げるという「断
片化コラーゲン」を排除させることはできないのか？そこ
でわれわれはコラーゲンレセプターと呼ばれるタンパク質
「Endo180」に着目した。

Fig. 2　SEM images of a cross-section of human skin

Fig. 3　SEM images of type-1 collagen gels with (a) no treatment 
and (b) collagenase treatment

Fig. 4　Microscopic image of a cross-section of human skin stained for 
collagen fragments (red) and type-1 collagen (green)
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3.	 Endo180を介したコラーゲン代謝機構

　細胞には，細胞外の物質を取り込むEndocytosisと呼ばれ
る機構が存在する。断片化コラーゲンもこの機構によって線
維芽細胞に取り込まれ，やがて分解されると考えられている。
その取り込みの際に，Endo180（uPARAP, MRC2, CD280）
と呼ばれる膜タンパク質が断片化コラーゲンを認識すること
が報告されている4）。
　このことからEndo180は紫外線により障害を受けたコ
ラーゲンの再生に関与すると考えられるが，Endo180自身
も光老化によって減少することが報告されている2）。
　そこで，Endo180を介したコラーゲンの代謝メカニズム
について研究を行った（Fig. 5）。

3.1	 Endo180による断片化コラーゲンの取り込み
　断片化コラーゲンの調製には，豚腱由来Ⅰ型コラーゲンを
用いた。Recombinant Human MMP-1を用いて室温にて14
日間切断処理した後，SDS-PAGEにて3/4鎖長と1/4鎖長に
分離し，これをゲルから抽出・精製した（Fig. 6）。断片化コラー
ゲンの蛍光標識はAlexa488ラベリング試薬を用いた。ヒト
線維芽細胞のEndo180発現抑制はsiRNA処理にて行った。
　精製した蛍光標識断片化コラーゲン（3/4鎖長）を培地へ
添加したところ，線維芽細胞へ貪食される様子が観察され
た。また，Endo180ノックダウンによって断片化コラーゲ
ンの取込みが顕著に抑制された（Fig. 7）。この傾向は，1/4
鎖長の断片化コラーゲンにおいても確認された（Data not 
shown）。また，コラーゲン以外のタンパク質（Fibrinogen, 
Tripsin-inhibiter等）について同様に実験を行ったところ，
細胞内の取り込み量に差異は認められなかった（Fig. 8）。こ
の結果は，Endo180が断片化コラーゲンを特異的に認識し，
細胞内に取り込む役割を担っていることを示している。

Fig. 5　Collagen fragments and Endo180 Fig. 6　Preparation of collagen fragments

Fig. 7　Endo180-dependent uptake of collagen fragments Fig. 8　Endo180-independent uptake of fl uorescent-labeled proteins
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3.2	 Endo180とコラーゲン合成
　Endo180の機能についてさらに詳細に調べるため，コラー
ゲン合成能へ及ぼす影響を評価した。皮膚に存在すること
が知られているⅠ型，Ⅲ型，Ⅳ型，Ⅴ型，Ⅶ型コラーゲン
のmRNA発現量を測定した結果，Endo180をノックダウン
した線維芽細胞では，Ⅰ型・Ⅲ型・Ⅶ型コラーゲンの発現
量が減少することが分かった（Fig. 9）。この結果によって，
Endo180は断片化コラーゲンの取り込みだけでなく，新規
コラーゲン合成にも関与することが明らかとなった。

4.	 レチノールによるEndo180亢進作用

　これまでの検証から，光老化によって減少するEndo180
の回復が，コラーゲン再生において重要であることが示唆さ
れた。そこでスキンケア製品への応用のため成分探索を行っ
た結果，レチノール（ビタミンA）にEndo180亢進作用を
見出した。また，化粧品素材として知られているコラーゲン
ペプチドと同時添加することで，本作用が相乗的に増加する
ことを見出した（Fig. 10）。

5.	 独自成分「ナノビタミンAx」の開発

　レチノールの効果を最大限発揮させるため，皮膚内へ浸透
した後，変換を受ける誘導体「パルミチン酸レチノール」に
着目した。また，抗酸化作用によって断片化コラーゲンの生
成を抑制するアスタキサンチンの共配合を検討した。その結
果，50nmサイズにナノ乳化した「ナノビタミンAx」の開
発に成功し，「モイストローション」への配合を可能にした
（Fig. 11）。

6.	「モイストローション」の肌改善効果

　線維芽細胞でのコラーゲン代謝を促進する「ナノビタミ
ンAx」を配合した「モイストローション」が肌状態に及ぼ
す影響を確認するため，文書での同意が取得できた健常な
日本人女性29名での4週間連用試験を実施した。被験者は
朝晩1日2回の洗顔・入浴後に，本ローションを適量使用
し，連用開始前および連用4週間後に，各被験者の頬部の角
層水分量を Corneometer，粘弾性をCutometer（いずれも
Courage+Khazaka社製）で測定した。
　その結果，角層水分量の平均値は54から約5増加し，粘弾
性R6（数値が低いほど粘性的な伸びが少なく，たるみが少な
い）の平均値は0.42から約0.06減少し，「モイストローション」
連用による肌改善効果を確認することができた（Fig. 12）。

Fig. 9　Endo180 regulates the mRNA expression of several types of 
collagen

Fig. 10　Ingredients for increasing Endo180 expression

Fig. 11　TEM images of “nano vitamin Ax,” which contains a retinol 
derivative and astaxanthin

Fig. 12　Changes in the (a) water content (b) viscoelasticity of the skin
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7.	 まとめ

　今回われわれは，光老化や加齢によって皮膚に蓄積する「断
片化コラーゲン」に着目し，その代謝機構を担うタンパク質
「Endo180」に関する研究を進めた。その過程では，実際の
ヒト皮膚内に存在する断片化コラーゲンの観察や，線維芽細
胞におけるEndo180依存的な断片化コラーゲンの取込みな
ど，コラーゲン代謝に関する新たな知見を得ることができた。
また，コラーゲン代謝を促進させる成分としてレチノールに
Endo180亢進作用を見出した。さらにレチノール誘導体と
コラーゲン分解を防ぐ抗酸化剤アスタキサンチンを組み合わ
せた「ナノビタミンAx」を開発し，これを配合した「モイ
ストローション」での肌改善効果を実証した。
　写真分野で培ったコラーゲン研究を活かし，スキンケア製
品へ応用させることは，われわれにしかできないアプローチ
である。今後も独自技術を駆使し，新たな化粧品の開発に取
り組んでいきたい。

参考文献

1) 清水宏編. あたらしい皮膚科学 第2版. 中山書店, 2011, 
p.13.

2) Tang, S.; Lucius, R.; Wenck, H.; Gallinat, S.; Weise, J. M. 
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Wagenaar-Miller R. A.; Kjøller, L.; Gårdsvoll, H.; Høyer-
Hansen, G.; Holmbeck, K.; Bugge,  T. H.; Behrendt, N. Journal 
of Biological Chemistry. 2007, 282(37), p.27037-27045.

商標について

・「アスタリフト」「ASTALIFT」「ナノビタミンAx」は，富
士フイルム（株）の登録商標です。

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

FUJIFILM RESEARCH & DEVELOPMENT (No.62-2017) 69



FU
JIFILM

 R
E

S
E

A
R

C
H

  &
 D

E
V

E
LO

P
M

E
N

T
N

o
.62 2017



UV‐ LED を用いたワイドフォーマットインクジェッ
トシステムの開発

光学活性セラミドによる角層バリアタンパクの産生促
進効果

Negative-tone imaging with EUV exposure

Demonstration of a Novel Low Cost Single Material Tem-
porary Bond Solution for High Topography Substrates 
based on a Mechanical Wafer Debonding and Innovative 
Adhesive Removal

2in1 カメラシステム

Negative-tone imaging with EUV exposure for 14nm 
hp and beyond

Development of a novel irreversible FLT3 tyrosine kinase 
inhibitor FF-10101

平版印刷版上で発生するポツ汚れ発生機構に関する研
究

佐藤　武彦

中畝　明菜
荒河　純
森　久容
景山　茂樹
境野　佳樹
永田　幸三

TSUBAKI Hideaki
NIHASHI Wataru
TSUCHIHASHI Toru
MOMOTA Makoto
GOTO Takahiro
TSUCHIHASHI Toru*
他

KAMOCHI Yoshitaka
KOYAMA Ichiro
IWAI Yu
SAWANO Mitsuru
TANA Shiro
PHOMMAHAXAY Alain*
他

小野　修司

TSUBAKI Hideaki
NIHASHI Wataru
TSUCHIHASHI Toru
MOMOTA Makoto
GOTO Takahiro
TSUCHIHASHI Toru*
他

YAMAURA Takeshi
NAKATANI Toshiyuki
UDA Ken
TAKASAKI Masaru
HAGIWARA Shinji
AKASHI Akimi*
他

田中　秀明
工藤　康太郎 *

他

フォトポリマー懇話会講演会 . 202nd, p.III.1-
III.8. (2014)

SCCJ 研究討論会講演要旨集 . 75th, p.12-13. 
(2014.11.27)

J Photopolym Sci Technol. 28(4),p.489-499. 
(2015)

Proc Electron Compon Technol Conf. 65th Vol.2, 
p.1430-1435. (2015)

画像センシングシンポジウム講演論文集 
(CD－ROM). 21st, p.ROMBUNNO.DS1-01. (2015)

Proc SPIE. 9422(Pt.1),p.94220N.1-94220N.12. 
(2015)

日本癌学会学術総会抄録集 (Web). 74th, p.J-
1200 (WEB ONLY). (2015)

日本印刷学会誌 . 52(6),p.513-519 (J-STAGE). 
(2015)

報 告 誌著 者題 目

227FUJIFILM RESEARCH & DEVELOPMENT (No.62-2017)



環境配慮型インクジェット印刷材料技術

軟包装用UVインクジェットシステム開発

インクジェットデジタル印刷機 JetPress720 シリーズ
の開発

CR開発と今後の展望

「ポータブル撮影の効率化を目指したVirtual Grid 技術
について」

バリウムフェライト磁性体を用いた大容量データテー
プカートリッジの量産技術

環境・安全に配慮した独創的な水系硬化材料の開発

Surface Modification of CoOx Loaded BiVO4 Photoanodes 
with Ultrathin p-Type NiO Layers for Improved Solar 
Water Oxidation

リコンビナントコラーゲン技術を用いた再生医療への
取り組み

A study of magnetic tape media for high density recording

帰山　敦史
篠原　竜児
遠藤　章浩
安田　庄司

荒木　健次郎
幕田　俊之
三木　正章
安田　庄司
佐藤　武彦 *

辰巳　節次
中澤　雄祐
井上　義章
柳　輝一
山野辺　淳

加藤　久豊

岡野　佳代

野口　仁
大津　弘毅
石川　健児
永井　啓勝
伊藤　浩道

天生　聡仁
安田　浩司
北川　浩隆
藤原　淑記
中村　一平

KATAYAMA 
Chisato
ZHONG Miao*

他

吉岡　康弘

HARASAWA Takeshi
OYANAGI Masahito
SHIMIZU Osamu

Meeting of Federation of Imaging Societies 
(CD-ROM). 2nd, p.ROMBUNNO.A09. (2015)

Meeting of Federation of Imaging Societies 
(CD-ROM). 2nd, p.ROMBUNNO.A10. (2015)

Meeting of Federation of Imaging Societies 
(CD-ROM). 2nd, p.ROMBUNNO.C08. (2015)

日本医用画像工学会大会予稿集 (CD-ROM). 
34th, p.ROMBUNNO.TL1. (2015)

日本放射線技術学会東北部会雑誌 . (24),p.82-83. 
(2015.01.31)

大河内賞受賞業績報告書 . 61st, p.1-17. 
(2015.04.01)

和光純薬時報 . 83(2),p.6-10. (2015.04.15)

J Am Chem Soc. 137(15),p.5053-5060. 
(2015.04.22)

高分子学会予稿集 (CD － ROM). 64(1), 
p.ROMBUNNO.2B06IL. (2015.05.12)

Imaging Conference Japan論文集. 2015, p.17-20. 
(2015.06.17)

報 告 誌著 者題 目

228 印刷発表リスト



Long-term stabilities of magnetic tapes for data 
storage

Controlling flexographic printing quality on DLE

Image-Simulation for Realistic Skin Visualization

Color Profile Estimation Methods for Color 
Management System in Practical Printing Workflow

Analysis of Wetting and Coalescing behavior of minute 
ink droplets by MPS simulation

Technologies in high quality sheet-fed digital press 
''JetPress''

Conductive Expression Mechanism in Dielectrics 
Containing Conductive Particles

表面増強ラマン散乱を用いた代謝物イメージング

ハニカムフィルムを利用したスフェロイドのマイクロ
パターニング培養

リコンビナントコラーゲン技術を用いた再生医療への
取り組み

KATAYAMA Kazutoshi
CHINDA Yuka
SHIMIZU Osamu
GOTO Yasutomo
SUZUKI Mayumi
NOGUCHI Hitoshi

YAMASHITA Hiroshi
SAKAMOTO Yuki
KURAMOTO Mamoru*
他

YAMAGUCHI Yoshitaka
IKEDA Eriko
TANI Takeharu
YOSHIDA Naoko
ISHIBASHI Hideyasu

HORITA Shuhei
KONDO Hirokazu

WATANABE Hiroyuki
MATAKI Hiroshi
INOUE Seiichi
TAKAHASHI Ryosuke*
他

NAKAZAWA Yusuke

TANAKA Hideaki
NAKANISHI Masatoshi
OGAWA Toru*

他

塩田　芽実
山添　昇吾
納谷　昌之
大村　光代 *

他

後藤　俊
伊藤　晃寿
小橋　創一
山崎　英数
中澤　浩二 *

他

吉岡　康弘

Imaging Conference Japan論文集. 2015, p.21-24. 
(2015.06.17)

Imaging Conference Japan論文集. 2015, p.84-86. 
(2015.06.17)

Imaging Conference Japan論文集 . 2015, p.124-
127. (2015.06.17)

Imaging Conference Japan論文集 . 2015, p.193-
196. (2015.06.17)

Imaging Conference Japan論文集 . 2015, p.405-
408. (2015.06.17)

Imaging Conference Japan論文集 . 2015, p.567-
570. (2015.06.17)

Imaging Conference Japan論文集 . 2015, p.586-
589. (2015.06.17)

光学シンポジウム講演予稿集 . 40th, p.55-56. 
(2015.06.25)

HAB 研究機構学術年会プログラム・要旨集 . 
22nd, p.104. (2015.06.26)

月刊細胞 . 47(8),p.417-420. (2015.07.31)

報 告 誌著 者題 目

229FUJIFILM RESEARCH & DEVELOPMENT (No.62-2017)



消化器癌におけるレーザー光を用いた診断・治療  レー
ザー光を用いた消化器内視鏡システムと最近の進展

2014 年のカメラ『リアルタイム・ビューファインダー』
搭載X‐ T1の開発について

誘電損失法によるハロゲン化銀微結晶の空間電荷層の
研究 (II) 表面空間電荷層の Pauly ‐ Schwan/Hanai 理
論による解析

富士フイルムにおける分析部門の役割―半導体レジス
ト用モデルポリマーの脱保護による分子運動性変化を
例に―

新規開発マイクロニードルを用いた貼るインフルエン
ザワクチンの効果

ワンショット紫外‐可視分光 SD‐ OCT の開発とUV
光の皮膚への侵達の観察

銀ナノ石畳構造の超低屈折率特性を利用した反射防止
構造

塗布および無電解めっき法によるフレキシブル基板上
有機単結晶トランジスタアレイ

塗布有機半導体トランジスタを用いた 4ビット無線デ
ジタル伝送

Local circular polarizations in nanostructures induced 
by linear polarization via optical near-fields

感染症検査の写真現像技術を応用した高感度化

森本　美範

高田　浩祐

山下　清司
大島　直人 *

他

相見　敬太郎
波多野　成児
鈴木　真由美
西山　文之
西川　尚之

来馬　浩二
小山田　孝嘉
中務　陽裕 *

他

平山　平二郎
中村　崇市郎
村口　太一

安田　英紀
谷　武晴
納谷　昌之
松野　亮

宇佐美　由久
田中　秀幸 *

他

宇佐美　由久
松井　弘之 *

他

TANI Takeharu
YASUDA Hideki
NAYA Masayuki
NARUSE Makoto*

他

浅井　智仁

GI Res. 23(4),p.330-334,277-278. 
(2015.08.01)

日本写真学会誌 . 78(3),p.142-146. 
(2015.08.25)

日本写真学会誌 . 78(3),p.174-181. 
(2015.08.25)

日本分析化学会年会講演要旨集 . 64th, p.364. 
(2015.08.26)

日本獣医学会学術集会講演要旨集. 158th, p.329. 
(2015.08.30)

応用物理学会秋季学術講演会講演予稿集
(CD－ ROM). 76th, p.ROMBUNNO.14P-2N-3. 
(2015.08.31)

応用物理学会秋季学術講演会講演予稿集
(CD－ ROM). 76th, p.ROMBUNNO.15A-2G-1. 
(2015.08.31)

応用物理学会秋季学術講演会講演予稿集
(CD－ ROM). 76th, p.ROMBUNNO.16A-1G-6. 
(2015.08.31)

応用物理学会秋季学術講演会講演予稿集
(CD－ ROM). 76th, p.ROMBUNNO.16P-1G-1. 
(2015.08.31)

J Opt Soc America B Opt Phys. 32(9),p.1797-
1803. (2015.09.01)

日本臨床検査自動化学会会誌 . 40(4),p.375. 
(2015.09.01)

報 告 誌著 者題 目

230 印刷発表リスト



Non-resonant 2-D piezoelectric MEMS optical scanner 
actuated by Nb doped PZT thin film

複眼式撮像装置を搭載した橋梁近接目視代替ロボット
システムの研究開発

UVA照射ヘアレスマウスにおける食餌性アスタキサン
チンの光老化抑制作用

アシルセラミド分散液による皮膚角層細胞間脂質長周
期ラメラ構造の修復効果

Roll ‐ to ‐ Roll 塗布乾燥技術とナノフルイド

ガスタービンの Improvement/Modification  ガスター
ビン自家発電設備の改善事例 ( 日本ガスタービンユー
ザー会 )

全脊椎長尺画像におけるダイナミックレンジ圧縮自動
制御処理の初期検討

ディジタル散乱X線除去処理の頭頚部領域への応用

ディジタル散乱X線除去処理の四肢領域への応用

Efficacy of a novel irreversible FLT3 inhibitor FF-10101 
against human AML cells

NAONO Takayuki
FUJII Takamichi
TANAKA Shuji*
他

羽田　典久
山崎　文敬 *

斎藤　仁美
小松　俊之 *

他

中畝　明菜
杉島　明典
大村　現
北岡　弘行
景山　茂樹
八田　一郎 *

片桐　良伸

岩間　秀司
金子　清隆 *

他

岩木　健
樫山　和幸 *

他

岩木　健
中岡　照郎 *

他

岩木　健
松浦　義弘 *

他

UDA Ken
NAKATANI Toshiyuki
YAMAURA Takeshi
TAKASAKI Masaru
HAYAKAWA Fumihiko
HAGIWARA Shinji
AKASHI Akimi*
他

Sens Actuators A. 233, p.147-157. 
(2015.09.01)

日本ロボット学会学術講演会予稿集 (CD
－ ROM). 33rd, p.ROMBUNNO.1F2-07. 
(2015.09.03)

日本油化学会年会講演要旨集 . 54th, p.166. 
(2015.09.08)

日本油化学会年会講演要旨集 . 54th, p.183. 
(2015.09.08)

化学工学会秋季大会研究発表講演要旨集 (CD－
ROM). 47th, p.ROMBUNNO.A217. (2015.09.09)

日本ガスタービン学会誌 . 43(5),p.330-336. 
(2015.09.18)

日本放射線技術学会雑誌 . 71(9),p.923. 
(2015.09.20)

日本放射線技術学会雑誌 . 71(9),p.926-927. 
(2015.09.20)

日本放射線技術学会雑誌 . 71(9),p.927. 
(2015.09.20)

臨床血液 . 56(9),p.1484. (2015.09.30)

報 告 誌著 者題 目

231FUJIFILM RESEARCH & DEVELOPMENT (No.62-2017)



Relativistic caused hydrodynamics derived from Boltzmann 
equation: A novel reduction theoretical approach

デュアルモードトモシンセシスの追加撮影としての臨
床的価値の検討

保湿に関する新たな技術開発と素材  ヒト型セラミド
の角層細胞外壁タンパク産生促進効果による保湿機能

リアルな肌の可視化のためのマルチスケール光学シ
ミュレーション

デジタルラジオグラフィにおける透過画像の像質改善
に関する実験  その 3

プロフェッショナルアーカイブにおけるストレージの
将来  テープアーカイブの現状と将来展望

123 Gbit/in2 Recording Areal Density on Barium Fer-
rite Tape

A Study of Timing Recovery for High-Recording-Densi-
ty Tape Systems

Cu 充填 Al 陽極酸化膜を用いた高密度 3次元実装技術
の開発

TSUMURA 
Kyosuke
KIKUCHI Yuta*
他

千代　知成
荒井　毅久
遠藤　登喜子 *

他

中畝　明菜
景山　茂樹
森　久容
荒河　純

谷　武晴
山口　義隆
吉田　那緒子

成川　康則
大岡　紀一 *

武者　敦史
清水　治

OYANAGI Masahito
MOROOKA Atsushi
MORI Masahiko
KURIHASHI Yuichi
KANEKO Tetsuya
TADA Toshio
SUZUKI Hiroyuki
HARASAWA Takeshi
SHIMIZU Osamu
OHTSU Hiroki
NOGUCHI Hitoshi
LANTZ Mark A.*
他

MUSHA Atsushi
SHIMIZU Osamu
NAKAMURA Yasuaki*
他

山下　広祐
堀田　吉則
深澤　亮 *

他

Phys Rev D Part Fields Gravit Cosmol. 92(8,Pt.
B),p.085048.1-085048.24. (2015.10)

日本乳癌検診学会誌 . 24(3),p.502. 
(2015.10.05)

Fragr J. 43(10),p.37-44. (2015.10.15)

Optics & Photonics Japan 講演予稿集
(CD－ ROM). 2015, p.ROMBUNNO.30AA3. 
(2015.10.15)

日本非破壊検査協会秋季講演大会講演概要集 . 
2015, p.285-286. (2015.10.16)

O plus E. (432),p.918-923. (2015.10.25)

IEEE Trans Magn. 51(11),p.RONBUNNO.3101304. 
(2015.11)
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(2015.11)

エレクトロニクス実装学会誌 . 18(7),p.503-510. 
(2015.11.01)
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ナノマテリアルとナノテクノロジー  写真が切り拓い
たナノテクノロジー

ハニカムフィルムを利用したマウス iPS 細胞培養

第一原理計算によるリチウムイオン二次電池負極 /電
解液界面における被膜形成反応解析

エネルギーハーベスティングを目指した有機熱電変換
材料

スルメイカを摂食した犬における血中クレアチニン濃
度の検討

グローバルヘルスセキュリティと日本の保健医療リ
ソース開発における産官学連携  西アフリカでのファ
ビピラビル ( アビガン錠 ) の臨床研究適用と今日まで
の歩み

Derivation of second-order relativistic hydrodynamics 
for reactive multicomponent systems

高記録密度テープシステムにおけるタイミング・リカ
バリ方式の検討

韓国特許調査精度向上の検討 : 韓国特許 CPC 特許分類
の付与分析とその活用

新規粉体技術とファンデーションの開発  桜の花びら
の光学特性を応用した機能性粉体の開発

藤原　淑記
柳原　直人

後藤　俊
伊藤　晃寿
小橋　創一
山崎　英数
大野　恭平 *

他

奥野　幸洋
後瀉　敬介
袖山　慶太郎 *

他

青合　利明

浦野　光
丹野　翔伍 *

他

山田　光一
齋藤　智也 *

他

TSUMURA Kyosuke
KIKUCHI Yuta*
他

武者　敦史
清水　治
仲村　泰明 *

他

田畑　文也

城内　美樹
大軽　郁子
中村　崇市郎
吉田　那緒子
池田　恵梨子

自動車技術 . 69(11),p.101-107. (2015.11.01)

日本バイオマテリアル学会大会予稿集 . 37th, 
p.187. (2015.11.09)

電池討論会講演要旨集 . 56th, p.277. 
(2015.11.10)

ポリマー材料フォーラム講演予稿集 . 24th, 
p.104-105. (2015.11.11)

動物臨床医学会年次大会プロシーディング . 
36th(2),p.199-200. (2015.11.20)

月刊メディカル・サイエンス・ダイジェスト . 
41(12),p.460-467. (2015.11.25)

Physical Review. C. Nuclear Physics. 92(6), 
p.064909.1-064909.20. (2015.12)

電子情報通信学会技術研究報告 . 
115(356(MR2015 22-33)),p.47-51. 
(2015.12.03)

情報プロフェッショナルシンポジウム予稿集 . 
12th, p.135-140. (2015.12.10)

Fragr J. 43(12),p.24-30. (2015.12.15)
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Skin sensitization prediction for surfactants using two 
in chemico alternatives and clarification of character-
ization for these assays

DR 検出器としての線量低減への取り組み

JIS Z 4751 ‐ 2‐ 45 医用電気機器―第 2‐ 45部 : 乳
房用 X線装置及び乳房定位装置の基礎安全及び基本性
能に関する個別要求事項

整形外科領域におけるDR圧縮自動制御処理の有用性
検討

ディジタル散乱線除去処理を用いた頸椎側面画像の検
討 : 被写体‐検出器間距離の影響

ディジタル散乱線除去処理を用いた胸部画像の臨床評
価

メラニン /メラノソーム分解による新規美白素材の開
発

経皮ワクチン製剤の貼付に伴う樹状細胞サブセットの
遊走と局在

金属 , 硫黄 , リン原子不含摩擦調整剤のトライボロジー
挙動

ヒト皮膚線維芽細胞におけるコラーゲンレセプター
Endo180 の機能解析

YAMAMOTO Yusuke
KASAHARA Toshihiko
KOTUKU Yasuhiro
HIOKI Takanori
FUJITA Masaharu
JIMBO Yoshihiro

桑原　健

早乙女　滋

中村　佳児
高橋　知幸
瀧　伴子
網本　直也 *

他

岩木　健
中邑　友美 *

他

岩木　健
樫山　和幸 *

他

本間　俊之
大村　現
景山　茂樹
境野　佳樹
永田　幸三

吉田　淳哉
小山田　孝嘉
江口　涼介 *

他

児玉　邦彦
藤原　淑記
藤田　光宏
横川　夏海
滋野井　悠太

本間　俊之
景山　茂樹
田代　朋子
永田　幸三
森　淳一

Altern Anim Test Exp. 20(Supplement),p.142. 
(2015.12.31)

日本放射線技術学会総会学術大会予稿集 . 
72nd, p.127. (2016)

日本放射線技術学会総会学術大会予稿集 . 
72nd, p.128. (2016)

日本放射線技術学会総会学術大会予稿集 . 
72nd, p.232-233. (2016)

日本放射線技術学会総会学術大会予稿集 . 
72nd, p.236. (2016)

日本放射線技術学会総会学術大会予稿集 . 
72nd, p.236. (2016)

日本薬学会年会要旨集 (CD-ROM). 136th, 
p.ROMBUNNO.27M-AM09. (2016)

日本薬学会年会要旨集 (CD － ROM). 136th, 
p.ROMBUNNO.28L-PM08S. (2016)

日本トライボロジー学会トライボロジー会議
予稿集 (CD-ROM). 2016, p.ROMBUNNO.A20. 
(2016)

日本結合組織学会学術大会抄録集. 48th, p.113. 
(2016)
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神経血管束の可視化をめざした光音響画像化技術の開
発

乳がん画像診断におけるトモシンセシスの線量低減の
検討

ディジタル一般撮影の変遷と画像処理技術最前線

Negative-tone imaging with EUV exposure toward 
13nmhp

前立腺癌の局在診断における光音響画像化技術の有用
性検証

レーザー彫刻型フレキソ製版システムに関する印刷品
質の制御

インクジェット印刷機の基材汎用性拡大技術

UVインキ対応高耐刷無処理サーマル CTP プレートの
開発

[Paper] A Study on Timing Recovery for High-Record-
ing-Density Tape Systems

企業の事業転換とオープンイノベーション

印刷と画像の未来  軟包装用UVインクジェットシステム

入澤　覚
堀口　明男 *

他

千代　知成
荒井　毅久
遠藤　登喜子 *

他

山田　雅彦

TSUBAKI Hideaki
NIHASHI Wataru
TSUCHIHASHI Toru
YAMAMOTO Kei
GOTO Takahiro
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新地　祐介 *

他

山下　博史
坂本　裕貴
林　直毅
倉本　守 *

他

溝江　大我
荒井　拓也
宮戸　健志
安田　庄司
下野　勝弘

津村　享佑
芝本　匡雄
村上　平
出井　宏明
工藤　康太郎 *

他

Musha Atsushi
Shimizu Osamu
Nakamura Yasuaki*
他

浅見　正弘

荒木　健次郎

泌尿器科再建再生研究会プログラム・抄録集 . 
13th, p.28. (2016)

日本乳癌学会学術総会プログラム・抄録集 . 
24th, p.334. (2016)

日本放射線技術学会雑誌 . 72(4),p.344-351(J-
STAGE). (2016)

Proceedings of SPIE. 9776, p.977608.1-
977608.10. (2016)

泌尿器画像診断・治療技術研究会プログラム・
抄録 . 4th, p.42. (2016)

日本印刷学会誌 . 53(4),p.287-296(J-STAGE). 
(2016)

Meeting of Federation of Imaging Societies 
(CD-ROM). 3rd, p.ROMBUNNO.A11. (2016)

Meeting of Federation of Imaging Societies 
(CD-ROM). 3rd, p.ROMBUNNO.C02. (2016)

ITE Transactions on Media Technology and 
Applications (Web). 4(4),p.296-300(J-STAGE). 
(2016)

産学連携学 . 12(2),p.2_48-2_54(J-STAGE). 
(2016)

印刷雑誌 . 99(1),p.19-22.(2016.01.15)
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富士フイルム ( 株 ) の細胞治療領域における事業戦略

自家培養軟骨ジャックの製造初期のパラメータを用い
た出荷適合率の予測

Central necrosis を回避する細胞凝集体 ''CellSaic( セル
ザイク )'' を用いた 3次元細胞構造体の形成

ヒト I 型コラーゲン様リコンビナントペプチド
''cellnest'' を用いた骨再生剤の開発

bFGF 結合性リコンビナントタンパク質を用いたヒト
iPS 細胞の新規培養法開発

再生医療における材料ニーズと富士フイルムの取り組み

「自己託送」制度活用による系統電力ピークカットとコ
スト効果について―自家発電力の多拠点利用―

BEAT を用いた枕型 ANCシステムのMR騒音に対する
有効性の検討

天体写真の最近の動向―第 1回天体写真技術セミナー
のまとめ―

有機単結晶 CMOS による高速Dフリップフロップ回路

腸内細菌叢変化を介したヒト生体機能の調整 : 次世代
シーケンサーを用いた腸内細菌叢解析と遺伝子発現解
析結果との関連性

伴　寿一

福島　瑠依子
藤田　美穂 *

他

中村　健太郎
前川　敏彦
吉岡　康弘
畠　賢一郎

我妻　昭彦
平塚　崇浩
岡村　愛
入田　潔
前川　敏彦
畠　賢一郎

村上　裕太
芳野　雄一
大野　由尊
萩屋　啓太
野見山　早苗
前川　敏彦
畠　賢一郎
阿久津　英憲 *

中村　健太郎

喜島　嘉彦

三好　哲
木下　哲 *

他

塩田　和生

宇佐美　由久
田中　秀幸 *

他

小田　由里子
植田　文教
井上　亮 *

他

再生医療 . 15, p.160. (2016.02.01)

再生医療 . 15, p.208. (2016.02.01)

再生医療 . 15, p.244. (2016.02.01)

再生医療 . 15, p.253. (2016.02.01)

再生医療 . 15, p.256. (2016.02.01)

月刊Material Stage. 15(11),p.1-4. 
(2016.02.10)

省エネルギーセミナー講演要旨集. 20th, p.50-55. 
(2016.02.18)

日本音響学会研究発表会講演論文集 (CD-ROM). 
2016, p.ROMBUNNO.3-3-16. (2016.02.24)

日本写真学会誌 . 79(1),p.70-75. (2016.02.25)

応用物理学会春季学術講演会講演予稿集 (CD
－ ROM). 63rd, p.ROMBUNNO.22P-W521-6. 
(2016.03.03)

日本農芸化学会大会講演要旨集 (Web). 2016, 
p.2F120 (WEB ONLY). (2016.03.05)
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アスタキサンチンの経口摂取による光老化抑制作用と
そのメカニズムの解明

リコンビナントコラーゲン技術を用いた再生医療への
取り組み

複数の欠陥を同時に回避する巻取り条件の設計

第 4世代マルチコピー機

Functional polymer membrane, manufacturing method 
therefor, ion exchange membrane and proton conduct-
ing membrane equipped with functional polymer mem-
brane, and ion exchange device

太陽光閉鎖型多収ハウス構築を目指した高光透過・高
透湿ハウスの諸性質

超解像と逐次法を応用したトモシンセシス再構成技術
の開発

マルチスケール光学シミュレーション技術の開発と ,「ア
スタリフトジェリーアクアリスタ」光学エビデンスへの
展開

軟包装用UVインクジェットインクシステム開発

斎藤　仁美
小松　俊之 *

他

吉岡　康弘
中村　健太郎
岩澤　玲子

山田　健央

高岡　直樹
鈴木　直志
白石　隆一 *

他

富士フイルム

近江　祐依
鷲谷　公人
中野　明正 *

他
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大軽　郁子
THIELE Tomoko
森　淳一
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荒木　健次郎
幕田　俊之

日本農芸化学会大会講演要旨集 (Web). 2016, 
p.4E098 (WEB ONLY). (2016.03.05)

Bio Clinica. 31(3),p.272-276. (2016.03.10)

日本機械学会情報・知能・精密機器部門講演会
講演論文集. 2016 (CD－ROM), p.ROMBUNNO.
D-2-4. (2016.03.14)

Fuji Xerox Technical Report. (25),p.120-130.  
(2016.03.17)

公知技術 . (261),p.1-45. (2016.03.21)

園芸学研究 別冊 . 15(1),p.122. (2016.03.26)

FujiFilm Research & Development. (61),p.1-6. 
(2016.03.28)

FujiFilm Research & Development. (61),p.7-11. 
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FujiFilm Research & Development. (61),p.12-
16. (2016.03.28)
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バリウムフェライト磁性体による塗布型磁気テープの
高密度化研究

新聞用完全無処理サーマル CTP「SUPERIA ZN」の開発

無色透明高耐熱バイオマスポリマーフィルムの開発

高耐久性と環境負荷低減を実現するモノシート型太陽
電池バックシートの開発

「アスタリフトホワイトパーフェクトUVクリアソ
リューション」の開発

機能性化粧品「アスタリフトジェリーアクアリスタ」
リニューアル開発

培養細胞の画像解析法について

小柳　真仁
諸岡　篤
森　仁彦
多田　稔生
清水　治
鈴木　宏幸
原澤　建
栗橋　悠一

嶋中　修知 *
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阿久津　英憲 *
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bFGF 結合性リコンビナントタンパク質を用いたヒト
iPS 細胞の新規培養法開発

Data-Dependent Higher-Order Clique Selection for 
Artery-Vein Segmentation by Energy Minimization

ランダム分散構造メタサーフェス

パルスインバージョン法を用いた血管壁弾性計測の検
討

子宮頚部前癌病変における光音響技術の有用性の検討

サラシア属植物の免疫効果  感染モデル～ヒトへの効
果まで

UVA照射ヘアレスマウスを用いたアスタキサンチンの
光老化抑制作用の評価

古くて新しい磁気テープ記録技術  3 章  エンタープラ
イズ向けテープドライブ  3 ‐ 2  エンタープライズシ
ステム用高性能テープ技術開発

古くて新しい磁気テープ記録技術  5 章  将来の大容量
化技術  5 ‐ 1  塗布型磁気テープの高密度化技術

高画質インクジェット方式におけるドット制御技術

村上　裕太
芳野　雄一
大野　由尊
萩屋　啓太
野見山　早苗
前川　敏彦
畠　賢一郎
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p.135. (2016.04.25)

日本栄養・食糧学会大会講演要旨集 . 70th, 
p.249. (2016.04.25)

映像情報メディア学会誌 . 70(3),p.392-395. 
(2016.05.01)
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p.9-10. (2016.05.19)
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アポダイジングフィルターを搭載したフジノンレンズ
XF56mmF1.2R APD の開発

誘電損失法によるハロゲン化銀微結晶の空間電荷層の
研究

溶融成形可能なセルロース誘導体の開発とそれらの材
料特性

魚類急性毒性を指標とする生物蓄積性の定性的評価

システムパラメタに基づく効率的ハーフトーン設計手法

軟包装用UVインクジェットシステム開発

ロール・ツー・ロール・プリンテッドエレクトロニク
ス技術への期待  ウェブの巻取り欠陥の発生メカニズ
ムと巻取り欠陥を回避する張力パターンの新設計手法

亜鉛高含有食品摂取がヒトの睡眠及び生活習慣病へ及
ぼす効果

アポダイジングフィルターを搭載したフジノンレンズ
「XF56mmF1.2R APD」の開発

広がる機能性フィルムの可能性  富士フイルム  曇り防
止フィルムの開発  人々の生活の質を向上させる心躍
る商品の提供を目指して

胸部領域における医療技術  胸部一般 X線撮影におけ
る最新画像処理技術

データストレージ用磁気テープの保存安定性―高温環
境下での加速試験―

近藤　茂
青木　貴嗣

山下　清司

澤井　大輔
野副　寛
芳谷　俊英
塚田　芳久

茂理　保平
小宮　秀介
勝岡　尉浩

勝山　公人
岡本　高宏

荒木　健次郎
幕田　俊之
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安田　庄司
佐藤　武彦 *

山田　健央

植田　文教
斎藤　仁美
鈴木　璃奈 *

他

近藤　茂
青木　貴嗣

安東　隆

川村　隆浩
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片山　和俊
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清水　治
野口　仁
珍田　裕佳
鈴木　真由美

日本写真学会誌 . 79(2),p.156. (2016.05.25)

日本写真学会誌 . 79(2),p.157. (2016.05.25)

繊維学会予稿集 . 71(1 (CD-ROM)), 
p.ROMBUNNO.2C09. (2016.06.06)

環境化学討論会要旨集 (CD-ROM). 25th, 
p.ROMBUNNO.P-065. (2016.06.06)

Imaging Conference Japan論文集. 2016, p.13-15. 
(2016.06.08)

Imaging Conference Japan 論文集 . 2016, p.99-
100. (2016.06.08)

シミュレーション . 35(2),p.69-73. 
(2016.06.15)

Biomedical Research on Trace Elements. 
27(2),p.115. (2016.06.23)

光学シンポジウム講演予稿集 . 41st, p.87-88. 
(2016.06.23)

化学経済 . 63(8),p.48-49. (2016.07.01)

映像情報Medical. 48(7),p.30-31. (2016.07.01)

電子情報通信学会技術研究報告 . 
116(125(MR2016 13-19)),p.43-48. 
(2016.07.01)
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ハニカムフィルムを利用した幹細胞培養

感熱記録システムの高画質化に学ぶ

アスタキサンチン含有カプセル摂取が健常成人の肌に
与える作用―無作為化二重盲検プラセボ対照並行群間
比較―

水面浮遊性微細藻類 FFG039 株における遺伝子組換え
技術の確立

音声解析による脊柱マニピュレーション評価の可能性

「新しい画像解析技術を活用した , 最先端画像処理の紹
介～立体構造を推測することから始まる新たな挑戦～」

チオフェンとベンゼンが交互に縮環したV字型化合物
群 : 合成と集合体構造および塗布型有機トランジスタ
への応用

アリール基を有するチオフェン‐ベンゼン交互縮環V
字型有機半導体の合成と集合体構造および有機トラジ
スタへの応用

FI ‐ TRMCにおける結晶性有機半導体界面の移動度の
普遍性

長波側UVA(370 ‐ 400nm) の光学的評価手法と皮膚
への影響について

伊藤　晃寿
小池　誠
小橋　創一
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他

米田　純一
寺嶋　尚久
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櫻井　美季 *

他

栗原　雄一
佐々木　空 *

他
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他

津山　博昭
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渡邉　哲也
岡本　敏宏 *

他

清水　誠
齋藤　健吾
高橋　裕之
筒井　祐介 *
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村口　太一

化学関連支部合同九州大会・外国人研究者交
流国際シンポジウム講演予稿集 . 53rd, p.11. 
(2016.07.02)

日本画像学会技術研究会論文集 . 127th, p.33-
44. (2016.07.06)

薬理と治療 . 44(8),p.1209-1216. (2016.08.20)

日本生物工学会大会講演要旨集 . 68th, p.284. 
(2016.08.25)

電気学会電子・情報・システム部門大会講演論
文集 (CD-ROM). 2016, p.ROMBUNNO.TC20-4. 
(2016.08.31)

日本診療放射線技師会誌 . 63(9),p.1071-1072. 
(2016.09.01)

基礎有機化学討論会要旨集 . 27th, p.74. 
(2016.09.01)

基礎有機化学討論会要旨集 . 27th, p.259. 
(2016.09.01)

応用物理学会秋季学術講演会講演予稿集
(CD-ROM). 77th, p.ROMBUNNO.13p-B5-6. 
(2016.09.01)
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100mm□ BiVO4 光触媒膜を用いた zスキーム型タン
デム方式による水の可視光分解に関する研究

2種エレメント構成の静止型混合器内での異粘性流体
の混合状態の画像解析による定量化

複眼式撮像装置を搭載した主桁吊下げ型ロボットの開
発

リコンビナントコラーゲン技術を用いた再生医療への
取り組み―骨再生用材料としての可能性―

遺伝子制御の新たな主役  栄養シグナル  第 1章  新た
に見えてきた , 栄養・代謝物シグナルによる遺伝子制
御メカニズム  6. 核内のピルビン酸キナーゼM2によ
る転写調節機構

ウェブの透過性を考慮した液中搬送におけるスリップ
予測およびしわ対策の研究

2in1 カメラ

Investigation of factors limiting efficiency in Cu(In,Ga)
Se2 thin film solar cells during rapid evaporation process

Immunological potency of influenza vaccines adminis-
trated intradermally using dissolving microneedle

原子核乾板を用いた宇宙線ミュー粒子による物理探査

非破壊検査の最新プロセスとアプリケーション  最新
デジタル RT機器とその適用

油屋　吉宏
長手　弘
小林　宏之
吉田　智
西見　大成
西山　洋 *

他

谷口　幸助
片井　幸祐
藤原　真央 *
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吉岡　康弘
前川　敏彦
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松田　知成 *

他

田口　大介

小野　修司
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Sugiyama Takurou
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他

河合　清
鈴木　敬一 *

他

成川　康則

化学工学会秋季大会研究発表講演要旨
集 (CD-ROM). 48th, p.ROMBUNNO.LP121. 
(2016.09.06)

化学工学会秋季大会研究発表講演要旨
集 (CD-ROM). 48th, p.ROMBUNNO.W207. 
(2016.09.06)

日本ロボット学会学術講演会予稿集 (CD-ROM). 
34th, p.ROMBUNNO.1Y2-04. (2016.09.07)

Bio Clinica. 31(10),p.1069-1073. (2016.09.10)

実験医学 . 34(15),p.2450-2455. (2016.09.10)

日本機械学会年次大会講演論文集 (CD-ROM). 
2016, p.ROMBUNNO.J1630104. (2016.09.10)

光技術コンタクト . 54(9),p.18-23. (2016.09.20)

Thin Solid Films. 615, p.69-73. (2016.09.30)

日本ウイルス学会学術集会プログラム・抄録集 . 
64th, p.183. (2016.09.30)

物理探査学会学術講演会講演論文集 . 135th, 
p.105-108. (2016.10)

溶接技術 . 64(10),p.45-52. (2016.10.01)
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超解像逐次再構成処理を用いた低線量トモシンセシス
画像の臨床適用の検討

画像再構成法が異なる乳房トモシンセシスにおける画
質特性の比較

タンパク質阻害剤による小核誘発

進化する光学性能 ! 産業用レンズ  画面周辺部まで均一
な高い解像性能を実現するマシンビジョンカメラ用レ
ンズ『FUJINON HF ‐ 12Mシリーズ』の紹介

犬の非甲状腺疾患における院内測定機器を用いた血漿
T4および TSH濃度測定

ハニカムフィルムを利用した間葉系幹細胞の分化誘導

第一原理計算による 5V級リチウムイオン正極
LiNi0.5Mn1.5O4 界面での電解液分子分解過程の解析

Application of the Latest Technologies to a New Fuji-
color Negative Film

A study of timing recovery for high recording density 
tape system

千代　知成
荒井　毅久
神谷　尚一
遠藤　登喜子 *

他

桑原　孝夫
村本　綾子
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他

松田　俊
松田　知成 *

他

佐藤　賢一

浅井　智仁
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他

伊藤　晃寿
小池　誠
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他
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Nakamura, Y.*
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日本乳癌検診学会誌 . 25(3),p.431. 
(2016.10.05)

日本乳癌検診学会誌 . 25(3),p.454. 
(2016.10.05)

日本環境変異原学会大会プログラム・要旨集 . 
45th, p.87. (2016.10.31)

映像情報 Industrial. 48(11),p.24-27. 
(2016.11.01)

動物臨床医学会年次大会プロシーディング . 
37th(3),p.1-2. (2016.11.18)

日本バイオマテリアル学会シンポジウム予稿
集 . 2016, p.139. (2016.11.21)

電池討論会講演要旨集 . 57th, p.313. 
(2016.11.28)

143rd Technical Conference and Exhibition. 
7267734. (2015)

2015 IEEE International Magnetics Confer-
ence, INTERMAG 2015. 7157037. (2015)
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Technologies for magnetic tape recording at 100Gb/
in2 and beyond

Copper-filled anodized aluminum oxide a potential 
material for chip to chip bonding

Recent progress on development of sputtered PZT film 
at FUJIFILM

Short-Channel Solution-Processed Organic Semicon-
ductor Transistors and their Application in High-Speed 
Organic Complementary Circuits and Organic Rectifiers

Rare transition event with self-consistent theory of 
large-amplitude collective motion

True-Color 640 ppi OLED arrays patterned by CA i-line 
photolithography

Evolution of cellulose triacetate (TAC) films for LCDs: 
Novel technologies for high hardness, durability, and 
dimensional stability

Oyanagi, M.
Morooka, A.
Mori, M.
Kurihashi, Y.
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Suzuki, H.
Harasawa, T.
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2015 IEEE International Magnetics Confer-
ence, INTERMAG 2015. 7157100. (2015)

2015 International 3D Systems Integration 
Conference, 3DIC 2015. 7334589, p.TS8.1.1-
TS8.1.5. (2015)

2015 Joint IEEE International Symposium on 
the Applications of Ferroelectric, International 
Symposium on Integrated Functionalities and 
Piezoelectric Force Microscopy Workshop, 
ISAF/ISIF/PFM 2015. 7172728, p.288-291. 
(2015)

Advanced Electronic Materials. 1(12), 
1500178. (2015)

Annals of Physics. 357, p.79-94. (2015)

Digest of Technical Papers - SID International 
Symposium. 46(Book 1), p.215-218. (2015)

Digest of Technical Papers - SID International 
Symposium. 46(Book 1), p.446-449. (2015)
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Copper-filled anodized aluminum oxide: A potential 
material for low temperature bonding for 3D packaging

Evaluation of the image permanence of digital colour 
photographic prints based on colour difference

Long term stabilities of magnetic tape for data storage 
in office environment

Test battery with the human cell line activation test, 
direct peptide reactivity assay and DEREK based on a 
139 chemical data set for predicting skin sensitizing 
potential and potency of chemicals

Evaluation of combinations of in vitro sensitization test 
descriptors for the artificial neural network-based risk 
assessment model of skin sensitization

A novel in chemico method to detect skin sensitizers in 
highly diluted reaction conditions

Quantitative study on appearance of microvessels in 
spectral endoscopic imaging

Development of ultraviolet-and visible-light one-shot 
spectral domain optical coherence tomography and in 
situ measurements of human skin

Optical imaging of hemoglobin oxygen saturation us-
ing a small number of spectral images for endoscopic 
application

Yamashita, K.
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ICEP-IAAC 2015 - 2015 International Confer-
ence on Electronic Packaging and iMAPS All 
Asia Conference. 7111079, p.571-574. (2015)

International Conference on Digital Print-
ing Technologies. 2015-January, p.135-139. 
(2015)

Journal of Applied Physics. 117(17), 17E305. 
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Journal of Applied Toxicology. 35(11), p.1318-
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Efficient solar hydrogen production from neutral 
electrolytes using surface-modified Cu(In,Ga)Se2 
photocathodes

Fast dissociation and reduced auger recombination of 
multiple excitons in closely packed PBS nanocrystal 
thin films

Near-shore aggregation mechanism of electrolyte 
decomposition products to explain solid electrolyte 
interphase formation

Zinc-containing yeast extract promotes nonrapid eye 
movement sleep in mice

Improvement in human immune function with changes 
in intestinal microbiota by salacia reticulata extract 
ingestion: A randomized placebo-controlled trial

Development of photoacoustic imaging technology over-
laid on ultrasound imaging and its clinical applications

Physical performance testing of digital breast tomo-
synthesis

Advanced patterning approaches based on negative 
tone development (NTD) process for further extension 
of 193 nm immersion lithography

Effects of the statistical fluctuation of PAG and quencher 
concentration on LWR of ArF resists

Microbridge reduction in negative-tone imaging at 
photoresist point-of-use filtration
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Cost effective processes by using negative-tone develop-
ment application

A subchronic oral toxicity study of Salacia reticulata 
extract powder in rats

Yamamoto, K.
Kato, K.
Ou, K.
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Proceedings of SPIE - The International Society 
for Optical Engineering. 9425, 942524. (2015)

Toxicology Reports. 2, p.1136-1144. (2015)
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　第 62 号富士フイルム研究報告を無事に入稿できる運びとなった。ひとくちに 62号といっても，1950 年
代から引き継いできた当社の伝統ある研究報告である。継続は力なりという言葉がピタリと当てはまるだろう。
　開始当初は銀塩写真に関する技術論文が主だったが，デジタル化の流れを受けた第二の創業の中で対象とす
るテーマは大きく変化を遂げた。現在はメディカルシステム，有機・無機系の材料，高機能フィルム，医薬品・
ヘルスケアなど多彩な事業ポートフォリオに連動した内容を掲載している。
　当社はこれまで銀塩写真で培った技術力を駆使して新規事業への挑戦を果たしてきた。まさに「歴史がある
から明日がある」ということだ。しかしながら，さらなる成長を果たすためには，自前主義だけでは戦えず，オー
プンイノベーション・ダイバーシティ・グローバルといった活動が必要不可欠となっている。もはや使い古さ
れた感のある概念だが，どんな時代であっても勝負の鍵を握るのは自分をどれだけ際立たせるかということで
あり，そのためには自分自身を知ることが最も重要と考えている。技術論文をまとめることにより，己を知り，
ライバルを知る。この研鑽をコツコツと続けることこそが明日への架け橋になると信じている。本誌が互いに
研鑽しあうきっかけになれば望外の喜びである。読者の皆様から忌憚なきご意見を頂ければ幸いだ。

（編集委員長　柳原　直人）
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