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　ギリシャの国家債務危機はEU全体へ広がる様相を呈し，共通通貨ユーロの 
大幅な下落が続いています。米国では数次に及ぶ金融緩和策がようやく奏功し 
景気が上向き始めましたが，住宅問題は依然として未解決であり，米国経済の 
先行きは不透明です。その一方で，BRICsなど新興国の経済成長は先進諸国の
それを上回り，世界経済の成長エンジンとなりつつあります。日本は，昨春の 
東日本大震災や原発停止による経済・生産活動の停滞があり，復興に向けて懸命な
努力を続けています。
　日本の企業は，円高，高い税負担・電力料金など（六重苦）のために，長期的な
国際競争力の低下に直面しています。従来の「良い品質・機能と高価格」という
商品価値観が，新興国の台頭と先進国経済の停滞のために次第に通用しなくなり，

「質と機能の良さを低価格」で供給することが求められています。コスト競争力
維持のために企業間の合従連衡や，生産拠点の海外シフトと国内空洞化が進行 
しています。
　当社は過去にデジタル・ショック，リーマン・ショック，今回の震災という試練
を乗り越えてきました。厳しい世界経済の中，継続的な成長を実現するためには，
研究開発力，生産力と販売力の更なる強化が必要になっています。なかでも研究
開発部門は，新しい価値創出を実現するために，事業部と連携して的確なビジネス
モデルを構築・共有すること，ディビジョナルラボ群とコーポレートラボ群が 
マトリックスとして機能しオンリーワン・ナンバーワンの製品群を生み出すこと，
の二つが重要です。とくに研究開発の効率を上げるためには，マトリックスを 
バランス良く機能させ，各ラボ群のポテンシャルを最大限に発揮させることが 
不可欠といえるでしょう。そのためにはディビジョナルラボはコア・基盤技術を，
コーポレートラボは商品・システムを，相互に理解し尊重することがポイントに
なります。
　また当社の事業領域は機能性材料，医薬品，機器・デバイスと多岐にわたり，
それぞれの領域で熾烈な研究開発競争をしています。この競争に打ち勝つためには，
広く高い視点に立ち，時間軸を含めた競合相手のベンチマークを行なうことが必要
です。彼我の強みと弱みを把握し，追いつき，追い越し，優位性を維持し続ける
研究開発戦略に反映させることが求められます。
　本研究報告は当社の研究開発活動の成果の一つです。新規商品の創出により，
当社の企業理念である「先進・独自の技術をもって，最高品質の商品やサービスを
提供する」と共に，富士フイルムグループの更なる成長に貢献できるよう，全力を
あげて研究開発に取り組んでまいります。

巻 頭 言

富士フイルム株式会社
執行役員
R&D統括本部
解析技術センター長　古屋 和彦
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はじめに11 

ここに記載する開発は，東京慈恵会医科大学との共同
研究契約により開発をスタートし，商品化を達成した成
果である。

脳血管障害疾病である脳卒中は，救急搬送される重症
患者の約3割を占め，日本人の死因としても3番目に多
い疾病である。脳卒中の発生時には，受け入れ先の病院
でいかに迅速かつ適切な処置ができるかが，患者の生死
や予後を大きく左右する。脳卒中の約6割を占める脳梗
塞の治療は，発症から数時間以内に脳血栓溶融剤rt-PA
の投与や，血栓を除去する血管内治療などの適切な治療
が行なわれれば，後遺症を軽減できる可能性が高い。し
かし，専門医が緊急時対応のために病院に24時間常駐
するのは難しく，緊急時対応のチーム医療環境の構築が
社会的にも求められている。

今回開発した「i-Stroke」は，脳卒中を発症した患者
が搬送された病院から，院外にいる専門医が持つスマー
トフォンに患者の検査画像や診療情報を送信し，脳卒中
発症時の治療に必要な情報をやりとりすることで，病院
内での診断や治療をサポートできるシステムである。
i-Strokeには，脳卒中の患者が運び込まれた病院から，
あらかじめ登録された専門医のスマートフォンに一斉連

絡ができる「ストロークコール機能」，すべての検査画
像や専門医のコメントを時系列で見ることができる「タ
イムライン表示」，rt-PA投与量の算出や禁忌項目の評
価の確認ができる「治療補助機能」，脳血管内画像を見
やすく表示するための「3D画像作成機能」，手術画像の
様子をリアルタイムで見ることができる「ストリーミン
グ機能」など，より速く，より正確な診断と治療をサポー
トする多彩な機能を搭載している。本報告では，i-Stroke
の概要と特長を解説する（Fig. 1）。

Fig. 1   i-Stroke.

スマートフォンを用いた脳血管障害遠隔画像診断治療補助システム
「i-Stroke」の開発

宮崎　幸一朗＊，宇佐美　亮介＊，上田　智＊

Development of “i-Stroke”, a Support System Using a Smartphone for 
Diagnostic Image Display and Treatment of Stroke

Koichiro MIYAZAKI*,  Ryosuke USAMI*,  and  Satoshi UEDA*

Abstract

Use of smartphones like the iPhone is rapidly expanding in the medical field. The main reason that use of 
such smartphones is expanding in the medical field is that ubiquity of smartphones would address certain 
medical emergency demands. Accordingly, we have developed a new smartphone-based support system for 
diagnostic image display and treatment of strokes as our first solution for emergency medical care. This 
report presents an overview of its functional characteristics and technical features.

本誌投稿論文（受理2011年11月30日）
 * 富士フイルム（株）R&D統括本部
  メディカルシステム開発センター
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  FUJIFILM Corporation
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2 スマートフォンを用いた脳血管障害遠隔画像診断治療補助システム「i-Stroke」の開発

システム構成，および主な機能特長21 

i-Strokeは，i-Stroke Serverとスマートフォン，WiFiア
クセスポイント，VPNルーターで構成され，病院内外
のスマートフォンから診療，処置情報を参照できるほか，
富士フイルムの医用画像情報ネットワークシステム

「SYNAPSE（シナプス）」と連携し，シナプスに保管さ
れている検査画像を簡単な操作でスマートフォンに送信
し利用することができる。さらに，情報の送受信には
IPSecによるセキュアなVPN接続を使用し，画像情報の
匿名化と自動消去機能を備え，十分なセキュリティ環境
を構築している（Fig. 2）。

i-Stroke Server 

VPN Router

無線 LAN

PACS

無線 LAN

〈病院外〉〈病院内〉

Fig. 2   i-Stroke system.

ストロークコール機能による緊急時連絡211 
脳卒中が疑われる患者が病院に救急搬送された場合，

院内の担当医は事前に登録した専門医の所有するスマー
トフォンに，ストロークコールで患者基本情報を一斉に
配信する。ストロークコールを受けた専門医は，スマー
トフォン上のi-Strokeで，救急搬送された患者の基本情
報や検査画像情報を閲覧して適切な検査や処置について
コメントし，担当医の治療方針判断や，専門医が駆けつ
けるまでの診断，治療をサポートする（Fig. 3）。

Fig. 3   i-Stroke Emergency Stroke Callout.

タイムライン表示による緊急時の経過管理212 
発症からの時間経過と共に色が変わるタイムライン上

に患者の検査画像や医師のコメント，処置の状況を表示
することで，診療に関わる医療スタッフが発症から検査，
診断，治療などの情報を時系列で共有化できる（Fig. 4）。

Fig. 4   i-Stroke Timeline.

豊富な画像表示機能212 
CTやMRIなどの検査画像を表示することができ，医

師がスマートフォンから見やすいように画像のウインド
ウレベルやウインドウ幅（濃度コントラスト）を自由に
変更することもでき，病変部の視認性を向上させる工夫
を し て い る。 ま た， オ プ シ ョ ン 機 能 と し て 当 社

「SYNAPSE VINCENT」の基本技術を活かした3D画像
作成機能と，手術中の様子を遠隔地からリアルタイムで
見ることができるストリーミング機能も搭載している

（Fig. 5，Fig. 6）。

CT MRI

XA 3D 3D Viewer

Fig. 5   i-Stroke Diagnostic Image Viewer.

Fig. 6   i-Stroke Streaming.
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脳血管障害の治療補助機能を搭載212 
rt-PA投与量の算出や，投与にあたっての慎重投与項

目および禁忌項目の確認，意識レベル（NIHSS）などの
評価も確認することができ1），緊急時の脳血管障害治療
をサポートする（Fig. 7）。

rt-PA 自動計算 投薬禁判定の例rt-PA 投与禁忌チェックNIHSS チェック

Fig. 7   i-Stroke Treatment Support.

病院間連携機能215 
自病院では対応しきれず患者を他の病院に紹介する場

合，紹介先の病院にも本システムが導入されていれば，
検査画像や診療処置情報などのタイムライン情報を転送
することや，紹介情報作成や転送とその閲覧や受け入れ
応答など，一連の患者紹介と受け入れに必要な機能を持
ち，迅速な患者紹介と受け入れをサポートできることに
より，迅速な診断・治療につなげられる（Fig. 8）。

Fig. 8   i-Stroke cooperation between hospitals.

技術特長21 

検査画像圧縮とダウンロード211 
検査画像に対して，端末に合わせた適切なサイズへの

サイズ変更や画像フォーマット変換による圧縮などのレン
ダリングをサーバ側でほどこし，画像データサイズを十
分に小さくし，その画像を画像閲覧の前にスマートフォン
に転送している。これにより，画像転送時間の短縮と，
転送完了後の高速動作を両立している。すなわち，画像
ダウンロード完了後は，データ通信は発生せず，スマー
トフォン端末による内部処理のみの動作になるため，高速
かつ高機能な検査画像ビューイングが可能となっている

（Table 1，Table 2，Table 3）。

Table 1   Image file data size (Dicom Raw and i-Stroke data).

Modality
DICOM Image Data Per 1 Exam. i-Stroke
Image 
Count Matrix Data size

(approx)
Data size
(approx)

CT 175 512×512 88MByte 5.3MByte
MR 95 512×512 49MByte 3.7MByte
Angiography 398 512×512 199MByte 32MByte
3D Image 240 512×512 － 11MByte

Table 2   Download time (Dicom Raw data).

Modality
Downloading time to device

3G (approx) WiFi (approx)
CT 10min 42sec
MR 5min 23sec
Angiography 22min 1min 35sec
3D Image － －

Table 3   Download time (i-Stroke data).

Modality
Downloading time to device

3G (approx) WiFi (approx)
CT 35sec 3sec or less
MR 25sec 3sec or less
Angiography 3min 30sec 13sec
3D Image 1min 15sec 5sec or less

十分なセキュリティ212 
通信経路の暗号化として，厚生労働省の医療情報を扱

うための安全管理ガイドライン2）でも認められている
IPSecVPN方式を採用。デバイス認証としてデバイスID
の登録と認証を採用。さらに個人情報の匿名化と，端末
内の情報の自動削除機能を有し，十分なセキュリティを
確保している。

2D作成，表示部212 
3D画像の生成には，SYNAPSE VINCENTをレンダ

リングエンジンとして使用している。3D画像作成依頼
とそのパラメータを受け付ける受付部をSYNAPSE 
VINCENTのプラグインとして開発した。このi-Stroke
用プラグインは，端末からの要求をWebサービス経由
で 受 信 し，3D画 像 の レ ン ダ リ ン グ を 行 な っ てVR

（Volume Rendering）またはMIP（Maximum Intensity 
Projection）の3D画像データを応答する（Fig. 9）。

i-Stroke Server 

i-Stroke 
Client i-Stroke 

Web Service
VINCENT 

i-Stroke
plugin 

Fig. 9   i-Stroke 3D option – system deployment.
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VR画像については，端末の操作で，自由な方向へ回転
した画像をすばやく表示できるようにするため，各方向へ
回転した画像をパラパラ漫画の要領で生成し，端末へダ 
ウンロードしておかなければならない。左右へ180度回転
した後の上下方向の操作が意図する向きとは逆になった
り，斜め方向の回転でねじれが生じたりしないようにする
ため，各座標軸の正の向きが正面になる位置から，上下，
左右，斜め方向へ回転できるように構成画像を用意した。
これらの画像を端末での操作に応じて適切に表示すること
で，任意方向へ回転しているように見せている（Fig. 10）。

Fig. 10   i-Stroke VR Image Viewer – rotatable direction.

MIP画像については，原画像全体からMIP画像を生
成するのではなく，MIP画像生成に使用する原画像の厚
みと位置増分とを指定し，Sagittal，Coronal，Axial方
向を同時に作成することで，クリッピング操作などの手
数を減らしている（Fig. 11）。

利用範囲の広いストリーミング方式212 
映像情報として，最も一般的で，最も利用されている

ビデオ信号を入力リソースとしており，多くの手術室な
どの現場に対応可能となっている。その信号をMPEG4

（H.264）コーデックにエンコードし，RTSPプロトコル
にてサーバにライブ転送。それをサーバにて細分化し，

HTTP Live Streamingプロトコルなど，端末に必要な
プロトコル変換を行ない，端末に送信している（Fig. 12）。

まとめ21 

今回商品開発した脳血管障害遠隔画像診断治療補助シ
ステムi-Strokeのシステム概略，機能的特長，および開
発上のポイント（技術的特長）を概説した。医師不足に
悩む医療現場を助ける，「誰もが，いつでも，どこでも」
医療に参画できる，現時点で最良のシステムであると確
信している。

今後は，脳卒中分野だけでなく，多くの救急分野で使
用できる機能の拡充を図り，さらなる医療現場での救急
医療を強力に支援することで，医療の質の向上，人々の
健康の維持増進に貢献できるシステムを提供していく。

謝辞51 

本研究の実施の機会を与えて頂き，多くのご指導を頂い
た東京慈恵会医科大学脳神経外科　村山教授，高尾先生に
感謝の意を表する。とくに，高尾先生にはその遂行にあたっ
て終始ご指導頂いた。ここに改めて深謝の意を表する。
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Fig. 11   i-Stroke MIP Image Viewer.
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はじめに11 

インフルエンザの臨床症状は「風邪様症状」であるた
め，診断にはインフルエンザウイルスの検出が必須であ
る。そのため，イムノクロマト法を原理とした迅速診断
薬が臨床現場において広く用いられている1）。

また，インフルエンザの治療には，治療薬（オセルタミ
ビル・ザナミビル等）が用いられており，発症後48時間
以内のできるだけ早いタイミングでの服用が必要とされて
いる2）。したがって，早期診断が非常に重要となっている。

しかしながら，既存の迅速診断薬では，特に発症初期
のウイルス量が少ない患者で偽陰性率が高いことが報告
されており，迅速診断薬の検出感度向上は，医療現場に
おいて強く求められている3）。

今回われわれは，長年培ってきた写真技術を迅速診断
薬に応用することで銀増幅高感度イムノクロマト迅速診
断システムを開発した。診断システムは，インフルエン
ザ診断薬である「富士ドライケム IMMUNO AG カート
リッジ FluAB」と陽性/陰性を自動判定する専用のデン
シトメトリー分析装置「富士ドライケム IMMUNO 
AG1」とを組み合わせたものである。このシステムは
2011年10月より発売している（Fig. 1）。

本報では，インフルエンザウイルスの高感度検出を可
能にした銀増幅技術および診断薬の設計技術を中心に報
告する。また，診断システムの有効性の検証結果につい
ても報告する。

①付属の綿棒で検体
を採取し、抽出液に

③カートリッジを本装置に挿入
⇒インフルエンザの判定

②カートリッジに滴下

デンシトメトリー分析装置

富士ドライケム IMMUNO AG1
デンシトメトリー分析装置

富士ドライケム IMMUNO AG1
インフルエンザ診断薬

富士ドライケム IMMUNO AG カートリッジFluAB
インフルエンザ診断薬

富士ドライケム IMMUNO AG カートリッジFluAB

Fig. 1 Highly sensitive immunochromatographic detection system 
for seasonal influenza virus.

銀増幅技術による高感度インフルエンザ診断薬の開発

森　幹永＊，片田　順一＊，知久　浩之＊，中村　健太郎＊，小山田　孝嘉＊

Development of Highly Sensitive Immunochromatographic Detection Kit for 
Seasonal Influenza Virus Using Silver Amplification
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Abstract

Applying our photo technology, we succeeded in generating silver particles exceeding 10μm by using 
50nm gold particles as catalysts, which are commonly used in commercially available influenza diagnostic 
kits. The amplified silver particles are 1000 times easier to see than gold nano-particles. We have 
commercialized the influenza detection kit, named “FUJI DRI-CHEM IMMUNO AG cartridge FluAB”, and 
the densitometry analysis machine to determine automatically positive or negative for influenza infection, 
named “FUJI DRI-CHEM IMMUNO AG1”, using this amplification technology.
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銀増幅によるイムノクロマト法の高感度化21 

イムノクロマト法211 
一般的なイムノクロマト法の原理をFig. 2に示す。

試料滴下部 コンジュゲートパッド
・標識抗体

検出ライン
・抗原（ウイルス）と
反応する抗体

コントロールライン
・標識抗体と反応する抗体

吸収体

試料液

抗原（ウイルス）

・試料液の流れ・ウイルスが存在すると、
検出ラインが着色する。

・正しく液が
展開されたことを
示す。

多孔質担体
・ニトロセルロースなど

標識標識抗体

Fig. 2   Principle of immunochromatographic detection kit.

抗原（ウイルス）を含む試料液が試料滴下部に滴下さ
れると，コンジュゲートパッドにあらかじめ含まれてい
る標識抗体と抗原が特異的に結合する。試料液は，多孔
質担体による毛管力により水平方向（Fig. 2の右方向）
に展開し，吸収体に吸収される。多孔質担体の検出ライン
には，ウイルスと特異的に反応する抗体が塗布されてお
り，この抗体と標識抗体がウイルスをサンドイッチする
形で標識が検出ラインに固定化される。これにより検出
ラインが着色し，陽性と診断することができる。

標識には，金微粒子や着色ラテックス粒子が用いられ
ることが多い。金粒子は，10 ～ 100nmで表面プラズモン
による鮮やかな赤色を呈し，抗体の修飾が容易であるこ
とから一般的に用いられている。

写真技術による高感度化212 
写真の原理は，微弱な光で生成された現像核を触媒と

し，現像液による反応で大きな銀粒子を生み出し可視化
することである。すなわち，小さな物質を大きな銀粒子
の形に変える「増幅技術」である。

イムノクロマト法の標識に用いられる金コロイドを，
写真の現像核と同様に触媒とすることで，長年にわたる
写真開発で培った増幅技術を，イムノクロマトの高感度
化技術に展開することができる。

金粒子標識の銀増幅212 
前述の増幅技術としては，インスタント写真技術， 

レントゲンフィルムに採用されたドライシルバー写真技
術など多くの方法があるが，種々の検討の結果，物理現
像方式がイムノクロマト法へ最も適用性が高いことがわ
かった。

物理現像とは，写真フィルムの外部から銀イオンと還
元剤を供給し，写真フィルム中の小さな銀粒子を触媒に
して，銀粒子を大きく成長させるものである。これは
1970年代後半から80代前半にかけて銀価格が高騰し，
銀塩写真の省銀化に注力していた際にわが社において深
く研究された技術である。

この技術を基に，迅速に大きな銀粒子を生成させるた
めの処方設計を行なった。その結果，2価鉄（Fe2+）を
還元剤に用いることで，多孔質担体上の直径50nmの金
粒子を触媒として直径10μｍ以上の銀粒子を生成する事
に成功した。加えて，金粒子の存在しない場所での銀粒
子生成（カブリ）を抑制する技術も構築し，視認度を1,000
倍以上にできる増幅液の処方設計に成功した。成長した
銀粒子の電子顕微鏡写真をFig. 3に示す。また，イムノ
クロマト法に用いる多孔質担体に既知量の金標識を吸着
させ，増幅前後で変化した視認性の向上結果を，光学濃
度（ΔO.D.）を尺度に示す（Fig. 4）。Fig. 4より，明ら
かに視認度が1,000倍以上になったことがわかる。

Ag

増幅前の金粒子（約50nm） 増幅後に生成した10μｍの銀粒子

検出ライン

捕捉抗体

抗原（ウイルス）

標識抗体Au Au

増幅前の金標識（50nm）

増幅反応後の金属銀（10μｍ）

＜増幅処理＞
銀イオン+還元剤（Fe2+）

Fig. 3   Large silver particle formed by the silver amplification method.

0
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標識の相対個数
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O
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.）

金標識のみ（増幅前）

増幅後

視認限界

3桁以上の視認度向上

Fig. 4   Visibility improved by the silver amplification method.
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バックグラウンドの低減212 
一般的なイムノクロマト法では，検出ライン以外に存

在する金標識の残存量（バックグラウンド）が少なくな
い。増幅反応の特性上，金標識数が多いほど増幅後の光
学濃度の変化が小さくなる。

そのため，検出ライン部に抗原抗体反応で補足された
金標識が同数でも，バックグラウンドが高いと視認性 

（ΔO.D.）があまり向上しないという問題がある。この
問題を模式的にグラフに示す（Fig. 5）。したがって，こ
の増幅技術を活かすには，バックグラウンドの低減が必
須課題であった。

＜金標識数と増幅後Ｏ.Ｄ.の関係＞

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0 0.025 0.05 0.075 0.1

金標識相対個数

増
幅
後
の
光
学
濃
度
（
O

.D
.）

検出ラインのΔＯＤ
※バックグラウンド低減により

大幅にΔＯＤが向上する

検出ラインに吸着した金粒子量

通常のバックグラウンド

低減させたバックグラウンド

Fig. 5   Effect of reducing the background.

バックグラウンドは，①多孔質担体中の空隙にある試
料液に分散し浮遊した状態の金標識と，②多孔質担体や
検出ライン成分に非特異的に吸着する金標識が存在する
ことを明らかにした。①については，増幅工程前に「洗
浄工程」を追加することで，洗浄前に対しバックグラ 
ウンドを30分の1程度の量に低減できることを確認し
た。洗浄工程の具体的な方法については，3.2項で詳し
く報告する。②については，標識抗体の非特異的に結合
しやすい箇所を意図的に取り除くことと，新たに開発し
た非特異吸着防止剤の導入により解決した。

高感度化により生じる偽陽性の抑制215 
ウイルスが含まれていない試料液を展開した時に，既

存の金標識イムノクロマト法では検出ラインの非特異吸
着金標識が検出ライン以外の箇所に対して多い場合で
も，その金標識量が目視限界以下であれば視認できない
ために偽陽性の判定にならない。

一方，銀増幅を行なう場合は，僅かな金標識数の差を
増幅により強く発色させるため，偽陽性となってしまう
問題があった。つまり，銀増幅する場合は，既存のイム
ノクロマト法に対して，検出ラインの金標識の非特異吸
着を大幅に抑制する必要があった。この課題についても，
先述した標識化抗体の非特異吸着箇所の除去によって解
決できた。Fig. 6にウイルスを含まない試料液を展開し
た際の，検出ライン部分の非特異吸着の低減効果を示す。

0

0.05

0.1

0.15

検出ライン部 検出ライン以外 検出ライン部 検出ライン以外

体抗たし去除を所箇合結異特非体抗理処未

非
特

異
吸

着
金

の
相

対
個

数

検出ライン部の
非特異吸着の改良

Fig. 6 Improvement in decrease of non-specific adsorption at the 
detection line.

銀増幅イムノクロマトのカートリッジ化21 

従来の多くのイムノクロマト法は，試料液を滴下し検出
ラインの発色の有無を確認するだけで，陽性/陰性が判定
できる。一方，われわれが開発した銀増幅技術は，新たに，
洗浄工程，増幅工程が必要になるため，従来のイムノクロ
マト法に対し，操作が煩雑になる可能性があった。

しかし，本システムでは，従来のイムノクロマト法に
対して，煩雑な操作を増やさないばかりか，装置が自動
判定する設計にすることで，これまで以上に操作を簡略
化した。ユーザーは，試料液を滴下し，カートリッジを
専用装置に挿入するだけで，陽性/陰性の判定できる。
したがって，ユーザーの操作負荷は，従来のイムノクロ
マト法による検査と同等以下となっている。

しかし，従来まで必要なかった専用装置が必要となるた
め，診療所のテーブルサイドといった小さな設置面積でも
使用できるよう，専用装置を極力小型にする必要性があっ
た。そこで，専用装置はカートリッジの構成部材を「押す」
という単純な動作だけにして小型化を達成し，カートリッ
ジは「押される」だけで増幅液の送液をコントロールでき
る形状に設計した。さらに診断薬として下記機能を付与し，
ユーザーニーズに対応する設計を行なった（Fig. 7）。

中間部材

・洗浄用送液パッドの保持
・増幅液容器の保持
・送液制御

還元剤液容器

銀イオン液容器

洗浄用送液パッドが固定されている。

試料滴下孔

吸収体
多孔質担体

試料滴下部
イムノクロマトテストストリップ

裏側

Fig. 7 Configuration of the car tridge of silver amplification 
detection kit.
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①オールインワン設計
・ 増幅液を内蔵し，洗浄の実施，増幅液の吐出は専用

装置が行なう。
・ カートリッジ以外の消耗品の設置や廃棄が不要である。

②保管安定性
・ 30℃環境で2年間の保管ができるような増幅液の安

定化を行なう。
上記を実現するにあたり，ポイントとなる技術につい

て以下に報告する。

増幅液の保管211 
還元剤液（Fe2+）と銀イオン液（Ag+）を混合すると，

触媒が存在しなくても，徐々に反応が進行する。そのた
め，保管安定性付与のため別々に保管する必要があった。
そこで二つの樹脂性の小容器に分けて，還元剤液と銀イ
オン液を充填および封止し，カートリッジ内で別々に設
置した。

封止は，金属箔/樹脂層からなるシートを小容器に熱
溶着することで実施した。増幅液をカートリッジ内で吐
出させ多孔質担体上に供給するために，封止シートには，
容易に突き破れる性質とバリア性という相反する機能が
要求される。樹脂層を薄くすると突き破り易くなるが，
熱溶着部において樹脂層が欠損し，金属箔と増幅液が接
触し増幅液を劣化させる問題が生じる。そこで樹脂層が
厚くても突き破り易い材料の選択と，熱溶着部において
樹脂層を残すため最適な封止条件（ヒーターの温度・圧
力・溶着時間）により，性能の両立を達成した。

還元剤のFe2+は酸素により酸化劣化するが，包材に
脱酸素剤を同梱することで30℃ 2年の保管安定性を達成
した。

洗浄・増幅液の送液と増幅反応の実現212 
還元剤液および銀イオン液のカートリッジ内での送液

方法について，説明する。
試料滴下部に試料液が点着されると，従来のイムノク

ロマト法同様の抗原抗体反応が進行し，抗原の量に応じ
て検出ラインに金標識が結合する。

Fig. 7に示した「中間部材」を専用装置で押し付ける
ことで，洗浄用送液パッドが多孔質担体に接触する。引
き続き，還元剤液容器が押し込まれることで還元剤液が
洗浄用送液パッドの一方に吐出される。還元剤液が，試
料液の展開方向に対し垂直方向に送液されることで多孔
質担体の洗浄が行なわれる。このとき，還元剤液が流れ
る力は，多孔質担体と洗浄用送液パッドの毛管力によっ
て生じている。洗浄と同時に，多孔質担体の空隙が還元
剤液で満たされる。この方法によって，余剰の金標識除
去を目的とした洗浄と還元剤液の供給を兼ねることがで
き，カートリッジ内の送液工程を単純化することが可能
になった。洗浄前後において，多孔質担体のバックグラ
ウンドの金標識量は約30分の1に減少していることを確
認している。

次に「中間部材」と多孔質担体が面して形成されたク

リアランス（Fig. 8）に，吐出された銀イオン液が速や
かに充填される。その結果，増幅反応が進行し，多孔質
担体平面においてきわめて均一な増幅反応を進行させる
ことができる。ここで得られる均一な増幅反応は，ほか
の送液方法で達成するのはきわめて困難だと考えてい
る。例えば還元剤液と銀イオン液を外部で混合し，多孔
質担体の毛管力で送液する方法では，銀粒子の生成が増
幅液の流れ方向で不均一になり非常に乱れた増幅面状と
なってしまう。

以上述べた機構のほかに，次のような機構を導入して
いる。洗浄・増幅反応中に，試料液が洗浄用送液パッド
に流入すると，還元剤液の置換不良などによって増幅面
状が悪化する。「中間部材」を押し付けた際にこの流れ
を遮断する構造を設置した。また，銀イオン液のクリア
ランスへの充填において，空気が混入すると，空気と接
した箇所では増幅反応が進行しない。そこで，空気は排
除し銀イオン液だけがクリアランスに充填できるように
した。これは，カートリッジの形状設計と，銀イオン液
と「中間部材」との接触角のコントロールにより達成し
ている。

断面

銀イオン液容器 試料液滴下孔
中間部材

多孔質担体吸収体 試料液滴下部

拡大図

中間部材の押し付け

銀イオン液容器の押し付け

銀イオン液の吐出 クリアランス部の充填

Fig. 8 Schematic description of pumping of Ag+ solution in the 
cartridge.

性能評価21 

これまで述べてきた技術により構築した銀塩増幅技術
による高感度インフルエンザ診断システムを用いて，イン
フルエンザ感染症の診断における性能評価を行なったので
報告する。本評価は，（財）ライフ・エクステンション研
究所付属永寿総合病院倫理委員会の承認を得て実施した。
なお，本章は文献4よりそのデータを引用している。

（1）希釈感度試験
2009年に患者の同意を得た上で採取し，冷凍保存した

鼻腔吸引液（ウイルス分離培養にてA（H1N1）pdm2009
ウイルス陽性であった2検体，B型ウイルス陽性であっ
た2検体）を試験直前に解凍し試験に用いた。これらの
検体の生理食塩水による希釈系列を作成し，銀増幅イム
ノクロマト法とエスプライン インフルエンザA&B-N
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（富士レビオ（株），以下エスプライン）の検出限界濃度
を比較した。なお，エスプラインは2011年現在国内で
販売されているインフルエンザ迅速診断キットの中で最
も高感度なキットの1つと報告されている5）。

結果をTable 1に示す。テストラインが強く発色した
ものを（2+），発色したものを（+），発色しなかったも
のを（－）とした。（2+）または（+）を陽性判定とした。
検出限界濃度を比較すると，銀増幅イムノクロマト法を
用いた高感度インフルエンザ迅速診断システムでは，エ
スプラインに対し，A型で16倍，B型で8 ～ 16倍高感
度であった。

（2）臨床試験
2009－10年シーズンに，座間小児科診療所をインフ

ルエンザ様症状で受診した外来患者の鼻腔拭い液120検
体を用いて，エスプラインと感度・特異度を比較した。

鼻腔拭い液は，1患者より3本同時採取し，銀増幅イ
ムノクロマト法用，エスプライン用，ウイルス分離培養
試験用，として各1本ずつ用いた。

臨床試験の結果をTable 2に示す。全120検体中，ウ
イルス分離培養またはリアルタイムRT-PCRで陽性と
なったのは67検体で，すべてA（H1N1）pdm2009ウイル
スであった。この67検体のうち，エスプライン陽性が 
51検体に対し，銀増幅イムノクロマト法では55検体が
陽性であった。この結果，銀増幅イムノクロマト法の感
度（陽性一致率）は82.1%となり，エスプラインの
76.1％と比べ6％が高かった。一方，特異度（陰性一致率）
も98.1%と十分に高かった（Table 3）。

エスプラインと結果が乖離した4検体に関して，リア
ルタイムRT-PCRにより各キットで使用した検体液中に
含まれるウイルス量を比較したが，エスプラインの検体
液の方が銀増幅イムノクロマト法の検体液よりもウイル
ス量が多いことはなかった。このことからエスプライン
と結果が乖離した検体は，採取ウイルス量の差によるも
のではなく，試薬の感度差に起因するものと考えられる。

発症後の時間別の感度および検体数をTable 4に示
す。今回の乖離検体4検体のうち，2検体は発症後6時
間未満であり，2検体は発症後48時間以上であった。ウ
イルスの増幅過程でありウイルス量が少ない発症初期
と，回復期でウイルス量が少ない発症後期で，高感度化
により見逃しを減らせたことが示唆された。

Table 2    Performance of silver amplification and Espline compared 
with virus cell culture and/or real-time RT-PCR.

AH1N1 (2009) Silver
Amplification total

Cell culture + RT-RCR ＋ －
＋ 55 12 67
－ 1 52 53

total 56 64 120

AH1N1 (2009) Espline
total

Cell culture + RT-RCR ＋ －
＋ 51 16 67
－ 0 53 53

total 51 69 120

Table 3   Sensitivity/Specificity.

AH1N1 (2009) Silver
Amplification Espline

Cell culture + RT-RCR

Sensitivity 82.1%
（70.1％－90.4%）

76.1%
（64.1％－85.7%）

Specificity 98.1%
（89.9％－100%）

100.0%
（93.3％－100%）

95%C.I. in parenthesis.

Table 4   Time elapsed after onset and sensitivity.

Time from 
onset (h)

Silver
Amplification Espline

Sensitivity n
+/total Sensitivity n

+/total
～ 6 84.6% 11/13 69.2% 9/13

6 ～ 12 75.0% 3/4 75.0% 3/4
12 ～ 24 76.0% 19/25 76.0% 19/25
24 ～ 48 90.0% 9/10 90.0% 9/10

48 ～ 100.0% 4/4 50.0% 2/4
No Data 81.8% 9/11 81.8% 9/11

total 82.1% 55/67 76.5% 51/67

Table 1   Detection limits using nasal aspirates.

Influenza Type A-1 Influenza Type A-2 Influenza Type B-1 Influenza Type B-2

concentration Espline Silver
Amplification Espline Silver

Amplification Espline Silver
Amplification Espline Silver

Amplification
1 ＋ 2＋ ＋ 2＋ ＋ 2＋ ＋ n.d.

1/2 － 2＋ － ＋ － 2＋ － n.d.
1/4 － ＋ － ＋ － 2＋ － n.d.
1/8 n.d. ＋ n.d. ＋ n.d. 2＋ n.d. ＋
1/16 n.d. ＋ n.d. ＋ n.d. ＋ n.d. －
1/32 n.d. － n.d. － n.d. － n.d. n.d.
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結言51 

国内で販売されているインフルエンザウイルス抗原検
出試薬のほとんどはイムノクロマトグラフ法を測定原理
としているが，Tagawaらの基礎検討では，キットによっ
てあるいはインフルエンザウイルスの型・亜型によって
最小検出感度が大きく異なる場合もあることが報告され
ている6）。検出感度向上を図るためにイムノクロマトグ
ラフ法に新規技術を付加した試薬として，通常の金コロイ
ド標識を白金に代えた白金イムノクロマトグラフ法7）

や，酵素免疫法と組み合わせた酵素増幅イムノクロマト
グラフ法8）などが商品化されており，臨床成績におい
ても精度の向上が得られたことが報告されている。

本システムでは，写真現像技術を応用し感度の向上を
期した。これまで現像技術による増幅としては，組織染
色9）やELISA10）への応用が報告されている。また，イ
ムノクロマトグラフ法への応用11）も報告されているが，
増幅率が十分でなく，反応に数十分を要したことから，
検出感度・迅速性という点で不十分であった。

今回開発した銀増幅技術では，2章で述べたように，
迅速にシグナル粒子を100倍以上の大きさに増幅し感度
を向上させ，一方で，標識にFc部位を切断・除去した
抗体を用い，洗浄工程を加え，臨床検討でも特異度を落
とさず感度を向上させた。また，3章で述べたように，
本システムは，増幅のための薬剤を試薬カートリッジに
組み込むオールインワン設計とし，専用の機器で増幅の
工程を行なえるようにしたことで，ユーザーは従来の迅
速診断キットと同様に簡便な検査を可能にした。

臨床評価においては，検体数は少ないものの，本シス
テムは2011年現在国内で販売されているインフルエン
ザ迅速診断キットの中で最も高感度なキットの1つであ
るエスプラインとの直接比較において，より高い感度で
あり，また良好な特異度であった。両キットの判定が乖
離した検体は，発病から6時間未満と48時間以上の検体
で，ウイルス量が少ないと考えられる時期のもので，本
システムは偽陰性が出やすい条件の検体において，より
有用性が高いと期待される。
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はじめに11 

当社は，写真フィルムの開発をとおして獲得してきた
独自技術を拠り所として，エイジングケアを目的とした
機能性化粧品ブランド「アスタリフトシリーズ」を立ち
上げ，これまでスキンケア化粧品の開発を進めてきた。
顧客からは「高い効果実感が得られる」，「肌によい」，「自
分の肌に合う」，といったポジティブな評価を頂いてお
り，さらなる要望として，ファンデーションをはじめと
するベースメイク商品の展開が期待されていた。

2011年9月に上市した「アスタリフト ライトアナラ
イジング モイスチャー ファンデーション」（Fig. 1）は，
アスタリフトシリーズ初のベースメイク化粧品であり，
写真フィルムやデジタルカメラの開発でこだわってきた

「美しい肌色」に関する知見を盛り込んだ全く新しいコン
セプトの実現を目指して開発された。肌の色は日常生活

のさまざまなシーンにおいて変化する照明光源によって
時にはより美しく，時には好ましくない印象に変化する。
照明光源は主に①光源の種類（分光分布），②光源の強
さ（照度），および③配光パターン（光線の角度分布），
の3つの要因によって決まる。われわれは，これらの組
み合わせによってさまざまに変化する女性の化粧顔の肌
色印象を改善する検討を行なった。

Fig. 1   ASTALIFT Light Analyzing Moisture Foundation.

「アスタリフト ライトアナライジング モイスチャー ファンデーション」の開発

中村　和浩＊，城内　美樹＊，石川　乃梨子＊，宇田川　英里＊，
相見　牧子＊，森　那緒子＊＊，磴　秀康＊＊，前田　麻美＊＊＊，

小杉　拓治＊，植田　文教＊，中村　善貞＊，＊＊＊

Development of Concept behind “ASTALIFT Light Analyzing Moisture 
Foundation”

Kazuhiro NAKAMURA*,  Miki KINAI*,  Noriko ISHIKAWA*,  Eri UTAGAWA*,
Makiko AIMI*, Naoko MORI**,  Hideyasu ISHIBASHI**,  Mami MAEDA***,

Takuji KOSUGI*,  Fumitaka UEDA*,  and  Yoshisada NAKAMURA*, ***

Abstract

Within the spectral reflectance of skin for the typical Japanese individual exists a concavity in wavelengths 
between 550 and 600 nm, which corresponds to yellow light. On the other hand, the spectral reflectance of 
conventional foundations has no such concavity. Therefore, skin with make-up applied appears different from 
bare skin under certain types of light and conditions. The angular profiles of the light source can also affect the 
apparent skin tone. So as to rectify this, we have developed “ASTALIFT Light Analyzing Moisture Foundation” 
to correct the apparent tone of made-up skin under a variety of light sources in daily life.

本誌投稿論文（受理2011年12月21日）
 * 富士フイルム（株）R&D統括本部
  医薬品・ヘルスケア研究所
  〒258-8577 神奈川県足柄上郡開成町牛島577
 * Pharmaceutical & Healthcare Research Laboratories
  Research & Development Management Headquarters
  FUJIFILM Corporation
   Ushijima, Kaisei-machi, Ashigarakami-gun, Kanagawa 

258-8577, Japan
 ** 富士フイルム（株）R&D統括本部
  画像技術センター
  〒258-8538 神奈川県足柄上郡開成町宮台798

 ** Imaging Technology Center
  Research & Development Management Headquarters
  FUJIFILM Corporation
   Miyanodai, Kaisei-machi, Ashigarakami-gun, Kanagawa 

258-8538, Japan
 *** 富士フイルム（株）
  ライフサイエンス事業部　商品グループ
  〒107-0052 東京都港区赤坂9-7-3
 *** Product Marketing Group
  Life Science Products Division 
  FUJIFILM Corporation
  Akasaka, Minato-ku, Tokyo 107-0052, Japan
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ファンデーションの機能21 

メイクアップにおけるファンデーションの目的は，肌
の表面的欠点（シミ，そばかす，毛穴の凹凸など）をカ
バーすることである。しかし，近年ではファンデーション
の基本機能として，①欠点を隠すこと，に加えて，②自
然に仕上がること，③化粧が崩れにくいこと，④乾燥し
た印象を与えないこと，などが要求されている。②は欠
点はカバーしても厚化粧に見えないことを意味し，化粧
仕上がりにおいて重要である。カバー力と透明感を両立
することが理想であるが，「相反する性質を持ち，原理
的に困難」と言われている1）。しかし，美しい化粧仕上
がりを追求する際の最終的なゴールは「表面的欠点はよ
くカバーするのに仕上がりが自然なファンデーション」
であると考えられ，これまでに大手化粧品メーカー各社
がさまざまなアプローチによってこの課題に取り組んで
きた1），2）。

好ましい肌色21 

さまざまな光源と肌色211 
われわれは日常生活において，分光分布（スペクトル）

の異なるさまざまな照明光源のなかに置かれている
（Fig. 2）。夕陽の射す屋外やレストランの白熱灯の光の
なかでは人物の肌が美しく見える一方で，夜の電車や地
下鉄の車内で窓に映りこんだ自分の顔を見てぎょっとす
るほど好ましくない印象を持つ，といったケースもみら
れる。このようにシーンによって肌が異なる印象を与え
てしまうことに不満を感じ，改善したい，と思っている
女性が8割以上いることが当社の調査結果で明らかに
なった3）。

一方，肌色にもさまざまな種類があり，それぞれ反射
スペクトルが異なる。素肌の肌色は人種や性別，年齢，
生活環境，季節やその日の体調などによって異なり，通
常の印刷物や従来のファンデーションの肌色には大半の
日本人の素肌が有する550 ～ 600nmの波長領域の「ス
ペクトルの凹み」が無い点で素肌と大きく異なる（Fig. 3）。
また，このスペクトルの凹みは透明感の高い肌ほど顕著
であることが知られている。

人が肌色を認識する際には，照明光源のスペクトルと
肌の反射スペクトルの掛け合わせた光を眼の視細胞が視
感度に応じて刺激として受け，脳に伝達される。例えば，
照明光源が同じ色温度（同じ色の光に見える）であって
も，蛍光灯（3波長形）から太陽光に光源が変化すると，
素肌とファンデーションの肌色の変化は違って認識され
る。①蛍光灯（3波長形）では相対強度がきわめて弱い
黄色の波長領域の光が，太陽光においてはほかの波長領
域の光と同程度の強度で含まれること（Fig. 2），②素肌
と比較してファンデーションの方が主に黄色の波長領域
において局所的に反射率が高いカーブ形状を示すこと

（Fig. 3），の2つの原因によって，照明光源が蛍光灯（3波
長形）から太陽光に変化すると，素肌と比較してファン
デーションは黄色味が強調されて認識される（光源変化
による黄ぐすみ）。同様の傾向は，タイプの異なる蛍光
灯間（例えば，3波長形から普及形への変化）や，近年
急速に普及が進んでいるLED光源（普及型）への変化
でも起こる。ファンデーションを塗布した化粧肌が自然
な仕上がりでなくなる原因はいくつか考えられるが，そ
のうちの1つがこのような光源依存性の素肌とのギャッ
プであると考え，その改善を試みた。

光線の角度と肌色212 
地下鉄車内などのように，周囲が暗く，主に一方方向

から光線があたるような配光パターンの照明環境で 
は，好ましくない肌色印象となる（Fig. 4）。額や頬骨部
のように車内上部の蛍光灯からの光線が正反射している
部位は周囲と比較して明るく，かつ肌色が薄く見える（肌
色の白とび）。一方，頬から顎側面に向けては蛍光灯か

Fig. 4   A snapshot of a woman on the subway.

2

Fig. 2   Spectra from a variety of light sources in daily life.
Fig. 3 Spectral reflectance of bare skin (Japanese) 

and conventional foundation.
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らの正反射光は観察者には届かず，弱い散乱光のみが届
くため，結果として暗く，肌色が濃く見える。このよう
に，光線のあたる角度によっても眼に届く肌色は大きく
異なってしまう。そのため，照明光源の光線角度分布が
不適切であると，加齢によって生じたたるみが目立った
り，目の下のクマが強調され，好ましくない肌色印象と
なる。

写真における好ましい肌色212 
富士フイルムの永年の写真フィルム開発の中で，「好

ましい顔写真」を実現するために，「肌色のつながり」
を良くすることが研究されてきた。すなわち，前節で述
べたような明るさと色の濃さのギャップが，一枚の顔写
真において小さくなるように，さまざまな工夫がなされ
ている。特に明るい部位の肌色の彩度低下（肌色の白と
び）を抑え，肌色が乗るような仕組みを撮影－現像－プ
リントのシステム全体の中で構築してきた。今回のファン
デーション開発においては，2次元の顔写真における好
ましい肌色を3次元の化粧肌で再現することを試みた。

さまざまなシーンにおける肌色印象の改善21 

光源変化による黄ぐすみ改良211 
従来ファンデーションにおける光源変化による黄ぐす

みの原因である，光源依存性の素肌とのギャップを緩和
するために，新規な有機－無機複合粉体「ライトアナラ
イジングパウダー」を開発し，色材の一部を酸化鉄から
有機顔料に置き換えた新ファンデーションを商品化し
た。50代女性の頬に従来ファンデーション（ベース処
方），新ファンデーションを等量塗布して反射特性を比
較した結果，新ファンデーションは素肌の持つ550 ～
600nmの波長領域の凹みを再現していた（Fig. 5）。
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50%
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波長　[nm]

反
射
率

　
[%

]

素肌

新ファンデーション
従来ファンデーション

Fig. 5 Spectral reflectance of skin (bare cheek, female), with 
conventional foundation applied, and with LAP foundation.

従来ファンデーションと新ファンデーションを女性の
顔に左右に半顔ずつ化粧感が同じになるまで塗布し，太
陽光下で写真撮影した結果，新ファンデーションはより
血色がよく自然で好ましい肌色印象となった（Fig. 6a）。

a. b.

ライトアナライジング
モイスチャー ファンデーション

ライトアナライジング
モイスチャー ファンデーション

Fig. 6 Photograph of a woman’s face (a. under sunlight at noon, b. 
under a fluorescent  lamp), with the right side of the face 
coated with conventional foundation, and the left with LAP 
foundation.

肌色のつながり改良212 
正反射方向に肌色の光を返す特性を有するライトアナ

ライジングパウダーを配合した新ファンデーションと従
来ファンデーションをそれぞれモデルシート上に等量塗
布し，正反射から角度がずれた方向までの明度，彩度，
色相角を分光ゴニオメーター（－45°入射）で比較し
た結果，新ファンデーションは角度による彩度の変化が
抑制された（Fig. 7）。
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Fig. 7 Goniochromatic characteristics of conventional foundation 
and the new foundation (a. lightness vs. chroma, b. hue 
angle vs. chroma).

従来ファンデーションと新ファンデーションを女性の
顔に左右に半顔ずつ化粧感が同じになるまで塗布し，暗
室中で頭上だけに蛍光灯を配して写真撮影した結果，新
ファンデーションは肌色のつながりが改善し，肌色印象
も改善した（Fig. 6b）。
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そのほかの特性51 

カバー力511 
アスタリフト ライトアナライジング モイスチャー

ファンデーションは，「シミ」などの肌上にある気にな
る部分のカバーも実現している（Fig. 8）。

アスタリフト
ライト

アナライジング
ファンデーション

従来の
ファンデーション

ファンデーション
塗布前

（擬似シミ）

ファンデーション塗布後

ファンデーション塗布後

アスタリフト
ライトアナライジング

モイスチャー
ファンデーション

従来の
ファンデーション

ファンデーション
塗布前

（擬似シミ）

ファンデーション塗布後

ファンデーション塗布後

Fig. 8 Coverage effect of the new foundation compared with 
conventional foundation.

保湿力512 
本ファンデーションには，美容成分としてアスタリフ

ト　スキンケアシリーズの共通成分であるアスタキサン
チンと水溶性コラーゲンを配合し，潤いを保持するよう，
設計した（Fig. 9）。
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Fig. 9 Comparison of the protection efficiency against water 
evaporation from the skin surface (FF: new foundation, A 
and B: conventional foundations).

耐汗性，耐皮脂性512 
使用時に発汗により分泌される汗や皮脂に対し，化粧

崩れしにくくするために「耐汗性」，「耐皮脂性」を付与
している（Fig. 10）。

アスタリフト
ライトアナライジングファンデーション

従来のファンデーション
アスタリフト ライトアナライジング
モイスチャー ファンデーション

従来のファンデーション

Fig. 10    Water repellency of the new foundation compared with 
conventional foundation.

使用感512 
パウダーファンデーションに関しては，従来の製法で

は困難なふんわり，しっとりとした使用感をケーキ製造
方法の最適化により実現している。

まとめ61 

今回報告したアスタリフト ライトアナライジング モ
イスチャー ファンデーションは，アスタリフトシリー
ズ初のベースメイク化粧品であり，「光と色の富士フイ
ルム」ならではの独自コンセプトに基づいた特徴ある商
品となっている。今回，新たに開発したライトアナライ
ジングパウダーにより，肌色の照明光源依存性を素肌に
近づける分光反射特性と，肌色のつながりをなめらかに
する肌色の反射角度依存性を実現した。

今後もライトアナライジングパウダーをさらに進化さ
せ，ユーザーベネフィットの高い機能性化粧品を開発し，
女性のQOL向上に貢献していきたい。

参考文献

 1)  勝山智祐. ファンデーションの機能と今後の開発課
題. 第140回FJセミナー予稿集. 2-6 (2010).

 2)  勝山智祐. 赤色透過パウダーを用いたファンデー
ションの開発. 第149回FJセミナー予稿集．2-6 (2011).

 3)  FUJI GROUP NEWS RELEASE. 2011-6-27. http://
www.fujifilm.co.jp/corporate/news/articleffnr_0526.
html.

（本報告中にある “アスタリフト”，“ASTALIFT”，“Light 
Analyzing” は富士フイルム（株）の登録商標です。）
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はじめに11 

近年，映画制作の現場でもデジタル技術が普及し，特に
編集工程において，種々のソースから作成された画像の合
成，および編集のデジタル化が主流となり，多くの作品で
デジタルマスターと呼ばれるデジタル原盤が作成されてい
る。劇場で上映される映像は，このデジタルマスターを元
に上映用ポジフィルムやデジタル媒体に複製された画像で
ある。映画製作には多額の制作費がかけられ，その画像情
報は貴重な財産であるとともに，人類の遺産でもある。こ
のため，映画のオリジナル画像（デジタルマスター）を長
期間安定に保存されることが求められている。しかしなが
ら，デジタルデータの長期保存性については，確立された
手段が無く，北米大手の映画会社では映像を青（B），緑（G），
赤（R）の三色に分解して，長期安定性に優れた銀画像と
して白黒フィルムに記録し，保存している。筆者らは，こ
うしたデジタルデータを記録する最適な手法であるフィル
ムレコーディングにスポットをあてた長期保存用白黒フィ
ルムの開発を行なった。

富士フイルムは，映画作品の長期保存に対するソリュー
ションとして，フィルムレコーディング画質を飛躍的に
向上させた長期保存可能なデジタルセパレーション 
用白黒レコーディングフィルム「ETERNA-RDS」を完
成させ，2010年4月に市場導入した（Photo 1）。

本報告では，ETERNA-RDSの開発背景，および特徴，
さらに，この新製品の開発を可能にした技術について説
明する。

 

Photo 1   Newly developed recording black and white film ETERNA-RDS.

デジタルセパレーション用白黒レコーディングフィルム 
「ETERNA-RDS」の開発

白井　英行＊，豊嶋　悠樹＊＊，大関　勝久＊＊＊，村上　光＊

Development of Recording Black and White Film for Digital Separation 
“ETERNA-RDS”

Hideyuki SHIRAI*,  Yuuki TESHIMA**,
Katsuhisa OOZEKI***,  and  Hikaru MURAKAMI*

Abstract

In 2010, FUJIFILM introduced “ETERNA-RDS” that is a black and white film used for archiving from 
color digital masters. ETERNA-RDS is the first film stock in the world designed especially for a digital 
separation workflow using a film recorder. ETERNA-RDS offers a significant improvement over 
conventional non-specific separation film stock, accurate gradation linearity, improved granularity, superb 
sharpness, higher development stability and long-term storage capabilities.

本誌投稿論文（受理2011年12月13日）
 * 富士フイルム（株）神奈川工場
  イメージング材料生産部
  〒250-0193 神奈川県南足柄市中沼210
 * Imaging Materials Production Division
  Kanagawa Factory
  FUJIFILM Corporation
   Nakanuma, Minamiashigara, Kanagawa 250-0193, 

Japan
 ** 富士フイルム（株）富士宮工場　機能性基材製造部
  〒418-8666 静岡県富士宮市大中里200

 ** Functional Substrate Production Division
  Fujinomiya Factory
  FUJIFILM Corporation
  Ohnakazato, Fujinomiya, Shizuoka 418-8666, Japan
 *** 富士フイルム（株）R&D統括本部
  先端コア技術研究所
  〒250-0193 神奈川県南足柄市中沼210
 *** Frontier Core-Technology Laboratories
  Research & Development Management Headquarters
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開発の背景21 

近年の映画作成ワークフローにおけるデジタル化と保
存の現状について概説する。

映画作成ワークフロー211 
近年，映画製作の現場において，アナログとデジタル

の融合が進み，それぞれの長所が生かされたワークフ
ローが確立されてきている。例えば，撮影現場では，銀
塩フィルムの広いラチチュードを生かした撮影が行なわ
れ，編集現場では，撮影された映像をデジタルデータに
変換し，コンピュータを使用したVFX（特殊効果）や
カラーコレクションが行なわれている。このように画像
をデジタルで編集する比率は年々増加し，現在では90％
以上の作品がデジタルで扱われるようになってきてい
る。デジタル編集が主流になってくると，デジタルの原
盤，いわゆるデジタルマスターが作成され，これを元に
各種上映機器に対応したメディアで複製が作られてゆく

（Fig. 1）。デジタルマスターは，後に再放映やDVD，
BLを作成する場合に必要となる価値の高い画像情報で
あり，この画像情報を欠落することなく長期間保存する
ことが求められている。
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Fig. 1   Workflow of motion-picture film production.

映画保存の現状212 
一方，映画産業で求められている100年を越えるデジ

タルデータの長期保存性については確立された手段が無
いのが現状であり，この問題を危惧する報告もなされて
いる1）。ハードディスクや磁気テープといったデジタル
メディアは，メディア自体の耐用年数に加え，高密度化
のため繰り返される記録フォーマットやハードの変更に
より，実用耐用年数は15 ～ 30年程度と推定される。こ
のため，北米大手の映画会社ではカラー映像を青（B），
緑（G），赤（R）の三色に分解して，長期安定性に優れ
た銀画像として白黒フィルムに記録し，保存している。
白黒フィルムが長期保存に適する理由は，支持体素材の
ポリエスター，画像を形成している金属銀粒子が劣化に
強く，期待寿命が500年程度と見積もられることと2），

データがアナログ画像として記録されるため，目視によ
る実体確認が可能なため，記録フォーマットにまったく
依存しない点である。

映画の白黒フィルムによる保管は，デジタル化が進む
以前から行なわれており，当時はオリジナルとなるイン
ターネガから光学プリンターを用いて，三色分解フィル
ムが作成されていた。近年，デジタル化が進むにつれ，
デジタルデータをフィルムに記録できるフィルムレコー
ダーと呼ばれる露光機器が使われるようになってきてい
る（Fig. 2）。
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Fig. 2   Recording and reproduction using black and white film.

フィルムレコーダーはデジタル/アナログ変換を行なう
機器であり，画質を左右する重要な機器である。デジタル
化が進むとともに，フィルムレコーダーは技術革新による
画質改良を重ねながら現在まで発展してきた。その中で，
独ARRI社 が 開 発 し た レ ー ザ ー 走 査 記 録 方 式 の
ARRILASERは，当時の既存レコーダーに対して飛躍的な
高精細化による高画質化を達成し，2002年にはアカデミー
科学技術賞を受賞している。現在では高画質デジタルレ
コーダーとしてレコーディング市場に広く浸透しており，
デジタルマスターを高画質に記録できるレコーダーとし
て，三色分解フィルムの作成にも広く使用されている。

また，デジタル技術の普及は，フィルムの修復現場に
も変化をもたらしている。特に旧作品の白黒フィルムの
多くは原盤となるオリジナルネガフィルムが現存しない
場合やオリジナルネガフィルムから多くの上映用フィル
ムをプリントしている場合が多く，現存するフィルムに
は多くのキズや汚れが含まれている。さらに支持体にナ
イトレートやアセテートが用いられているフィルムで
は，保管中に加水分解が生じ，フィルムの歪みや画像の
劣化が発生しているケースもある。このようなフィルム
の修復は，これまで一コマごとに手作業で行なわれてき
たが，コンピュータによる画像処理技術の向上により，
画像をデジタル変換して修復するワークフローが広がり
つつある。このようなケースでも，カラー作品と同様に
白黒のデジタルマスターが作成され，フィルムレコー
ダーを用いて，劣化に強いポリエスター支持体を用いた
白黒フィルムに記録することが行なわれている。
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ETERNA-RDSの設計思想と特徴21 

ETERNA-RDSを開発するにあたり，
①高精細な記録に対応できる超高解像度の実現，
② デジタルレコーダーに必要なキャリブレーション＆

現像処理安定性，
③銀画像の長期安定性，
④ポリエスター支持体を含めた，使用素材の長期安定性

を重視して設計した。

超高解像度：優れた粒状性と鮮鋭度211 
情報量の多いデジタルデータを正確に記録するために

は，フィルムレコーダーの高精細化だけでは不十分であ
り，記録に用いるフィルムの高精細化も必要である。フィ
ルムの記録画素はハロゲン化銀粒子であり，この粒子を
微 細 化 す る 必 要 が あ る。Photo 2に 今 回 開 発 し た
ETERNA-RDSの断面写真を示す。現行品に対して
ETERNA-RDSは，ハロゲン化銀粒子（EM層の白い粒子）
が微細化されており，高精細な記録を可能としている。

PC
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Current Film                           ETERNA-RDS

5μm

PC
Em

AH
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Current Film                           ETERNA-RDS

5μm

Photo 2   Cross section of current film and ETERNA-RDS.

さらに，フィルムに入射した光は，ハロゲン化銀粒子
やフィルム表面で反射，屈折，散乱することにより，本
来光があたることのないハロゲン化銀粒子にも光があた
り意図しない画素を形成してしまうことで，画像がに 
じんでしまう。例えば線や文字の描写において，周囲と
の濃度差が大きい場合，細い線は細くなって消え，太い
線はにじみ，鮮鋭度に劣る画像となってしまう。特に，
入射した光がハロゲン化銀粒子で散乱され，さらにフィ
ルム界面の反射で拡大されるフレアーというにじみは光
量の高いレーザー露光で発生しやすくなる。このため，
ETERNA-RDSでは，後述のアンチハレーション技術に
より，効果的にフレアーを抑えることに成功し，高コン
トラストのハイライト部でもオリジナルの画像にきわめ
て近い再現が可能となった（Photo 3）。

 
Current film         ETERNA-RDS 

Photo 3   Superior sharpness of ETERNA-RDS.

 キャリブレーション＆現像安定性：現像処212 
理変動に対する優れたタフネス

一般に，デジタルレコーダーで露光する際，あるデジ
タル値が入力されたとき，それに対応する濃度がフィル
ム上に記録されるようにレーザーの露光量を調節する必
要がある。この作業はキャリブレーションと呼ばれ，ラ
ボごとに異なる現像処理条件，現像機器，作業環境など
に起因して生じる写真特性のズレを補正する重要な作業
である。筆者らは，ラボ，ポストプロダクションへの調
査，検証からキャリブレーションに要求される写真特性
が直線性に優れ，かつγ（階調）≒１であることがわかっ
た。さらに，キャリブレーション後の現像処理に変動が
生じた場合，その後の現像処理を経て完成した画像はオ
リジナルからズレたものとなってしまう。このため，現
像処理安定性（階調が変動しないこと）に優れることも
重要であることがわかった。

通常，現像処理変動に対する階調変化が少ないハロゲン
化銀粒子として，単分散立方体粒子が知られている。し
かしながら，単分散立方体粒子は粒子サイズ分布が狭い
ため，階調が硬い（γ≫１）という問題がある。筆者
らはこれに対して，感度（サイズ）の異なる粒子を組み
合わせ，粒子サイズ差による現像処理性の差を金属ドー
プ技術で調節することにより，γ≒１の直線性に優れ，
かつ処理変動による階調変化の少ない感材を実現した

（Fig. 3）。
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Fig. 3   Development profile of black and white film
 [Developer : D96, Temperature : 22˚C].
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Cineonと呼ばれる映画製作をデジタルで取り扱うコン
ピュータシステムを用いて，オリジナルのデジタルデー
タに対してFig. 2に示したワークフローで復元したデジタ
ルデータの再現性を確認した（Fig. 4）。オリジナルの画
像濃度はデジタルネガ上で10bitプリント濃度（CVo）で
表現され，これをCineonレコーダー（ex. ARRILASER）
を用いてETERNA-RDSに記録した。この記録画像をス
キャナーで読み取り，再び10bitプリント濃度（CVs）に
復元した。CVsとCVoの差は10bitプリント濃度で4，
光学濃度に換算するとわずか0.008の差であり，きわめ
て良く一致することがわかった。
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Fig. 4   Accuracy of the separation procedure.

長期保存性：銀画像の安定性212 
銀は比較的安定な物質であり，ISO規格を満たすこと

で，銀画像の寿命は500年と期待できる。本感材では優れ
た粒状性とシャープネスを付与するため，微細化したハ
ロゲン化銀粒子を使用しており，現像処理により形成さ
れる現像銀も小さなサイズとなる。一般的に，サイズの
小さな粒子は安定性が低下するが現像銀サイズと銀像の
安定性に関する知見はなかった。そこで，ETERNA-RDS
では，現像銀の形態をコントロールすることで，小さな
ハロゲン化銀粒子を用いながら，画像の十分な期待寿命

（1000年以上）を実現した。

ETERNA-RDSを実現した技術21 

銀画像の安定性向上211 
ETERNA-RDSで用いている微細化されたハロゲン化

銀粒子から生成した小さい現像銀がどの程度安定である
かを調べた3）。

通常，銀画像は安定であるが，高温高湿の雰囲気下で
エイジングすると光学濃度が増加し，ハロゲン化銀粒子
が小さいほどその変化が大きかった。この時の現像銀の
形態変化を電子顕微鏡で観察すると，現像銀は最初フィ

ラメントと呼ばれる糸状であるが，高温高湿下で安定な
球状形態へと変化すること，そして，小さいハロゲン化
銀粒子から形成された現像銀ほどフィラメントが細く，
エイジングによる形態変化および光学濃度変化の大きい
ことがわかった（Photo 4，Fig. 5）。
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Photo 4  TEM Image of developed silver
  [Grain size : 0.07μm, Swelling ratio : 340%, Aging condition :  

 80˚C/80% 3days].

さらに，膨潤率（フィルムの塗布膜に水を含ませた時
の膜厚増加の度合い）が現像銀の形態に影響し，膨潤率
の小さな（膜厚増加が少ない）感材では，現像時にフィ
ラメントが伸びにくく，より球状に近い現像銀が形成さ
れ，エイジングでの形態変化が小さくなり（Photo 5），
光学濃度変化も小さいことがわかった（Fig. 5）。
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Photo 5 TEM image of developed silver
  [Grain size : 0.07μm, Swelling ratio : 220%, Aging condition :  

 80˚C/80% 3days].

0.00

0.02

0.04

0.06

0.08

0.10

0.12

0.14

0.16

0.00 0.05 0.10 0.15 0.20 0.25 0.30

Size of Silver Halide Grain（μm）

R
at

e
 o

f 
O

pt
ic

al
 D

e
n
si

ty
 C

h
an

ge
D
:2
.0
→
2
.2
(Δ

D
/
da
y)

0.00

0.02

0.04

0.06

0.08

0.10

0.12

0.14

0.16

0.00 0.05 0.10 0.15 0.20 0.25 0.30

Size of Silver Halide Grain（μm）

R
at

e
 o

f 
O

pt
ic

al
 D

e
n
si

ty
 C

h
an

ge
D
:2
.0
→
2
.2
(Δ

D
/
da
y)

Swelling Ratio 340%

Swelling Ratio 220%

unstable

stable
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density. The number (%) in the figure is the swelling ratio of 
the sample defined as the ratio of coating thickness after/
before swelling [Aging condition: 80˚C/80% 3days].
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この光学濃度変化を利用して，アレニウス法により活
性化エネルギーを求め，期待寿命を見積もった。Fig. 6
に光学濃度変化の温度依存性を示す。この結果から，光
学濃度が10%変化（濃度2.0→2.2）するまでの速度を求
め，アレニウスプロット（横軸に試験温度の逆数，縦軸
に光学濃度が10%変化するまでの速度の対数）を作成し，
活性化エネルギー（ΔE）を算出すると34.7kcal/molと
見積もることができた（Fig. 7）。
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Fig. 6 Dependence of density change rate on temperature
 [Grain size : 0.07μm, Swelling ratio : 220%, Fresh density : 2.0].
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Fig. 7   Arrhenius plot and activation energy (⊿E) of ETERNA-RDS.

この値から，ETERNA-RDSの20℃/60%条件における
期待寿命は1000年以上と見積もることができた（Table 1）。

Table 1   Estimation of life expectancy of developed silver.

Grain size
(μm)

Swelling
Ratio
(%)

Time required for the 
10% density change
(day : 80℃/60%)

Life Expectancy
(year : 20℃/60%)

0.07 340 2.0 150

0.07 220 7.5 540

0.11 220 21 1500

0.11+0.18
(RDS) 220 >40 >2900

微粒子高感化，階調制御技術212 
ETERNA-RDSはγ≒１の階調と現像処理安定性の両立

を目標とした。γ≒１の階調を実現するには，一般的に
サイズ分布の広い（多分散）ハロゲン化銀粒子が必要とな
る。しかしながら，このような粒子は現像処理変動による
階調変化が大きい。このため，現像速度が速く，変動に対
する階調変化が少ないハロゲン化銀立方体粒子を使用し，
この粒子を微細化することで，粒状性の向上，および光散
乱の減少を実現した。しかしながら，微細化に伴い感度が
低下する問題が発生するため，還元増感技術の導入により
これを解決した。また，立方体粒子はサイズ分布が狭く（単
分散），階調が硬い（γ≫１）ため，感度（サイズ）の異
なる粒子を組み合わせて，γ≒１の階調を実現した。こ
の時，サイズの違いにより，現像速度に差が生じ，結果と
して階調が処理中に変化してしまう問題が発生した。この
ため，ハロゲン化銀粒子に金属錯体をドープし，現像速度
をコントロールすることで，現像処理による階調変化を防
止することに成功した（Fig. 8）。
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Fig. 8 Achievement of high resolution, suitable contrast and 
development stability.

ETERNA-RDSに導入した技術をさらに具体的に説明
する。
＜還元増感＞

ハロゲン化銀粒子では表面に吸着している色素が光を
吸収して，電子と正孔を生じ，前者は粒子内に注入される。
粒子内に注入された電子は粒子内に存在する銀イオンと
結合して潜像を生じ，この潜像が現像時に触媒となって
ハロゲン化銀粒子を銀に変化させる。したがって感度は
粒子の表面積に比例するので粒子サイズが減少すると感
度も低下する。さらに，粒子サイズが小さくなると発生
した電子と正孔の分離が不十分となり，電子と正孔が反
応して消滅する再結合と呼ばれる現象が発生して，表面
積の減少以上に感度が損なわれてしまう。小サイズ化に
伴う感度低下を防止するために，粒子形成中に還元剤を
添加し，正孔と反応して再結合を防止するAg2核を導
入した。これを還元増感という。正孔と反応したAg2
核はさらに電子を放出して，潜像形成を促進するため，
再結合防止以上の増感効果が得られる4）。
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＜金属（Ir）錯体ドープ＞
レーザー光のような超短時間の高照度露光（10-6 ～

10-7秒）では，短時間に多量の電子と正孔が発生するの
で，このことも再結合を促進する。さらに，多量に電子
が発生するために，現像活性の低い小さな潜像が多数形
成（潜像分散）され，感度の低下や現像の遅れを引き起
こ し た。 こ の 程 度 は 粒 子 サ イ ズ に よ り 異 な っ た。
ETERNA-RDSでは階調設計に粒子サイズの異なる粒子
を併用しているので，現像中に階調が変化しないように，
電子を一時的に捕獲することのできるイリジウム（Ir）
錯体を粒子内に導入（ドープ）し，高濃度に電子が発生
することを防いだ5）。この技術により，小サイズ粒子中
にも大きな潜像を形成させ，現像活性を上げることで，
種々の現像条件において一定の階調を実現した（Fig. 9）。
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Fig. 9 The technology to prevent dispersion of latent image; Ir 
complex doping.

アンチハレーション技術：鮮鋭度向上212 
鮮鋭度はフィルム中の意図しない光の拡散により劣化

する。この拡散は大きく分けて，次の二つがある。一つ
はフィルムの境界における反射（Reflection）で，主に
影響が長距離に達するフレアーの原因となり，ハレー
ションと呼ばれる。もう一つはハロゲン化銀粒子におけ
る散乱（Scattering）で，主に高周波領域の鮮鋭度を低
下させる原因となり，イラジエーションと呼ばれる。こ
れら二つの光拡散による画像の劣化（にじみ）を効果的
に防止するため，ハレーション防止層と呼ばれる層に固
定した染料1と全層に拡散する染料2の二種類の染料を
用いて，その効果を調べた（Fig. 10）。

Base
(125μｍ)

Layer ScatteringLight

Reflection

Dye 1:
fixed in a Anti-Halation Layer

Dye2:
Defusing to all layers

PC 　
EM

AH

Fig. 10 Scattering and reflection of exposure light in a film and anti-
halation by use of dye.

その結果，染料1は長距離の拡散光を，効率よく吸収
でき，わずかな感度低下でフレアーを防止できることが
わかった。染料2は感度低下を伴うが，ハロゲン化銀粒
子で散乱された光を効率的に吸収するため，高周波領域
の鮮鋭度を大きく改良できることがわかった。この結果
を踏まえて，感度低下を最小限に抑えて，ETERNA-
RDSではもっとも効果的に鮮鋭度を向上するように2種
類の染料を組み合わせて設計した。

ETERNA-RDSのフレアー特性をFig. 11に示す。フレ
アーは露光部からの光拡散で未露光部の濃度増加に現れ
るが，濃度増加はほとんど観測されず，優れたフレアー
特性を示した。この結果，Photo 3に示す優れた鮮鋭度
を実現した。

Current film 

ETERNA-RDS 

Exposed Unexposed

Fig. 11   Flare of ETERNA-RDS (Green laser exposure at 532nm).

おわりに51 

映画製作ワークフローはアナログとデジタルの融合が
進み，各工程でそれぞれの長所を生かした使われ方がな
されている。そのなかでも編集工程では，作業の容易さ
からデジタル化が進み，現在では，ほぼすべての映画作
品でデジタルマスターが作られている。一方，デジタル
マスターの保存に関しては，長期保存が危惧されるなか，
デジタル媒体に保管されているのが現状である。このよ
うな市場状況を背景に，ポリエスター支持体と銀画像の
組み合わせによる長期安定性とデジタルデータを高精細
に記録することを考慮してETERNA-RDSを開発した。
本製品がデジタルマスターを安心して保管できる手段と
して拡がり，映像文化の保護に貢献していくことがわれ
われの願いである。最後に，本研究を進める上でご指導
いただいた方々，およびETERNA-RDSの開発に携わり，
ご協力いただいたすべての方々に謝意を表します。
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はじめに11 

印刷市場を取り巻く環境は激変し，生産性向上，短納
期化，コスト削減，および環境対応の追及なくして生き残
れない時代に突入した。全世界のCTP（Computer to 
Plate）化率は70%に，国内では80%台に到達していて，
CTPは，生産性向上，品質安定化，中間材料の省略，
コスト削減等への寄与を軸に，印刷業のデファクトスタン
ダード化したといえる。

さらに近年では，ユーザーの環境保護に対する意識が
非常に高まっていて，印刷業界でも環境保全活動に取り
組むため自主基準を設けて活動推進している。一例に，
グリーンプリンティング認証制度（日本印刷産業連合）
では，環境配慮型印刷製品を訴求していて，オフセット
印刷サービスの流れに沿って，印刷資材，印刷工程資材，
印刷工程，印刷会社の取り組みを対象に一定原則で評価，
認証付与している。

これらの動きは全世界で広がりを見せている。例え 

ば，製品の原材料調達から廃棄までの全工程で排出され
た温暖化ガスの総量をCO2に換算して表示するカーボン
フットプリント（CFP）が大きく普及している。

当社では，PCR（Product Category Rule）に則り，
2009年末に「サーマルCTPプレート」で業界初のCFP
認定を受けて表示を継続している（Fig. 1）。

Fig. 1   Label for process-less CTP plate.
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一方で，プレートの環境配慮設計については環境保護
印刷マーク〈クリオネマーク〉（E3PA）でその基準が
設けられ，最高位（ゴールドプラス）は刷版で処理液を
使用しない，無処理CTPプレートに付与される（Fig. 2）。

Fig. 2   Environment-friendly printing label.

当社の開発経緯および改良課題21 

当社では2006年より，ゴールドプラス認証の機上現
像型無処理CTPプレート「PRO-T（国内名称：ET-S）」，
2009年には機上現像性を改良した「PRO-T2（国内名 
称：ET-SH）」を上市し，全世界で1,300社超，国内でも
200社超の導入実績（2010年12月実績）を有するまでに
至った（Fig. 3）。

 
通常処理CTPとの工程比較

Fig. 3 Comparison between alkali-developable CTP plate and 
process-less CTP plate.

しかしながら，無処理CTPは依然，アルカリ現像型
CTP（当社：XP-F，LH-PJE）に対し刷り出し安定性が
劣り，ユーザーは短納期化，コスト削減，省スペースの
メリットを有する無処理CTPに関心こそ示すが，導入
を見送るケースが散見された。良好な機上現像性および
インキ着肉性と同義である，刷り出し安定性のさらなる
レベルアップには，①耐刷性と機上現像性ならびに②イン
キ着肉性と機上現像性という，相反する性能を両立させ
る必要があった。

当社は無処理CTPこそ環境対応型CTPの最終形である
との認識の上，ユーザーの使い易さを追求し，新たに①
についてFPD（Fine Particle Dispersion）技術，②につい
てRSS（Rapid Stable Start-up）技術の2つの技術を開発し
た。2011年に刷り出し安定性を改良したPRO-T3（国内名

称：XZ-R）を上市するに至った。本稿では，新製品
PRO-T3に導入した開発技術を中心に説明する（Fig. 4）1）。

Fig. 4   Introduction of PRO-T3.

当社無処理版の技術21 

当社無処理の設計方針211 
当社の無処理CTPの層構成をFig. 5に示す。当社無

処理CTPはネガ型ラジカル重合系を用いた機上現像型
システムである。機上現像型システムとは，レーザー露
光した版を現像液などで処理することなく印刷機に取り
付けた後，版面に湿し水およびインキを供給することで，
印刷機上で未露光部（＝非画像部）を除去させ，画像形
成する方式である。
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Fig. 5   Layer configuration of process-less CTP plate.

採用した機上現像機構は，画像形成層中への湿し水の
素早い浸透（Step 1），画像形成層と基板との界面密着
性を低下させる水膜の形成（Step 2），インキのタック
による画像形成層の剥離（Step 3）で構成される（Fig. 6）。
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湿し水の浸透
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湿し水

インキのタックによる　
剥離

Fig. 6   Mechanism of on-press development.
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全無処理システム（Table 1）における，ネガ型機上
現像システムの優位点は，アルカリ現像型CTPと同様
のアルミ親水面が利用可能であり，耐汚れ性に優れるこ
と，また露光膜硬化に非常に有効な反応機構を応用可能
なことである。当社では，露光膜硬化は，赤外線吸収剤

（シアニン色素）と光酸発生剤（ヨードニウム塩）を含
む開始系とモノマー，バインダー，ミクロゲルなどを含
むラジカル重合系を融合し，高感度化を達成している。

一方で不利な点は，機上除去物の無害化が必要なこと，
および非画像部の除去速度（以下，機上現像性）が損紙
枚数に影響を及ぼすことである。

機上除去物の処理については，当社では，機上除去物
が湿し水に溶解，分散せずインキに溶解，分散させると
いう指針の下で感材を設計し，疎水性画像形成層を界面
から脱膜的に剥離，微分散化させる技術によって，機上
除去物の無害化を達成した。

また，機上現像性を向上させるには，Fig. 6から理解
できるように，浸透パス形成による湿し水の浸透速度の
迅速化，界面親水化による水膜形成の促進，およびイン
キタックによる画像形成層の高破断性が重要である。

ただし，画像形成層に親水性成分を多量に添加し，湿
し水の浸透速度を迅速化した場合には，機上現像性は向
上するが，画像部も同様に親水的になるためにインキに
対する受容性，つまりインキ着肉性が劣化する。同時に，
画像部も湿し水浸透によって脆弱化し耐刷性も劣化する。

そこで，新製品PRO-T3（国内名称：XZ-R）では，こ
れまで培ってきた当社無処理CTP技術に加え，新たに
①耐刷性と機上現像性の両立についてFPD技術，②イン
キ着肉性と機上現像性の両立についてRSS技術の2つの
技術を開発し，導入した。以下に当社無処理CTPで新た
に導入したFPD技術およびRSS技術について紹介する。

FPD（Fine Particle Dispersion）技術212 
本検討では，画像形成層成分中で耐刷性向上寄与の大

きいミクロゲルに着目し，粒子表面のエチレン性不飽和
基偏在化および親疎水性最適化を行ない，画像形成層内
に均一分散する新規なミクロゲルを開発した。

耐刷性と現像性の相反する性能は，非画像部では均一
分散したミクロゲル粒子表面を介しての高水浸透性，ま

た画像部では高硬度ミクロゲルおよび重合性成分との反
応による高硬度化によって達成した（Fig. 7）。
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Fig. 7   Function of new micro-gel.

RSS（Rapid Stable Start-up）技術212 
従来の当社無処理CTPでは，高アスペクト比の平板

状粒子（フィラー）を含む極薄層酸素遮断技術（Fig. 8）
により耐刷性と機上現像性，インキ着肉性の両立を図っ
てきたが，一方で，この最上層の塗布・乾燥による形成
段階において，一定割合の最上層が画像形成層と混合す
る現象が発生していた。この層間の混合によって最上層
の親水性成分が画像形成層を親水化することでインキ着
肉性の劣化を生じていることがわかっていた。
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Fig. 8 Relationship between thickness of top layer and oxygen-
barrier property.

Table 1   Imaging technologies and the merits of each process-less CTP plate.

画像形成 長所 短所
アブレーション型 高出力レーザーを用いると感材設計

は容易
・低感度
・飛散物の処理が必要

機上現像型

印刷機印刷機

・ アルカリ現像型CTP同様のアル
ミ親水面が利用可能

・ 露光膜硬化に非常に有効な反応機
構を応用可能

・機上除去物の処理が必要
・ 非画像部の除去速度が損紙枚数に

及ぼす影響が大きい

極性変換型 除去物処理の必要がない ・低感度
・ 十分な親疎水性のディスクリが得

られ難い



25FUJIFILM RESEARCH & DEVELOPMENT (No.57-2012) 

この現象を解消するため，最上層のポリマー構造を皮
膜形成性の観点で見直すと共に，平板状粒子を含む水溶
液の塗布方式を改良し，画像形成層と最上層の混合抑制
を達成した（Fig. 9）。これにより，画像形成層が疎水性
を維持し，かつ最上層表面も親水的で湿し水の浸透を促
進する性質を保持することが可能となって，画像部上最
上層の効率的な除去を実現し，インキ着肉性の大幅向上
を達成した。

最上層

画画像像形形成成層層

最上層

Fig. 9 Cross-section TEM picture between imaging layer and top 
layer.

また，機上現像性の向上は，Fig. 6：機上現像機構の
Step 2（画像形成層と基板との界面密着性を低下させる
水膜の形成）に着目し，画像形成層とアルミ支持体間の
界面（=中間層）設計の見直しにより達成した。

当社無処理CTP版では，中間層に，画像形成層中の
重合性成分と反応促進する官能基（エチレン性不飽和結
合基），支持体表面と相互作用する官能基，および親水
性基で構成される，支持体残存型（=支持体吸着型）ポ
リマーを採用してきた（Fig. 10）。

感光層密着基 親水性基

基板吸着基

Fig. 10   Function of the polymer in the interlayer.

本検討では，中間層のポリマーの設計指針は維持しつ
つ，親水性，反応性，および画像形成層成分との相互作

用を制御した親水基をあらたに導入することで，界面に
おける湿し水の水膜形成を促進し，大幅な機上現像性の
向上を達成した。

以下に，あらたに開発，導入したFPD（Fine Particle 
Dispersion）技術，RSS（Rapid Stable Start-up）技術の
技術内容をFig. 11にまとめて図示した。

▼▼ ▼▼▼▼

▼▼ ▼▼▼▼

最上層

除去性向上
[RSS]

感光層
粒子の分散性
向上 [FPD]

中間層
界面密着性の
ディスクリ向上
[RSS]

露光

密着性向上

膜強度向上

最上層の
除去性向上

湿し水浸透
を抑制

画像部 非画像部

体持支体持支

湿し水
浸透促進

露光前 露光

機上現像 機上現像

Fig. 11   Innovative technologies of PRO-T3.

新製品無処理CTP PRO-T2 21 
（国内名称：XZ-R）の到達性能

以上，2つの技術導入で，刷り出し安定性が格段に向
上し，ユーザーがより満足して使用していただける無処
理CTPに発展することができたと考える（Fig. 12，
Table 2）。

従来品従来品従来品

新製品新製品

Fig. 12   Press start-up property of PRO-T3.

Table 2   Plate performance of PRO-T3.

PRO-T3
新製品

PRO-T2
従来製品

アルカリ現像型
CTP（XP-F）

露光感度 120mJ/cm2 120mJ/cm2 120mJ/cm2

耐刷性 5－10万枚 5－10万枚 10－20万枚
刷り出し性 インキ着肉性 ○ △ ◎

機上現像性 ○ △ ◎
汚れ難さ ○ ○ ○
処理・廃液 ◎ ◎ △
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最後に51 

無処理CTPがもたらすユーザーメリットは，環境配
慮のほか，短納期化，コスト削減，省スペースなどと幅
広い。無処理CTPが一般商業印刷分野へ広く普及する
ための課題と考えられていた，既存印刷機に対する汎用
性が高まった意義は大きい。新製品PRO-T3（国内名称：
XZ-R）によって，今後，飛躍的に市場展開するとともに，
印刷産業の効率化に貢献できると考える。

参考文献

 1)  森崇徳, 倉本守, 石黒由利子, 大橋秀和, 河内幾生. 環
境対応型完全無処理新サーマルCTPプレートの開
発. 日本印刷学会 第125回春季研究発表会講演予稿
集. 15-19 (2011).
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はじめに11 

印刷業界において，1990年代以降デジタル化が急進
し，特にDTPの出現による製版工程のデジタル化から
始まり，CTP化によってプリプレスと呼ばれる分野の
デジタル化は完成したといえる。近年は，IT化による
情報の即時化，消費者ニーズの多様化や，環境対応への
意識の高まりなどの影響もあり，印刷物の小ロット化や
ニーズの多様化に対応しつつ，かつオフセット印刷を補
完する目的として，印刷のデジタル化が注目されている。

こうした背景の中，富士フイルムは本格的なデジタル
印刷機「Jet Press 720」を発表，ユーザーに好評をはく
している。

本稿では，その高性能/高画質を支える革新的な技術
を紹介する。

Jet Press 720概要21 

Jet Press 720は，小ロット対応のデジタルオフセット
印刷機という設計コンセプトから，①オフセット枚葉機
同等の操作性を有する，②一般オフセット印刷枚葉紙の
横通し使用可能，③オフセット画質，④小部数印刷適性，
⑤低VOC（水性インク），という特徴を有し，さらに従

来のオフセット印刷機に比べて，⑥色が鮮やか，⑦色間
レジ精度が高い，⑧色調整が容易，⑨出力物が安定して
おり改版が容易，というメリットを有している。システ
ム仕様は以下のとおりである。
画　　質　　　：オフセット印刷175lpi相当（1200dpi/4階調）
印刷色数　　　：4色（YMCK）
用紙搬送方式　：圧胴およびチェーングリッパ－搬送
出力速度　　　：2700枚/時間
出力用紙サイズ： 545mm×394mm ～ 750mm×530mm 

（横通し）
装置サイズ　　：W7,350mm×D3,700mm×H2,060mm

特徴を支える技術21 

システム全般211 
インク吸収層を持たない一般オフセット印刷用紙に，

オフセット画質を満たす高解像度印刷を行なうために，
本システムではプレコンディショニング液の用紙への事
前塗布による画像にじみ抑制を行なっている。また，オフ
セット印刷機と同等の印刷物を得るため，水性インク起
因の用紙変形抑制や，画像の強度確保，またシングルパ
スインクジェット固有の問題である画像欠陥の抑制が必
要であり，個々に相反するそれらを満足するために高度
な解析技術を駆使して現象の支配因子をタイムスケール

デジタルインクジェット印刷機「Jet Press 720」の開発

中澤　雄祐＊，柳　輝一＊，永島　完司＊，井上　義章＊

Development of Digital Inkjet Press “Jet Press 720”

Yusuke NAKAZAWA*,  Terukazu YANAGI*,  Kanji NAGASHIMA*,  and  Yoshiaki INOUE*

Abstract

We have newly developed a digital sheet-fed inkjet press “Jet Press 720”, which has a potential to bring 
about great changes in the commercial printing world. Jet Press 720, adopting aqueous single pass inkjet 
technology, allows printing on commercially available offset paper and shows good post-process 
compatibility. The prints produced have real “offset print quality” and are even superior to offset printing in 
color chroma, color stability and print repeatability. We report some unique technologies adopted in this 
press, which can be realized through FUJIFILM group’s own technologies in materials, hardware, image 
processing, software, system integration and analysis.

本誌投稿論文（受理2011年11月25日）
 * 富士フイルム（株）R&D統括本部
  アドバンスト　マーキング研究所
  〒258-8577 神奈川県足柄上郡開成町牛島577

 * Advanced Marking Research Laboratories
  Research & Development Management Headquarters
  FUJIFILM Corporation
   Ushijima, Kaisei-machi, Ashigarakami-gun, Kanagawa 

258-8577, Japan
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ごとに明らかにし，Table 1のように材料/マーキング
プロセス/ヘッド/ハード/画像処理という多方向から
の対策を行なっており，その結果，Fig. 1に示す画像形
成方式を採用している。

紙紙

処理液塗布⇒乾燥 ｲﾝｸ描画 乾燥 熱圧定着ﾌﾟﾚｺﾝﾃ ｨ゙ｼｮﾆﾝｸﾞ液塗布→乾燥 

Fig. 1   Printing process with Jet Press 720.

材料技術212 

 高速凝集技術 21211 
（Rapic技術：Rapid Pigment Coagulation技術）

にじみやドット合一を抑制するために，プレコンディ
ショニング液とインクを反応させ，インクを瞬時に凝集
させる技術を採用した。その結果，ドット同士が合一す
ることなく，その形状が正確に保たれ（Fig. 2），さらに
インクジェットでは宿命と言えるにじみによる文字再現性
劣化が抑制できる（Fig. 3）。凝集反応はインク中でマイ
ナスに荷電し分散状態にある顔料やラテックスをプレコン
ディショニング液に含まれる凝集主剤で荷電を制御し，
反発力がなくなることで起こる（Fig. 4）。凝集反応の高
速化は当社オリジナルの顔料分散剤，ラテックスを分子
設計し，製造プロセス開発から行なうことで実現した。

この高速凝集技術の獲得により，ドット合一回避によ
る高精細化，にじみ防止だけでなく，インクの打滴密度
を上げることが可能になり，広い色再現領域を実現でき
るようになった（Fig. 5）。

 用紙変形抑制技術 21212 
（WPD技術：Water Penetration Deterrence技術）

材料技術とプロセス技術とのすり合わせによって用紙
変形抑制技術を開発した。

前記プレコンディショニング液による高速凝集技術に
よって，凝集した画像中にインク中の水分を留めること
で用紙への浸透を遅延し，その水分を速やかに乾燥する
高速乾燥技術と，その乾燥タイミングを制御するプロセ
ス技術によって，水分による用紙の変形を最小限に抑制
している。

プレコンディショニング液無し

プレコンディショニング液有り

 

Fig. 2   Ink dots with and without Rapic applied.

Jet Press 720 既存ｲﾝｸｼﾞｪｯﾄJet Press 720 既存ｲﾝｸｼﾞｪｯﾄ

Fig. 3 4 pt letters printed with Jet Press 720 and conventional 
inkjet press.
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Fig. 4   Mechanism of pigment coagulation.
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Fig. 5   Color gamut of Jet Press 720 and Japan Color（coated paper）.

Table 1   Technical requirements to provide the high quality demanded.

必要性能 材料 マーキングプロセス ヘッド ハード 画像処理
オフセット画質 にじみ抑制 現象解明および

制御値決定
精密液滴制御 プレコンディショニング液

安定付与
ドット合一抑制型
スクリーニング設計

高密度ノズル配置 4色ヘッドの1圧胴上配置
用紙変形抑制 水浸透遅延

保湿溶剤カ－ル抑制
迅速乾燥

画像強度確保 耐擦性付与
耐ブロッキング性付与

熱圧定着制御

画像欠陥抑制 吐出安定性付与 吐出安定性付与 安定用紙搬送
精密ギャップ制御

スジムラ補正

信頼性 ヘッド特性維持
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一方で，インク中に保湿剤として含有される高沸点有
機溶剤は，揮発せずに画像中に残留する。この溶剤が時
間をかけて用紙へ拡散することも用紙変形の原因とな
る。われわれは水性インクで一般的に使用されるグリセ
リンなどの溶剤と比較して用紙変形を大幅に抑制できる
溶剤を見出し，それらの組合せによってカールを抑制し
た低カールインク構成を見出した。

この低カールインク構成では，用紙表面強度の劣化や，
インクの保存安定性，インクの目詰まりによる吐出安定
性の悪化などの新たな課題が生じたが，それぞれ，イン
クの処方設計，顔料分散剤設計，システムからの目詰ま
り防止などの技術を投入して解決している。

高画像強度技術21212 
描画直後の耐擦性を確保するためには，定着時に安定

な皮膜を形成することが重要であり，皮膜形成にはポリ
マーの軟化温度（造膜温度）を定着温度以下に制御する
必要がある。一方で定着直後からは，インク皮膜のべた
つきを防止して耐ブロッキング性を確保するために， 
環境温度よりも高いポリマー軟化温度が要求される

（Fig. 6）。印刷現場や輸送中などのさまざまな環境にお
いて，定着時の軟化温度（造膜温度）はより低温に，定
着後のインク皮膜軟化温度はより高温にするための熱物
性制御は，当社で開発したポリマーラテックスと複数の
溶剤を最適に配合する処方技術により実現した。

ヘッド技術212 

 高画質１パス印刷用インクジェットで要求さ21211 
れるヘッドの性能

通常のインクジェットプリンタでは，各ノズルの吐出
インクの着弾位置誤差や体積誤差を目立たなくするため

に，用紙の同じ部分でヘッドを複数回走査し，複数のノ
ズルで描画することで各ノズルの誤差を平均化してい
る。また，この仕組みにより，インクジェットヘッドの
ノズル密度よりも高い画素密度，例えば1000dpiを越え
る画像を印字する事ができる。

一方，より高速で印字を行なうためには，ヘッドを固
定して用紙だけを搬送する必要がある。しかし，この場
合，ノズル密度は用紙上の画素密度と等しい必要があり，
また複数ノズルで描画して誤差を平均化する方法が採れ
ないので，インクジェットヘッド自体のインク吐出精度
を高める必要がある。さらに，Jet Press 720は印刷機と
いう製品コンセプトを実現する上で，印字位置精度を従
来のオフセット印刷機同等にする必要があるため，用紙
を圧胴搬送する構成を取っており，1つの圧胴上に4色
分のヘッドを配置する必要性からヘッド幅を狭くしなけ
ればならない。

Jet Press 720では，MEMS（Micro-Electro-Mechanical 
Systems）プロセス技術を活用することで，吐出インク
の方向性・体積精度を向上し，さらに1200dpiのノズル
密度の狭幅ヘッドを実現した。

このようにJet Press 720ヘッドの最大の特徴は，小
型でありながらノズルの密度が高く，しかも非常に高い
加工精度で作られている点にある。

小型高精度な高密度MEMSヘッド構造と信頼性21212 
Jet Press 720では，2,048個のノズルを持つモジュー

ル17個を，一直線に実装して1色分のラインヘッドを構
成している（Fig. 7）。実装に使う材料，組立て調整方法
の工夫によって，数μmの位置精度を実現している。

モジュール（Fig. 8）には，高精度のインク吐出を行
なうため，さまざまな工夫が凝らされている。単一のモ
ジュールで1200dpi，1時間2,700枚の印字を実現してい
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紙面
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Fig. 6   Demands for the control of polymer thermal properties  under various conditions.

 

Fig. 7   Line-type structure. Fig. 8   Exterior view of ink head module.
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るが，このために，インク吐出精度，駆動周波数に大き
く影響するノズルや流路，さらにはインク吐出駆動用の
ピエゾ素子や高密度配線などアクチュエータ構造全般
に，シリコン基板をベースとしたMEMS加工プロセス
が適用され，機械加工では困難なサブミクロンレベルの
加工精度を実現し，この精度を生かした最適な流体設計，
ヘッド構造，そして高出力のピエゾアクチュエータ，を
採用している。

さらに小型化を実現するために，高度な配線実装技術
と材料技術を融合している。インクジェットヘッドは通
常の半導体デバイスと異なり，高密度配線のすぐ隣に微
細なインク流路が形成されているため，インク漏れや湿
気は信頼性に重大な影響を及ぼす。しかしながら，モ
ジュールの小型化とラインヘッド構成の高精度なモ
ジュール実装のために，モジュールの耐湿封止には多く
の設計上の制約が伴うため，少ない接着面積で，強度や
高い耐インク性，耐湿度バリア性を実現する必要がある。
Jet Press 720では，耐薬品性に優れた接着材料と封止材
の応力解析を駆使し，高い耐久性を実現した。

高耐久撥水技術21212 
Jet Press 720ではオフセット印刷並の印刷物耐性を

実現するために特殊な定着性の高いインクを用いている
が，このインクを長期間安定に吐出するために，ノズル
近傍の高い撥水性が求められる。一方で，撥水膜は常に
インク等にさらされるため，高い化学耐性も必要であり，
さらにノズル面のメンテナンスによる物理的摩耗耐性も
必要である。印刷機という用途での，桁違いの印刷枚数
を実現する上で，撥水膜はヘッドの寿命を大きく左右す
る。従ってヘッドには，当インクに対しても高い撥液性
を示すフルオロカーボン系材料を用い，下地膜の制御と
組み合わせることで，緻密かつ高強度な撥水膜を実現し
た。さらにインクそのものや，メンテナンス方法などの
技術と組み合わせて，印刷機としての高寿命を実現した。

インク吐出制御，安定化技術21212 
インクは，温度が変化すると粘度が変化し，吐出状態

に影響を与える。Jet Press 720では，いかなる環境でも
安定した吐出を行なうため，各モジュールには温度調整
したインクを循環供給し，インクの粘度変動を抑える工
夫がなされている。また，オフセット並の画質実現に必
要な，3通りの体積のインク滴を，高い周波数で安定し
て選択吐出するために，流体シミュレーション技術と吐
出状態観察技術を駆使して，ピエゾ素子の駆動波形を高
度に最適化している（Fig. 9）。

ハード技術212 
Jet Press 720は高い要求性能を実現するため，ユニー

クなハード技術が数多く採用されているが，ここでは特
に用紙搬送およびヘッドメンテナンス技術について説明
する。

枚葉オフセット印刷ユーザーの使い易さ，安定シート
紙搬送，およびラインヘッドと用紙間の精密なギャップ制

御を行なうためにJet Press 720では，オフセット印刷機
で実績のある圧胴/チェーングリッパー搬送方式を採用
しており，高精度でありながら高速搬送を実現している。

また，ラインヘッドで印字を行なう際に用紙を把持し
ている描画胴には真空吸着機構を設けて用紙を胴表面に
しっかりと固定し，ギャップを正確に制御することに
よってドット位置ズレのない画像を形成可能にしてい
る。吸着に際しては種々のサイズのシート紙に対応する
必要があるため，表面に吸着穴を配した吸着シートを使
用している。この吸着シートは，小さいサイズのシート
紙が使用されて，用紙外の吸着穴で空気漏れが起こるよ
うな場合でも，用紙はきちんと吸着できるように内部の
流路抵抗を制御した設計にしている（Fig. 10）。

S M L 

Nozzle 

Material 

Fig. 9   Photo of ink droplets.

ドラム表面吸着溝

真空ポンプ

描画胴

吸着シート

ドラム表面吸着溝

真空ポンプ

描画胴

吸着シート

真空配管 

ドラム表面吸着溝

流路絞り部 
吸着溝 

吸着穴 用紙 

吸着シート 

Fig. 10   Sheet paper holding mechanism.
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またヘッド特性維持に必要なヘッドメンテナンス機構
としては，乾燥により固着しやすいラテックス含有イン
クに特化した洗浄液供給/Webワイプヘッドメンテナン
ス方式を採用した（Fig. 11）。

ノズル面

洗浄液

非接触

洗浄液付与 Webワイプ

バネによる圧力付与

Web移動

ヘッドBar移動

洗浄液
付与ノズル

ノズル面

洗浄液

非接触

洗浄液付与 Webワイプ

バネによる圧力付与

Web移動

ヘッドBar移動

洗浄液
付与ノズル

Fig. 11    Method of web-wiping head maintenance using cleaning 
solution.

ヘッドのノズルプレート上には描画中に発生するイン
クミストの付着や埃付着により汚染されるが，非接触の
洗浄液付与ノズルより供給された洗浄液によって除去さ
れ易くなったインクおよび埃は清浄なWebによるワイプ
によって完全に除去され，ヘッドは清浄な状態に保たれ
る。また，ワイプ後はWeb面が自動更新されることに
よって常にインクや埃の除去性能は適切に維持される。

画像処理技術215 
Jet Press 720では高速描画を実現するためシングル

パス方式を採用しており，インク液滴の着弾位置が理想
位置から所定量ずれている「着弾位置ばらつき」，飛翔
液滴量のずれによる「ドット径のばらつき」，液滴が吐
出しない「不吐出」などの描画不良が発生した時に，そ
れらがただちに紙送り方向のスジムラとなり画像不良の
原因となる（Fig. 12）。

高性能ヘッドを用いてもこれら画像欠陥の発生を完全
になくすことは困難であるため，Jet Press 720ではこれ
らの画像欠陥を補うために画像処理的な手法を用いた，
2種類のムラ補正機能を搭載している。以下に説明する
2種類のムラ補正機能は，いずれも画像欠陥の視認性を
低減させる補正処理を行ないJet Press 720の高画質化
に貢献している。

シングルパス方式

位置ばらつき位置ばらつき ドット径ばらつきドット径ばらつき

Paper  feed

不吐出不吐出

吐出口

(ノズル)

シングルパス方式

位置ばらつき位置ばらつき ドット径ばらつきドット径ばらつき

Paper  feed

不吐出不吐出

吐出口

(ノズル)

Fig. 12   Diagram showing errors in the single pass printing.

不良ノズル補正機能21511 
不良ノズル補正機能は液滴が正常に吐出しない場合

（不吐出など）に発生する細かいスジ状の高周波ムラの
補正を行なう。以下のシーケンスで補正は実施される。
①テストチャート出力

 印刷時の咥え部分の余白に1枚/1色の不良ノズル検知
パターンを描画する（印刷中の不良ノズルを監視）。

②画像情報の読取り
 装置内に搭載されたインラインセンサーで，描画され
た不良ノズル検知パターンを読み取る。

③画像情報の解析
 検知パターンの読み込み画像を解析し，不良ノズル（着
弾位置誤差が所定量以上のノズル，不吐出ノズル）を
検知，特定する。

④補正処理の実施
 ③で特定した不良ノズルの近傍ノズルの描画濃度を所
定量上げて描画を実施する（Fig. 13）。近傍ノズルの
描画濃度を上げることで，不吐出ノズルで発生する白
スジの低視認化を図ることができる。なお，③で検知
された不良ノズルは強制的に吐出させない処理を行な
い，不吐出ノズルと同等の処理を行なう。

不良ﾉｽﾞﾙが発生
している状態

不吐ﾉｽﾞﾙ

不良ﾉｽﾞﾙ補正後

不吐ﾉｽﾞﾙ 近傍ﾉｽﾞﾙ白ｽｼﾞ発生

不良ﾉｽﾞﾙが発生
している

不吐ﾉｽﾞﾙ

不良ﾉｽﾞﾙ補正後

不吐ﾉｽﾞﾙ 近傍ﾉｽﾞﾙ白ｽｼﾞ発生

Fig. 13   Diagram showing correction of the missing dots.

低周波ムラ補正機能21512 
ドット径のばらつき（飛翔液滴ばらつき）は，モジュー

ルの特性（駆動制御精度含む）に依存し，比較的安定な
低周波ムラとなることが多い。この低周波ムラはACP

（Auto Calibration Print）と呼ばれる補正シーケンスを
印刷前に行なうことで補正を行なう。以下のシーケンス
で補正は実施される。
①テストチャート出力

 C, M, Y, K各色ごとに1枚ずつ複数階調を含むACPテ
ストチャートを出力する。

②画像情報の読取り
 装置内に設置されたILSでACPチャート画像を読み
取る。

③画像情報の解析
 各色各階調の濃度データがノズル幅方向で均一となる
ように，使用全ノズルに対して階調補正テーブルを作
成する。

④補正処理の実施
 ③で作成した階調補正テーブルを用いて階調変換を行
なうことで，各階調でノズル幅方向に均一な濃度の画
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像を得ることができる（Fig. 14）。

ﾉｽﾞﾙ幅方向

ﾉｽﾞﾙ幅方向

ﾉｽﾞﾙ幅方向

ＩＬＳ読み
取り値
(補正前
濃度値)

補正
ﾃｰﾌﾞﾙ

補正後
(濃度値)

＋

↓

ACPﾃｽﾄチャート

ﾉｽﾞﾙ幅方向

ﾉｽﾞﾙ幅方向

ﾉｽﾞﾙ幅方向

ＩＬＳ読み
取り値
(補正前
濃度値)

補正
ﾃｰﾌﾞﾙ

補正後
(濃度値)

＋

↓

ACPﾃｽﾄチャート

Fig. 14    Diagram showing correction of non-uniformity due to low 
frequency noise.

結び21 

このJet Press 720の開発は，インクジェットヘッド
技術・材料技術・システムインテグレーション技術・画
像設計技術が深く関わることにより達成できたもので 
ある。

今後も，①デジタル印刷機の特徴である付加価値を最
大限活用した新たなビジネスモデルの提案に加え，②印
刷基材汎用性の拡大，印刷スピードの向上，画像品質の
更なる改良などの技術開発を継続していく。

（本報告中にある “Jet Press” は富士フイルム（株）の
登録商標です。）
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はじめに11 

大型ポスターや店頭POP，ウィンドウディスプレー
などの製作で使用するワイドフォーマットインクジェッ
トプリンターの新ラインアップとして，クラス最高 
20m2/時※1の高生産性と高画質を両立した，UVインク
対応の「Acuity LED 1600」を開発した（Fig. 1）。

Fig. 1   Acuity LED 1600 printer.

Acuity LED 1600は，富士フイルムのファインケミカ
ル技術や画像処理技術，米国のFUJIFILM Dimatix社 

（フジフイルムダイマティックス社，以下FDMX社と表
記）のヘッド技術と，英国のFUJIFILM Speciality Ink 
Systems社（フジフイルムスペシャリティーインクシス
テムズ社，以下FSIS社と表記）のインク技術など，富士
フイルムグループの技術を結集させて開発した。

※1： UV-LED光源を使用する64インチ幅以下のローラー搬
送方式ワイドフォーマットインクジェットプリンター
において。

ワイドフォーマット市場の特質21 

ワイドフォーマットプリンターは，一般的には24イン
チ（61cm）幅以上の印字が可能なプリンターと定義さ
れている。44インチ（111.7cm）～ 64インチ（162.5cm）
幅のプリンターが主流であるが，最大で197インチ

（500cm）幅まで印字できるものもある1）, 2）。プリンター
は，その印字幅，インク種，印字速度，印字方式により
多岐にわたり，ターゲットとしている市場に合わせて最
適な技術を組み合わせたプリンターが各社からライン
アップされている。

近年，大型ポスターや店頭POPなど製作物の小ロッ
ト化・短納期化・グラフィカルデザインの増加などを背
景に，印刷工程のデジタル化が進展し，ワイドフォーマッ
トインクジェットプリンターを使った印刷市場が拡大し
ている。その中でも，揮発性有機化合物（VOC）を含
まず，速乾性にも優れ，紙や種々のプラスチック等の幅
広い基材へ印刷適性がある，UVインクジェットプリン
ターの導入が進んでいる。

UVインクジェットプリンターは，20世紀末に登場し，
速乾性という特長を生かせる高生産性のハイエンド市場

UVワイドフォーマットインクジェットシステム 
「Acuity LED 1600」の開発

佐藤　武彦＊，可知　泰彦＊，眞田　和男＊，新居　欣三＊

Development of the Wide-Format UV Inkjet System “Acuity LED 1600”

Takehiko SATO*,  Yasuhiko KACHI*,  Kazuo SANADA*,  and  Yoshimitsu ARAI*

Abstract

“Acuity LED 1600” is a newly developed wide-format inkjet printing system, which has class-leading 
high productivity and excellent image quality for billboard or display application. New technologies 
including recently developed high-speed printing head, fast-curing UV-LED ink and proprietary-design LED 
light source achieves good print quality and wide-ranging expression by using color and transparent ink. 
Here, we report some unique features adopted in this printing press, which can be realized through 
FUJIFILM group’s own technologies in materials, ink, print heads, light source control, image processing 
and analysis.

本誌投稿論文（受理2011年11月25日）
 * 富士フイルム（株）R&D統括本部
  アドバンスト　マーキング研究所
  〒258-8577 神奈川県足柄上郡開成町牛島577
 * Advanced Marking Research Laboratories
  Research & Development Management Headquarters
  FUJIFILM Corporation
   Ushijima, Kaisei-machi, Ashigarakami-gun, Kanagawa 

258-8577, Japan
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から導入が進んできた。特に欧米では，サイングラフィッ
クス分野で，短納期・小部数印刷対応のため，マルチカ
ラースクリーン印刷機を高生産型のUVインクジェット
プリンターで置き換える動きが進んできた。この分野では
フラットベッドタイプのプリンターが主流であり，Inca社
の最高速機Onsetでは，1色あたり144個のFDMX社製
プリントヘッドを搭載することで約650m2/時の生産性
を達成している。

一方，約10 ～ 25m2/時の生産性で価格を抑えたエン
トリークラスのUVインクジェットプリンターが各社か
ら販売されている。これらのプリンターは，1色あたり
のプリントヘッド数が1 ～ 2個のため，高生産性は得ら
れないが，最小液滴サイズを10plレベル以下に抑え，か
つ滴サイズを可変にするマルチドロップヘッドを搭載し
ており，高画質を特長とするものが多い。

当システムの狙い21 

Acuity LED 1600は，上述のエントリークラスにおい
てLEDをUV硬化光源に用いて高生産性と高画質とを
両立させることを目標に掲げ，開発した。

LED化211 
従来のUVインクジェットプリンターのUV硬化光源

は，高出力で高生産に適したメタルハライドランプや高圧
水銀灯が主流である。近年，一般の照明用途で長寿命・
低消費電力の点から，LED照明が急速に普及している
なか，印刷インクのUV硬化用光源ユニットの実用化が
進んでいる。UV-LEDランプは，メタルハライドランプ
などと比較して小型で発熱量が少なく，熱に弱い基材（薄
膜フイルム等）におけるUV硬化に適している。ピーク
波長は，365nm，385nmあるいは395nmなどであり，遠
紫外線成分を含まないため，オゾン臭を発生しない等の
利点がある。
UV定着光源の選択：LED化のメリット

①消費エネルギー
　従来のメタルハライドランプの約1/4（約0.5kW）。
②ランプ寿命
　 メタルハライドランプ（約500 ～ 1,000h）に対して，

UV-LEDは10,000h以上。
③瞬間的なON/OFFが容易
　 必要な時間のみ照射することで，消費エネルギーを

抑えつつ，実際のランプ寿命を延ばすことが可能。
メタルハライドのランプユニットにあるメカニカル
シャッター機構が不要となる。

④ ランプユニットが軽量・コンパクト
　 キャリッジ重量やキャリッジを担持する匡体構造へ

の負荷を低減できる。
⑤発熱
　 メタルハライド光源ユニットに比べて，基材表面で

の発熱が少ないため，薄手のプラスチック基材の熱
変形が少ない。

粒状性212 
滑らかな色調表現を実現するために，シアン・マゼン

タ・イエロー・ブラック・ライトシアン・ライトマゼン
タの6色のカラーインクを使用し，さらにプリントの表
現力を拡げるために白およびクリアインクを搭載。新開
発のFDMX社製のマルチドロップヘッドとライトシ 
アン，ライトマゼンタの使用により，粒状性を向上させ
ている（Fig. 2）。

バイナリーヘッド＋ＣＭＹＫ    マルチドロップヘッド+ライトインク 

Fig. 2   Grain fineness.

軽量リジッド基材への対応212 
ロールタイプに加え，13mm厚までのリジッド基材や

シートタイプの基材の印刷に対応している。

Acuity LED 1600の技術21 

Acuity LED 1600は，高感度インクを安定的に吐出さ
せ，高い位置精度で着弾させるFast Accurate Marking
技術により，クラス最高20m2/時の高生産性が可能とな
るためエンドユーザーの短納期ニーズに応えることがで
きる。さらに，UV露光条件を印刷ジョブに合わせて最
適に制御できるIntelligent Curing Control技術を新たに
開発した（Fig. 3）。

ﾍｯﾄﾞｽｷｬﾝ方向 

紙の送り方向 

Fig. 3 Layout of Print Heads and UV-LED Lamp Unit, Worm’s Eye 
View.
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Fast Accurate Marking技術211 
インク吐出の直進性に優れた新開発の高速ピエゾヘッ

ドと高感度UVインクを搭載し，高生産性と高い着弾位
置精度を両立したマーキングシステム技術である。

ヘッド21111 
新開発のFDMX社製Q-classヘッド（Fig. 4）は一列に

256個のノズルがあり，印刷幅は6.48cmである。Acuity 
LED 1600システムでは，1色に1つのヘッドを搭載し，
UVインクを高い駆動周波数で吐出し，高精度に着弾さ
せるFast Accurate Marking技術により，クラス最高
20m2/時の高生産性を実現。ユーザーの短納期ニーズに
応えることができる。Q-classヘッドは，スキャニング
用に設計された，高性能で耐久性に優れ，信頼性の高い
ドロップオンデマンド方式の産業用プリントヘッドであ
る（Fig. 5）。

液インターフェースとして2つのポートを持っている
ため，インクの交換や洗浄液のフラッシング手順のとき，
液を供給する多岐管（manifold）のフラッシングを容易
に行なうことができる。

Q-classプリントヘッドは，複数のプリントヘッドを
狭いスペースに実装する必要のある，走査アプリケー
ション用に設計されており，下方にインク吐出するプリン
トヘッドで，液体インターフェースと電気的接続を上部
に配していることを特徴としている。このため，プリン
トヘッドの主走査方向の厚みは8mm（取り付けベゼル
部）と薄く，コンパクトに実装することができる。上述
の軽量UV-LEDユニットと組み合わせることで，8色の

ヘッドとランプとから構成されるキャリッジ部を小型化
し，スキャン速度の高速化を達成している。

インク21112 
インクは，乾燥性に優れ，即時加工できる紫外線硬化

型インク（以下UVインクと表記する）を採用している。
ワイドフォーマット印刷に用いられるインクは，揮発性
溶剤を用い，加熱で乾燥させる溶剤インクと反応性モノ
マーを用い，紫外線で重合させ固化させるUVインクに
大別される。UVインクの重合方式は，フリーラジカル
型とカチオン型が研究されてきたが，現在はフリーラジ
カル型が主流であり，Acuity LED 1600を含めた当社の
UVインク製品にも採用されている。溶剤インクに対す
るフリーラジカル型UVインクの特長は，①紫外線照射
により瞬時に固化するため，印刷後から後加工までの溶
剤除去時間が不要（溶剤インクの場合は，印刷物のカッ
トやラミネートの後加工に供する前に約1日かけて塗膜
中の残留溶剤を蒸発させる必要がある），②揮発性の有
機化合物を含まないことによる環境負荷の軽減があげら
れる。

一般的なUVインクの基本組成は，光重合開始剤，反
応性モノマー，樹脂，顔料，顔料分散剤および添加剤（安
定化剤，界面活性剤など）である（Table 1）3）。

Acuity LED 1600では，UV-LED光源で高生産性を達
成するために，①近紫外光に感度領域を拡大させた光重
合開始系と②酸素重合阻害の影響を受けにくく表面硬化
性に優れたモノマー処方技術を組み合わせた高感度イン
クを新たに開発した。

Table 1   Composition of UV Inkjet Ink.

顔料

光重合開始剤

オリゴマー

モノマー

添加剤

ＵＶインク組成

顔料

光重合開始剤

オリゴマー

モノマー

添加剤

顔料

光重合開始剤
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ＵＶインク組成
フリーラジカル型 一般的な添加量

モノマー アクリレート，ビニルエーテル等のラジカル系モノマー 60-90%
オリゴマー 膜質改良，粘度調整 <10%
添加剤 安定化剤，界面活性剤等 <2%
光重合開始剤 UV照射によりラジカルを発生 5-15%
顔料 カラー用：有機顔料　白：酸化チタン顔料 1.5-5%
顔料分散剤 カラー顔料には塩基性分散剤，白用の酸化チタン顔料には酸性分散剤を使用 0.2-2%

Fig. 5   Linearity.Fig. 4   Newly Developed Q-class Printing Head.
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Fig. 6は，当社のメタルハライド光源用の開始系の分
光吸収スペクトルとAcuity LED 1600用インクの開始系
の吸収との比較である。インクの色再現性への影響を防
ぐために，可視光領域（400nm以上）の吸収を抑えつつ，
LED光源の発光ピークの波長に対応した感度領域を得
ている。

Fig. 6   Absorbance Results with Photoinitiator System.

モノマーに関しては，一般に分子中の反応性基が複数
ある多官能モノマーを使用すれば硬化性は向上するが，
硬化膜の柔軟性が低下するため，Acuity LED 1600のよ
うなロール基材用途には適さない。

本システムでは，延伸性や密着性に優れる単官能モノ
マーを主体とし，塗膜表面のタック性（べたつき）に優
れた組成を開発することでロール対応の高感度インクを
達成した。

Intelligent Curing Control 技術212 
小型でスイッチングが容易なUV-LED光源の特長を

活かし，新設計のランプユニットでインクの硬化速度を
制御することにより，①塩ビ系基材へのインク密着性の
向上や②露光条件が異なるカラー・クリアインクの2層
同時印刷を実現した。

ランプワーク21211 
従来のUVワイドフォーマットプリンターは，着弾干

渉を防ぐためにヘッドの真横にランプを配し，マルチパ
ス印刷の1パス目から最終パスまで一定のUV強度で着
弾直後のインクを露光するのが一般的である（Fig. 7a）。

メタルハライドランプや水銀灯は，高出力で高速印字
に適している反面，立ち上げ時の出力安定化に時間がか
かり，プリンターの待機中も発光させておく必要があっ
た。照度の経時変化も大きく，安定した光量制御が困難
であった4）。

Acuity LED 1600では，着弾干渉を防ぐピニング露光
部と完全硬化させるキュアリング部のUV照射領域を設
け，着弾滴の濡れ広がりと塩ビ系基材への浸透促進のた
めに最小限のピニング露光をほどこす方式を採用してい
る（Fig. 7b）。

屋内外の垂幕広告で使用される塩ビ系バナー基材への
インク密着性を大幅に向上させており，印刷物の施工お
よび掲示における耐久性を強化している。Fig. 8は，塩
ビ系バナーに印刷した画面の中央部を接着テープで剥離
試験した後の状態であり，Acuity LED 1600は優れた密
着強度を達成していることを確認した。

Acuity LED 1600Conventional Printer

Fig. 8   Adhesion to PVC Banner material.

１パス目から最終パスまで一定露光

Fig. 7a   Conventional Curing Process.

ピニング（微弱露光）によるドット径制御、基材浸透の促進

完全硬化

Fig. 7b   Curing Process in Color Printing with Acuity LED 1600.
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多層同時印刷21212 
Acuity LED 1600は，クリアインクを搭載しており，

オンデマンドで全面光沢仕上げからワンポイントのグロ
ス効果を施すことができ，プリント表現の幅を広げるこ
とができる。しかしながら，クリアインクで平滑面を得
るためには着弾滴の濡れ広がり時間を確保するために 
ランプの照射タイミングをカラー印刷よりも遅らせる必
要があり，従来のランプワーク技術では1回のジョブ中
に複数の照射条件を同時に実行することが困難であった。
ヘッドをカラー印刷する上流側とクリアを吐出する下流
側の2領域で分割動作させ，ランプもカラー着弾滴をピ
ニングする上流側とクリア着弾滴をレベリングさせる下
流側（ランプOFF）とに分け，最後にキュアリングラン
プ部で層全体を完全硬化させる方式を開発した（Fig. 9）。
この方式の実現のためには，コンパクトでON/OFFの
切り替えが速いLED光源の採用がキーポイントであっ
た。

これによって露光条件が異なるカラー印刷とクリア仕
上げを基材ロールの巻き戻しなしで処理することが可能
となった。シート印刷も1回通しでカラーとクリア印刷
を同時に行なうことにより，位置ずれのない高品位な仕
上がりが得られる。

紙の送り方向 

Fig. 9   Curing Process for “Color + Clear” Printing Mode, Side View.

上記のキュアリングランプ部は，着弾直後にUV照射
可能なランプ配置もとれる構造になっており，着弾時か
ら十分なUV強度を必要とするカラーと白の多層同時印
刷にも対応している。

結び51 

UVインクジェット方式は，高速印刷性の利点を活か
し，サイングラフィック分野を中心に拡大を続けている。
オンデマンド・非接触で基材に着弾したインクが瞬時に
固化するという特長を活かし，サイングラフィック以外
にもさまざまな分野への展開が進んでいくものと思われ
る。それを支える技術として，素材・インク・プリント
ヘッド・打滴制御・ランプワークの各要素を融合した技
術革新に継続的に取り組んでいく予定である。
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（本報告中にある “Acuity” は富士フイルム（株）によ
り商標登録出願中です。）
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はじめに11 

建築・土木作業現場における測量や現場記録，建造物
内の設備配置の把握や図面作成，文化財のデータアーカ
イブやCG作成，工業用製品のサンプル作製のための3D
モデリングなど，さまざまな分野で寸法や形状の計測が
必要とされる。従来の寸法，形状の計測作業については，
専門知識を持つ人の操作を必要とするレーザータイプな
どの計測機を使った，大掛かりな計測となることが一般
的である。また，これらの装置は高価であったり，計測
用データの取得に時間がかかったり，装置のサイズが大
きかったりということがあり手軽に計測できるシステム
ではなかった。そこで当社では，より簡便に寸法や形状
の計測作業が可能なシステムを目標に開発を行ない，簡
単に撮影ができる民生用3Dデジタルカメラ「FinePix 
REAL 3D W3」の撮影画像から，PC上のソフトウェア
にて計測対象物の寸法計測，3D形状を出力する「3D計
測システム」を開発し，2010年より販売を開始した。

Fig. 1   3D measurement system.

ステレオ画像による2D計測の原理21 

システムについて説明する前に，ステレオ画像から
3D計測を行なう原理について説明する。

基本原理は，異なる2つの位置から撮影された被写体
の画像上の位置の違いに基づく三角測量である。

まず初めに，2つのカメラの光軸が平行になった状態
で並んでいる場合（以下，平行ステレオと称する）を考
える。平行ステレオにおいては，基準画像上において座
標（u, v）にある3D座標の情報は次式によって求めら
れる1）。

u’は参照画像上にて同一対象物が写っている画像の位
置（以下，対応点と称する）の水平座標である。u-u’を

3Dデジタルカメラ「FinePix REAL 3D W3」の撮影画像を用いた 
「3D計測システム」の開発

増田　智紀＊，石山　英二＊，玉山　宏＊

Development of “3D Measurement System” Using Images Taken with a 
“FinePix REAL 3D W3” 3D Digital Camera

Tomonori MASUDA*,  Eiji ISHIYAMA*,  and  Hiroshi TAMAYAMA*

Abstract

We have developed a size and 3D objects measurement system aimed at creating a more user-friendly and 
inexpensive system than conventional measurement machines. As a result of this development, we created a 
“3D Measurement System” which consists of a multi-view camera and software on a PC to take 
measurements and 3D models of objects using the multi-view images. The features of this system are its 
adoption of an easy to use, compact and light commercially available 3D digital camera, the “FinePix REAL 
3D W3”, with diverse output consisting not only of measurements, but also color 3D models.
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   〒331-9624 埼玉県さいたま市北区植竹町1-324
 * Electronic Imaging Products Development Center
  Resarch & Development Management Headquarters
  FUJIFILM Corporation
   Uetake, Kita-ku, Saitama-shi, Saitama 331-9624, Japan



39FUJIFILM RESEARCH & DEVELOPMENT (No.57-2012) 

視差といい，奥行きは視差に反比例する。これは，実際
に片目ずつで物を観察した時に，近い物ほど視差が大き
く，左眼で見た場合と右眼で見た場合で大きく移動して
見えることでも理解できる。また，Bは2つのカメラ間
の距離であり，これを基線長という。fはレンズの焦点
距離である。pは画素ピッチである。

平行ステレオ状態で3D演算を行なうことは以下の利
点がある。

まず，前述した式にあるように，非常に簡単な計算式
によって3D座標を求めることができ，計算速度を速め
ることができる。

また，基準画像の計測したい座標に対して，参照画像
の対応点は必ず垂直座標が同じになるため，対応点探索
の際は画像の中で計測したい座標と同じ垂直座標の1ラ
インのみを対象とすればよく，対応点を見つける処理を
単純化することができる。一方，平行ステレオ状態でな
い場合は，計測したい座標によって探索する方向が異な
るので，探索の処理が複雑になる。

以上の理由から，平行ステレオ状態にて計測を行なう
のが望ましいが，2つのカメラを完全な平行ステレオに
なるように組み付けるのは現実的に困難であり，実現で
きない。

そこで，実際のステレオカメラで撮影された画像を元
に画像変換を行ない，平行ステレオで撮影された場合の
画像を生成する。これを画像の平行化という。平行化の
処理には，事前に正確に求めた2つのカメラのそれぞれ
の状態，および位置関係を用いる。2つのカメラのそれ
ぞれの状態とは，具体的にはレンズによるディストー
ション，レンズの焦点距離と画素ピッチ，画像中心の座
標であり，これらを内部カメラパラメータと呼ぶ。2つ
のカメラの位置関係とは，具体的には基準カメラに対す
るもう一方のカメラの位置と回転量であり，これらを外
部カメラパラメータと呼ぶ。内部カメラパラメータと外
部カメラパラメータを求めることをキャリブレーション
という。キャリブレーションは，ステレオ画像による
3D計測の精度に直結するので，最も重要な処理といっ
てもよい。

また，3D空間上の理論分解能は原理的に下記の式に
て表わされる。

X
B
DZ

f
DpYX ∆×=∆=∆=∆ ,

Bpf
ZX

B
ZZ

pf
ZYX

×
=∆×=∆=∆=∆

)(
,

2

本システムの場合，FinePix REAL 3D W3は，基線
長は約75mm，広角端にて焦点距離6.3mm，記録画素数
がLサイズで3648pixel，CCDサイズが1/2.3型であるの
で、撮影距離における分解能の概算値はTable 1のよう
になる。遠距離側では奥行き方向の分解能が急激に劣化

する。したがって，本システムでは3m程度までの近距
離を推奨撮影距離としている。

Table 1   Relationship between distance and resolution.

カメラと計測
対象物の距離 ⊿X ⊿Y ⊿Z ⊿Zの距離に

対する割合
 1m 0.3mm   3.6mm 0.3%
 3m 0.8mm  32.4mm 1.1%
 5m 1.3mm  89.9mm 1.8%
10m 2.7mm 359.7mm 3.6%

システムの構成21 

システム全体はFig. 2のような構成となっている。計
測対象物の撮影はカメラ単体によって行ない，撮影画像
を用いた計測処理はPC上のソフトウェアにて行なう。

カメラは当社から販売されているFinePix REAL 3D 
W3を使用する。上記カメラを本システムにて使用する
際の仕様をTable 2にまとめる。

カメラによって撮影されたステレオ画像ファイルを
PCに保存し，アプリケーションソフトウェアにて読み
込む。読み込んだ画像に対して，カメラごとのキャリブ
レーションデータを用いて平行化処理を行なう。作成さ
れた平行化ステレオ画像を用いて，3D寸法情報や色情
報の付いた3D形状データを演算，出力する。

撮影

3Dデジタルカメラ
FinePix REAL 3D W3

ステレオ画像
（MPF）

キャリブレーション
データ 色情報&3D形状データ

3D寸法情報

3D計測DLL

PC処理

アプリケーションソフト 平行化ステレオ画像
(MPF)

Fig. 2   Composition of the system.

Table 2   Specifications of camera used for measuring.

重量 250g（付属バッテリー、メモリーカード含む）
寸法 124mm×65.9mm×27.8mm、最薄部21mm
有効画素数 1,000万画素
焦点距離 f=6.3mm（35mmフィルム換算：約35mm）＊1

絞り F3.7 ～ F8

液晶モニター 3.5型3D表示高精細カラー液晶、レンチキュ
ラー方式、約115万ドット（視野率約100%）

記録メディア 内蔵メモリー（約34MB）
SD/SDHC対応メモリーカード

記録方式 MPO＋JPEGまたはMPO＊2

電源 充電式リチウムイオンバッテリーを付属
別売り品にて、AC電源接続も可能

＊1： 3D計測用途以外で使用時は、f=6.3mm ～ 18.9mm（35mmフィルム換
算：約35mm ～約105mm相当）

＊2： CIPA（カメラ映像機器工業会：Camera & Imaging Products Association）
規格によるマルチピクチャフォーマット準拠
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システムの技術的特徴21 

 民生用デジタルカメラでの撮影に対応した211 
処理

従来の3D計測機では計測が困難だった狭く入り組ん
だ形状を持つ被写体や動物のように移動する被写体も簡
単に撮影・計測できるように，軽量，小型の民生用3D
デジタルカメラFinePix REAL 3D W3を撮影用カメラ
として採用している。民生用カメラでも高精度な計測を
実現するために，2つの処理を行なっている。まず，本
システム用に販売するカメラでは，カメラ1台ごとに専
用キャリブレーションデータを計測・生成している。次
に，PCソフトウェアにて撮影ごとに変動するカメラの
状態を検出し，補正して3D計測処理を行なっている。 

ソフトウェアの機能212 
大きく分けて，寸法計測と3D形状出力の2つの機能

を持つ。以下に，それぞれの機能について説明する。
（1）寸法計測機能

撮影画像上の計測対象物について，指定した箇所の
3D位置をカメラの位置を原点としたx，ｙ，ｚ座標にて
求められる。この座標情報を用いることで，2点間の距離，
平面上にて指示した多角形の面積なども求めることがで
きる。また，点と直線，直線間，点と平面の距離等も求
めることができる。また，写っている円柱の輪郭を指示
することによって直径を求めることもできる。当社ソフ
トにて建築物の各種寸法を測定した例をFig. 3に表わす。

（2）3D形状出力機能
撮影画像上の計測対象物の3D形状を画像の色情報と

共に出力することができ，さらに，撮影画像上にて指定
した特定の箇所のみを出力，または非出力に設定したり，
任意に設定した特定の3D位置範囲にある形状のみを出

力したりするフィルタ機能を持っている。3D形状計測
に使用する画像とは別に，色情報として使用する画像を
選択することも可能なので，高精度な測定用にパターン
を照射した画像と照射しない画像から色情報つき3D形
状を作成することもできる。出力のフォーマットは，当
社独自の色情報付き3D点群フォーマット（CSD形式）
に加え，色情報（RGB）と3D形状（XYZ）を各点ごと
に羅列したCSV形式や，汎用の3Dポリゴンフォーマッ
トであるOBJ形式，STL形式（バイナリ方式）にも対
応しているので、CADやCGモデリングソフト等に取り
込んで処理することも可能である。本システムにて計測
した色情報付き3D形状データの例をFig. 4に表わす。
上は撮影したものを正面から見た図，下は3Dデータを
左右に回転させた図である。

Fig. 4   Example of 3D model with color data.

Fig. 3   Examples of measuring function.
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性能51 

処理時間511 
当社のアプリケーションソフトにおいて，Intel Core2 

Duo 2.40GHz RAM容量2GByteのPCにて処理した場
合，画像の読み込みからキャリブレーションの修正，平
行化画像の作成までの計測が可能となるまでの時間が
20秒から30秒かかる。寸法計測は即時に処理され，3D
形状計測の時間が20秒から30秒である。これらの処理
時間は，計測対象物とカメラ間の距離，計測対象物の形
状または大きさ（奥行きの幅），模様によって異なる。

精度の目安512 
精度については，代表的特性として2つの評価例につ

いて説明する。
（1）寸法計測による精度評価

Fig. 5に示すような平板チャート上の8箇所の寸法を計
測し，平均誤差とばらつきを評価した。計測は撮影距離
2m，5mについて行ない，それぞれの距離でのチャートの
寸法はTable 3に表わす。計測結果をTable 4にまとめる。

Table 3   Size of charts.

内側 外側
縦 横 縦 横

撮影距離 2m 0.3m 0.4m 0.7m 1.1m
撮影距離 5m 1.2m 1.6m 2.1m 3.6m

Fig. 7   3D model of sample.
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Fig. 8   Section of Sample A.

-1

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800

垂直画素番号

高
さ
　

m
m

Fig. 9   Section of Sample B.

（2）3D形状出力による精度評価
平板上に置いた2種類のサンプルA，B（形状，寸法は

Fig. 6を参照）を，高さ方向について正面から約50cm
の距離にて撮影し，全体を3D形状出力した（Fig. 7）。

また，それぞれのサンプルについて，縦方向に切断し
た断面形状をFig. 8，Fig. 9に表わした。

おわりに61 

本報告では，3DデジタルカメラFinePix REAL 3D 
W3の撮影画像から簡単に目標物の寸法・面積・立体形
状を計測する「3D計測システム」について説明を行なっ
た。今後は，3D計測の市場において本システムが広く
利用されるように，ニーズに合わせたさらなる機能，性
能の向上に取り組んでいきたい。

参考文献

 1)  徐 剛, 辻 三郎. 3次元ビジョン. 共立出版, 1998, p.95.

（本報告中にある “Intel Core Duo” はインテルコーポレー
ションの登録商標です。“FinePix”，“FinePix REAL 3D”
は富士フイルム（株）の登録商標です。）

Sample A Sample B

高さ 5.0cm                  8.0cm

17.0cm

20.0cm

Fig. 6   Measured sample.

Fig. 5   Measured positions.

Table 4   Measuring performance at distance.

カメラと計測対象物の距離 平均誤差 偏差
2m -0.13% 0.39%
5m -0.16% 0.50%
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はじめに11 

近年の携帯電話やスマートフォンなどの携帯端末の処
理能力向上や通信帯域の拡大に伴い，携帯端末をビジネ
スツールとして利用する法人向けソリューションが発展
している。

そのような背景のなか，われわれは当社のコア技術で
あり画像技術を活用した携帯端末における文書閲覧技術

「GT-Document」（以下GT-Doc）を開発した1）。GT-Doc
とはMicrosoft OfficeやAdobe Acrobatなどで作成され
た文書ファイルをJPEGなどの画像形式に変換し，変換
したデータを配信する技術である。本技術は主に社内
ファイルサーバ内の文書ファイルやメールの添付ファイ
ルを，携帯端末で閲覧する用途で利用される。通常文書
ファイルの閲覧には閲覧対象となる文書ファイルの専用
ビューアアプリケーションが必要であるが，本技術によ
り携帯端末がJPEG表示機能を持っていれば，目的文書
ファイルを閲覧可能なビューアアプリケーションを容易
に作成可能となる。仮に携帯端末に専用ビューアアプリ
ケーションが存在する場合でも，携帯端末の種別によっ
て表示可能な文書ファイルのレイアウトやデザインが異
なることが多いが，GT-Docでは画像化したデータを配
信するため，端末種別に依存せず完璧な再現性で元文書
ファイルと同一の表示が可能となる。また携帯端末に送
信するのは画像化された文書ファイルのみであり，文書
ファイル本体は送信しないため，携帯端末紛失などによ
る情報流出の危険性が低減される。携帯端末上で文書
ファイルを閲覧する法人向けソリューションは幾つか存
在するが，GT-Docはビジネス用途で利用するために必

要な要件である「完璧な再現性」と「安全性」を持つこ
とで優位性を高めている。

しかしながらGT-Docにより専用ビューアアプリケー
ションが存在しない携帯端末でも文書ファイルを閲覧す
ることが可能となったとはいえ，「快適な」閲覧が可能
になったとは言い難い。本来文書ファイルはPCディス
プレイ上や印刷紙のように表示領域が広い媒体で閲覧す
ることを前提としたレイアウトであることが多く，携帯
端末上で文書ファイルを閲覧した場合，携帯端末ディス
プレイのように小さい表示領域では文書ファイルの一部
しか表示することができない（Fig. 1）。一方携帯端末上
で全体を表示可能なように，文書画像を縮小した場合，

携帯端末向け文書画像レイアウト再構成技術「GT-Layout」の開発

矢野　浩教＊，浅井　有人＊，沢野　哲也＊，羽田　典久＊＊

Development of the Document Image Layout Reconstruction Technology 
“GT-Layout” for Mobile Devices

Hironori YANO*,  Arito ASAI*,  Tetsuya SAWANO*,  and  Norihisa HANEDA**

Abstract

Document browsing on the small displays of mobile devices impairs the readability because the typical 
page layout of document files is designed for browsing their contents on a PC display or printed paper. To 
improve the readability of mobile devices, we have developed the document layout reconstruction technology 
“GT-Layout”. In this report, we introduce the technologies used in GT-Layout. 

本誌投稿論文（受理2011年12月14日）
 * 富士フイルム（株）ネット応用ビジネス推進部
  〒106-8620 東京都港区西麻布2-26-30
 * Internet Business Development Division
  FUJIFILM Corporation
   Nishiazabu, Minato-ku, Tokyo 106-8620, Japan

 ** 富士フイルム（株）ネット応用ビジネス推進部
  〒107-0052 東京都港区赤坂9-7-3
 ** Internet Business Development Division
  FUJIFILM Corporation
   Akasaka, Minato-ku, Tokyo 107-0052, Japan

Fig. 1   Document view on a mobile device.
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各文字が判読不可能になるほど小さくなるため，そもそ
も閲覧には適さない。

文字が閲覧可能なサイズまで拡大した場合には画面に
表示される文字列は各行間で文脈が繋がっていない。文
脈を繋げたままで閲覧するためには画面上閲覧中の行が
端に達した場合，画面外の領域を表示するために，スク
ロール操作を行なう必要があり，また文書ファイル上で
行末にきた場合，行頭に戻るスクロール操作が必要とな
る。このように携帯端末における文書閲覧では，閲覧行
為と操作行為を交互に意識する必要があり，持続した閲
覧行為を行なうことが不可能となる。この文書ファイル
のレイアウトと携帯端末表示領域の狭さから生じる閲覧
性の問題は大きく以下の2つに大別される。
①  一画面で文章の文脈を追うことができない。（表示画

面領域の問題）
② そのため操作が煩雑となる。（操作性の問題）

そこでわれわれは携帯端末における文書ファイル閲覧
性の問題を解消すべく，文書レイアウト再構築技術 

「GT-Layout」の開発を行なった。本報告では，GT-Layout
の技術概要と特長を解説する。

技術コンセプト21 

携帯端末においてPC向けに作成された文書ファイル
を表示する場合，（1）表示画面領域の問題と（2）操作
性の問題が存在し，閲覧性を下げていることは前述のと
おりである。GT-Layoutではこれらの問題に対し，文書
ファイルのレイアウトを，携帯端末表示領域に合わせ再
構築することで，快適な閲覧と操作を実現した（Fig. 2）。

Fig. 2   Layout reconstruction by GT-Layout on a mobile device.

Fig. 2はGT-Layoutにより携帯端末向けにレイアウト
を再構築した文書閲覧画面を示している。GT-Layoutで
は段落のように文字が密集した領域を，文字の並びを保
持した形式で携帯端末表示領域に合わせ再レイアウトす
る。これにより（1）表示画面領域の問題を解決可能と

なる。また煩雑な操作は必要なくなり，縦スクロールの
みで操作可能となり（2）操作性の問題も解決される。
次章では本技術の構成を説明する。

技術21 

GT-Layoutは文書ファイルを画像化するGT-Docサー
バ，文書画像のレイアウトを解析するGT-Layoutサーバ
と，解析したレイアウト情報を取得して携帯端末に適し
たレイアウトに画面を再構築するクライアントアプリ
ケーションで構成される（Fig. 3）。

Fig. 3   System configuration of GT-Layout.

本章では，各構成要素で使用されている技術と動作フ
ローについて説明する。

GT-Docサーバ211 
GT-Documentサーバでは文書ファイルをJPEGなど

のフォーマットに画像化する。画像化したデータを携帯
端末上のクライアントアプリケーションに送信すること
で，携帯端末において文書の閲覧が可能となる。またク
ライアントアプリケーションから送信されるレイアウト
情報取得のリクエストを受け取り，GT-Layoutサーバに
レイアウト取得対象となる文書画像と共に，レイアウト
情報取得リクエストを送信する。その他のGT-Docの基
本的な機能は参考文献1）に記載されている。

GT-Layoutサーバ212 
GT-LayoutサーバではGT-Docサーバから送信される

レイアウト情報取得リクエストと文書画像を受信しレイ
アウト解析処理を行ない，文書画像のレイアウト情報を
抽出する。通常文書ファイルのレイアウト解析には当該
文書ファイルを再生可能なビューアアプリケーションが
必要となるが，GT-Layoutでは，一度GT-Docサーバによ
り画像化した文書を扱うため，OCRなどの光学文字認識
技術を利用する。このためGT-Docサーバが対応してい
る文書ファイルの形式全てに対応することが可能となる。
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レイアウト解析処理において抽出する情報は携帯端末
側で文書画像のレイアウトを再構成するために必要な情
報であり，文字の領域，文字が連なった行の領域，段落
の領域から構成される。解析処理は以下の流れで行なわ
れる。

（1）文字領域の抽出
文書画像に含まれている文字領域の取得にはOCRを

利用する（Fig. 4）。本来OCRは画像中に含まれている
文字の座標と種別の認識に利用される。しかしGT-
Layoutにおいては後述する手法により，文字座標の情
報のみで文書レイアウトの再構築が可能となるため，文
字種別認識の精度を下げることで，OCR処理の速度を
高速化している。

Fig. 4   Recognition of character positions in a document image.

（2）行領域の抽出
抽出した文字領域から行領域を構成する（Fig. 5）。あ

る文字を基準とし，文字右端から文字幅程度の領域内に
存在する文字を隣接文字と判定し，さらに隣接文字と判
定された文字に対しても，同様の判定を繰り返し抽出さ
れた文字列を行領域として構成する。文字列内に句読点
など領域の狭い文字が存在する場合，通常なら行と判定
されるべき領域が句読点で分断されてしまう。この分断
は行の上下位置がほぼ同じで間隔が平均文字幅内の行を
同一の行と判定することで，回避可能である。

Fig. 5   Calculation of line regions.

（3）段落領域の抽出
構成した行領域から段落領域を構成する（Fig. 6）。行

下端から行高さ程度の領域内に存在する行を隣接行とし
て判定する。この判定を繰り返すことにより，行の塊で
ある段落領域が抽出される。

Fig. 6   Calculation of paragraph regions.

上記の（1）（2）（3）の処理により，文書画像のレイア
ウト情報が抽出される。抽出したレイアウト情報と文書
画像から携帯端末に合わせたレイアウト画面を表示する
方法を次節で紹介する。

クライアントアプリケーション212 
クライアントアプリケーションは，GT-Docサーバと

やり取りを行ない文書画像の受信と，端末上画面への表
示を行なう1）。

表示中の文書画像のレイアウトを再構築する場合，
GT-Docサーバにレイアウト情報取得要求を送信し，レ
イアウト情報を取得する。以下ではレイアウトを再構築
する方法とアプリケーションUIを記載する。

レイアウト再構築21211 
クライアントアプリケーションは表示中文書画像とレ

イアウト情報を元に，携帯端末表示領域に合わせたレイ
アウトを再構築する。

Fig. 7   Reconstruction of paragraph layout.

Fig. 7は右側に元の文書画像，左側にレイアウトを再
構築した携帯端末画面を示しており，元文書の文字領域
の携帯端末上で配置を色分けして表示している。レイア
ウトを再構築する手順は以下のとおりである。

（1）段落の指定
レイアウト情報からレイアウトを再構築する段落を指

定する。
（2）段落領域のレイアウト

指定した段落の行領域情報を取得し，文書画像段落領
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域の先頭行から順に，携帯端末の画面に収まる行領域を
切り出し，端末の画面に表示する。切り出しと携帯端末
での表示を行末まで繰り返し，行末に達した場合，携帯
端末画面上で表示領域に余白があれば，次行の先頭から
余白分だけ切り出し表示する。この一連の操作を段落の
最終行まで繰り返し携帯端末画面に適した段落領域のレ
イアウトを行なう。

OCR情報に含まれる文字種別により文書領域画面を
再構築することも可能であるが，文書画像をそのまま利
用することにより，元文書のフォントや文字間/行間な
どの見た目の印象を，レイアウト再構築後も保つことが
できるという点でGT-Layoutの方式が優れている。

アプリケーションUI21212 
本節ではクライアントアプリケーションのUIについ

て記述する。以下はクライアントアプリケーションの画
面はタッチスクリーンであることを前提としているが，
端末の十字キーでも同様の操作が可能である。

Fig. 8   Client application UI.

Fig. 8にはレイアウト情報を受信したクライアントア
プリケーション画面が示されている。

レイアウト情報を取得するとFig. 8左側の段落選択画
面が表示される。レイアウト情報内の段落領域情報から，
レイアウト再構築可能な段落の領域を取得し，画面上の
文書画像にハイライトする。これにより容易に再構築可
能な段落の判定が可能となる。ハイライトされた領域を
タッチすることで，段落のレイアウトを再構築する。

Fig. 8右側はレイアウト再構築した画面である。画面
上部にはレイアウト再構築した段落領域が表示されてお
り，上下スクロールのみで連続した文書閲覧が可能と
なっている。またスクリーンのピンチインアウトのより
文字サイズの拡大・縮小などの操作を行なうことができ
る。画面下部にはページ全体のサムネイル画像が表示さ
れている。現在画面上部に表示されている段落領域を赤
でハイライトし，また再構築可能な段落領域を青でハイ
ライトしている。サムネイルの青領域をタッチすること

で，画面上の再構築された段落の画面がタッチ領域の段
落となり，直感的な操作で段落間遷移が可能となる上に，
現在表示されている段落の文書画像内の位置がわかり，
携帯端末の狭い表示領域においても，全体と部分の同時
確認が可能となる。

まとめ21 

本報告では，画像技術を応用した，携帯端末における
文書画像閲覧の閲覧性向上技術であるGT-Layoutについ
て解説した。本技術により携帯電端末において文書閲覧
行為が快適なものとなり，ビジネスツールとしての携帯
端末の利用が促進され，業務の効率化を行なうことがで
きると期待される。今後，本技術の機能・性能の向上に
尽力するとともに，携帯端末以外での活用やさまざまな
用途での利用も考慮しつつ，同技術を利用した市場開拓
を進めていきたい。

参考文献

 1)  大谷洋, 池谷直樹, 上杉英司, 浅井有人, 瀬川英生, 羽
田典久. 携帯電話における高精細ドキュメントビュー
アの開発. 富士フイルム研究報告, No.55, 50-54 (2010).

（本報告中にある “Microsoft Office” はMicrosoft Corp.の，
“Adobe”, “Acrobat” はAdobe Systems Inc.の登録商標
です。“GT-Document”, “GT-Doc” は富士フイルム（株）
の登録商標です。）
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はじめに11 

近年，電子書籍がブームとも言える盛り上がりを見せ
ている。世間では，「タブレット型の端末」「テキストを
中心とした一般書籍」の組合せが電子書籍の話題の中心
となっているが，日本国内の電子書籍売上高においては

「フィーチャーフォン（従来型携帯電話）もしくはスマー
トフォン」が全体の約9割，「電子コミック」が全体の
約8割を占めており1），話題と現実の大きなギャップが
存在している。

われわれはこのような状況を鑑み，現時点での市場規
模が大きく，かつ当社の画像処理技術の資産を活用可能
な電子コミックの分野に着目した。電子コミックは，
フィーチャーフォンもしくはスマートフォンといった紙
のコミック本よりも表示領域が小さい端末で閲覧するた
めに，コマ単位に閲覧できる工夫がほどこされている
ケースがほとんどである。しかし，コマ単位の閲覧を可
能とするための「コマ領域データの付与」は従来多くの
人手をかけて行なうしか方法がなく，電子コミックコン
テンツ供給の大きなネックになっていた。そこでわれわ
れはこの問題を解決するため，電子コミックのコマ検出
を自動的に行なうことを可能とする画像解析技術GT-
Scanを開発した。

本報告では，GT-Scanの開発の背景，開発の手順，技
術の詳細と効果，今後の課題について解説する。

GT-Scan開発の背景21 

2010年現在，日本国内の電子書籍売上の内訳を見る
と，プラットフォームでは「フィーチャーフォンもしく
はスマートフォン」，コンテンツでは「電子コミック」
が全体の大部分を占めている。このとき，「フィーチャー
フォンもしくはスマートフォン」は，元となった紙のコ
ミックよりも端末のサイズが小さいため，見易さのために
コミックを「コマ」単位で表示させることが通例となっ
ている。

コミックを「コマ」単位で表示させるためには，コマ
の形状や座標を表わすデータを用意する必要があるが，
従来はこれらのデータを用意するためにはほとんどを手
作業に頼るほかなく，大きな手間と工数が必要であり，
このことが電子コミックのさらなる普及のための大きな
足かせとなっていた。

われわれは，コマの座標や形状を画像処理技術で自動的
に検出することができればこの問題を解決できると考え
た。このときに必要になる『画像解析技術』やコミックに
よく見られる『二値画像処理技術』は，写真向けの画像処
理技術をはじめ当社内に多くの蓄積があり，それら蓄積さ
れた技術の応用が可能であるため，優位性が期待できる。
これらを踏まえ，われわれはコミックの画像からコマを自
動検出する技術（GT-Scan）の開発を決意した。

コミックスキャン画像からの自動コマ検出を可能とする画像処理技術
「GT-Scan」の開発

野中　俊一郎＊，沢野　哲也＊，羽田　典久＊

Development of “GT-Scan”, the Technology for Automatic Detection of 
Frames in Scanned Comic

Shunichiro NONAKA*,  Tetsuya SAWANO*,  and  Norihisa HANEDA*

Abstract

We have developed a new image processing technology, “GT-Scan”, to detect frames in comic pages 
automatically. GT-Scan enables to detect frames in about 95% of boy’s comic pages and about 78% of girl’s 
comic pages, contributing to reduce the costs and efforts for the digital comic authoring. In this paper, we 
introduce the structure of the technology and procedure of development.

本誌投稿論文（受理2011年12月15日）
 * 富士フイルム（株）ネット応用ビジネス推進部
  〒106-8620 東京都港区西麻布2-26-30

 * Internet Business Development Division
  FUJIFILM Corporation
   Nishiazabu, Minato-ku, Tokyo 106-8620, Japan
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GT-Scan開発の進め方21 

われわれは，コミック画像を対象とした自動コマ技術
GT-Scanの開発を決意したが，従来，自動コマ検出技術の
事例はあったものの2）, 3）その精度は手作業でのコマ情報
割付作業の工数を劇的に削減できるレベルには至らず，こ
の作業の大幅な工数削減に結びつく技術は存在しなかっ
た。われわれは従来とは抜本的に異なる技術を目指し，開
発の方針やプロセスから新規に検討することとした。

まず，多くのコミックのページ内容を調査し，コマの
分割パターンやコマの構成を分類した。

そして，コマの自動検出に必要だと想定される画像処
理部品をリストアップした。

その後，リストアップした画像処理部品を試作し，試
行錯誤を重ねながら最適な構成・組合せ・パラメータな
どを固め，技術の完成度を高めていった。

GT-Scanの構成21 

全体構成211 
Fig. 1にGT-Scanの処理フローを示す。GT-Scanは小

さな画像処理モジュールの組合せにより構成され，全体
として，入力されたコミック画像を解析してコマ情報（コ
マの位置，コマの形状，コマの順序）を出力する機能を
持つ。

処理開始

二値化

前景背景判定

四角形検出

線検出

不要線除去

コマ境界線統合

コマ領域候補抽出

コマ確定

処理終了

処理開始

二値化

前景背景判定

四角形検出

線検出

不要線除去

コマ境界線統合

コマ領域候補抽出

コマ確定

処理終了

Fig. 1   Flowchart of GT-Scan.

GT-Scanはソフトウェアライブラリとして用意され，
主としてPC上での電子コミックオーサリングソフト
ウェアと組合せて利用される。電子コミックオーサリン
グソフトウェアは，電子コミックデータにコマ情報を付
与したり，エフェクトと呼ばれる閲覧時の効果を指定し
たりするなど，電子コミックコンテンツを作成する際に
用いられる。GT-Scanはこれと組合せることでオーサ 
リングの手間やコストを削減することができる。

以下，個々のモジュールの処理結果をFig. 2，Fig. 3
に示しつつ，処理内容について説明する。

(a)原画像 (b)二値化

(c)前景背景判定 (d)四角形検出

(a)原画像 (b)二値化

(c)前景背景判定 (d)四角形検出

(e)線検出 (f)不要線除去(e)線検出 (f)不要線除去

Fig. 2   Results of GT-Scan steps (1).

(g)コマ境界線統合 (h)コマ境界候補抽出

(i)コマ確定

(g)コマ境界線統合 (h)コマ境界候補抽出

(i)コマ確定

Fig. 3   Results of GT-Scan steps (2).

※「プリンスは恋を歌う」
　©HARUMO SANAZAKI 2009/
　OHZORA PUBLISHING Co.
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二値化212 
コミックのスキャン画像からコマ情報を自動検出する

にあたり，後段の4.4から4.7にかけて述べるコマ境界線
の検出を容易にするため，まず二値化（グレイスケール
で記録された画像データを白黒の二値に変換する処理）
を行なう。また原画像がカラーページである場合は，二
値に先立ちグレイスケール変換を行なう。

前景背景判定212 
4.2で二値化した画像に対し，前景背景判定を行ない，

前景（コマの内部など）と背景（コマの外側などの地の
部分）の領域を分離する。Fig. 2（c）では前景と判定さ
れた部分を黒く塗りつぶしている。この処理により，コ
マとそれ以外の部分を判別しやすくなる効果がある。

四角形検出212 
4.3で前景と背景の領域を分離した際，前景部分に単

純な四角形で構成されている部分があることがある。マン
ガのページ構成上，コマの90%以上は基本的な形状が四
角形であることから，この単純な四角形部分については，
そのままコマの領域となる可能性が非常に高い。そこ 
で，本ステップでは単純な四角形の領域を検出し，後段
ではこの領域をコマ領域の候補として扱う。

線検出215 
4.4では，単純な四角形部分を検出し，コマ領域の候補

とした。しかし，多くのコマが四角形で構成されている
とはいえ，現実のコマは吹出しや人物などのオブジェク
トでコマの境界線がさえぎられることが多い。結果とし
てコマの詳細な形状は単純な四角形ではなく，「単純な四
角形＋吹出しなどのオブジェクトのはみ出し部分」となっ
ているケースが散見されるため，4.4のステップだけでは
一部のコマ候補が検出されるに過ぎないことになる。そ
こで，4.4のステップで検出された領域以外の部分につい
て，コマ境界線の候補を抽出するために線検出を行なう。

不要線除去216 
4.5は，単純にページ画像中の線を検出する処理のみ

を行なう。そのため，ページ境界線以外の多くの線も検
出してしまい，コマ境界線の正しい検出の障害となる。
そこで，本ステップにて線の位置関係，長さ，角度など
からコマ境界線でないと推定できる不要線を除去する。

コマ境界線候補統合217 
4.6の処理を行なうと，コマの輪郭に近い形状が得ら

れる。しかし4.6で得られたコマ境界線の候補は，所々
で分断されている，もしくは正しいコマ境界線の一部し
か検出されていないなどの結果となることもある。そこ
で，本ステップにてコマ境界線候補を統合し，より正確
なコマ境界線候補を抽出する。

コマ領域候補抽出214 
4.4，4.5，4.6，4.7.にてコマ境界線候補を得ることがで

きる。本ステップでは，4.7までの結果をもとにコマ領
域の候補を区分けする。

コマ確定214 
4.2 ～ 4.8で開発した各ステップの結果を用いて，本ス

テップで最終的にコマの領域を確定させる。
Fig. 3より，これらの処理フローにて高精度にコマを

検出できていることがわかる。

GT-Scanの効果と課題51 

われわれは4.で示したようにGT-Scanを構築した。そ
の効果を確認するためにGT-Scanと試作したオーサリン
グツールを組合せ，コマ情報付与の手間・工数の削減率
を検証するための実証実験を行なった。実証実験におけ
る調査の概要は以下のとおり。

対象コミック：少年コミック5冊，少女コミック5冊
比較作業　　： オーサリングツールのみ，GT-Scan＋

オーサリングツール
その結果，オーサリングツールのみの場合，少年マン

ガ・少女マンガを問わずコマ情報付与作業に1ページあ
たり50 ～ 60秒がかかっていたが，GT-Scan＋オーサ 
リングツールでは1ページあたり15 ～ 20秒となり，コ
マ情報付与作業の時間を約70%削減できることが確認で
きた。

また，コマ自動検出の精度は，少年マンガで95% 
（1ページ内のコマの位置を全て検出できた場合のみを
正解としている。すなわち，95%のページでは自動検出
したコマ情報をそのまま利用可能），少女マンガで78%
の精度を達成した。

また，本稿では詳細は説明しないが，GT-Scanは，コ
マに対して読むべき順序を自動的に付与する機能も備え
る。このコマ閲覧順序自動付与機能については，コマ自
動検出に成功したページのみを対象をした場合，99%の
ページで正しい結果が得られた。

一方で，オーサリング時には，コマ情報の付与だけで
なく，別の作業も多くの手間・工数がかかることが明ら
かになってきた。スマートフォンなどの小画面端末にお
いてコマをクローズアップして画面表示をする場合，特
に大きいコマを複数回にわけて表示をすることがある。
このとき，大きいコマを表示端末の画面サイズに合わせ
てどのように分割してどのような順序で表示するかを 
指定する作業に予想以上の作業工数がかかることがわ
かった。

そこで，これらの作業についても自動化を可能とする
ような技術開発を行なうことが今後の課題となる。
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GT-Scanの適用先61 

GT-Scanはコミックのコマを自動検出することができ
る技術であり，2011年11月現在，当社では出版社等か
らお預かりしたコミックデータにコマ情報を付与する作
業（オーサリング作業）を行なう際にオーサリングツー
ルと組合せて活用している。また，GT-Scanを組み込ん
だオーサリングツールを使うことにより，EPUB形式の
コンテンツファイルを出力することも可能となる。

GT-Scanを組み込んだオーサリングツールにて出力さ
れたコンテンツファイルは，当社が商品化しているGT-
Comic Viewer（当社が開発した電子コミックビューア，
2011年11月現在AndroidOS上で動作可能）にて，コマ
をクローズアップしながら快適に閲覧することが可能で
あり，いくつかの商用の電子コミックコンテンツにて採用
されている（http://fujifilm.jp/business/imaging/keitai_
service/gt-scan/index.html）。

また，「雑誌・カタログ・医学などの専門書などの固
定レイアウトコンテンツをスマートフォンなどの小画面
端末で閲覧する際にGT-Scanのような技術を使いたい」
というご要望も多く頂いており，コミック以外への適用
先拡大も検討課題となっている。

まとめ71 

電子コミックをフィーチャーフォンやスマートフォン
などの小画面の端末での閲覧を容易にするためにはコマ
情報を付与するオーサリング作業が必要となるが，従来
はオーサリングはほとんどを手作業で行なう必要があ
り，高コストとなってしまうという問題があった。われ
われはこの問題を解決するため，電子コミックのコマを
自動検出する技術GT-Scanを開発することに成功し，従
来と比較してオーサリングコストを大幅に低減させるこ
とに成功した。また，これに付随してコマ情報が付与さ
れた電子コミック用データをスマートフォンで閲覧する
際にコマ単位に見やすく閲覧することが可能なGT-
Comic Viewerを開発し，商品としても提供を開始した。
これにより，読みやすい電子コミックを低コストで提供
可能な環境を整えた。

今後の課題としては，閲覧時に大きなコマを複数回に
分けて表示する際に，人物や吹き出しなどの重要な構成
要素を可能な限り分断せずに表示することを可能とする
ための画像解析技術開発があげられる。これら技術開発
のためのフィジビリティースタディーや，これら重要な
構成要素の自動検出技術，これら構成要素を用いた表示
領域制御技術の開発などを進めていく予定である。

参考文献

 1)  高木利弘. 電子コミックビジネス調査報告書2010. 
インターネットメディア総合研究所, 東京, インプ
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 2)  In, Y. et al. Using Fast Frame Decomposition and 
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Applications, Engineering & Development. Issue 2. 
5, 216-223 (2011).

 3)  河村圭ほか. コミック画像の文字位置特定に関する
検討. 2010年電子情報通信学会総合大会講演論文集 
情報･システム2, p.163 (2010).

（本報告中にある “Android” はグーグル インコーポレ
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はじめに11 

昨今の監視カメラ映像の増加は顕著である。TVなどで
目にすることの多い防犯カメラだけでなく，交通監視の
ためのカメラや，最近では職場の従業員コンプライアン
ス対策や安全確保のための監視カメラも増えている。空
港，駅，商業施設，金融機関はもちろん病院，会社，学
校，公園にまでカメラは設置されている。カメラに写ら
ない日はないといってもよいほどである。

一方，現在の監視カメラ映像は画質がよくないことが
多い。TVなどで公開された防犯カメラの映像を見ても，
すぐに人物が誰かを識別できるケースはほとんどない。
この原因はカメラの画質がよくないこともあるが，映像
記録装置に問題があるケースも多い。映像を記録する際
に，画質を劣化させた圧縮方式で保存しているのがその
原因である。これは画像データの大きさに対する要求か
らきている。例えば1本のVTRにカメラ4台の映像を 
1週間分記録したいなどの厳しい要求がある。そのため，
この分野では従来から高画質かつ長期間の映像記録を可
能とする圧縮技術へのニーズが強い。

近年はさらに，画質向上のためのカメラの多画素化，
ネットワーク対応カメラによるシステムの大規模化， 
コンプライアンス利用での長期間録画要求の進展による
データ量の増加が著しい。これらと前述のカメラ台数増

加，高画質化要求があいまってストレージコストは上昇
傾向にあり，今後ますます高画質かつ長期間の映像記録
を可能にする圧縮技術へのニーズが高まってくると予想
している。

以上の背景に基づいて，当社では監視映像の高画質・
長時間記録を可能とする圧縮技術と，この技術を搭載し
高画質なネットワークカメラの映像を取得，記録できる
ネットワークビデオレコーダー「FUJIFILM Clearvision 
FVR-100 / 200」を開発した（Fig. 1）1）。

本報告では，このネットワークビデオレコーダーに搭
載した圧縮技術である「インテリジェント圧縮技術」に
ついて，その内容と性能について報告する。

Fig. 1   FUJIFILM Clearvision FVR-100.

映像監視システム向けインテリジェント圧縮技術の開発

高森　哲弥＊，胡　軼＊，胡　学斌＊，野口　幸典＊，與那覇　誠＊

Development of Intelligent Movie Data Compression Technology for Video 
Surveillance Systems

Tetsuya TAKAMORI*,  Yi HU*,  Xuebin HU*,  
Yukinori NOGUCHI*,  and  Makoto YONAHA*

Abstract

We developed “Intelligent Compression”, an intelligent movie data compression technology that is useful 
in video surveillance systems. We expanded our unique image recognition technology, which is used in the 
digital photography field, in the development of “Intelligent Compression”. With its highly accurate 
recognition capability, this technology realizes a high compression ratio while preserving the information 
necessary for surveillance. It also makes quick image searching and crowd analysis possible, contributing to 
wider application of surveillance systems.

本誌投稿論文（受理2011年11月25日）
 * 富士フイルム（株）R&D統括本部
  画像技術センター
  〒258-8538 神奈川県足柄上郡開成町宮台798
 

 * Imaging Technology Center
  Research & Development Management Headquarters
  FUJIFILM Corporation
   Miyanodai, Kaisei-machi, Ashigarakami-gun, Kanagawa 

258-8538, Japan



51FUJIFILM RESEARCH & DEVELOPMENT (No.57-2012) 

インテリジェント圧縮技術21 

インテリジェント圧縮技術の概要211 
画像の圧縮は，①何らかの信号処理手法でデータの出現

頻度に偏りを生じさせる工程，②残したい情報を選別し，
それ以外を削除してデータの出現頻度に偏りを生じさせる
工程，③データの出現確率に応じた符号割り当てで情報量
を落とす工程，で構成されていると見ることができる。
インテリジェント圧縮は上記②に着目した技術であり，「監
視映像にとって残したい情報の選別」機能で実現する。言
い替えると，くっきりと残したい対象に高い時間・空間分
解能を与える圧縮を行なう。人物の顔をくっきりと残した
い場合には，顔の領域のフレームレートと解像度を維持し
て圧縮するようにし，他の領域はどこであるかがわかる程
度の情報を残すようにする（Fig. 2）。

Fig. 2   Intelligent Compression overview.

このような圧縮機能を実現するには，くっきりと残し
たい対象を検出する検出器と，検出結果に基づいて領域
ごとに圧縮処理を制御する圧縮器が必要である（Fig. 3）。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

圧縮器圧縮器
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　・時間分解能調整

Fig. 3   Block diagram of Intelligent Compression.

検出器212 
監視映像においては，くっきりと残したい対象はほとん

どが人物と動く物体である。一方，Fig. 4に示すように，

これらの検出は動物体検出技術，頭部検出技術でほとん
どがカバーできる。動物体検出には利用可能な既存技術
が多く存在することから，検出器実現のキーは頭部検出
技術の開発にあった。

Fig. 4   Relation between detection target and technical components.

頭部検出処理の全体像21211 
開発した頭部検出処理の構成をFig. 5に示す。図中の

「頭部判別器」が処理の心臓部であり，画像認識技術を
ベースに新開発した。

当社では長年にわたり画像認識技術開発を行なってき
ており，検出もれや誤検出の観点で高い性能を達成して
いる。現在当社デジタルカメラに搭載され，フォーカス
や露出の調整に用いられている顔検出機能が好例である。
しかし，この顔認識処理をそのまま利用して監視カメラ
映像中の人物頭部を検出してみると1割程度しか検出で
きない。これは監視カメラから撮影される顔の向きがデ
ジタルカメラで撮影されるものと異なることに起因して
いる。デジタルカメラでは人物は顔の正面近くから撮影
されるが，監視カメラは天井から見下ろす形で撮影され
るケースがほとんどであり，顔の方向も正面近くから撮
影されるケースは少ない。この状況に対応するため，斜
め上方向からの撮影でも，人物が水平方向どの方向を向
いていても人間の頭部を検出できる技術を新開発した。 

 
 
 
 
 
 
 
 

動き検出

判別結果

検出位置
情報履歴

Video入力

Video frame（t-1)
Frame
Buffer

頭部判別器

頭部サイズ画面内
位置依存情報

（カメラ設置後生成）

Buffer

Fig. 5   Block diagram of head detector.

頭部判別器は，入力されたビデオ信号から各フレーム
画像中に人物頭部が存在するかどうかを探索，判定する。
判定は複数の画像特徴で記述された頭部のテンプレート
と画像との比較によって実現され，このテンプレートを

人物は高画質に

背景は高圧縮に

▲
▲

検出対象：動く物体

動物体検出技術
頭部検出

技術

頭部検出技術
+動物体検出技術

頭部検出技術
+輪郭抽出技術

顔検出技術

検出対象：人物
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さまざまなサイズ，回転角度に応じて画像上でスキャン
し判定を行なうことで探索が実現される（Fig. 6）。

この頭部判別は当社デジタルカメラに搭載されている
顔検出と同一の手法を用いているが，人物の頭部は顔に
比べさまざまな画像特徴を持つこと，画像中に頭部に似
た画像特徴を持つものが多く存在することから，前述の
テンプレートを構成する画像特徴の種類を顔検出よりも
大幅に増やし高い検出精度を達成している。

Fig. 6   Scanning procedure for head detection.

頭部探索範囲の制限21212 
頭部判別の探索範囲を制限することによる判別の高速

化と誤検出抑制実現は，今回の頭部検出処理開発の重要
なポイントである。この探索範囲制限は以下に述べる2
つの手法によって実現している。

一つ目は，監視カメラが多くの場合俯角を持って取り
付けられ，その視野が比較的長い時間固定されることに
着目したものであり，人物頭部の画像内位置と画像上の
サイズとの関係を利用する。

カメラが俯角をもって取り付けられた場合，同じ大き
さの物体ならば撮影対象とカメラの距離が長いほど小さ
く，かつ画面のより上方位置に表示される。一方，監視
カメラからの撮影において人間の頭の床面からの高さや
大きさは一定の範囲にあるため，画面上の位置によって
とりうる頭部のサイズも一定の範囲に収まる（Fig. 7）。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

検出される
頭部のサイズ

Fig. 7   Relation between the head size and position on screen.

この性質を利用して画面上の位置ごとに探索する人物頭
部のサイズを大きく絞り込み，高速化と誤検出低減を実
現した。

この手法を実際の商品に用いる場合には，カメラ設置
条件によって変化する人物頭部の画面上の位置と頭部サ
イズとの関係変化に対応する必要があり，設置されたカ
メラで撮影した映像を分析し，人物頭部の画面上の位置
ととりうる頭部サイズとの関係を自動算出・設定する機
能もあわせて開発した。

二つ目も監視カメラの視野が比較的長い時間固定され
ることに着目したものであり，画像上での動きの有無を
検出し利用する。

画像上の各領域での動きの有無をフレーム間の差分情
報を用いて判断し，動きのない画面領域を頭部探索範囲
から除外する。カメラの微妙な動きや画像のノイズによ
る誤判断を防止するため，画像上のやや広い範囲の情報
を用いて動きの有無を判断している。

また，動きのない画面領域を頭部探索範囲から除外し
ただけだと動きの少ない人物が探索されなくなってしま
うため，過去の検出結果を分析して探索範囲を修正する
機能を追加している。

圧縮器212 
圧縮器は，検出された重要領域が必要な画質を保って圧

縮されなければならない。一般的な動画圧縮手法は画面全
体，映像ファイル全体で同じ圧縮を行なっているため，細
かなテクスチャーが多く動きや変化の激しいシーンで人物
の顔などのディテールがつぶれてしまうことや，静止して
いるシーンが必要以上に高画質になってしまうことがある。

今回開発した圧縮器は，領域ごとに空間解像度，空間・
時間方向の量子化誤差を制御できるように構成したの
で，シーンによらず対象ごとに適切な画質で安定した圧
縮を行なうことができる（Fig. 3）。

インテリジェント圧縮の性能21 

画質-圧縮率性能211 
画質と圧縮率はトレードオフの関係にあり，圧縮率を

上げれば画質が劣化し，画質をよくすれば圧縮率が低下
する（Fig. 8）。画質，データサイズは大きく変化するた
め，性能はデータサイズを固定した時の画質，または画
質を固定した時のデータサイズで比較し評価する。

データサイズ

 

高性能

Fig. 8   Compression rate-image quality curve.
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Fig. 9は市販の監視カメラ映像記録装置DVR（デジタ
ルビデオレコーダー），インテリジェント圧縮を搭載し
た当社のネットワークビデオレコーダー “FVR-100” を
用い，両者の圧縮結果が同程度のサイズになるようにし
た際の画像を比較したものである。人物の判別という観
点からFVR-100の画質がDVRを大きく上回っており，
インテリジェント圧縮の画質－圧縮率性能が一般的な画
像圧縮より高いと言うことができる。

Fig. 9 Comparison of image quality between different compression 
rates.

ま た，Fig. 10はJPEG圧 縮，H.264圧 縮（ ワ ン セ グ， 
Blu-rayなどに採用されている最新の動画圧縮方式），イン
テリジェント圧縮を用い，人物の判別という観点から同
レベルの画質となる圧縮処理を行なって圧縮後のデータ
サイズ（複数の金融機関・商業施設における実証実験か
ら得た値の平均値）を比較したものである。接続するカ
メラの画質や撮影環境により圧縮率は変動するが，イン
テリジェント圧縮画像が他の圧縮方式に比べ高い圧縮率
を実現できていることが確認できる。

Fig. 10   Comparison between compression rates.

圧縮処理速度212 
インテリジェント圧縮で用いている頭部検出処理は一

般的に計算量が多く処理に時間がかかる画像認識処理で
あるが，前述した頭部探索範囲の制限技術を開発するこ
とにより大幅な高速化を達成している。

インテリジェント圧縮処理（検出・圧縮）をすべて
PC（Intel Core 2 2GHz CPU, 2GB memory）で処理した
場合でも，処理時間は1フレーム平均160ms程度であり，
PC/サーバー上で本技術を活用することが可能である。

インテリジェントサーチ21 

インテリジェント圧縮は圧縮率が高いため，長時間の
データが記録されるケースが多くなると考えられる。こ
のようなケースでは記録した映像から必要な部分を素早
く検索する機能が必要である。この要求に応えるために
インテリジェントサーチ機能を開発した。

インテリジェントサーチ機能は，インテリジェント圧
縮の過程で生成される映像フレームごとの検出位置情報
を圧縮データ内に保持できるようにすることで実現して
いる。検出結果位置情報のフォーマットは全体の圧縮率
への影響が小さくなるような独自のものを考案した。

保持した検出位置情報を用いることで，例えば撮影エ
リア内に指定した特定領域と検出位置情報を比較し，指
定した位置に人など検出対象が侵入したシーンの画像を
素早く検索することができる。検索結果をビデオ再生の
頭出しに利用すれば，確認が必要なシーン以外をスキッ
プしながら映像を確認できるスキップサーチが実現で
き，シーンを早送りしての映像検索と比較しても検索時
間を大幅に短縮することができる（Fig. 11）。

Fig. 11   Intelligent search.

DVR FVR-100

検索のための指定領域

指定領域に検出対象が侵入したシーンを検索

JPEG
1フレーム平均

約40kByte

インテリジェント圧縮
1フレーム平均

約6kByte

H. 264
1フレーム平均

約20kByte
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混雑度分析51 

頭部検出結果情報を利用して，撮影されているエリア
にどれだけの人間がいるかを計測することができる。こ
の情報を時間軸で集計するとFig. 12に示すようなその
エリアでの混雑度など人々の動きの情報を得ることがで
きる。

混雑度分析のような機能は，監視映像からマーケティン
グ情報など利用者に有用な付加情報を抽出するものであ
り，新しい顧客価値を生み出す機能として注目している。
監視映像の有効活用に対する顧客の期待も大きく，今後
複数カメラの情報統合など機能の充実をはかっていきた
い。

Fig. 12   Number of people count.

おわりに61 

本報告では映像監視用途向けに開発したインテリジェン
ト圧縮技術について，その内容と特徴について述べた。
今回開発したインテリジェント圧縮は，人領域の映像情
報を劣化させることなくコンパクト化することができる
ので，監視映像記録でのストレージコスト削減に有用で
ある。この圧縮技術を搭載したネットワークビデオレ
コーダー “FVR-100” では，この分野で一般的に用いら
れているMotion- JPEGに対し30分の1以上の圧縮性能
を実現している。さらにこの特徴はその他の用途，例え
ばテレビ会議や遠隔監視など人物の画像が重要な通信用
途にも有用である。検出対象を人物以外に拡げればさら
にさまざまな情報を劣化させることなくコンパクト化し
たいという要求に応えることができる。そして，このよ
うなコンパクト化への要求は，ICT環境の進展に伴って
ますます強く，対象も拡大していくと予想している。今
後これらの多様なニーズに広く活用できるよう，本技術
の機能・性能向上を進めていきたいと考えている。

参考文献

 1)  平田健二. 高画質・超高圧縮エンジン搭載，次世代
ネ ッ ト ワ ー ク ビ デ オ レ コ ー ダ ー「FUJIFILM 
Clearvision FVR-100」. 画像ラボ. 20 (11), 72-76 (2009)．

（本報告中にある “ワンセグ” は社団法人デジタル放送
推進協会の登録商標です。“Blu-ray” はブルーレイディ
スクアソシエーションの登録商標です。“Intel Core” は 
インテルコーポレーションの登録商標です。“FUJIFILM 
Clearvision” は富士フイルム（株）の登録商標です。）
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はじめに11 

環境負荷を低減し，持続的に社会が発展できる材料
開発を行なう機運が高まっている。製品原料を全面的
に化石資源に依存してきた高分子化学工業においても、
再生可能な生物由来資源（バイオマス）を利用する材
料開発が精力的に行なわれている。すでに，ポリ乳酸（硬
質系），ポリブチレンサクシネート（軟質系）などが商
業化されているが，さらに高性能・高機能なバイオマ
スプラスチックの開発が望まれている状況である1）。

セルロースは莫大な産出量，安定供給性を有するバ
イオマスである。しかしながら，セルロース中に存在
する分子鎖内/分子鎖間の水素結合がきわめて強固で，
自己凝集力が強く，熱可塑性が無い材料である。そこで，
セルロース系材料への熱可塑性付与方法として，セル
ロース水酸基の変性と可塑剤を組み合わせた方法（外
部可塑化）と変性のみの方法（内部可塑化）の2種類が
従来から検討されている。外部可塑化されたセルロー

ス系材料として，酢酸セルロースや硝酸セルロースな
どのセルロース誘導体に低分子可塑剤を添加したもの
がある。内部可塑化されたセルロース材料として，セ
ルロースアセテートプロピオネート，セルロースアセ
テートブチレートなどがある2）。このように，従来か
らセルロース誘導体を用いた材料は開発されてきたが，
いぜんとしてセルロース誘導体単独としての熱可塑性
は十分とはいえない現状である。

上述の社会状況やセルロース材料の有する性質を鑑
みたセルロース材料変性による改良は，最近積極的に
取り組まれている。セルロース誘導体の可塑性を高め，
溶融紡糸繊維として実用化した例3），酢酸セルロース
にカシューナッツの主成分であるカルダノールを付加
させ耐水性，耐熱性，強靱性に優れた熱可塑性セルロー
ス誘導体を開発した例が近年報告されている4）。

われわれは，分子鎖内/分子鎖間に存在する強固な水
素結合を制御することで，優れた熱可塑性を有する高
性能バイオマスプラスチック材料をセルロース誘導体
で開発できると考えた。

そこで本論文では，水素結合の制御を行ない熱可塑
性，耐熱性，靭性に優れたセルロース誘導体を作製し
たのでその諸性能について示すとともに，射出成形材
料としての適用検討を行なったので，その詳細を報告
する。

溶融成形可能な新規セルロース誘導体の開発

澤井　大輔＊，野副　寛＊，芳谷　俊英＊，塚田　芳久＊

Development of New Cellulose-based Polymers with Excellent Melt-
processability

Daisuke SAWAI*,  Yutaka NOZOE*,  Toshihide YOSHITANI*,  and  Yoshihisa TSUKADA*

Abstract

New cellulose-based polymers with excellent melt-processability have been developed. The effects of 
molecular size, functional groups and the degree of substitution on the mechanical and thermal properties of 
cellulose-based polymers were studied. Plasticity improved markedly with the size and number of added 
substituents. It was found that the balance between mechanical properties and plasticity was improved 
dramatically by the combined use of small and large molecules added to side chains. Furthermore, the impact 
strength of cellulose-based polymers was increased by the addition of ether/ester groups together. These 
results correlated with the degree of prevalence of soft segments as estimated from dynamic mechanical 
analysis and solid-state 1H NMR, and such a specific effect is reported here for the first time. Injection 
molding of this material was carried out, and good rheological and processing characteristics were confirmed. 

本誌投稿論文（受理2011年11月18日）
 * 富士フイルム（株）R&D統括本部 
  有機合成化学研究所
  〒250-0193 神奈川県南足柄市中沼210
 * Synthetic Organic Chemistry Laboratories
  Research & Development Management Headquarters
  FUJIFILM Corporation
   Nakanuma, Minamiashigara, Kanagawa 250-0193, Japan
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開発セルロース誘導体の熱可塑性と力学21 
特性

新しいセルロース誘導体の熱可塑性を検討するに際
し，結合種/分子サイズ/置換度の観点に力点をおきな
がら行なった。この中でセルロースが有する水素結合の
制御と直接関連するのは，分子サイズ/置換度であり，
結合種はセルロースと連結する部位の硬さを変化させる
意味を持つ。Fig. 1にわれわれが検討を行なった結合種/
分子サイズの概念を示す。

 単一置換基で変性したセルロース誘導体の211 
特性

はじめに，分子サイズ/置換が熱可塑性発現に及ぼす
影響を検討した。それらの因子は熱可塑性発現に大きな
影響を与えることがわかった（Fig. 2）。熱可塑性は嵩高
い置換基を導入するのが効率よいことがわかる。また，
結合種は作製したセルロース誘導体の力学特性に影響を
与えた。一例として，炭素数4と8の分子サイズを有す
る素材で置換度とガラス転移温度の関係を示す（Fig. 3）。
嵩高い置換基を導入していくと，熱可塑性の発現は良好
になったが，軟質化しやすい傾向にあり，力学性能と溶
融成形特性のバランスを取るためには，分子サイズと置
換度の制御のみでは不十分であることがわかる。

Fig.3 Glass transition temperature as a function of substitutions．Blue and red symbols correspond 

to 4 (●) and 8 (●) of carbon number. 
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Fig. 3 Glass transition temperature as a function of substitutions. 
Blue and red symbols correspond to 4-carbon (● ) and 
8-carbon (● ) additions.

 複数置換基で変性したセルロース誘導体の212 
特性

単一置換基を導入しても熱可塑性と材料性能の両立は
難しかったため，セルロースの繰り返し単位が持つ3つ
の水酸基の置換えで生じる高次構造の変化を勘案し，組
み合わせで誘導体設計を行なうこととした。組み合わせ
の方法としては，結合種/分子サイズ/置換度といった
化学構造内での組み合わせに，修飾時のセルロース分子
鎖形態（高次構造）/側鎖の分子運動を加味する方法を
行なった。

Fig. 4に複数置換基として，メチル基と2-エチルヘキ
サノイル基を組み合わせた材料（MC-2Eh），アセチル基
と2-エチルヘキサノイル基を組み合わせた材料（CA-2Eh）
における弾性率の置換度依存性を示す。単一置換基とし
て2-エチルヘキサノイル基を導入した材料（Cel-2Eh）
と比較して，高弾性率領域で熱可塑性を示し，複数置換
基を用いたほうが性能バランスが良好であった。このよ
うに，複数置換基を組み合わせると単一置換基では到達
できない性能を示すことがわかった。さらに条件検討を
進めた結果，特定置換基の組み合わせにおいて優れた剛
性/耐衝撃性/耐熱性の性能バランスを発現することを
見出した（開発品A）。以下では，優れた性能バランス
を有する材料の解析について示す。

Fig.4 Tensile strength as a function of substitutions modified by 2Eh for MC-2Eh (●), CA-2Eh (●) 

and Cel-2Eh (●). 
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Fig. 4 Tensile strength as a function of substitution; modified by 
2Eh for MC-2Eh (● ), CA-2Eh (● ) and Cel-2Eh (● ).

Fig.1 Combination examples of functional group and molecular form reacted to cellulose. 
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Fig. 1 Examples of the combinations of substituent/
molecular form added to cellulose.

Fig.2 Plasticization behavior of cellulose-based polymers modified by one functional group. 
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Fig. 2 Plasticity of cellulose-based polymers modified by one 
functional group.
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開発セルロース誘導体の耐衝撃性発現因子21 

特定置換基の組み合わせを有しているセルロース誘導
体の一群が優れた耐衝撃性を発現する理由について検討
した。その結果，観点として加えたセルロース誘導体の
高次構造/側鎖の分子運動が，耐衝撃性能と密接である
ことを確認できた。すなわち，セルロース分子鎖の占有
体積増大と低温での分子運動に関連した3つの事実が得
られた。具体的には，①衝撃試験のような高速の破壊試
験速度（室温）においてエネルギーを吸収できる分子運
動成分が一定量存在する，②空間的な自由度が高くなる
ため衝撃時に分子鎖が動く隙間を有する，③水素結合が
弱まり，高次構造が一般的なセルロース材料で形成され
る分子鎖積層構造から一軸円筒対称構造（類似）に変化
しているといった結果が得られた。これらの結果を総合
し，Fig. 5のモデルをわれわれは提案する。

これらの耐衝撃性と構造の相関に関する知見は，知り
うる範囲ではセルロース誘導体の構造に由来する性質と
しられておらず，興味深い知見であると考えている。

Fig.5 Structure and morphology models of development materials  
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Fig. 5   Structure and morphology models of the development materials. 

試験金型を用いた成形21 

優れた性能を示した材料群の1つである開発品Aを
210℃で射出成形を行なった（Photo 1）。成形品の薄肉
部やリブなどへの樹脂充填の様子より，流動特性の高さ
が確認できた。また，成形サイクル，顔料による着色性
も良好であることが確認できた。

 

Photo 1Photo 1

Table 1に開発品A，ポリ乳酸（PLA），セルロースア
セテートプロピオネート（CAP），アクリロニトリル－
ブタジエン－スチレン共重合体（ABS）などの特性をま
とめた。開発品Aは，バイオマス材料として一般的に用
いられつつあるPLAに対しては，熱変形温度/衝撃強度/
耐加水分解性において優れていた。また，市販セルロー
ス誘導体であるCAPに対しては，成形性/衝撃強度/吸
湿率で優れている。表記載の性能以外でも，熱経時によ
る物性変化が小さい点もバイオマス材料として特筆すべ
き点である。市販樹脂に近いレベルの熱流動性を発現し
たと考えており，内部可塑化されたセルロース誘導体と
しては，優れた熱可塑性を有していた。

Table 1   Characteristics of the development material.

バイオマスプラスチック 石油樹脂

開発品A
市販材料

CAP PLA PMMA ABS

曲げ弾性率（GPa） 2.2 1.8 3.7 3 2.2

曲げ強度（MPa） 76 78 105 124 74

熱変形温度（HDT）（℃） 93 78 50 87 81

シャルピー衝撃強度（kJ/m2） 10 2 2 1.5 15

吸湿率（％） 0.9 2.3 0.3 0.3 0.2

加水分解耐性 ○ ○ △ ○ ○

成形サイクル（s） 30 45 ＞120 25 25

成形性

射出性 ◎ △ ◎ ◎ ◎

固化性 ○ ○ △ ◎ ◎

計量性 ○ △ ○ △ ◎

まとめ51 

熱可塑性に優れたセルロース誘導体の開発を行なっ
た。本論文で報告したセルロース誘導体は，優れた熱可
塑性に加えて，剛性/耐衝撃性/耐熱性のバランスを実
現し，成形材料として良好な性能が有していることを確
認した。今後当社では，この材料の安価量産製造技術を
検討していく。また，本開発で得られた材料を成形材料
以外の用途へ展開するとともに，セルロース材料におい
て種々の実用特性を発現させる基盤技術として知見を活
用していきたい。

参考文献

 1)  植物由来プラスチックの高機能化とリサイクル技
術．東京，サイエンス＆テクノロジー，2007．

 2)  セルロース学会編．セルロースの事典．新装版，東京，
朝倉書店，2008．

 3)  荒西義高，山田博之，井田隆史，松本真吾．熱可塑
性セルロース繊維 “フォレッセ” の開発．繊維学会
予稿集．66 (1)，12-13 (2011)．

 4)  位地正年，文成日，田中修吉．非食用の植物資源を
使った耐久性に優れたバイオプラスチック：カルダ
ノール付加セルロース樹脂の開発．機能材料．31 (4)，
50-55 (2011)．
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◎ Patient-side assay of lipase activity correlating 
with pancreatic lipase immunoreactivity in the dog

Nakamura K.
Terashima K.
Ishioka K.＊

他

J Vet Med Sci, 73 (11), 1481-1483 (2011)
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◎ Micro open-sandwich ELISA to rapidly evaluate 
thyroid hormone concentration from serum 
samples

Kasagi N.
Mori T.
Islam K.N.＊

他

Bioanalysis, 2 (10), 1683-1687 (2010)

Direct Construction of an Open-Sandwich Enzyme 
Immunoassay for One-Step Noncompetitive 
Detection of Thyroid Hormone T4

Kasagi N.
Mori T.
Islam K.N.＊

他

Anal Chem, 83 (3), 1008-1014 (2011)

機能性化粧品「アスタリフト ジェリー アクアリスタ」
の開発

田　代　朋　子
中　畝　明　菜
小　杉　拓　治
荒　河　　　純
森　　　久　容
芹　澤　慎一郎
鈴　木　啓　一
森　　　冬比古
中　村　善　貞
織　笠　　　敦

FujiFilm Res & Dev, No.56, 1-4 (2011)

内外美容研究と機能性食品素材　アスタキサンチン
を配合した化粧品･サプリメント

佐　藤　雅　男
植　田　文　教

Food Style 21, 15 (5), 44-46 (2011)

アンチエイジングと機能性食品因子　マイクロア
レイ解析を用いたラット小腸におけるサラシア属
植物エキスの免疫亢進機能の発見

小　田　由里子 イルシー , No.107, 64-65 (2011)

◎ Biochemical investigation and gene expression 
analysis of the immunostimulatory functions of an 
edible Salacia extract in rat small intestine

Oda Y.
Ueda F.
Kakinuma C.
Kamei A.＊

他

BioFactors, 37 (1), 31-39 (2011)

Validation of LabCyte EPI-MODEL24, an In Vitro 
Assay for Detecting Skin Irritants

Yuasa A.
Kojima H.＊

他

Altern Anim Test Exp, 14, suppl., 1047 
(2009)

◎ Inter-laboratory validation of the modified murine 
local lymph node assay based on 5-bromo-2’-
deoxyuridine incorporation

Yuasa A.
Kojima H.＊

他

J Appl Toxicol, 31 (1), 63-74 (2011)

The Antimicrobial Activity, Hydrophobicity and 
Toxicity of Sulfonium Compounds, and Their 
Relationship

Hirayama M. Biocontrol Sci, 16 (1), 23-31 (2011)

◎ Evaluation of high-throughput screening for in 
vitro micronucleus test using fluorescence-based 
cell imaging

Shibai-Ogata A.
Kakinuma C.
Hioki T.
Kasahara T.

Mutagenesis, 26 (6), 709-719 (2011)
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光学補償フィルムによるVA型LCDの正面コント
ラスト比改善

石　黒　　　誠 液晶, 15 (3), 237-244 (2011)

Ba-ferrite磁性体を用いたリニアテープシステム用
塗布型媒体

清　水　　　治
原　沢　　　建
鈴　木　涼　太
鈴　木　宏　幸
山　崎　信　夫
武　者　敦　史
村　田　悠　人
居　樹　　　実
西　田　徹　二
野　口　　　仁

J Magn Soc Jpn, 35 (2), 27-33 (2011)

29.5-Gb/in2 Recording Areal Density on Barium 
Ferrite Tape

Harasawa T.
Murata Y.
Musha A.
Noguchi H.
Ohtsu H.
Shimizu O.
Suzuki R.
Cherubini G.＊

他

IEEE Trans Magn, 47 (1), 137-147 (2011)

Noise and recording properties of Barium-Ferrite 
Particulate Media Studied by Micromagnetic 
Modeling

Matsumoto A.
Noguchi H.
Shimizu O.
Juberut P.-O.＊

他

IEEE Trans Magn, 47 (2), 386-394 (2011)

情報記録における磁気テープ　磁気テープ媒体の
変遷と将来展望

長谷川　文　彦
荒　木　宏　明

まぐね, 5 (12), 557-562 (2010)

多層ディスク用2光子増感型光記録材料の開発 秋　葉　雅　温
高　橋　依　里
滝　沢　裕　雄
佐々木　俊　央
望　月　英　宏
見　上　竜　雄
北　原　淑　行

FujiFilm Res & Dev, No.56, 20-23 (2011)

蛍光消光方式二光子記録材料の光反応機構 田　邊　　　守
芝　本　匡　雄
白　土　節　子
中　村　　　巧
北　原　淑　行
秋　葉　雅　温
宮　下　陽　介

光 化 学 討 論 会 講 演 要 旨 集, 2011, 117 
(2011)
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二光子吸収記録再生系のモデル化と信号処理方式
の検討

北　原　淑　行
佐々木　俊　央
大　澤　　　壽＊

他

愛媛大学社会連携推進機構研究成果報
告書, No.4, 13-21 (2011)

デジタルバーサタイルディスク（DVD）レーベル
面レーザ描画技術の開発（Ⅱ）－マットタイプおよ
びカラーバリエーションタイプディスク技術－

久　保　裕　史
山　田　聖　哉＊

他

日本写真学会誌, 73 (6), 310-318 (2010)

EUVレジストの高感度化技術開発 高　橋　年　哉
椿　　　英　明
玉　置　広　志
樽　谷　晋　司
土　村　智　孝
高　橋　秀　知
伊　藤　孝　之

高分子学会予稿集 （CD-ROM）, 59 (2), 
Disk1, 2O08 (2010)

◎ Compa r i n g p o s i t i v e a n d n e g a t i v e t o n e 
development process for printing the metal and 
contact layers of the 32- and 22-nm nodes

Tarutani S.
Bekaert J.＊

他

J Micro/Nanolith MEMS MOEMS, 9 (4), 
043007c (2010) 

ポリマー PAG型EUVレジスト材料の開発 樽　谷　晋　司 日本化学会講演予稿集, 91 (1), 63 (2011)

微細加工技術　ネガ現像プロセスとレジスト材料 樽　谷　晋　司 月刊ディスプレイ, 17 (6), 31-36 (2011)

◎ Unraveling the effect of resist composition on 
EUV optics contamination

Tarutani S.
Tamaoki H.
Tsubaki H.
Takahashi T.
Pollentier I.＊

他

Proc SPIE, 7969, 79692L.1-79692L.10 
(2011)

Approaches to rap id res i s t spread ing on 
dispensing based UV-NIL

Usuki K.
Wakamatsu S.
Oomatsu T.
Kodama K.
Kodama K.

Proc SPIE, 7970, 79700S.1-79700S.8 
(2011)

Characterizing polymer bound PAG type EUV 
resist

Tamaoki H.
Tarutani S.
Tsubaki H.
Takahashi T.
Inoue N.
Tsuchihashi T.
Takizawa H.
Takahashi H.

Proc SPIE, 7972, 79720A.1-79720A.9 
(2011)

High volume manufacturing capability of negative 
tone development process

Tarutani S.
Kamimura S.
Fujii K.
Katou K.
Enomoto Y.

Proc SPIE, 7972, 79720N.1-79720N.8 
(2011)
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Characterizing Polymer bound PAG Type EUV 
Resist

Tarutani S.
Tamaoki H.
Tsubaki H.
Takahashi T.
Takizawa H.
Takahashi H.

J Photopolym Sci Technol, 24 (2), 185-
191 (2011)

High volume manufacturing capability of negative 
tone development process

Tarutani S.
Kamimura S.
Fujii K.
Katou K.
Enomoto Y.

J Photopolym Sci Technol, 24 (2), 227-
232 (2011)

フレキシブル金属基板上に作製した集積型CIGS太
陽電池

南　宮　麻　紀
森　脇　健　一
祐　谷　重　徳
大　郷　　　毅
石　塚　尚　吾＊

他

応用物理学関係連合講演会講演予稿集
（CD-ROM）, 58, 27A-BT-4 (2011)

◎ Material and device structure design of blue 
phosphorescent OLEDs for high efficiency and 
enhanced stability

Sotoyama W.
Satoh T.
Kinoshita M.
Tobise M.
Kawato K.
Ise T.
Takizawa H.
Yamashita S.

SID Symp Digest of Tech paper, 41 (1), 
556-559 (2010)

食品／工業用パッケージングの世界　新時代のフ
ルカラー偽造防止ラベル「フォージガード」

天　明　宏　之
野　村　　　崇

コンバーテック, 39 (8), 67-69 (2011)

注目の新技術新製品　銀塩写真技術を応用した透
明導電性フィルム「EXCLEAR」

中　台　加津男 月刊ディスプレイ, 17 (5), 99-102 (2011)

時代を動かす機能材料最前線  銀塩写真技術を応用
した透明導電性フィルム「EXCLEAR」

中　台　加津男 機能材料, 31 (8), 20-25 (2011)

Transparent conductive film incorporating silver 
halide photographic technologies

Kuriki T.
Ichiki A.
Yokota K.

Proc Int Disp Workshops, 17 (2), 865-
868 (2010)

表面グラフトポリマーを用いた高密着微細配線の
形成

加　納　丈　嘉
川　村　浩　一
鶴　見　光　之

科学と工業, 85 (9), 407-411 (2011)

ポリエステル型光駆動アクチュエータの開発 保　田　貴　康
西　川　尚　之
岡　崎　正　樹

日本化学会講演予稿集, 91 (1), 48 (2011)
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溶融成形可能な新規セルロース誘導体の開発とそ
れらの材料特性

澤　井　大　輔
野　副　　　寛
芳　谷　俊　英
塚　田　芳　久

高分子加工技術討論会講演要旨集, 23, 
11-12 (2011)

溶融成形可能な新規セルロース誘導体の開発 澤　井　大　輔
芳　谷　俊　英
野　副　　　寛
塚　田　芳　久

機能材料, 31 (9), 49-53 (2011)

溶融成形可能な新規セルロース誘導体の開発 野　副　　　寛
芳　谷　俊　英
澤　井　大　輔
塚　田　芳　久

ポリマー材料フォーラム講演予稿集, 19, 
140 (2010)

◎ Reaction of monensin silver salt with methyl 
iodide: Smooth alkylation of a tightly hydrogen-
bonded carboxylate

Inagaki Y.
Shishido T.

Supramol Chem, 23 (1-2), 19-21 (2011)

フィルム培養に向けた海洋付着珪藻の探索及びキャ
ラクタリゼーション

金　原　秀　行
柴　田　　　剛
久保田　千　尋＊

他

マリンバイオテクノロジー学会大会講
演要旨集, 14, 95 (2011)

Intracellular pH Sensing Using Autofluorescence 
Lifetime Microscopy

Ogikubo S.
Adachi T.
Nakabayashi T.＊

J Phys Chem B, 115 (34), 10385-10390 
(2011)

◎ Construction of continuous porous organogels, 
hydrogels, and bicontinuous organo/hydro hybrid 
gels from bicontinuous microemulsions

Nishimi T.
Kawano S.＊

他

Macromolecules, 43 (1), 473-479 (2010)

◎ Fabrication of 20-nm half-pitch quartz template by 
nano-imprinting

Sato N.
Oomatsu T.
Wakamatsu S.
Nishimaki K.
Usa T.
Kodama K.
Usuki K.

Proc SPIE, 8166, 81661V.1-81661V.6 
(2011)

アルミニウム陽極酸化膜を絶縁層とした耐熱フレ
キシブル絶縁基板の開発

垣　内　良　蔵
佐　藤　圭　吾
宮　下　陽　太
鈴　木　信　也
矢　後　栄　郎
祐　谷　重　徳

表面技術協会講演大会講演要旨集, 124, 
95-96 (2011)
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Effect of Ir3+ Incorporation on the Luminescent 
Properties of ZnS : Cl Phosphors

Shirata M.
Shimizu K.
Koike T.
Komiyama T.
Matsui T.
Nakanisi Y.＊

他

J Electrochem Soc, 158 (3), H318-H321 
(2011)

IGZO薄膜における導電率温度依存性のIn-situ測定 高　田　真　宏
小　野　雅　司
望　月　文　彦
田　中　　　淳
鈴　木　真　之

応用物理学関係連合講演会講演予稿集
（CD-ROM）, 58, 24A-BS-4 (2011)

水熱合成法による多結晶（K,Na）NbO3厚膜の金属
板上への作製と特性評価

坂　下　幸　雄
白　石　貴　久＊

他

セラミックス基礎科学討論会講演要旨
集, 49, 20 (2011)

水熱合成法によるエピタキシャル（KxNa1-x）NbO3
膜の組成依存性

坂　下　幸　雄
白　石　貴　久＊

他

応用物理学会学術講演会講演予稿集
（CD-ROM）, 72, 1P-C-10 (2011)

水熱合成法による（K,Na）NbO3厚膜の金属板上で
の配向制御とその特性評価

坂　下　幸　雄
白　石　貴　久＊

他

応用物理学関係連合講演会講演予稿集
（CD-ROM）, 58, 26A-BE-11 (2011)

水熱合成法を用いたエピタキシャル（K,Na）NbO3
厚膜の合成

坂　下　幸　雄
榮　西　　　弘＊

他

応用物理学関係連合講演会講演予稿集
（CD-ROM）, 58, 26A-BE-12 (2011)

Effect of dopant on piezoelectric properties of lead-
free BiFeO3-BaTiO3 film

Sasaki T.
Hirabayashi Y.
Kobayashi H.
Sakashita Y.

Jpn J Appl Phys, 50 (9) , 09NA08.1-
09NA08.5 (2011)

Growth of Epitaxial｛100｝-Oriented KNbO3-
NaNbO3 Solid Solution Films on (100)cSrRuO3//
(100)SrTiO3 by Hydrothermal Method and Their 
Characterization

Sakashita Y.
Shiraishi T.＊

他

Jpn J Appl Phys, 50 (9) , 09ND11.1-
09ND11.4 (2011)

Si l icon trench oxidation in downstream of 
microwave oxygen plasma

Takahashi S.
Shindo H.＊

Jpn J Appl Phys , 50 (6) , 066201.1-
066201.5 (2011)

光センシング用広帯域半導体光源 大　郷　　　毅
向　井　厚　史
矢　口　純　也
浅　野　英　樹

電気学会光･量子デバイス研究会資料, 
OQD-11 (24-29), 1-5 (2011)
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小型超短パルス固体レーザの研究 笠　松　直　史
山　添　昇　吾
加　藤　雅　紀
足　立　貴　志

電気学会光･量子デバイス研究会資料, 
OQD-11 (24-29), 11-15 (2011)

手のひらサイズ超短パルスレーザの技術と応用 足　立　貴　志
黒　瀬　　　実
笠　松　直　史
山　添　昇　吾
加　藤　雅　紀

光アライアンス, 21 (12), 47-51 (2010)

可視光フェムト秒レーザーを用いたワイドギャッ
プ半導体の3次元欠陥観察

山　添　昇　吾
笠　松　直　史
高　松　耕　平＊

他

応用物理学会学術講演会講演予稿集
（CD-ROM）, 72, 31A-ZL-13 (2011)

X-ray Electromagnetic Application Technology LI Jingbo
Shiozawa T.＊

他

電気学会技術報告, No.1214, 32P (2011)

蛍光ナノ粒子の表面プラズモン励起増強蛍光特性 堀　井　和　由
木　村　俊　仁
大　塚　　　尚
大　原　智　也
松　野　忠　宏
袴　田　正　志
小　松　明　広
千　代　知　成

応用物理学会学術講演会講演予稿集
（CD-ROM）, 72, 2A-V-3 (2011)

再沈法によるホスト－ゲスト型有機ナノ発光粒子
の調製

宮　下　陽　介
堀　野　伸　一
笠　井　　　均
他

東北大学多元物質科学研究所研究発表
会講演予稿集, 10, 77 (2010)

時間分解光導波路分光法による青燐光材料（CBP/
FIrpic）の逆エネルギー移動の直接観測

平　山　平二郎
菅　原　美　博
宮　下　陽　介
三ツ石　方　也＊

他

日 本 分 光 学 会 年 次 講 演 会, 2010, 74 
(2010)

時間分解導波路分光法による青燐光材料（CBP/
FIrpic）の逆エネルギー移動過程の直接観測

平　山　平二郎
菅　原　美　博
宮　下　陽　介
三ツ石　方　也＊

東北大学多元物質科学研究所研究発表
会講演予稿集, 10, 96 (2010)

時間分解光導波路分光法による青燐光材料の逆エ
ネルギー移動の直接観測

平　山　平二郎
菅　原　美　博
藤　村　秀　俊
宮　下　陽　介
三ツ石　方　也＊

他

日本化学会講演予稿集, 91 (1), 6 (2011)
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光誘起赤外分光法によるP3HT/PCBMバルクヘテ
ロ薄膜中のキャリア検出

藤　村　秀　俊
椙　山　卓　郎
江　口　　　潤＊

他

応用物理学関係連合講演会講演予稿集
（CD-ROM）, 58, 24P-BD-13 (2011)

光誘起赤外分光によるP3HT/PCBMバルクヘテロ
薄膜中のキャリア検出（2）

藤　村　秀　俊
椙　山　卓　郎
江　口　　　潤＊

他

応用物理学会学術講演会講演予稿集
（CD-ROM）, 72, 2A-L-5 (2011)

ラマン分光法によるアモルファス薄膜状態のNPD
の分子構造解析

椙　山　卓　郎
中　井　宗　紀
藤　村　秀　俊
河　戸　孝　二
古　川　行　夫＊

日 本 分 光 学 会 年 次 講 演 会, 2010, 72 
(2010)

最大局在化ワニア関数による圧電評価とそのBi系
強誘電体への適用

奥　野　幸　洋
坂　下　幸　雄

応用物理学関係連合講演会講演予稿集
（CD-ROM）, 58, 24A-BE-19 (2011)

Estimation of Piezoelectric Response Using 
Maximally Localized Wannier Function and Its 
Application to the Bismuth-Based Ferroelectric 
Materials

Okuno Y.
Sakashita Y.

Jpn J Appl Phys, 50 (10) , 101503.1-
101503.7 (2011)

くりこみ群の方法による因果律を保った相対論的散
逸流体方程式の導出と新しいモーメント法の提案

津　村　享　佑
国　広　悌　二＊

日本物理学会講演概要集, 66 (1-1), 39 
(2011)

◎ First-principles derivation of stable first-order 
generic-frame relativistic dissipative hydrodynamic 
equations from kinetic theory by renormalization-
group method

Tsumura K.
Kunihiro T.＊

Prog Theor Phys, 126 (5), 761-809 (2011) 

写真フィルム等における多層薄膜同時形成R2R技術 宮　本　公　明 印刷･情報記録･表示研究会講座講演要
旨集, 2010, 42-52 (2011)

マイクログルーブローラを用いた搬送中に生じる
ウェブのスリップとしわの改善

疋　田　伸　治
橋　本　　　巨＊

日本機械学会論文集 C編 （Web）, 77 
(774), 556-567 (2011)

トラクション搬送方式による超広幅液晶用光学フィ
ルムの生産システム

疋　田　伸　治
藤　倉　大　介
名和野　　　隆＊

他

日本トライボロジー学会トライボロジー
会議予稿集, 2011-5, 303-304 (2011)

バーコーティングにおけるリビング及びレベリン
グの解析

岡　野　圭　央
大　島　　　篤
林　　　賢　二

化学工学会秋季大会研究発表講演要旨集 
（CD-ROM）, 43, J205 (2011)

ハニカムフィルムの製膜技術とその応用 伊　藤　晃　寿
山　崎　英　数
下　村　政　嗣＊

他

成形加工, 22, 29-30 (2011)
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ハニカムフィルムの製造技術とその応用 山　崎　英　数
伊　藤　晃　寿
下　村　政　嗣＊

他

高分子学会予稿集 （CD-ROM）, 59 (2),  
Disk1, 2Q02 (2010)

次世代バイオミメティック材料　ハニカムフィル
ムの生産技術とその応用

山　崎　英　数
浅　見　正　弘

高分子, 60 (5), 315-316 (2011)

コンシューマ･フォト向けソフトウェア開発におけ
る仮説検証プロセスの適用

松　本　徹　也
山　路　　　啓
塚　越　一　真
松　原　俊　夫

FujiFilm Res & Dev, No.56, 27-30 (2011)

ソフトウェア開発における統計的プロジェクト管
理手法の導入と実践

鈴　木　圭　一
相　磯　正　司＊

他

FujiFilm Res & Dev, No.56, 31-34 (2011)

Next Generation of Digital Motion Picture Making 
Procedure: The Technological Contribution for 
Standardization of AMPAS-IIF

Iwaki Y.
Uchida M.

FujiFilm Res & Dev, No.56, 35-40 (2011)

PS版カーボン･フットプリント指標標準による当
社環境配慮活動の可視化

朝　倉　克　宜
大　貫　良　子
𠮷　川　直　紀

FujiFilm Res & Dev, No.56, 41-46 (2011)

直交表による国宝･稲葉（曜変）天目茶碗の星紋･
虹彩の再現研究（2）“強い交互作用が存在するシス
テムの最適化方法と文化財再現に対する学術支援
研究の仕方”

園　田　泰　子
松　岡　裕　司＊

他

品質工学研究発表大会論文集, 19, 378-
381 (2011)

わかりやすい医療機器QMS　QMSの要求事項と対
応方法を事例を交えて，わかりやすく解説　第3回
マネジメントプロセス（2）－資源の運用管理･人的
資源－

阿　部　健　治
中　村　雅　彦
菊　地　克　史＊

Pharm Tech Jpn, 26 (13), 2605-2609 
(2010)

わかりやすい医療機器QMS　QMSの要求事項と対
応方法を事例を交えて，わかりやすく解説　第4回
マネジメントプロセス（3）－資源の運用管理･イン
フラストラクチャーと作業環境－

阿　部　健　治
中　村　雅　彦
菊　地　克　史＊

Pharm Tech Jpn, 27 (1), 167-170 (2011)

わかりやすい医療機器QMS　第5回　文書化に関
する要求事項－文書･記録の管理－

阿　部　健　治
中　村　雅　彦
菊　地　克　史＊

Pharm Tech Jpn, 27 (2), 349-353 (2011)

わかりやすい医療機器QMS　QMSの要求事項と対
応方法を事例を交えて，わかりやすく解説　第6回
製品実現のプロセス（1）－概要－

阿　部　健　治
中　村　雅　彦
菊　地　克　史＊

Pharm Tech Jpn, 27 (3), 555-559 (2011)

わかりやすい医療機器QMS　QMSの要求事項と対
応方法を事例を交えて，わかりやすく解説　第7回
製品実現のプロセス（2）－リスクマネジメント－

阿　部　健　治
中　村　雅　彦
菊　地　克　史＊

Pharm Tech Jpn, 27 (4), 777-781 (2011)
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わかりやすい医療機器QMS　QMSの要求事項と対
応方法を事例を交えて，わかりやすく解説　第8回
製品実現のプロセス（3）－プロセスの妥当性確認－

阿　部　健　治
中　村　雅　彦
菊　地　克　史＊

Pharm Tech Jpn, 27 (6) , 1113-1116 
(2011)

わかりやすい医療機器QMS　QMSの要求事項と対
応方法を事例を交えて，わかりやすく解説　第9回
製品実現のプロセス（4）－滅菌バリデーション－

阿　部　健　治
中　村　雅　彦
菊　地　克　史＊

Pharm Tech Jpn, 27 (7) , 1285-1290 
(2011)

わかりやすい医療機器QMS　QMSの要求事項と対
応方法を事例を交えて，わかりやすく解説　第10回
測定，分析及び改善（1）－概要－

阿　部　健　治
中　村　雅　彦
菊　地　克　史＊

Pharm Tech Jpn, 27 (8) , 1667-1671 
(2011)

わかりやすい医療機器QMS　QMSの要求事項と対
応方法を事例を交えて，わかりやすく解説　第11回
測定，分析及び改善（2）－監視及び測定－

阿　部　健　治
中　村　雅　彦
菊　地　克　史＊

Pharm Tech Jpn, 27 (9) , 1889-1894 
(2011)

わかりやすい医療機器QMS　QMSの要求事項と対
応方法を事例を交えて，わかりやすく解説　第12回
測定，分析及び改善（3）－不適合製品の管理，およ
びデータの分析－

阿　部　健　治
中　村　雅　彦
菊　地　克　史＊

Pharm Tech Jpn, 27 (10), 2097-2101 
(2011)

わかりやすい医療機器QMS　QMSの要求事項と対
応方法を事例を交えて，わかりやすく解説　第13回
測定，分析及び改善（4）－改善－最終回

阿　部　健　治
中　村　雅　彦
菊　地　克　史＊

Pharm Tech Jpn, 27 (11), 2287-2292 
(2011)

“検診マンモグラフィ遠隔診断に関するガイドライン”
成り立ちとその普及を目指して

田　中　　　弘
奥　田　逸　子＊

他

日本乳癌検診学会誌, 20 (3), 295 (2011)

医療機器･体外診断薬リレー連載　アジアの医療機
器法規制と申請のポイント　第2回　韓国

中　村　雅　彦 PHARM STAGE, 10 (10), 44-46 (2011)

医療機器･体外診断薬リレー連載　アジアの医療機
器法規制と申請のポイント　第3回　台湾

中　村　雅　彦 PHARM STAGE, 10 (11), 36-38 (2011)

IHEで解決できるか，自科検査をもつ診療科の悩み 中　島　　　隆
篠　崎　和　美＊

他

医療情報学連合大会論文集, 30, 117-118 
(2010)

「富士フイルムが培ってきた写真技術」－化粧品･
医薬品･再生医療への展開－

吉　岡　康　弘 Drug Deliv Syst, 26 (3), 280 (2011)

産業･事業構造の転換への挑戦（1）富士フイルムの
変革と新たな成長戦略について

井　上　伸　昭 技術と経済, No.527, 13-20 (2011)

フィルムは今　エレクトロニクス分野で活躍する
フィルム

浅　見　正　弘 化学と教育, 58 (12), 566-569 (2010)

企業から見たエキゾチック自己組織化材料への期待 西　見　大　成 日本化学会講演予稿集, 91 (1), 145 (2011)
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映像を用いた技能者教育の試みと効果（第1報） 天　野　高　宏
横　山　淳　一
澤　　　武　一＊

他

工学教育, 59 (2), 2.41-2.46 (2011)

実用段階に入った技能伝承のデジタル化　映像を
使った技能伝承ツールの開発

天　野　高　宏
横　山　淳　一
澤　　　武　一＊

他

砥粒加工学会誌, 55 (7), 394-397 (2011)

新CNIPRの新機能を検証する 田　畑　文　也
伊　藤　徹　男＊

情報プロフェッショナルシンポジウム予稿
集, 7, 89-93 (2010)
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