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刊 行 の 趣 旨

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

PURPOSE OF PUBLICATION
    This annual publication is issued in order to introduce the results of research and development carried 
out in the laboratories of FUJIFILM Corporation and its subsidiaries. To provide an overview of our 
wide-ranging R&D activities across numerous business fields, this collection includes the papers, which 
are newly written or have already been published in various science and technology journals, regarding 
our noteworthy new products and novel technologies. In addition, a list of such papers published in 
journals and those presented at academic conferences in the past one year is attached at the end.
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編 集 後 記

　当社は2014年1月20日に記念すべき創立80周年を迎えました。これを機に顧客価値を生み出し
続けることを宣言したコーポレートスローガン “Value	 from	 Innovation” とブランドステートメン
トを新たに掲げました。また当社技術と社外技術による “共創” を目的に，Open	 Innovation	Hub
を東京ミッドタウンウェスト2階に開設しました。当社の将来，10年先，20年先を見据えた新たな
スタートラインに立ったと言えます。
　本誌については，当社の研究開発活動の成果を紹介するために毎年出版され，開発した新製品や
新技術について解説した原著論文と，最近発行された学術誌からの転載論文により構成されていま
す。本年度は，進展が大きいメディカル／ヘルスケア分野，インクジェット分野を中心に，原著論
文10テーマと転載論文14テーマを取り上げました。この他にも製品化に向けて佳境を迎えている
ものが多く，次号以降での掲載を期待しています。“共創” をキーワードとする研究開発活動，新
規ビジネス創出活動で，本誌がその一助になれば幸いです。

（編集委員長　青合　利明）
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巻 頭 言
富士フイルム株式会社
取締役　執行役員
R&D統括本部長　浅見 正弘

本年1月20日をもって富士フイルムは創立80周年を迎えました。写真感光材料の
国産化を目指して設立されて以来，この長い歴史のなかで当社R&Dは写真感光材料
とそれらを用いたシステムに関する研究に打ち込み，世界トップの製品群を創り上げ
てきました。また，非銀塩のフォトポリマーや磁気材料，マイクロカプセル等の分野
の研究からも，優れた製品群を産み出してきました。そして，2000年代に入って遭遇
した，銀塩写真市場の「蒸発」といってもよいほどの急速な縮小に対応するため，私
たちR&Dは研究対象を大きく転換させてきました。開発目標は大きく変わりましたが，
写真感光材料などの開発を通じて蓄積してきた基盤技術・コア技術を応用展開するこ
とにより，高機能材料，デジタルプリンティング，そして，ヘルスケアといった分野
で新たな製品をリリースしてきました。

しかしながら，当社の歴史の節目に立って将来のさらなる発展を目指すには，これ
までの研究の進め方では十分ではありません。これからの10年，20年にわたる発展
を目指して新たなスタートを切るにあたり，当社は新たなコーポレートスローガン
“Value from Innovation”を掲げ，新たな価値の創成に取り組んでいきます。お客様と
社会に提供する価値として，私たちの製品やサービスで人々の健康を支え，感動を提
供し，快適な生活を作り出すことを目指します。そのために，お客様の真のニーズを
インタラクティブな「共創」のプロセスで見出し，私たちの技術を駆使して解決して
いくことを強力に推進していきます。

富士フイルムのR&Dは，従来のやり方を延長した単なる性能改良ではなく，技術
を軸に生産方式や商品形態，ビジネスモデルといった要因の画期的な組合せで大きな
価値を生み出すことを目指していかなければなりません。R&Dの成果を，「社会に大
きな価値を生み出す真のInnovation」につなげるため，改めて企業内研究の目的と成
果の具体的な姿について見直し，日々の研究開発の進め方を考えることが必要です。

当社を取り巻く世界の経済環境は，長い低迷を脱しつつあるといえますが，一方で，
先進国の少子高齢化や若年層の雇用の不安定化，新興国の成長過程における社会的格
差の拡大，といった社会問題は確実に進行し，企業が目指す価値形成の目標や形態も
大きく変貌していくでしょう。そうした中で，当社はどのようなInnovationを目指す
のかをしっかりと見据えた上で，R&D活動に取り組んでいきたいと思います。

富士フイルムは，人々の健康を予防・診断・治療の面から支え，私たちを取り巻く
環境をよりグリーンでサスティナブルなものにし，さらに，社会活動をより快適にす
るため，さまざまな製品やサービスでInnovationを生み出し続けます。

そうした私たちのR&D活動を代表する論文をこの研究報告に掲載いたしました。
これらを通じて富士フイルムの極めて広いR&Dの取組みの一端をお伝えすることが
できれば幸いです。富士フイルムは，Innovationを通じて「人と地球の未来を拓く」
ことを目指してR&D活動に取り組んでまいります。
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1．はじめに

近年の医療技術の高度化により，臨床現場の医師が日々
の診療で参照する検査画像，検体検査，投薬，生体情報※1

などの診療情報は膨大な数におよび，一人の患者の診断や
治療方針の決定に用いる情報は飛躍的に増加している。

診療の際，医師は患者の疾患に応じて各検査を選択・実
施し，その結果を過去の診療記録と比較しながら病態変化
を把握し，診断・治療方針を検討している。

しかし，長期にわたって経過観察が必要な場合や，複数
疾患に罹っている場合では，診療に必要な情報が多くな
り，その収集や参照に多大な労力がかかるため，多様化す
る情報を効率的に整理し表示する方法が求められていた。

今回，富士フイルムが開発した診療支援ビューイングシ
ステム「CA-V※2」は，医師が診断や治療方針を検討する
ために必要な診療情報を，患者別・疾患別に取り出し，患
者の病態変化を一つの画面上で時系列に沿って一覧表示
し，医師の診療をサポートするシステムである。

また，CA-Vは，多様化する情報を効率的に整理して参

照できることに加え，当社医用画像情報システム
「SYNAPSE」※3と連携し，簡単に検査画像を参照すること
ができる。さらに，当社3次元画像解析システム「ボリュー
ムアナライザー	SYNAPSE	VINCENT」とも連携すること
で，3次元画像解析結果の参照も可能である。

本報告では，H25年7月に富士フイルムメディカル株式
会社を通じて発売を開始したCA-Vについて，臨床上の有
用性やシステム上の特徴などを紹介する。

2．CA-Vとは

CA-Vは，二種類のビューで構成されるシステムである。
各患者の診療情報を時系列にグラフで視覚的に表示する

「タイムラインビュー（TLV）」と，診療情報の全項目の数
値データを表形式で表示する「タイムスライスビュー

（TSV）」があり，用途に応じて使い分けることができる。
また，当社独自のデータベース技術により，高速な診療情
報の一覧表示を実現している。

医師の診療を支援する診療支援ビューイングシステム「CA-V」の開発

星野　貴＊，岳山　進一＊，田中　文武＊，津郷　晶也＊，
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Development of Clinical Advanced Viewer “CA-V” for 
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Takashi HOSHINO＊， Shinichi TAKEYAMA＊， Fumitake TANAKA＊， Akinari TSUGO＊，
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Abstract

We have developed the Clinical Advanced Viewer “CA-V” for supporting the clinical practice of physicians. The system can 
appropriately narrow down clinical information based on the problem, and can display the patient’s information on a timeline 
on one screen. The physician can thus more easily diagnose and decide a treatment strategy, by referring to the aggregated clinical 
information of this system. The system is expected to enable physicians to more effectively understand the condition of a patient.
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	 ＊	Medical	System	Research＆Development	center
	 	Research＆Development	Management	Headquarters	

FUJIFILM	Corporation
	 	Miyanodai,	Kaisei-machi,	Ashigarakami-gun,	Kanagawa	

258-8538,	Japan

※1　脈拍や心拍数，呼吸数，血圧，体温など，人体の現在の状態を示す数値や波形情報の生体情報のこと。
※2　「CA-V」は，Clinical	Advanced	Viewerを意味します。
※3　富士フイルムの放射線科PACSの製品名称。PACSとはPicture	Arch	Picture	Archiving	and	Communications	Systemの略で，

CT，MRI，CRなどの医用画像診断装置からの検査画像を電子的に保存・検索・解析する医用画像情報システム。
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2.1　本システムの特徴
（1）病態変化を時系列に一つの画面上に表示

タイムラインビュー（TLV，Fig.	1）により，診療に必
要な情報（患者基本情報，検査画像・検体検査・投薬・生
体情報）を統合整理し，簡単な操作で瞬時に時系列にグラ
フ表示する。

タイムスケール設定バーのスライドや拡大・縮小という
直観的な操作で，表示期間を変更できる。これにより，視
覚的に病態変化を理解しやすくなっている。

（2）疾患別絞り込み表示機能で，主要疾患ごとに診療情報
を絞り込み表示

臨床医の声を取り入れた当社独自の機能により，主要疾
患ごとに診療情報項目を絞り込んで表示できる。これによ
り，膨大な情報の中から対象疾患で必要とする情報を抽出
する作業の効率化が図れる。

（3）診療情報の全項目の数値データを表形式で表示
タイムスライスビュー（TSV，Fig.	2）により，全検査

③

①

②

②疾患別絞り込み表示

疾患リストで選択された疾患に応じて， 表示
項目を絞り込み表示

患者ごとに登録された疾患を一覧表示
①疾患リスト

タイムスケール設定バーのスライド， 拡大・
縮小による直感的なグラフ表示

③表示期間変更

画像

投薬

生体情報・検体検査

Fig. 1   Time Line View (TLV).

①

②全検査項目を漏れなく表示

疾患リストで選択した疾患に依存せず，
すべての項目を表示。
正常域外のデータは赤字で表示。

②

ワンクリックで切り替え可能。

①TLV/TSV切替

簡単なマウス操作で移動可能。

③表示項目・期間の移動

Fig. 2   Time Slice View (TSV).
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項目のデータを漏れなく表示し簡単に参照できる。TSVで
は，初診時など疾患名が決まる前でもデータを確認するこ
とができる。また，疾患名が決まった後，TLVにより疾患
に関連する診療情報項目に絞り込んで参照している際に
も，簡単にTSVに表示を切替え，TLVで表示対象とされ
ていない診療情報項目の数値データを確認できる。

（4）SYNAPSEやVINCENTと連携が可能
SYNAPSEとの連携により，CA-V上の画像検査アイコ

ンにカーソルを合わせるだけで簡単に検査画像を参照でき
る。また，当社レポーティングシステムと連携して，画像
診断結果を参照することができる。さらに，SYNAPSE	
VINCENTとの連携により，CA-Vから3次元画像解析結
果も参照できる。

2.2　本システムの構成
本システムは，CA-Vサーバーとクライアント端末で構

成される。クライアント端末ではWebブラウザを利用し
て診療情報を表示する。また，患者基本情報・検体検査・
投薬・生体情報は，電子カルテサーバより取得している。

Fig.	3に，本システムの構成例を示す。

3．高速表示を実現するデータベース技術

高速なデータアクセスを可能にする，当社独自のデータ
ベース技術について，Fig.	4，および，Fig.	5により説明する。

Fig.	4に示すように，本システムでは，患者中心に必要

患者を中心に必要な
明細情報を結合して
データ取得する

最小限の非正規化
したデータを患者
情報に追加する

データ構造を抽象化し
統合し， アクセスパス
を集約する

目的別にサマリ表
を作成する。
・データタイプ軸
・時間軸

患者

処方・注射
明細

検体検査
明細

バイタル
明細

患者

タイプごとサマリ

月ごとサマリ

明細データ

取得するデータ
種類が増加ごとに

遅くなる

…

従来のシステム CA-V

Fig. 4   Building a database summary for each object.

電子カルテ
サーバー

SYNAPSE
サーバー

レポーティング
システム

SYNAPSE
Vincent

画像診断
　報告

3D画像
解析結果

画像

患者基本情報
検体検査
投薬・生体情報

CA-Vサーバー

医師

クライアント
  （HIS端末・
読影端末）

Fig. 3   Example of system configuration.

 従来のシステム CA-V

登録機能向けに正
規化されたデータ
構造

１回ですべての
データを取得する

登録， 更新処理のため
のレコード粒度のため，
レコード数が膨大

表示に必要なデータ
を多重で取得する

集計処理が完了した
表示向けデータのみ
アクセス

患者

タイプごとサマリ

月ごとサマリ

明細データ

診療時間が長く
なればなるほど
遅くなる

ACID BASE

患者

処方・注射
明細

検体検査
明細

バイタル
明細…

シリアル実行
パラレル実行

パラレル実行

Application HTML Application

シリアル実行

Fig. 5   Parallel data acquisition by BASE transaction.
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な明細情報を結合してデータ取得することは行わず，目的
別にサマリ表を作成（ディメンションは，データタイプ，
時間：月・日）することにより，高速なデータアクセスを
実現した。

また，Fig.	5に示すように，表示に必要なデータを多重
で取得することにより，従来システムの欠点であった，診
療期間が長くなればなるほど，診療データが増加しデータ
取得が遅くなる問題を解決している。

4．CA-Vの商品コンセプトと提供価値

数値やグラフの経時変化を時間軸で一覧表示し，
①分断された多種多量の医療データをわかりやすく。
②重要なデータだけに集中できるように。
③重要なパターンや関連が見えるように。

とのコンセプトで，診療情報を可視化し，医師の思考を支
援することを目指して，本システムを開発した。

4.1　従来システムとの違い
（1）従来システムの問題点

現在の病院情報システムは，電子カルテ，検査部門シス
テム，看護システム，PACSといった異なるシステムから
構成され，検査結果は検査部門システム，看護情報は看護
システム，画像はPACSといったように，別々に管理され
ている。

電子カルテ自体は，カルテ記事と薬剤や検査のオーダを
管理することが主体であるため，各種情報を参照するため
の入り口ではあるが，データの中身に立ち入り統合表示す
ることは十分できていなかった。

診療的な観点でみると，初回診断時は，その日の検査結
果などを確認できればよいが，入院中では治療（投薬）と
その効果や副作用（検査結果）を対比させながら時系列変
化を把握することが重要となる。

しかし，単純にすべての薬剤や検査を時系列に表示した

のでは，表示項目数が膨大すぎ，1画面で表示することは
現実的でなく，さらには情報量の多さによる性能的問題な
どもあり，適切な操作性の実現はできていなかった。

（2）CA-Vが提供する解決策
患者に対して実施される多数の投薬や検査の役割・重要

度はさまざまである。たとえば検査では，現在の疾患状態
を把握するための検査以外に，何らかのイレギュラーな状
態が発生していないかを確認する検査も実施される。前者
は時系列表示が有用な項目であるが，後者はその都度確認
するだけで十分と考えられる。

投薬も，主疾患とは直接関係のない慢性疾患の治療薬や
点滴の輸液などは，患者の主疾患の治療状態を把握するに
は不要である。

つまり，注目している疾患に限定し，その疾患に重要で
時系列での確認が必要な項目に限定すれば，表示項目は削
減でき，1画面での表示が現実的になる。

そこで，われわれは，疾患に対応した表示項目をあらか
じめ定義し（定義ファイルは疾患別表示セットと呼ぶ），疾
患を選択するだけで重要なデータのみを時系列に表示する
仕組みを搭載した。これにより，医師が関心のあるデータ
を探し出し，詳細に確認する手間を大幅に削減することを
可能にした。

さらに，時系列で治療薬と検査結果などを表示すること
で，治療（投薬）と，その効果や副作用としての検査結果
などの因果関係が容易に把握可能となっており，医師は操
作に煩わされることなく医師本来の思考にのみ注力するこ
とができる。

4.2　疾患別絞り込み表示の対応疾患
診療ガイドラインなど1）～ 12）を参考に，疾患に対して実

施される治療，検査の用途を検討し，時系列表示すべき項
目の定義（疾患別表示セット）を作成して本システムに搭
載した。現在，表示セットは，約40疾患（Table	1）に対

呼吸器 循環器
消化器

内分泌
胃腸 肝胆膵

癌・腫瘍 肺癌 胃癌
食道癌
大腸癌
GIST

肝腫瘍
胆道癌
膵癌

甲状腺癌

癌以外の
主要疾患

肺感染症
COPD
間質性肺炎

虚血性心疾患
・狭心症
・心筋梗塞
心不全

胃十二指腸潰瘍
潰瘍性大腸炎
クローン病

肝炎
肝硬変
胆道炎・胆石症
膵炎

糖尿病

リューマチ 膠原病科 泌尿器 乳腺科 婦人科
癌・腫瘍 腎癌

前立腺癌
膀胱癌
腎盂尿管癌

乳癌 子宮頸癌
子宮体癌
卵巣癌
子宮筋腫

癌以外の
主要疾患

関節リューマチ
その他の膠原病

慢性腎疾患・腎不全
透析

Table 1   Supported diseases of disease-specific view.
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応しており，購入施設では，システム導入時から活用する
ことが可能である。

疾患別表示セットは，たとえば呼吸器疾患では，肺癌，
肺感染症，慢性閉塞性肺疾患（COPD），間質性肺炎といっ
た大分類の疾患単位で定義されており，これだけで呼吸器
の入院患者数の7割以上に対応できる。

対応疾患は，検査が重要とされ入院を要する疾患，およ
び，生活習慣病などの主要疾患を網羅している。

現在未対応である診療科の主要疾患については，次版以
降での対応を考えている。

4.3　TSV・TLVの活用シーン
（1）TSV

患者に対して実施された投薬，検査などについて，特定
の日付近辺のデータのみを一通り確認する場合を想定して
おり，初診時や経過観察でのイレギュラーな状態の発生を
確認するといった用途を想定している。

多くの電子カルテでは検査結果リストが一検査単位に限
定されるため，いつ実施したか不明確な“まれな”検査の
データを確認することが手間であるが，TSVは全検査項目
のリスト表示であるため，このようなデータの参照も容易
である。

（2）TLV
画面の詳細について，Fig.	6の具体例を用いて紹介する。

（なお，図中で使用しているデータは，実在データではな
く，説明用に作成したものである）。

画面中央上部の疾患リストから，この患者は肺癌，糖尿

病に罹患していることがわかる。現在は，肺癌を選択した
状態であり，肺癌に対応した投薬・検査結果が絞り込み表
示されている。複数疾患を併発している場合は，この疾患
リストにて選択疾患を切り替えることで，表示する診療情
報項目を，疾患ごとに変更できる。

肺癌で重要な投薬は，抗癌剤，副作用の治療薬，疼痛を
抑える治療薬である（疼痛治療薬は進行癌でのみ重要なた
め，Fig.	6では表示していない。選択で表示・非表示を切
り替えできる）。本例ではパクリタキセル，カルボプラチン
を抗癌剤として選択し，第1クールの治療を実施している。

検査項目としては，患者の基本的な状態把握のためバイ
タル（体温，脈拍など）と抗癌剤副作用で注意が必要な検
体検査，また，癌の状態を把握する腫瘍マーカが表示され
ている。

本例では，抗癌剤投与により発生しやすい副作用であ
る，白血球の減少が生じており，治療が必要な1000個/μl
以下（900個/μl）まで低下したため，治療薬のグランシリ
ンジを投与し，患者状態が改善されていることが一目でわ
かる。また，第2クール目の抗癌剤治療では，第1クールで
の副作用を考慮して抗癌剤の投与量を減らしている。

さらに，TLV上で画像参照が可能であり，抗癌剤治療の
前後で腫瘍サイズを比較して治療効果を確認することが容
易に実施できる。

上記は短期の例であるが，時間スケールの変更は容易で
あり，たとえば癌治療後の経過観察では画像での確認と腫
瘍マーカの確認が1年程度の長期レンジでも表示可能であ
り，気がつきにくい緩やかな腫瘍マーカの変化なども把握
が可能である。

抗がん剤投与

白血球数

白血球数
正常範囲

治療薬投与 用量を減らし抗がん剤投与

正常範囲に回復
副作用による白血球数減少
（好中球減少症）

Fig. 6   Case of using Time Line View in clinical practice.
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また，現実には疾患を決定しても，患者状態はさまざま
であり，必要に応じて，特別な検査値の確認が必要になる
場合がある。この様な場合は，TSV上にて，TLVにて追加
表示する項目を設定することが可能である。追加項目は，
患者の疾患情報とともに保存されるので，次回参照時に再
設定することなくTLV上で確認できる。

このように，CA-Vは治療実施内容の把握，治療効果の
確認，副作用の把握とその治療，新たな治療計画の立案，
経過観察など一連の診療過程で有用な情報を容易な操作で
わかりやすく提供することが可能である。

（3）スナップショット機能
タイムライン画面は，患者にとって重要な情報の経過が

サマライズされて表示されている画面でもある。　
本システムは，表示画面を保存しいつでも再現できるス

ナップショット機能を備えており，カンファレンスなど，
他医師やコメディカルと患者の状態を共有して診療を進め
る場面での活用も期待できる。

5．まとめ

今回開発したCA-Vは，多様化し膨大な数におよぶ診療
情報を参照して診断や治療方針の意志決定を行なう臨床業
務において，情報参照を効率的に最適なビューで提供し，
診療における医師の思考を支援することを狙っている。

今後は，さらなる支援機能の追加や情報共有化機能の充
実化を予定している。

本システムが，臨床現場に広く導入され，さまざまな臨
床シーンにて診療の支援に寄与することを願っている。
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1．はじめに

近年，トモシンセシス（DBT：Digital	Breast	Tomosyn-
thesis）など新しい診断技術が登場してきており，実際の
臨床現場での使用が増えてきている。

トモシンセシスとは，複数枚取得した画像から断層像を
生成し，診断に有効活用できるようにする技術である（Fig.	
1）。トモシンセシス撮影は複数回の撮影を実施することか

ら，従来のマンモグラフィで実現してきた「高画質」に加
えて「低被ばく」の実現が必要になり，富士フイルムは，

「AMULET	Innovality」（Fig.	2）を開発するにあたり，「高
画質」と「低被ばく」を実現するパネルを開発した。

さらにAMULET	Innovalityは，撮影目的に合わせた2
種類のトモシンセシス撮影モード，被ばくの少ないW陽極
でMo陽極と同等の画質を実現する画像処理技術，インプ
ラントなど被写体の状況によらず乳腺領域の画質を最適に

乳がん検査用デジタルX線撮影装置「AMULET Innovality」の開発

小田　佳成＊，伊藤　孝明＊，佐藤　圭一郎＊，森田　順也＊＊

Development of Digital Mammography System “AMULET Innovality” 
for Examining Breast Cancer

Yoshinari ODA＊， Takaaki ITO＊， Keiichiro SATO＊， and Junya MORITA＊＊

Abstract

We have developed a new mammography system “AMULET Innovality” in which high image quality is achieved by a 
newly developed TFT panel with hexagonal close pattern structure. AMULET Innovality comes with dual tomosynthesis 
mammography modes for increased usability, to meet the various needs of different users. This report reviews the features of 
AMULET Innovality.

本誌投稿論文（受理2013年12月5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
	 	〒258-8538	神奈川県足柄上郡開成町宮台798
	 ＊	Medical	Systems	Research＆Development	Center
	 	Research＆Development	Management	Headquarters
	 	FUJIFILM	Corporation
	 	Miyanodai,	Kaisei-machi,	Ashigarakami-gun,	Kanagawa	

258-8538,	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

X-ray tube

1
2
3

1 2 3

Fig. 1   Tomosynthesis Mammography. Fig. 2   AMULET Innovality.
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するi-AEC（intelligent	Auto	Exposure	Control）を搭載す
るなど，患者，医師，技師へのユーザビリティを考慮して
開発している。

本稿では，AMULET	Innovality（Fig.	2）の主な特長に
ついて紹介する。

2．主な特長

2.1　「高画質」「低被ばく」を実現するHCP構造の
TFTパネル

富士フイルムは，従来のTFT方式に改良を加えること
で「高画質」と「低被ばく」を実現するパネルを開発した。

従来のTFT方式では隣接する画素の間に信号線とアド
レス線を配置するため，隙間を設ける必要がある。電極が
存在しない隙間は，電界強度が弱くなり，X線により発生
した信号電荷の収集効率が低下する。

富士フイルムは，従来のTFT方式の画素構造である正
方画素が，画素の角での電界乱れが大きく，信号電荷の収
集効率の低下が大きいことに着目した。鋭利な角がなく画
素を隙間なく配列できるHCP（Hexagonal	Close	Pattern）
構造を採用することで，画素の角での電界強度の乱れを抑
え，従来の正方画素に比べて感度を約20％向上させること
に成功した。

AMULET	Innovalityで搭載したHCP構造の画素と正方
画素との構造の違いをFig.	3に，画素構造の違いによる電
界強度の違いをFig.	4に示す。

2.2　目的に合わせた2種類のトモシンセシス撮影
モード

異なる角度から乳房の画像を複数撮影し，その画像を再
構成して乳房内の断層像を生成するトモシンセシスは，撮
影する角度の範囲が広くなるほど，断層像の深さ分解能が
高くなる。この特性に注目し，AMULET	Innovalityは2種
類のトモシンセシス撮影モード（STモード，HRモード）

を搭載した。
STモードは，撮影する角度を狭くすることによって，撮

影時間をわずか4秒に抑えた短時間の撮影を実現してい
る。また，HCP構造による感度向上分を原資にAEC（Auto	
Exposure	Control）による線量設定を低くし，低線量かつ
短時間のトモシンセシス撮影を実現している。

HRモードは，撮影する角度を広くすることによって，
深さ分解能が高く関心領域にフォーカスを合わせた観察を
可能にしている。

Fig.	5に，STモード，HRモードそれぞれの撮影角度，お
よび，再構成画像の深さ分解能の概念図を示す。

STモードとHRモード，それぞれの特長を明確に分けた
ことで，お客様が用途に応じて使用できるようにしている。

2.3　W陽極でMo陽極と同等の画質を実現する線
質補正技術

一般的にMo陽極はW陽極よりコントラストが得やす
く，診断しやすい画像になる。

Mo陽極で発生するX線は，エネルギー分布が低く乳房
に吸収されるX線が多いためコントラストを得やすくな
るのであるが，別の視点では，Mo陽極はW陽極より被ば
くが大きくなると言える。

そこで，富士フイルムはMo陽極とW陽極のエネルギー
分布の違いに注目し，物理的に線質の違いを解析すること
で，被ばくの少ないW陽極で撮影した画像をMo陽極と同
等の画質にする線質補正技術ISC（Image-based	Spectrum	
Conversion）を開発した。

Fig.	6に，Mo陽極で撮影した画像と，W陽極で撮影した
画像に線質補正技術を適用した画像を示す。Fig.	6では，
Mo陽極の撮影（左の画像）に対しW陽極の撮影（右の画
像）で被ばくを約14％低減しているが，同等の画質を実現
している。

A A
C

C

B B

Fig. 3   Pixel form of HCP structure (left) and square pixels (right).

ST mode（Standard mode）
撮影角度±7.5°

HR mode（High resolution mode）
撮影角度±20°
20° 20°7.5°7.5°

Fig. 5   Conceptual diagram of difference in reconstructed images 
due to different exposure modes.

Electrical field
intensity

Stronga-Sea-Se

PixelPixel

A BBC CA

PixelPixel

WeakWeak electrical field area

Cross sectional views of A-C-B planes

Fig. 4   Distribution of electric field intensity on A, B and C surface in Fig. 3.
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2.4　より適切な線量制御を実現するi-AEC
AMULET	Innovalityは，従来のAEC機能を発展させた

i-AEC機能を搭載した。
従来のAECは，被写体を透過したX線を検出するセン

サを複数個配置し，乳腺密度が最も高いと想定される，す
なわち，プレ照射の到達線量が最も低いセンサを選択して
必要線量を算出している。これに対しi-AECは，プレ照射
で得た画像から形態的特長に基づき乳腺領域を検出する。
この方式により，脂肪性，乳腺散在，インプラントなど，
被写体状況の違いによらず，乳腺領域の画質が最適になる
線量制御を実現した。

Fig.	7，複数の被写体状況に対するi-AECによる乳腺領
域抽出結果を示す。被写体状況の違いによらず，乳腺領域
を抽出できている。

3．まとめ 

本稿では，AMULET	Innovalityの特長について紹介し
た。

AMULET	Innovalityは，単にトモシンセシス機能を搭載
しただけではなく，画質やユーザビリティを含めた総合力
を結集したマンモグラフィ装置として開発しており，マン
モグラフィ診断のさらなる発展に役立つことを期待する。

商標について
・「AMULET	Innovality」は，富士フイルム（株）の登録

商標です。
・その他，本論文中で使われている会社名，システム・製

品名は，一般に各社の商標または登録商標です。

Mo/Mo W/Rh
＋線質補正技術

Fig. 6   Comparison of images exposed with Mo anode and with  
W anode & image processing.

脂肪性

不均一高濃度

乳腺散在

高濃度

インプラント

i-AECによる乳腺領域の抽出結果

写り込み

Fig. 7   Calculation result of mammary gland region in i-AEC.
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1．はじめに

従来のFPD（Flat	Panel	Detector）はX線発生装置と
FPD制御装置をケーブルで接続し，X線発生タイミングと
同期して画像取得することが必須であった。しかしタイミ
ングを同期させるためのインターフェースがないX線発
生装置も多く，CR（Computed	Radiography）からFPDへ
の置き換えが困難なケースがあった。

そこで当社は2011年に，世界で初めて※1X線自動検出機
能「SmartSwitch」を搭載した「CALNEO	flex」を上市した

（Fig.	1）。SmartSwitchはX線照射開始をカセッテFPDで
検出・画像取得するため，X線発生装置との同期が不要と
なった。しかし昨今，カセッテFPDは撮影室から回診撮
影・在宅撮影と，撮影範囲の拡大が求められている。その
際，X線発生装置は撮影室内の高出力なX線発生装置から
回診車やポータブル装置などの低出力なX線発生装置とな
るため，X線検出感度のさらなる高感度化が必要となる。
本稿ではSmartSwitchのX線検出感度向上技術を紹介す
る。

2．SmartSwitchの感度向上技術

2.1　SmartSwitchの概要
カセッテFPDのセンサは，X線を光に変換する蛍光体層

と，光を電気信号に変換するフォトダイオードTFT（Thin	
Film	Transistor）が一体となった構造である。従来のX線
発生装置と接続した撮影では，いわゆるコンソールなどの
カセッテFPDの制御部がX線照射のタイミングに合わせ
て，FPDの駆動を「リセットモード」，「画像蓄積モード」，

「画像読み出しモード」などに切り替えて撮影していた。

X線自動検出機能「SmartSwitch」の感度向上技術

榎本　淳＊，小田　泰史＊

Technology for Improving the Sensitivity of an X-ray Automatic Detection 
Function “SmartSwitch”

Jun ENOMOTO＊ and Yasufumi ODA＊

Abstract

In order to realize X-ray imaging in a patient room, we have developed a technology for improving sensitivity of X-ray 
automatic detection function “SmartSwitch”. The main feature is the highly efficient scanning for X-ray signal and X-ray 
determination function. Due to the X-ray signal scanning efficiency, X-ray imaging with low power X-ray generator is 
possible. With SmartSwitch, it is possible to achieve both high X-ray detection sensitivity and prevention of false detection 
due to noise by X-ray determination function, and it can provide a user-friendly workflow.

本誌投稿論文（受理2013年12月5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
	 	〒258-8538　神奈川県足柄上郡開成町宮台798

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

258-8538,	Japan

ノート PC型 Console AdvanceGALNEO C Wireless ユーテリティボックス

X線を自動検出

A社 B社 C社

Fig. 1   System configuration of “CALNEO flex”

※1　	2011年11月20日現在販売されている，ワイヤレスモデルのカセッテDR（デジタルラジオグラフィ）において（当社調べ）。
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それに対してX線自動検出機能での撮影は，X線照射開
始を検出してカセッテFPDの駆動を切り替えるため，「リ
セットモード」に代わって「X線検出モード」が駆動され，
X線を検出したら「画像蓄積モード」に切り替える（Fig.	2）。

X線検出感度を向上させるために，①X線検出効率のよ
い読み取り制御，②X線以外のノイズとの分離するアルゴ
リズムを開発したので紹介する。

2.2　X線検出効率のよい読取制御の開発
「X線検出モード」では，「チャージアンプによる電荷の

積分および電圧への増幅」，「A/D変換器によるデジタル値
への変換」，「検出プログラムによるX線検出」の一連のサ
イクルが高速で繰り返される。X線の検出効率を向上する
ためには，このサイクルのうち電荷の積分時間の割合を大
きくする必要があるが，従来の制御部はカセッテFPDと
外部ユニットとして接続されているため，通信時間が必要
であった。さらに複数の処理を同時に行なう必要があるた
めCPUでは処理速度が不十分だった。

この課題を解決するために，新規開発した専用の制御プ
ログラムをカセッテFPD内の処理ICに搭載し，通信時間を
最小にした。また処理ICにはFPGA（Field-Programmable	
Gate	Array）を採用し，複数の処理を並列で行なうことで，
リアルタイム処理を可能とした。

2.3　X線判定機能の開発　
X線自動検出機能でX線の照射開始を検出し，画像取得

するためには，ある閾値以上のX線がカセッテFPDに照
射される必要がある。カセッテFPDへのX線到達線量は，
患者体格やX線発生装置のX線出力性能に依存する。従っ
て，回診車やポータブル装置などの低出力なX線発生装置
での撮影ではX線信号の検出閾値は低く設定されること
が望ましい。しかし検出閾値を低く設定すると，患者の体
動によるカセッテFPDへの衝撃や他周辺装置からの外乱

ノイズによって誤検出が起きやすくなる。そのため，一般
的にX線検出感度と耐誤検出性能はトレードオフの関係
となる。

この課題を解決するために，閾値を超えた信号がX線信
号かX線以外のノイズかを判定する，X線判定機能を開発
した。X線判定機能は「X線検出モード」で読み取り信号
が閾値を越えて「画像蓄積モード」に移行した後の信号に
よってX線かX線以外のノイズかを判定し，X線であれば
画像取得し，ノイズと判定すると画像取得せず「X線検出
モード」に戻るように制御される（Fig.	3）。これにより，

X線検出モード

リセットモード X線蓄積モード 画像読み出し
モード

照射スイッチ
ON

ケーブル接続

X線発生装置の動作

撮影部の駆動状態

X線発生
信号

画像出力
（表示）

（従来）X線接続方式　FPDの駆動状態

X線照射

自動遷移

X線蓄積モード 画像読み出し
モード

照射スイッチ
ON

X線発生装置の動作

撮影部の駆動状態
画像出力
（表示）

（新方式）自動 X線検出機能　搭載時の FPD駆動状態

X線照射

Fig. 2   Operational state of the X-ray detection system and automatic X-ray connection method

①メニュー登録 ②ポジショニング

時間画像取得中X線検出

X
線
検
出
信
号

③誤検出

写損処理後
メニュー
再登録

従来方式

SmartSwitch方式

閾値

①メニュー登録 ②ポジショニング

時間画像取得中X線検出 X線検出X線判定 X線判定

X
線
検
出
信
号

③X線撮影 ④撮影完了

閾値 閾値

Fig. 3   Control of X-ray determination function
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カセッテFPDへのX線到達線量がわずかであっても，高
いX線検出感度と衝撃による誤検出防止の両立を実現し
た。

3．まとめ　

本稿で紹介した感度向上技術によって，当社は既存の低
出力なアナログ回診車にも容易に導入できる高品質のX
線自動検出機能SmartSwitchを世界で初めて実用化した。
本機能はCALNEO	Cシリーズすべてのパネルに搭載さ
れ，大サイズパネル（17x17inch）が求められる撮影室での

撮影から小サイズパネル（24x30cm）が求められる保育器
での撮影まで，あらゆる撮影シーンに対応している（Fig.	
4）。今後もさらにDR撮影システムとしての利便性を追求
した技術開発に挑戦し，医療現場のニーズに応えていく。

商標について
・「SmartSwitch」「CALNEO」は，富士フイルム（株）

の登録商標です。
・その他，本論文中で使われている会社名，システム・製

品名は，一般に各社の商標または登録商標です。

一般撮影
（50～80ｋW）

回診撮影
（6～30ｋW）

ポータブル撮影
（2～3ｋW）

従来方式 SmartSwitch方式

Disaster

Home

Patient room

Operating room

IncubatorTabletop

Fig. 4   Exposable situation of SmartSwitch
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1．はじめに

サイロキシン（T4）は甲状腺から分泌されるホルモンの
1つであり，その血中濃度は，視床下部－下垂体－甲状腺
の間で次のように調節されている。甲状腺は下垂体前葉か
ら分泌される甲状腺刺激ホルモン（TSH）によって刺激さ
れ，T4の分泌が促進される1，2）。下垂体前葉は視床下部か
ら分泌される甲状腺刺激ホルモン放出ホルモン（TRH）に
よって刺激され，TSH分泌が促進される。一方，血液中の
T3およびT4濃度の上昇によるネガティブフィードバック
作用によってそれらの分泌は抑制されており，これにより
甲状腺ホルモン分泌量が調節されることになる（Fig.	1）。

イヌ血清T4の測定は，主に甲状腺機能低下症の診断に
使用される。甲状腺機能が低下するとTSHの刺激による
T4の分泌が減少するため，甲状腺機能低下症のイヌの多
くは血清T4濃度が低値を示し，TSHが高値となることが
知られている3）。

動物用定量免疫測定試薬
「富士ドライケムIMMUNO AUカートリッジv-T4」の開発

松野　忠宏＊，大原　智也＊，小野田　歩＊，中村　健太郎＊，木村　俊仁＊＊，小松　明広＊＊

Development of Quantitative Immunoassay Reagent
“FUJI DRI-CHEM IMMUNO AU Cartridge v-T4”

Tadahiro MATSUNO＊， Tomoya OHARA＊， Ayumi ONODA＊， Kentaro NAKAMURA＊， 
Toshihito KIMURA＊＊， and Akihiro KOMATSU＊＊

Abstract

We successfully developed and commercialized “FUJI DRI-CHEM IMMUNO AU Cartridge v-T4” (FDC v-T4) and 
“FUJI DRI-CHEM IMMUNO AU10V”, which is a quantitative immunoassay system for measurement of dog serum 
thyroxine (T4). This system offers rapid measurement, simple operation, and a compact analyzer by using surface plasmon-
enhanced fluorescence (SPF) as the detection principle. Highly-precise T4 inspection in veterinary clinics is possible by this 
system because the FDC v-T4 shows good correlation with the chemiluminescence enzyme immunoassay method which 
used by veterinarians via external orders.
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促進
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Fig. 1   Negative feedback mechanism for adjustment  
 of thyroid hormones.
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多くの動物病院では，T4検査を外部の検査機関へ委託
しているため，検査結果が出るまでに時間がかかり，獣医
師がすぐに原因を特定できなかった。また，ペットの飼い
主は，検査結果の確認や治療のために再度来院しなければ
ならないため，動物病院へ導入できる小型の即時検査シス
テムが求められていた。

今回われわれは，病院内でイヌ血清中のT4を測定する
ことが可能な小型定量免疫診断システムを開発し，2013年
11月より発売を開始した。本システムは，T4測定試薬「富
士ドライケムIMMUNO	AUカートリッジ	v-T4」（以下，
FDC	v-T4と略す）および専用測定装置「富士ドライケム
IMMUNO	AU10V」から構成されている（Fig.	2）。

本システムは，抗原抗体反応を利用した免疫診断システ
ムとして世界で初めて表面プラズモン増強蛍光法（SPF法）
を検出原理として実用化した。これにより，従来行なわれ
ていた微量な体内中のホルモン濃度の測定に必要な強力な
光源や，測定ノイズを低減させるための洗浄操作を不要に

することが可能となり，システムの超小型化を実現した。
また，測定時間は約10分と短時間であるため，ペットの飼
い主の来院中に結果の確認と説明が可能となり，早期の的
確な診断・治療に役立てることができる。

本報告では，これらの特長を有する本システムの基盤技
術である蛍光ナノ粒子SPF法による検出系技術構築つい
て述べる。さらにSPF法の特長を活用したFDC	v-T4免疫
反応カートリッジ設計およびFDC	v-T4の臨床性能につい
てもあわせて報告する。

2．検出系の開発

2.1　表面プラズモン増強蛍光法
透明誘電体上に形成された金属薄膜に対して光を照射し

たとき，入射角度を全反射角度以上の最適角（共鳴角）に
調整すると金属薄膜上に局在化したエバネセント波と金属
薄膜上の自由電子の粗密波（表面プラズモン）が共鳴して，
金属表面近傍に増強された光電場（近接場光）が発生する。
これを表面プラズモン共鳴（SPR）と呼ぶ。表面プラズモ
ン増強蛍光法（SPF法）は，SPRで発生する近接場光で金
属表面近傍に存在する蛍光物質を強く励起し，蛍光発光を
検出して物質量を測定する技術である。SPF法の特長は，

「SPRの励起光増強効果によるシグナル増強」および「近接
場光を用いた金属表面近傍の局所励起によるノイズ低下」
であり，この2つの相乗効果によって極めて高いS/Nが得
られ，従来の落射蛍光検出法に比べて感度を向上させるこ
とができる（Fig.	3）。

これまで，アカデミック分野ではSPF技術に関する研究
例が多数報告されている4，5）。しかし，これまで産業応用
された例は存在しなかった。これは，SPF法では蛍光物質
が金属薄膜に接近し過ぎると，励起エネルギーが蛍光発光
に遷移せず，ふたたび金属薄膜に奪われてしまうことで蛍
光発光できなくなるという「金属消光」の問題が存在する
ためである。これまで，金属消光を解決する対策として金
属薄膜上に金属消光防止層（誘電体層）を設けることで，
蛍光物質と金属薄膜表面を適度な距離だけ離間させて金属
消光を防止する試みが一般的に行なわれてきた。このアプ

動物用免疫反応測定装置
富士ドライケム
IMMUNO AU10V

T4（サイロキシン）測定用
富士ドライケムIMMUNO AU
カートリッジv-T4

［測定方法］

Fig. 2   Quantitative immunoassay system for measurement of dog 
serum T4.

a） 落射蛍光法 b）SPF法

上面からの光が， 結合していない粒子も光らせる
ため， 洗浄が必要 結合してない粒子は光らないため洗浄不要

50
μ
ｍ

50
μ
ｍ

0.
2μ
ｍ

レーザー光

レーザー光

ノイズ
× 蛍光検出 蛍光検出

洗浄必要

金属薄膜

Fig. 3   Schematic drawings of a) epifluorescence method and b) SPF method.
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ローチの場合，最適な膜厚設計が難しいことやコスト面で
不利になるなどの理由から実用化に対しては有効な手段で
はなかった6，7）。これに対し，当社では蛍光物質を消光防
止層に内包させた蛍光ナノ粒子を独自に設計・開発するこ
とで，金属消光の問題を解決することに成功した（Fig.	4）。

酸化などの耐久性の観点から金属材料として金を採用
し，金薄膜上に固定した蛍光ナノ粒子の検出感度を比較し
た結果，SPF法は落射蛍光法に対して10倍以上感度が向上
することを確認した（Fig.	5）。

3．免疫反応カートリッジの開発

3.1　カートリッジ構成
FDC	v-T4の免疫反応カートリッジはカップおよび基板

から構成されている（Fig.	6）。カップは血清中のT4をT4
結合タンパクから解離させる試薬（T4解離剤）を含む「反
応カップ①」および抗T4モノクロナール抗体を標識した
蛍光ナノ粒子（以下，蛍光粒子標識抗T4抗体）を含む「反
応カップ②」から構成されており，それぞれの試薬は乾燥
試薬として封入されている。基板は，PMMAプリズム上に
金薄膜が成膜されたベースおよび蓋で構成されており，金
薄膜上にはT4標識ウシ血清アルブミン（T4-BSA）が固定
されている。このベースに蓋を接合させることで，金薄膜
上部に高さ約50μmの「免疫反応流路」が形成される。

3.2　反応原理
T4の測定は次のように行なわれる（Fig.	7）。まず，検体

が反応カップ①に分注され，T4結合タンパクからT4が解
離する（Step1）。つぎに，反応液が反応カップ②に分注さ
れ，蛍光粒子標識抗T4抗体が溶解しながら検体中のT4と
反応する（Step2）。このとき，血清中のT4濃度が高くなる
に従って蛍光粒子上の抗体へのT4結合量が増えるため，
抗体の結合サイトが減少する。つづいて，反応液が基板の
流路入り口に分注され，流路出口側から吸引されることに
よって反応流路内に送液される。このとき，血清中のT4
と反応しなかった蛍光粒子標識抗体が金薄膜上のT4-BSA
と反応することで，金薄膜近傍に蛍光粒子が捕捉される

（Step3）。Step3の反応速度は，蛍光粒子上の抗体結合サイ

消光
防止層

蛍光物質

従来の消光防止法 当社の消光防止法

金属薄膜

プリズム

消光
防止層
蛍光物質
金属薄膜

プリズム

Fig. 4   Methods for preventing metal quenching.
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（外観図）

（上面） （裏面）

反応カップ①
（T4解離剤）

反応カップ②
（蛍光粒子標識
抗T4抗体）

QRコード
（検量線， 有効期限）

基板

42mm

免疫反応流路
（金薄膜上にT4-BSAを固定）

28mm

カップ

Fig. 6   Configuration of FDC v-T4 cartridge.
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Fig. 7   Principle of measurement of dog serum T4 by FDC v-T4.
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トの量に比例するため，検体のT4濃度に反比例して低下
する。実際の検出系では，Step3の反応と同時に蛍光ナノ
粒子をレーザーで励起することによって，蛍光信号の時間
変化（レート値）を取得し，これをカートリッジ底面に貼
られたQRコードにあらかじめ記録された検量線情報に基
づいてT4濃度に変換し，最終的に測定結果が得られる。

また，この一連の測定動作（分注・撹拌・送液・検出・
濃度変換）は専用装置で自動的に行なわれるため，測定者
は検体・カートリッジ・消耗品をセットし，スタートボタ
ンを押すだけで簡単に検査することができる。

3.3　反応系開発のポイント
（1）蛍光ナノ粒子設計

前述のとおり，蛍光色素を消光防止層に内包させること
によって金属消光を解決し，高感度での蛍光測定方法を構
築した。ここでは，免疫反応測定への適用を考慮した蛍光
ナノ粒子の設計について述べる。
①粒子素材の決定

消光防止層は，蛍光発光に干渉しない光透過材料（SiO2，
各種ポリマー）が利用できるが，抗体などによる表面修飾
の容易さ，水系での分散安定性の観点からポリスチレン

（PS）を素材として選択した。
PS粒子に内包させる蛍光物質は，血清検体による蛍光

発光への干渉（吸収，自家蛍光）および測光系に使用され
るレーザーの汎用性の観点から励起波長660nm/蛍光波長
680nmの蛍光色素を選択した。
②粒子サイズの決定

SPF励起，免疫反応それぞれに対する粒子径の寄与の仕
方は異なっており，高感度かつ安定な信号を得るためには
両者の寄与を考慮した最適な粒径を選択することが重要で
ある。

SPF励起の観点では蛍光粒子径が大きいほど励起効率は
有利になる。SPRによる光増強電場は，表面から離れるに
従って指数関数的に減衰するため，表面から離れた位置に
ある蛍光色素は励起されにくくなるが，粒子内の蛍光色素
量が体積に比例して増加するので，結果的に蛍光粒子1個
当たりの蛍光量は増加するためである（Fig.	8）。一方，免
疫反応の観点では，蛍光粒子の重量％濃度が一定ならばサ
イズが小さいほどモル濃度が増加するため，反応効率が向
上する。さらに，免疫反応によって金薄膜上に捕捉された
蛍光粒子は，周囲の蛍光粒子に対して立体障害を引き起こ
し，反応効率を低下させることが起こりうるが，この点か
らもサイズが小さいことは反応効率に対して有利に作用す
る。つまり，SPF励起効率と免疫反応効率はトレードオフ
の関係となることから，粒子サイズの最適化が必要とな
る。蛍光粒子サイズと免疫反応効率およびSPF励起効率の
関係についてシミュレーションを行なった結果，最適粒径
はφ250nmと見積もられ，φ150 ～ 400nmの範囲で効率的
にシグナルが得られることが分かった（Fig.	9）。

以上の検討結果に基づき当社独自の蛍光ナノ粒子を開発
し，本免疫診断システムの反応系に採用した。

（2）ホモジニアス測定系の構築
一般的な免疫測定方法では，抗原抗体反応を行なった後

の未反応標識抗体を洗浄する洗浄操作（B/F分離）を行な
うヘテロジニアス法が行なわれているが，①廃液が発生す
る，②洗浄操作によって測定時間が長くなる，③測定装置
が大型になることから院内検査システムには不向きな方法
となっている。FDC	v-T4ではSPF法の「金薄膜近傍の標
識のみを励起する」という特長を活用し，B/F分離が不要
なホモジニアス測定を実現した。

3.2項で述べたように，蛍光粒子標識抗T4抗体をT4-
BSAを固定化した金薄膜上に供給することで蛍光ナノ粒
子が金薄膜上に捕捉される。このとき，マイクロ流路中で
反応液を一定速度で供給し，反応領域近傍の試料の濃度低
下（拡散律速状態）を防ぐことによって，反応速度を低下
させずに直線的で安定した信号が短時間で得られる。ま
た，SPFによる蛍光信号は，金薄膜上部に存在する蛍光ナ
ノ粒子による散乱の影響を少なからず受けるが，反応液が
供給され続けることで粒子濃度が一定となるため，散乱の
影響は時間変化せず，目的の抗原抗体反応のレート値には
影響しない（Fig.	10）。このように，測定方法としてレート
法を採用することで，洗浄を行なわずに目的の信号のみを
得ることを可能にし，短時間測定を実現しただけではな
く，装置の小型化にも成功した。
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（3）蛍光ナノ粒子の凝集抑制
血清中において蛍光ナノ粒子を標識とした免疫反応を行

なった場合，粒子が凝集し，緩衝液中よりも反応性が著し
く低下する問題があった。これを解決するため，本試薬で
は前処理試薬として血清中に高濃度の塩化マグネシウムを
添加することによって蛍光ナノ粒子の凝集を抑制し，反応
性の低下を改善した。これによって，検体を希釈せずに測
定することを可能にした（Photo	1）。	

4．FDC v-T4の臨床性能

4.1　相関性の確認
今回開発したFDC	v-T4の有効性を検証する目的で，動

物専門検査センターで使用されている化学発光酵素免疫測
定法（CLEIA法）8）を対照法としてイヌ血清での相関性を
確認した。

FDC	v-T4はCLEIA法に対し相関係数（r）＝0.958と良好
な相関性を示した。また，回帰直線（y＝ax＋b；x：CLEIA
法，y：FDC	v-T4）の傾き（a）・切片（b）は，a＝0.972，
b＝－0.116であり，FDC	v-T4は，CLEIA法と同等のT4測
定値を示すことを確認した（Fig.	11）。この結果は，これま
で実施されていた外注検査と同等の検査を極めて短時間に
院内で検査できることを示している。

励起光

蛍光

浮遊粒子
・励起されない
・濃度一定

金薄膜近傍のみ
励起される

Ｔ4-ＢＳＡ固定Ｔ4-ＢＳＡなし

50
μ

m

送液

励起光

0

300

600

900

1200

1500

0 10 20 30 40 50 60

反応時間［秒］

蛍
光
量

T4-BSA固定エリア
T4-BSAなしエリア

Fig. 10   Homogeneous immunoassay by SPF-rate method.

MgCl2添加なし MgCl2添加あり

Photo 1   Improvement of particle dispersibility in serum  
 with magnesium chloride.

相関性試験

y ＝ 0.972x － 0.116
R ＝ 0.958
（N ＝ 85）

0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

7.0

8.0

0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

7.0

8.0

0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0

CLEIA 法［μg/dL］

F
D

C
 v

-T
4［
μ

g/
dL
］

7.0 8.0

Fig. 11   Correlation between CLEIA method and FDC v-T4.



18 動物用定量免疫測定試薬「富士ドライケムIMMUNO AUカートリッジv-T4」の開発

4.2　同時再現性の確認
同一サンプルをFDC	v-T4で繰返し測定した場合の同時

再現性の確認を行なった。T4濃度の異なる3つの検査液を
用い，それぞれ10回繰返し測定した結果をTable	1に示し
た。いずれの濃度レベルにおいてもばらつきの尺度である
変動係数（CV）は6％以下であり，免疫測定試薬として十
分高い再現性（定量性）を有することを確認した。

5．まとめ

今回われわれは，動物用定量免疫診断システム富士ドラ
イケムIMMUNO	AUカートリッジ	v-T4および専用測定
装置富士ドライケムIMMUNO	AU10Vを開発した。検出
原理としてSPF法を採用することにより，通常の免疫測定
装置で必要であった洗浄工程を不要とし，コンパクトなシ
ステム設計を実現することで，動物病院施設内での簡単・
迅速なT4検査を可能にした。卓上タイプの検査装置であ
りながら，外注検査で使用されているCLEIA法との高い
相関性を示しており，高精度な検査結果を提供することが
できる。

当社は，動物病院市場において，生化学検査システム，
デジタルX線画像診断システムや超音波診断装置など多
岐にわたる製品をラインアップしており，さまざまな施設
に導入されている。今後，この免疫診断システムをプラッ
トフォームとし，T4以外の測定項目への展開を図ること
で免疫診断分野の拡充を行ない，さらなる動物医療の質の
向上に貢献していきたい。
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本研究開発において，カートリッジ設計開発にご尽力頂
いた生産技術センターの皆様に深く感謝いたします。ま
た，商品化にあたり，試薬製造体制の構築にご尽力頂いた
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T4 level Low Middle High
1 1.26 4.24 6.01
2 1.08 4.29 6.13
3 1.24 4.34 6.15
4 1.25 4.41 6.00
5 1.20 4.44 6.40
6 1.20 4.37 6.41
7 1.21 4.16 6.49
8 1.06 4.50 6.31
9 1.15 4.11 6.13
10 1.13 3.95 6.78

Ave.（μg/dL） 1.18 4.28 6.28
SD（μg/dL） 0.07 0.17 0.18
CV（％） 5.9 4.0 2.9

（μg/dL）

Table 1   Reproducibility of measurements with FDC v-T4.
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1．はじめに

われわれは，80年以上にわたって追求してきたコラーゲ
ン研究のほか，抗酸化技術やナノ化技術などを「アスタリ
フト」をはじめ富士フイルムが手掛けるヘルスケア製品の
研究開発に活かしてきた。
「ルナメア」シリーズは，20代・30代の女性の肌悩みに

着目した基礎化粧品シリーズである。2013年9月に上市し
た「ルナメア	AC（アクネケア）」シリーズ（Fig.	1）は，
大人ニキビを改善することを目的に開発したものである。
われわれは独自の肌解析から大人ニキビの原因を解明し，

ニキビ用化粧品「ルナメア AC」の開発

相見　牧子＊，今泉　佑貴＊，中畝　明菜＊，大平　乃梨子＊，小杉　拓治＊，
吉田　那緒子＊＊，池永　恵梨子＊＊＊，谷　武晴＊＊＊，大村　現＊＊＊＊

Development of Cosmetics Brand for Pimples “Lunamer AC”

Makiko AIMI＊， Yuki IMAIZUMI＊， Akina NAKAUNE＊， Noriko OHIRA＊， Takuji KOSUGI＊， 
Naoko YOSHIDA＊＊＊， Eriko IKENAGA＊＊＊，Takeharu TANI＊＊＊ , and Gen OMURA＊＊＊＊

Abstract

“Adult pimples” are serious skin trouble for women in their 20s and 30s. By using our original image analysis 
technology, we have found that the major cause of adult pimples is not the amount of oil but a partial drying state of the skin. 
We have developed a unique new ingredient “Acne shooter” which is 80 nm in diameter. Acne Shooter is a nano capsule 
made from stearyl glycyrrhetinate (active ingredient for acne) and natural vitamin E, glycerin (moisturizer). We confirmed 
that Acne shooter infiltrates into pores intensively, increases the moisture level of the skin, and improves the water-retaining 
function inside the skin. Based on this invention, we have developed “Lunamer AC” containing this new Acne shooter 
ingredient to reduce adult pimples. 

本誌投稿論文（受理2013年12月2日）
	 ＊	富士フイルム（株）R＆D統括本部
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Fig. 1   New cosmetic brand “Lunamer AC”.
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ニキビができる「毛穴」へ集中的に浸透する新成分「アク
ネシューター」を開発，化粧品に配合した。

2．大人ニキビ

ニキビは「皮脂が過剰に分泌され，毛穴付近に皮脂が詰
まって炎症を引き起こす」ことが大きな発生要因とされて
きた。皮脂の過剰分泌の原因は，「思春期に発生するニキ
ビ」の場合は，男性ホルモンの活性化による過剰な皮脂分
泌が要因とされている。また，皮脂分泌量が減少する成人
後に発生する「大人ニキビ」の場合は，生理周期やストレ
スなどでホルモンバランスが乱れることによる皮脂分泌量
の変化や，肌の乾燥を補うために皮脂分泌が盛んになると
されていた。しかし，これらのメカニズムは十分には解明
されてはいなかった。

3．独自の肌解析を用いた大人ニキビの発生 
 要因解明

3.1　ニキビ発生箇所の可視化
肌に存在するシミ，シワ，毛穴，ニキビは，それぞれさ

まざまな色や形状をしている。これらの色や形状，発生箇
所の特徴を画像解析し，それぞれを的確に抽出する技術を
用い，20代～ 30代女性25名の顔画像から，赤く炎症状態
となっているニキビを抽出した。ニキビの多い人（15箇所
以上），ニキビの少ない人，ニキビのない人，3つのカデコ
リーごとに，ニキビ発生箇所を1つの顔画像に重ね合わせ，
顔全体の中でニキビが発生しやすい部位を可視化した。

（Fig.	2）
ニキビ発生箇所は，顔面下部に集中しており，特に顔の

輪郭であるフェイスラインでの発生頻度が高いことを解
明，可視化した。また，ニキビ発生が少ない人では，顎部
で局所的に発生しやすいことがわかった。

3.2　水分・油分量とニキビ発生箇所との関係
20代～ 30代女性12名を対象に，洗顔後，室温23℃，湿

度50％の環境で肌を安定させてから，顔の水分量，油分量
を多点測定し（フェイスライン上5箇所，フェイスライン

以外9箇所のポイント），水分量，油分量とニキビ発生箇所
との関係を解析した。

Fig.	3から，水分量の分布を見ると，ニキビ発生の多い
人は，顔全体の中でフェイスラインを中心に，水分量の少
ない「部分乾燥状態」になっていること，ニキビ発生の少
ない人は，額や顎の一部分が局所的な乾燥状態になってい
ることが確認できた。また，ニキビがない人は，顔全体の
水分量に大きなばらつきがなく，乾燥している箇所は確認
されなかった。一方，ニキビ発生の有無に関わらず，顔全
体の油分量には大きな差がないことが確認できた。

フェイスラインとフェイスライン以外の部分での水分量
の比とニキビの量の相関関係※1を見ると，フェイスライン
とフェイスライン以外の部分との水分量の差が大きいほど，
ニキビの数が多くなるという傾向があることがわかった。

一方，油分量の比とニキビとの相関関係※1は見られな
かった。

また，顔の水分量と油分量と生理周期の関係を解析した
ところ，生理前にニキビが多くできる人は，顔の「部分乾
燥状態」が生理前に顕著になり，生理前にニキビがほとん
どできない人は生理前後の水分量変化が少ないこともわ
かった。

4．毛穴を活かす，ニキビケア

「大人ニキビ」を効率よくケアするためには，この「部分
乾燥状態」，すなわち顔全体のなかで肌が部分的，局所的に
乾燥している箇所を集中して保湿すると共に，ニキビが発
生している毛穴に，抗炎症成分を効率的に届けることが重
要と考えた。

毛穴は付属器官として皮脂腺を持ち，脂性で水溶性成分
が浸透しにくいという特性を持っている。そのため，毛穴
に効果的に浸透させるには，親油性の高い油溶性抗炎症成
分が有効と考えた。

4.1　「アクネシューター」開発
グリチルレチン酸ステアリルは，マメ科の多年草である

甘草から抽出される油溶性の天然の植物由来成分で，抗炎
症，抗アレルギー作用を持つことで知られている。国内で

※1　相関関係： と ニキビの量の関係を指す。 
フェイスラインの水分量（油分量）の平均値 

フェイスライン以外の水分量（油分量）の平均

＜ニキビ発生の多い人の分布＞

ニキビ発生個数
多い

ない

＜ニキビ発生の少ない人の分布＞ ＜ニキビ発生のない人の分布＞

Fig. 2   Pimple points in the whole face.
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化粧品に配合することが認められている油溶性抗炎症有効
成分※2の中でも最も親油性が高く，かつ結晶性が高いため
水に溶けにくく，今まで効果的に化粧品へ配合することが
できなかった。

この「グリチルレチン酸ステアリル」を，当社独自のナ
ノ化技術によって複数の保湿成分と組み合わせ，80ナノ

メートルサイズまで安定的にナノ化し，化粧品に効果的に
配合できる新成分「アクネシューター」の開発に成功した。

（Fig.	4，5）

※2　抗炎症有効成分：厚労省が化粧品への配合を許可した抗炎症有効成分（2013年6月末時点）

ニキビ発生の多い人

フ
ェ
イ
ス
ラ
イ
ン
と
フ
ェ
イ
ス
ラ
イ
ン
以
外
の
水
分
量
比

フ
ェ
イ
ス
ラ
イ
ン
と
フ
ェ
イ
ス
ラ
イ
ン
以
外
の
油
分
量
比

縦
軸
の
数
値
が
小
さ
い
ほ
ど
，
フ
ェ
イ
ス
ラ
イ
ン
の

水
分
量
が
顔
全
体
の
中
で
，
相
対
的
に
少
な
い

縦
軸
の
数
値
が
小
さ
い
ほ
ど
，
フ
ェ
イ
ス
ラ
イ
ン
の

油
分
量
が
顔
全
体
の
中
で
，
相
対
的
に
少
な
い

ニキビ発生の少ない人  ニキビ発生がない人

【水分量分布】

【油分量分布】

水分・油分量観測ポイント

1.5

1.3

1.1

0.9

0.7

0.5

1.0

0.8

0.6

0.4

0.2

赤い丸で示した箇所がフェイス
ライン。青い丸で示した箇所は
それ以外の測定箇所。

【水分量とニキビ発生個数の相関関係】

ニキビ発生個数
0 5 10 15 20

ニキビ発生個数
0 5 10 15 20

【油分量とニキビ発生個数の相関関係】

Fig. 3   Amount of moisture and oil content in the whole face.

従来技術でナノ化した 
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Fig. 4   TEM images of stearyl glycyrrhetinate dispersion.
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Fig. 5   Image of “Acne shooter”.
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4.2　「アクネシューター」の毛穴への集中浸透
独自の光学干渉断層画像解析（OCT）技術を応用して，

「アクネシューター」が毛穴に集中的に浸透していることを
示唆するデータを取得した。（Fig.	6）

光学干渉断層画像解析（OCT）技術とは，光同士が重
なった時にお互いの振動を強め合ったり打ち消し合ったり
する「干渉」という性質を用いて，測定箇所の深さ方向に
光を当て，反射してくる光の情報を取得し，非侵襲（身体
を傷つけることなく）で，生体組織の精密断層像を得る技
術である。本研究のために，ニキビや毛穴の構造の観察に
特化した「3D-OCT肌測定器」を開発し，独自の「画像処
理技術」と組み合わせることで，これまで詳細に観察する
ことができなかったニキビや毛穴の内部構造を非侵襲で鮮
明に可視化することに成功した。

4.3　「アクネシューター」の保湿効果
「アクネシューター」が肌内部に浸透することで，角層の

バリア機能と潤いにおいて重要なタンパク質であるフィラ
グリンタンパクの産生量が最大約7倍まで増加した。この
結果より，「アクネシューター」に肌内部での保水機能の改
善効果があることを確認した。（Fig.	7）

フィラグリンタンパクは，皮膚の角層に存在するタンパ
ク質で，皮膚のバリア機能を増強する役割を持っている。
さらに角層で分解されることにより，天然保湿因子（アミ
ノ酸）となり保水機能を発揮する。

5．肌での効果

ルナメアACの使用効果（ニキビ改善効果）を確認する
ため，4週間の連用試験を行なった。20代～30代女性36名
に，朝夜，「ルナメアACファイバーフォーム」，「ルナメア
ACスキンコンディショナー（ノーマル，しっとり）」，「ル
ナメアACジェルクリーム」を使用して頂き，使用前後で
の肌の状態を確認した。

Fig.	8，9に4週間連用におけるニキビの数の変化，水分
量の変化を示した。いずれも連用試験後，ニキビ個数，水
分量とも使用前に比較し，良化傾向にあることを確認し
た。

6．まとめ

今回報告したニキビケアブランド	ルナメアACは，デジ
タルカメラや医療機器で培ってきた画像解析技術や光学解
析技術に裏打ちされた「独自の肌解析技術」と，写真で培っ
てきた「独自の乳化分散技術」により大人ニキビの改善を
目指した富士フイルムにしか提供できない化粧品である。
今後も，サイエンスに裏付けられた富士フイルムならでは
の化粧品技術を開発し，肌悩みの1つ1つを解決していき
たい。

商標について
・「アスタリフト」「ルナメア」「Lunamer」「アクネシュー

ター」「ACNESHOOTER」は，富士フイルム（株）の登
録商標です。

・その他，本論文中で使われている会社名，システム・製
品名は，一般に各社の商標または登録商標です。
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「アクネシューター」塗布前 「アクネシューター」塗布後

Fig. 6   Comparison of action on skin before and after application of 
 “Acne shooter” using OCT.
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緑：フィラグリン
青：核

Fig. 7   Fluorescent microscopy image of  
 3-dimensional human dermal model.
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1．はじめに

富士フイルムは，「美しい写真を作る」技術を，「美しい
肌を作る」ために応用し，機能性化粧品の開発を進めてき
た。平成25年3月1日に，新たなスキンケアブランドとし
て，シミや肌のくすみなどの肌悩みを持つ幅広い年齢層の
女性に向けた美白※1スキンケアシリーズ「ASTALIFT	
WHITE（アスタリフトホワイト）」（医薬部外品）を，上
市した（Fig.	1）。
「シミ」「そばかす」や「肌のくすみ」は，20代後半以降

の多くの女性が抱える肌悩みであり，国内の美白スキンケ
ア化粧品市場は約1，500億円規模である。一方で，「美白

「アスタリフトホワイト」の開発

楠田　文＊，金澤　克彦＊，本間　俊之＊，織笠　敦＊＊，大村　現＊＊＊，小杉　拓治＊，永田　幸三＊

Development of Functional Cosmetic “ASTALIFT WHITE”

Fumi KUSUDA＊， Katsuhiko KANAZAWA＊， Toshiyuki HONMA＊， 
Atsushi ORIKASA＊＊， Gen OMURA＊＊＊， Takuji KOSUGI＊， and Kozo NAGATA＊

Abstract

We have developed “ASTALIFT WHITE”, which contains our unique dispersion “nano-AMA”, as a new skin care brand 
for women of all ages with a skin problem such as blemishes and dullness. We focused on the brightening component 
“AMA”, which has anti-inflammatory effects. It contains three main components, “Asiatic acid”, “Madecassic acid” and 
“Asiaticoside”. However, they are slightly soluble both in water and oil, so we developed approximately 20 nm water-
dispersions, which is expected to penetrate into the skin. A comparison of “nano-AMA” with normal “AMA” showed that it 
had up to double the inhibitory effect on melanin production in a 3D skin model. Furthermore, “nano-AMA” greatly 
suppressed the dendrites’ elongation of the melanocytes. We performed a clinical test for 8 weeks to evaluate the effects of 
the serum “ESSENSE INFILT” which is formulated with “nano-AMA”. We observed a significant decrease in the melanin 
index, which indicates the depth of blemishes, and most subjects perceived a brightening effect.

本誌投稿論文（受理2013年12月2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	and	Development	Management	Headquarters
	 	FUJIFILM	corporation
	 	Ushijima,	Kaisei-machi,	Ashigarakami-gun,	Kanagawa	

258-8577,	Japan
	 ＊＊	富士フイルム（株）
	 	ライフサイエンス事業部
	 	〒107-0052　東京都港区赤坂9-7-3

	 ＊＊	Life	Science	Products	Division
	 	FUJIFILM	corporation
	 	Akasaka,	Minato-ku,	Tokyo	
	 	107-0052,	Japan
	＊＊＊	富士フイルム（株）R＆D統括本部
	 	解析技術センター
	 	〒250-0193　神奈川県南足柄市中沼210
	＊＊＊	Analysis	Technology	Center
	 	Research	&	Development	Management	Headquarters
	 	FUJIFILM	Corporation
	 	Nakanuma,	Minamiashigara,	Kanagawa
	 	250-0193,	Japan

※1　メラニンの生成を防ぎ，シミ・そばかすを防ぐこと。 Fig. 1   The new cosmetic brand “ASTALIFT WHITE”.
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化粧品を使っても効果を感じない」と思っている女性が約
7割に達するという調査結果※2（Fig.	2）があり，このよう
なお客様のニーズに応えるため，美白効果の高いスキンケ
アシリーズの開発を目指してきた。

2．しみ部の形状的特徴

シミの元になるメラニンを生成しているのは，肌の基底
層に存在する「メラノサイト」だが，メラニン生成が活性
化しているメラノサイトでは，さらに，皮膚の奥深くまで
落ち込んでいることが知られている1）（Fig.	3）。このため，
メラノサイトの活性化を抑制するためには，美白成分を

「肌深部へ届け」「効かせる」ことが重要である。

3．アスタリフトホワイトの開発

3.1　美白有用成分「AMA」を独自技術で約20nm 
 までナノ化
われわれが注目した「AMA」
「センテラアジアチカ」は，亜熱帯地域に広く生息するセ

リ科のハーブ植物（Fig.	4）で，野生のトラが傷ついたとき
に体をこすりつけて傷を治したという伝説もあり，別名タ
イガースハーブとも呼ばれている。優れた創傷治癒効果や
抗炎症効果が知られており，古くから，アーユルヴェーダ
などの民間療法で，薬草として重用されてきた。この「セ
ンテラアジアチカ」のエキス中に含まれ，高い抗炎症作用
を持つ3つの成分「アジア酸」，「マデカッソ酸」，「アジア
チコシド」が含まれる美白有用成分「AMA」に着目した

（Fig.	5）。

※2　富士フイルム調べ

ある
30.1%

ない
69.9%

Fig. 2   Survey results on skin brightening effect  
of the cosmetic product.

シミ部位の
メラノサイト位置

Fig. 3   Skin structure of normal region (1) and of spot (3)

Fig. 4   Centella asiatica.
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「ナノAMA」の開発
この3成分を複合した美白有用成分「AMA」は，水にも

油にも溶けにくく，また，3つの成分の構造が似ているこ
とから凝集しやすいため，肌の奥に届けるには，ナノ化し
て浸透性を高める必要があった。これらの問題を解決する
ために，天然の両親媒性成分と複合的に組み合わせて，各
成分が凝集を起こさず，効果を発揮するために有効な形で
配置し，安定化する「ナノユニット技術」を構築した。こ
の「ナノユニット技術」により，皮膚浸透が期待できる約
20nmの「ナノAMA」を開発することに成功した（Fig.	6）。
ナノ化していない「AMA」は粒子径が大きいため，光を
透過せず濁って見える。一方，新開発の「ナノAMA」は
粒子径が極小サイズのまま，安定化されているため，光を
透過し，透明に見える（Fig.	7）。

3.2　美白有用成分「AMA」の有用性を皮膚モデル
 で確認

「ナノAMA」によるメラニン生成抑制効果
「ナノAMA」とナノ化していない通常の「AMA」につ

いて，メラニンを産生する細胞であるメラノサイトに対す
る効果を検証すべく，ヒトの皮膚に近い構造の皮膚モデル

（メラノサイト含有3次元皮膚モデル）（Fig.	8）を用いて実

験を行なった。このモデルは，肌の奥に存在するメラノサ
イトの状態を模擬している。

皮膚モデルに，①添加なし②「AMA」添加，③「ナノ
AMA」添加の3つの条件で，14日間培養を行なった。培養
終了後，皮膚モデルからメラニンを抽出し定量を行なった
ところ，「AMA」を添加した場合に対して，「ナノAMA」
を添加した場合は，メラニン生成抑制効果が約2倍に上昇
した（Fig.	9）。

「ナノAMA」によるメラノサイト樹状突起慎伸張抑制効果
同時に，メラノサイトの形態確認を行なったところ，「ナ

ノAMA」を添加した場合は，樹状突起の休眠化（縮小化）
作用を大きく促進し，メラニンの生成を抑制していること
を確認した（Fig.	10）。これは，AMAをナノ化することに
より，皮膚浸透性が向上し，メラノサイトへの働きかけが
強まった結果であると考えられる。

Fig. 7   “Micro-sized AMA” (left) and “nano-sized AMA dispersion” 
　　　　(right).

ナノＡＭＡ添加

2倍

ＡＭＡ添加添加なし

60%

50%

40%

メ
ラ
ニ
ン
生
成
抑
制
率（
%
）

30%

20%

10%

0%

Fig. 9   Nano-sized AMA dispersion has twice the skin brightening 
effect of AMA.

メラノサイト

Fig. 8   3D-model of human skin including melanocytes.

100nm

Fig. 6   Cryo-TEM image of nano-sized AMA dispersion 
of ice-embedded sample.
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4　 「アスタリフトホワイト エッセンスイン 
　フィルト」の製剤エビデンス

美白美容液アスタリフトホワイト	エッセンスインフィ
ルトの，ヒトでの美白効果を下記に示す。

顔にシミがある32歳から59歳の被験者女性26名を選抜
し，被験者ごとに観察対象とするシミ部位を決定した。被
験者には1日2回，8週間，全顔に本美容液を塗布せしめ，
その連用前，4週後，8週後にシミの濃さを示すメラニンイ
ンデックス測定と対象シミ部位の写真撮影を実施した。

その結果，シミ部位のメラニンインデックス平均値は，
使用前の191から4週後の183へと有意に減少（p＜0.01）
し，さらに4週後の183から8週後の168へと有意に減少（p	
＜0.0001）した（Fig.	11）。これは美白美容液アスタリフト
ホワイト	エッセンスインフィルトの使用によりシミが薄
くなり，正常部位（メラニンインデックス平均値140）に
近づいたことを示している。一例としてFig.	12に同一被
験者の使用前，4週後の画像を示すが，頬部の大きなシミ
の輪郭がぼやけると共にシミの印象が緩和されており，機
器計測のみならず目視でもシミが薄くなったことが明らか
である。

また被験者へのアンケートから，4週後には26人中20人

（約77％），8週後には22人（約85％）に「シミが薄くなっ
た」，「美白美容液が効いた」，と実感していただくことがで
きた。すなわち本美容液の開発目標であった，約7割の「美
白化粧品を使っても効果を感じない」と思っている女性の
期待に応える製品を開発することができた。

5．まとめ

今回報告したアスタリフトホワイトは，従来写真の開発
において培ってきた乳化分散技術により，当社独自の分散
物を開発しただけでなく，実際にヒト肌に近いモデルを用
いて，効果検証を行なった機能性化粧品である。

われわれは，これからも，独自の知見を活かして，新た
な顧客価値を提供する機能性化粧品の開発に取り組んでい
きたい。

参考文献

	 1）	Lin,	C.	B.	et	al.	Journal	of	Dermatological	science.	59
（2）,	p.91-97（2010）

商標について
・「アスタリフトホワイト」「ASTALIFT	WHITE」「ナノ

AMA」「アスタリフトホワイト	エッセンスインフィル
ト」は，富士フイルム（株）の登録商標です。

・その他，本論文中で使われている会社名，システム・製
品名は，一般に各社の商標または登録商標です。
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Fig. 10   (A) Nano-sized AMA dispersion suppressed dendrite elongation of melanocytes.	
	 (B) Nano-sized AMA dispersion suppressed melanin synthesis.
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Fig. 11   Decrease of melanin index after eight weeks of continuous use. 

Fig. 12   Example of decrease in color density of blemishes  
 after four weeks of continuous use.
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1．はじめに

FUJIFILM	Dimatix	社（以下Dimatix社）は，1984年創
業のSpectra社を前身とする，産業用インクジェットヘッ
ドのトップメーカーである。拠点をアメリカ東海岸の
ニューハンプシャー州と西海岸のカリフォルニア州にそれ
ぞれ構え，ワイドフォーマット/マテリアルデポジション
用インクジェットヘッドと商業印刷向け高精細ヘッドの開
発・生産を行なっている。東海岸の産業用インクジェット
ヘッドは世界のワイドフォーマットプリンタメーカーに広
く採用され，それによって製作された看板や屋外広告ディ
スプレイを世界中で広くみることができる。一方，西海岸
の高精細ヘッド「SAMBA」は，東海岸のインクジェット
技術と富士フイルムグループの最新技術を融合した総力の
結晶であり，当社デジタル印刷機JetPress720に採用され，
オフセット印刷並みといわれるその圧倒的な高画質の原動
力になっている。

富士フイルムは，神奈川県西部の先進研究所を中心に，
FUJIFILM	Specialty	Ink	Systems社 やFUJIFILM	
Imaging	Colorants社（いずれもイギリス）と連携して各種
高性能インクを開発している。さらに，JetPress720をはじ
めとするプリンタ開発を通して，Dimatix社インクジェッ
トヘッドのハンドリング技術，インク乾燥・定着をはじめ
とするマーキングプロセス技術，画像処理技術の発展に
日々取り組んでいる。その成果はDimatix社のヘッド設計

にフィードバックされ，その品質改良に大きな貢献を果た
している。

2．インクジェットヘッド総覧

Dimatix社の主要インクジェットヘッドの一覧をTable	
1に示す。滴量，解像度，ノズルプレートの組み合わせに
よる幅広いラインアップを備えている。選定の際には，こ
のほか，インク着弾精度，ノズル面の耐久性，インク適性

（酸性，水性，溶剤，UV）などを考慮する必要がある。
プリンテッドエレクトロニクスのようなマテリアルデポ

ジションには，S-ClassヘッドとDMCヘッドが適してい
る。S-Classヘッドの型式の末尾-AAは，ソルベントインク
とUVインクに対応することを表わす。SX3とSE3は，ノ
ズルごとの滴量制御が可能な電気的インターフェースを有
し，きわめて精密な吐出量の制御が要求される用途に適し
ている（Fig.	1-2）。

一方DMC-11601とDMC-11610は，Dimatix社のマテリ
アルプリンター DMP2831（Fig.	3）	専用のカートリッジ
ヘッドで，吐出させたい液体を入れる容器とヘッドが一体
になっているため，数ミリリットルの液体だけで吐出とパ
ターン描画の実験を行なうことができる。そのため，DMC
ヘッドは，エレクトロニクス用途に限らず，世界のさまざ
まな分野の材料研究に広く使われている。

富士フイルムグループのインクジェットヘッド技術

加藤　昌法＊

FUJIFILM Group’s Inkjet Printhead and Technology

Yoshinori KATO＊

Abstract

This paper introduces FUJIFILM Dimatix’s inkjet printhead products and technologies. The broad product range includes 
devices with various native drop masses, print resolutions, and nozzle plate materials. Especially, stable jetting is expected 
with the new StarFire printhead which features a unique ink recirculation structure that maintains the ink inside the nozzle in 
the best condition. In addition, the world’s most advanced printhead ‘SAMBA’ uses not only the ink recirculation but also 
MEMS technology, high-efficiency sputtered PZT actuator, and durable non-wet film on the nozzle plate to achieve precise 
and stable printing with a high resolution of 1200 dpi.

本誌投稿論文（受理2013年11月7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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Emeraldヘッド（Fig.	4）は，サイン・ディスプレイ用の
ワイドフォーマットプリンタをはじめとする一般用途向け
ヘッドである。外形が薄く設計されており，複数のヘッド
を並べたときにシャトル走査のキャリッジが小さくなるよ
うに配慮されている。型式の末尾-AAAは，水性インク/

ソルベントインク/UVインク対応を表わす。
Polarisヘッド（Fig.	5）は，100npiのヘッドユニットを2

個並べて一体化し，解像度を200npiにしたタイプのヘッド
である。同様の構成で2色対応にしたタイプもあり，型式
の末尾が-2Cのヘッドには，2種類のインクを入れること

（a） Metal nozzle plate

Resolution
50npi 100npi 200npi 400npi

Native
drop
volume

15pl Polaris PQ-512/15 AAA-2C Polaris PQ-512/15 AAA
28pl Galaxy 256/30 AAA

30pl S-Class SE-128 AA Emerald QE-256/30 AAA
Galaxy 256/30 HM

StarFire SG1024/M-A
StarFire SG1024/M-C

35pl Polaris PQ-512/35 AAA-2C Polaris PQ-512/35 AAA
50pl S-Class SM-128 AA Galaxy 256/50 AAA

80pl S-Class SL-128 AA
Emerald QE-256/80 AAA
Galaxy 256/80 AAA
Galaxy 256/80 HM
Polaris PQ-512/85 AAA-2C

Polaris PQ-512/85 AAA

（b） Silicon nozzle plate

Resolution
50npi 100npi 1200npi

Native
drop
volume

1pl DMC-11601
2pl Samba 1200
8pl S-Class SX3

10pl DMC-11610
Sapphire QS-256/10 AAA

30pl Sapphire QS-256/30 AAA
35pl S-Class SE3
80pl Sapphire QS-256/80 AAA

Table 1   Inkjet printheads of FUJIFILM Dimatix Inc.

Fig. 1   S-Class SE128 AA

（a）DMP2831 （b）DMC printhead

Fig. 3   Material printer DMP2831 and DMC printhead

Fig. 4   Emerald printheadFig. 2   S-Class SE3
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ができる。
Sapphireヘッドは，ノズルプレートをシリコンにしたタ

イプで，加工精度の高いノズルによって，最小10plの微液
滴と着弾精度の高い吐出を実現している。

StarFire	ヘッド（Fig.	6）は，後述するSAMBAヘッド
と同様に，ノズル近傍まで到達したインクを回収できる機
構をもつ。ヘッドに新しいインクを注入し，内部の未使用
インクを回収する循環機構を外部に設ければ，ノズル内部
のインクが常に新しい最適な状態を維持することができ
る。その結果，インク自体が乾きやすい場合や，ヘッドが
高温乾燥環境に置かれた場合であっても，ノズル近傍のイ
ンク固着を回避して，安定に吐出を行なうことができる。
またノズルプレートの交換ができるので，仮にノズルが詰
まった場合でも，へッド全体を交換する必要がない。水性
インク用のSG1024/M-Aとセラミックインク用のSG1024/
M-Cの2種類をラインアップしている。

Galaxy	256/30HMとGalaxy	256/80HMは，ホットメル
トインク用のヘッドである。常温では粘土のような固形イ
ンクを最高125℃まで加熱できるヒータを内蔵しており，
液状にしたあとのインクを吐出することができる（Fig.	
7）。

3．高精細 SAMBA インクジェットヘッド

SAMBAヘッドの外観をFig.	8に示す。底面が平行四辺
形なので，インライン接続によるラインヘッドの長尺化が
可能である。ヘッドを千鳥配列する場合に比べてライン
ヘッドの幅が狭いので，複数のラインヘッドを互いに近接
させて装置を小型化したり，メディアの斜行による色ずれ
を抑えることができる。さらにラインヘッド全域に渡って
マーキング条件が均一になるので，隣り合うヘッドの位置
合わせ精度が飛躍的に緩和される。

SAMBAヘッドの技術的な特長を以下に記す：
1）MEMSプロセスによる加工

ノズル近傍のインク流路はシリコンをベースとしてお
り，半導体リソグラフィ技術を応用したMEMプロセスで
生産されている。シリコン界面の原子間力でウェハ同士を
接合するプロセスが採用されており，これを商業ベースで
実現している例は世界でも少ない。その加工精度は極めて

Fig. 5   Polaris printhead

Fig. 6   StarFire printhead

Fig. 7   Galaxy 256/30 HM

（a）Figure （b）Inline stitching

Fig. 8   SAMBA printhead
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高く，流体特性の個体ばらつきを抑えるとともに，Fig.	9
に示すような極めて小さい吐出方向ばらつきの実現に寄与
している。

2）スパッタPZT
SAMBAヘッドのPZTアクチュエータには，極めて高い

圧電定数を実現した当社開発のスパッタPZT成膜技術が
応用されている。（PZT＝チタン酸ジルコン酸鉛）	従来は
バルク状のPZTを薄く研磨する方法がとられていたが，
スパッタ化により生産工程が大幅に削減され，かつ吐出効
率をより均一化できるようになった。またスパッタPZT
膜は耐熱性が高いため，高温プロセスの自由度が広がり，
透湿性の低い保護膜を安定して表面に形成することが可能
になった。その結果，水分の侵入による寿命の低下を抑え
ることができ，高湿環境で高電圧パルスを7000億回印加す
る過酷な耐久試験においても，2048個のPZTアクチュ
エータがまったく故障しないという優れた実験結果を得て
いる。

3）インク循環可能な構造
前述のStarFireヘッドと同様に，SAMBAヘッドは，ノ

ズル近傍まで到達したインクを回収できる機構をもつ。

4）撥（はつ）液膜
シリコンノズルプレートの表面に下地として無機膜を形

成し，その上にフッ素を含んだ有機材料を高密度に配列さ
せることで，はっ水性の高い均一な膜を形成している。こ
れにより，吐出時の液滴の尾切れがよくなり，微液滴を安
定に吐出することができる。このはつ液膜は非常に薄いの
で，ノズル形状に影響がなく，吐出方向ばらつきの原因と
ならない。また基材（シリコン）との密着性が高いので，
ノズル面をゴムブレードなどでワイプしても，膜が削られ
にくい。そのため，はっ水性の寿命が長いだけでなく，ワ
イプによって削られた膜材料がワイプの下流側でノズルを
詰まらせるリスクが少ないので，長期にわたって安定した
吐出を維持することができる。

5）ノズル配置
ノズルは2048個で，32×64のマトリックス状に配置さ

れ，互いの位置関係は，メディアに着弾したインクが表面
張力によって融合する現象（着弾干渉）を回避するように

最適設計されている。ヘッド幅方向の解像度は1200dpi固
定で，メディア送り方向の解像度は1200dpiまたは600dpi
を想定している。1200×1200dpiの高画質モードでは格子
上にドットを配置する画像を形成し，1200×600dpiの高速
モードでは45度傾いた格子状にドットを配置（千鳥配置）
する画像を形成する（Fig.	10）。これにより，600×600dpi
と同じ生産性でありながら，より高精細な画像を形成する
ことができる。

6）内部保護膜
シリコンに形成したヘッド内部の流路をすべて保護膜で

覆っている。このため，幅広い種類のインクを入れること
ができる。また，仮にヘッド生産工程で流路の壁にゴミが
付いたとしても，その上に覆った保護膜によってゴミが剥
離しにくくなり，インクへの混入が抑制される。

SAMBAヘッドは，以下の3つの特長から，プリンテッ
ドエレクトロニクス分野にも応用できる可能性がある。

1）	滴量が小さい。デジタル印刷機JetPress720用に製品
化したヘッドは最小2plであるが，技術的には1pl以
下の設計も可能である。

2）	着弾位置精度が高い。基板にインクを着弾させる要
求精度が高い場合に有利。

3）	充填した液体へのコンタミが少ない。ヘッド内部の
流路をエッチングプロセスで作っているため，ゴミ
の付着が少ない。さらに内部保護膜もインクのコン
タミ抑制に寄与。

Dimatix社は，SAMBAヘッドによるインク吐出の飛翔
状態やプリント品質を評価するための開発キットを提供し
ている。これを利用すれば，短期間でヘッド評価環境を立
ち上げることができる。

4．マルチドロップ技術

Dimatix社は，連続した複数のパルスをPZTアクチュ
エータに印加して，液滴量を制御する技術（Versa	Drop技
術）を採用している。これによって，たとえばSG1024/M-A
で25～ 65plの範囲，Emerald	QE-256/80	AAAに至っては
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Fig. 9   Example of the jet straightness characteristics

（a）1200×1200 dpi （b）1200×600 dpi

Fig. 10   Image structure
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80 ～ 200plの範囲，といった具合に，ヘッドの吐出滴量を
自由に調整することができる。このため，一つのヘッドで
解像度の高い画像を形成したり，ボリューム感のある画像
を形成したりすることができる。

この複数のパルスのON/OFFをノズルごとに個別に選
択することで，グレースケールの吐出を行なうこともでき
る。これにより，すぐれた粒状性と高濃度の印刷を両立す
るだけでなく，吐出状態の悪いノズルを画像処理で補正す
ることも可能になる（Fig.	11）。

Versa	Dropの駆動波形の例をFig.	12に示す。Level	1～
3の3段階の吐出が可能にもかかわらず，1パルスによって
一度に吐出する液滴量が大きく変わらないので，ノズルの
メニスカスを最適な状態に維持することができる。そのた
め，長時間の安定吐出が可能になる。

5．おわりに

以上，Dimatix	社のインクジェットヘッド製品とその採
用技術について紹介した。いずれも優れたヘッドであるこ
とは自負しつつも，高品質なパターニングや印刷物を実現
するには，インクや，ヘッドのハンドリング技術，マーキ
ングプロセス技術を高いレベルで組み合わせる必要があ
る。富士フイルムグループは，自社ブランドのプリンタ開
発や，世界のプリンタベンダへの協力を通して，今後もそ
の技術を磨き，科学・技術・産業の発展に貢献していく。

商標について
・「SAMBA」「Emerald」「Polaris」「Sapphire」「StarFire」
「Galaxy」「Versa	Drop」は，FUJIFILM	Dimatix	Inc.の
登録商標または商標です。

・「Jet	Press」は，富士フイルム（株）の登録商標です。
・その他，本論文中で使われている会社名，システム・製

品名は，一般に各社の商標または登録商標です。

Higher Resolution Lower Resolution Grayscale

Fig. 11   Imaging by Versa Drop technology
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1．はじめに

インクジェットヘッドをはじめとするアクチュエータの
駆動部分には圧電材料が使用されている。これらのデバイ
スの高精細化や高性能化のためには，アクチュエータの構
造をMEMS技術などの半導体技術と組み合わせて微細化す
る必要がある。そのため圧電材料を従来のバルク材料の研
磨から薄膜材料に変更する研究開発が行なわれている1）。

圧電材料としては実績のあるPZT材料が用いられるの
が一般的である。何もドーピングしていない真性PZTの
バルク材料での圧電性能はd31＝－93pm/Vであり，アク
チュエータとしては十分な性能ではない。そのため一般的
には第三成分を添加した変性PZTあるいはリラクサ系の
材料が用いられている。圧電体材料を薄膜化する方法とし

ては，ゾルゲル法，スパッタ法，エアロゾルデポジション
法，CVD法などがある2-9）。これらの方法において，高い圧
電定数を有する良質な膜を得るために，成膜後のアニール
処理や，単結晶基板を用いたエピタキシャル成長の適用に
より結晶性を高めたりする工夫がなされている。しかしな
がら，MEMSプロセスとの相性のよいSi基板上に形成し
たものでは十分に圧電定数の高いものが得られていないの
が現状である。

本報告では，数μmオーダーの膜が容易に形成でき，汎
用性の高いスパッタ法を用いて，PZTに対してNbを添加
することで圧電定数を高めたPNZT膜を，Si基板上に電極
を介して形成した。得られた膜の特徴とMEMSデバイス
への応用について述べる。

高圧電定数NbドープPZT薄膜の形成とそのMEMS応用

藤井　隆満＊，直野　崇幸＊，向山　明博＊，新川　高見＊，
菱沼　慶一＊＊，ユーミン　リ＊＊，	ジェフリー　バークマイヤー＊＊

Preparation of Nb-doped PZT Thin Film with High Piezoelectric Performance 
and Its Application to MEMS Devices

Takamichi FUJII＊ , Takayuki NAONO＊ , Akihiro MUKAIYAMA＊ , Takami ARAKAWA＊ ,
Yoshikazu HISHINUMA＊＊ , Youming LI＊＊ , and Jeffrey BIRKMEYER＊＊

Abstract

We have developed a method of forming PZT films on silicon substrates with a high piezoelectric coefficient using RF 
sputtering. Films have been formed on 6-inch wafers with thickness variation of less than ＋ /－5% across the entire wafer. 
Our PZT film has an unusually high content of Nb dopant (13%) which results in 1.7-fold higher piezoelectric coefficient 
than sputtered PZT films previously reported. The X-ray diffraction patterns of our PZT film formed on a 6-inch wafer 
demonstrate that the film is in a perovskite phase with (100) orientation which partly accounts for its high piezoelectric 
performance. One of the unique properties of our sputtered PZT film can be observed in the P-E hysteresis loop shifted to the 
positive electric field, suggesting that the polarization axes have been aligned in a certain direction beforehand, making a 
post-deposition polarization process unnecessary. We applied the PZT film to an ink-jet head and micro-mirror as a MEMS 
device application, and demonstrated high actuation performances of both devices.
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2．スパッタ法を用いたNbドープPZT薄膜10-12）

2.1　NbドープPZT薄膜
PZTはペロブスカイト型構造を持つ複合酸化物であり，

Pb（ZrxTi1－x）O3の化学式で表わされ，Fig.	1に示す構造で
ある。AサイトにPb2＋イオン，BサイトにZr4＋イオンもし
くはTi4＋イオンが配置される。キュリー点以下において，
BサイトイオンであるTi4＋，Zr4＋が結晶中心からシフトす
ることによって自発分極を生じており，これらのイオンが
外部電界に対して変位応答することで強誘電性および圧電
性を発現する。本開発ではBサイトにNbを添加した材料

（以後：PNZT）を形成することで圧電定数を高める工夫を
行なった。

2.2　スパッタPNZT薄膜の成膜条件および評価方法
PNZT成膜用の基板として，（100）面Si基板を用いた。

PNZT薄膜は独自に開発した6インチ成膜が可能なRFマ
グネトロンスパッタ装置によって形成した。まず，Si基板
上にスパッタリング法によって20nmのTi系の密着層を形
成し，続けてIr下部電極を150nm成膜した。作製した基板
上に，Pb1.1（Zr0.46Ti0.42Nb0.12）O3ターゲットを用いたスパッ
タリング法によりPNZT膜を形成した。ターゲット中の
Zr：Ti比は，モルフォトピック境界（MPB）組成である
52：48としている。この組成は圧電定数，電気機械結合係
数共に最も高く，アクチュエータ用途に適している。また，
さらに圧電特性を向上させるため，ターゲットにNbを12	
％（ペロブスカイトBサイト換算）添加している。この条
件下で成膜温度450 ～ 550度の範囲にて安定してペロブス
カイト構造のPNZTを形成することができている。

得られたPNZT膜の評価として，X線回折測定（XRD）
によって結晶構造と配向性を確認し，SEM ／ TEMにより

断面構造を観察し，XRFにて組成分析を行なった。強誘電
特性の評価として，P-Eヒステリシスループの測定を行な
い，インピーダンスアナライザを用いて誘電率，誘電正接
の値を測定した。膜の機械的な変位特性は，微細加工に
よってダイアフラム構造を作製し，電圧印加時の変位量を
レーザードップラー振動計で測定した。さらにシミュレー
ションにより圧電定数（e31,	f）を決定した。さらにe31,	f測定
装置（aixACCT社製）によって評価を行なった。また，一
部の評価に関してはNbを添加していない真性PZTのサン
プルとの比較を行なっている。

2.3　構造／組成
得られた6インチウエハ上のPNZT膜のXRD測定結果

をFig.	2に示す。測定位置は，ウエハ中心からそれぞれ上
下左右に5cm離れた位置である。回折ピークより，この膜
はペロブスカイト相以外のピークは認められず，ペロブス
カイト単相を持つPNZTが得られていることがわかる。ま
た，結晶方位としては（100）方向に起因するピークのみが
現れており，結晶がこの方向に完全に配向していることが
わかる。

この膜の面内の組成分布をXRFにて測定した。得られ
た結果をTable	1に示す。ウエハ面内均一に約13％のNb
を含むPZTが形成されていることがわかる。一般的なバ
ルク材料では3％以上のNbを入れると，析出したり，パイ
ロクロア相が成長したりし，性能が悪くなる可能性がある
が，本成膜では良好に膜中に取り込まれていると考えてい
る。なお，今回の成膜条件下ではさらに多くのNbを添加
すると膜にクラックが生じたため，これ以上の添加は今回
行なっていない。

Nbドープ

ペロブスカイト構造

Zr, Ti Bサイト
O

Pb Aサイト

Fig. 1   Crystal structure of PZT. 
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Fig. 2   X-Ray diffraction pattern of PNZT film.

Position Pb/（Zr＋Ti＋Nb） Zr/（Zr＋Ti） Ti/（Zr＋Ti） Nb/（Zr＋Ti＋Nb）
Top 1.096 0.505 0.495 0.130 
Left 1.099 0.505 0.495 0.130 

Center 1.121 0.506 0.494 0.128 
Right 1.085 0.503 0.497 0.130 
Flat 1.086 0.502 0.498 0.129 

Table 1   Composition of 6-inch sputtered PNZT film at 5 locations on a wafer.
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得られた膜の断面SEMおよびTEMをFig.	3示す。得ら
れた膜は柱状構造であり，粒界や電極界面には空隙は観察
されておらず，緻密な膜であることがわかる。また，下部
電極界面から良好にPNZT膜が形成されている。

2.4　圧電特性ならびに電気的特性
得られた膜に上部電極を形成し，強誘電体特性として

P-Eヒステリシスを測定した。結果をFig.	4に示す。比較の
ため真性PZTのデータを重ねてある。Fig.	4よりPNZT膜
は良好なヒステリシスループを示していることがわかる。
真性PZTと比較するとPNZT膜はヒステリシスループが
右に大きくシフトしていることがわかる。これは分極状態
が最初から方向を持っていることを示しており，この膜材
料の大きな特徴の一つである（後述）。

6インチウエハ上の膜の膜厚，誘電率（ε），誘電正接（tan
δ），残留分極の最大値（Prmax）をTable	2に示す。それぞ
れの特性ともウエハ面内で比較的均一であることがわか
る。

2.5　PNZT薄膜の圧電定数評価，駆動特性，その
他の特性

圧電定数の算出を行なうために，Fig.	5に示すようなダ
イアフラム構造を，MEMS技術を用いて作製し，上下電極
間に電圧を印加しながら，ダイアフラム中心部の変位量を
レーザードップラー振動計にて測定した。その後，有限要
素法にて圧電定数d31を決定した10，11）。また，d31を決定す
るために重要なパラメータとしてPNZT膜のヤング率が
必要となるが，構造体の共振周波数から算出した49GPaを
用いた。結果としてこのPNZT膜のd31＝－259pm/vが得
られ，従来品の1.7倍程度の値であった。

別の実験として，aix	ACCT	Systems社製4-Point	Bending	
system	（aix4PB）を用いて，圧電定数e31,	fの測定を行なっ
た。長さ25mm×巾3mmのシリコン基板/下部電極/圧電
膜/上部電極が積層されたカンチレバーに4点曲げ法で応
力を印加し，正圧電効果により圧電膜に発生した電荷を読
み取ることで圧電定数e31,	 fが評価できる。Fig.	6に示すよ
うに，当社の膜ではe31,	 f＝－25.1C/m2という値が得られて
おり，現状の量産レベルでは最も高い性能である。

Fig.	5に示すようなダイアフラム構造体に下部電極を接
地電位として上部電極に電圧を印加して駆動特性を評価し
た。得られた結果をFig.	7に示す。得られたデバイスに①
のように上部電極をマイナスに印加することで変位は直線
的に大きくなり，電圧を下げていくと②のように直線的に
変位は減っていく。次にプラス方向に電圧を印加すると約
10V付近（圧電体の抗電界付近）で圧電体が分極反転する
ため変位の方向が変わり，さらに電圧とともに変位が大き

（a）
（b）

Nb-PZT1μm＊ Signal A ＝ InLens
Mag ＝ 10.00KX

Date：24 Feb 2010
WD ＝ 6mm

EHT ＝ 2.00kV ESB Grid ＝ 1400V

500nm

Si

Fig. 3   SEM and TEM images of PNZT cross-sections:
(a) SEM image and (b) TEM image.
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SOI wafer

Ti 50nm/Ir 150nm

Ti 50nm/Pt 150nm
PNZT 4μm

SiO2 0.3μm

Si 10μm

Si 625μm

Fig. 5   Schematic of diaphragm structure for 
displacement measurement.

・D032912-4#16-4 ： e31，f＝25.1C/m2

Fig. 6   Piezoelectric coefficient e31, f of PNZT film.

Position Thickness（μm） ε tanδ Prmax（μC/cm2）
Top 3.01 1161 0.020 38.8 
Left 2.96 1139 0.020 38.9 
Center 3.14 1209 0.022 37.6 
Right 2.99 1136 0.020 39.4 
Flat 3.09 1184 0.020 38.9 

Table 2   Film thickness, dielectric constant, tanδand max.
polarization of PNZT film at 5 locations on a wafer.
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くなる。その後電圧を低下させると④のような形状で変位
が生じる。Fig.	7には示していないが，再びマイナスに電
圧を印加すると再び①の特性となり，得られたPNZT膜は
分極状態が反転してもすぐに元に戻る特徴を有している。
つまり，初期からマイナス駆動で良好に変位する方向で分
極されており，逆方向に分極されてもすぐに元に戻り，強
く自発的に分極している膜である。なお，本膜のキュリー
点は静電容量の温度依存性から340度程度と一般的なPZT
材料と同等であった。さらに，本膜は加熱した後も再び分
極しており，常に自発的に一定方向を向いている膜である
ことがわかっている。

以上のことから，得られた膜は，成膜直後から予め分極
されていること，自発分極と逆方向には分極が向きにくい
こと，熱処理を行なっても再び元に戻るなどの特徴があ
る。これは長期間の安定した駆動性能，リフローなどの高
温プロセスにおいても脱分極しない，まったく分極処理が
不要であるなどのことを示しており，デバイス応用の際に
は有利な特徴であると考えている。

Fig.	8に3μm厚のPNZT膜の絶縁破壊電圧を調べるた
めに測定したI-V特性を示す。Fig.	8よりPNZT膜の絶縁
破壊電圧は300V以上あることがわかる。なお，マイナス
方向に電圧を印加しているのは，前述したように本膜が予
め分極されている方向，実際に駆動する方向，すなわち下
部電極を接地電位とした時に上部電極にマイナス電圧を印
加したためである。このような高い絶縁破壊電圧を有する
理由として，Fig.	2に示したようにこの膜が緻密で空隙の
ない膜であるためと考えている。高い絶縁破壊電圧を持つ

本PNZT膜をデバイスに応用することで，余裕を持った駆
動設計が可能である。

なお，絶縁破壊電圧はMEMS形成プロセスによるダ
メージのなどの影響も受けるため，デバイス化プロセスの
際には膜を慎重に取り扱う必要がある。

3．応用例

3.1　インクジェットヘッドへの適用
本研究で開発したPNZT膜のインクジェットヘッドへ

の適用を進めた。Fig.	9に圧電体を用いたインクジェット
ヘッドの概略図を示す。従来インクジェットヘッドはバル
ク材料をSi基板上に貼り付けて，研磨加工していたのに対
し，スパッタ法によってPNZT膜を直接形成することで，
厚みムラの低減，段差の低減，均一性の向上などが図るこ
とができる（Fig.	10）。また，バルク材料は脱分極があるた
め，リフロー後の分極劣化が大きく，扱いにくいという問
題もあったが，本開発の膜は前記したように分極処理が不
要かつ，熱に対しても変化しないため，高い耐久性があり，
さらにプロセス条件に技術余裕を持たせることが可能であ
る。
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Fig. 7   Displacement of PNZT film.
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Fig.	11に本開発の膜を用いてFUJIFILM	Dimatix社で製
造したヘッドモジュールの写真を示す。このインクジェッ
トヘッドは，MEMS技術との組み合わせにより，1200dpi，
2plの液滴，2048ノズル/インチ，100kHz，さらに高い耐
久性を実現しており，さまざまな用途に展開可能である。

3.2　マイクロミラーへの適用
マイクロスキャナの駆動方式としては，静電駆動，電磁

駆動，熱電駆動，圧電駆動の4種類に分けられる，それぞ
れ利点があるが，圧電方式は小型でかつ比較的低い電圧で
大きな駆動力を有するためさまざまな応用展開が考えられ
る13）。これまでに当社では医療応用の一つとして内視鏡に
組み込むことを前提としたマイクロミラーを開発した14）。
得られたデバイスのイメージとミラーの写真をFig.	12に
示す。MEMSミラーは両端の片持ち梁構造を駆動させ，そ
れに付随するミアンダ状のヒンジを介してミラーを保持し
ている。片持ち梁構造が上下することによって，ミラーが
回転駆動する。ヒンジの厚みや太さ，折り返し数を変更す
ることでデバイスの駆動特性を変えることが可能である。

Fig.	13に，前述の構造のデバイスにおいてPNZT膜と真
性PZTを用いたものを，それぞれ分極有り無しで駆動を
行なった場合の特性を示す。Fig.	13より，真性PZTは分極
処理なし（as-deposition）状態では0.5V駆動で約19°の光学

スキャン角が得られており，分極処理することで光学ス
キャン角が大きく増え0.5V駆動にて43°の光学スキャン角
が得られている。これはこの真性PZTの膜が分極を必要
とすることを示している。一方で，PNZT膜を用いたもの
は分極処理の有無にかかわらず，0.5Vで約128°の光学ス
キャン角を示した。

以上の結果より，開発したPNZTは従来の真性PZTに
比べて大きな圧電定数を持つこと，分極処理が不要なこと
がわかる。

MEMSミラーに関して，上記のような構造以外にさまざ
まな共振周波数のものを作製しその駆動周波数と光学ス
キャン角を評価した。また，Fig.	14に従来のもの（圧電，
電磁，静電を含む方式）と性能比較するために，論文から
引用した値を同時にプロットした15-22）。一般的にミラーの
スキャン角は駆動する周波数が大きくなるにしがたい小さ

Fig. 11   MEMS ink jet head“SAMBA”.
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くなる。そのため全体として駆動周波数が高いほどスキャ
ン角が小さくなっている。本研究で開発したミラーは，上
記の内視鏡用途の低速用（共振周波数：100Hz程度）とディ
スプレイ用途を考えた中速用（共振周波数：25kHz程度）
のもの，さらに医療用高速波長掃引を目指して作製した高
速用（共振周波数：65kHz程度）のものがある。それぞれ
のミラーともに従来の報告よりもスキャン角が大きくなっ
ている。これは，駆動源である圧電体のPNZTの性能が従
来の報告よりも優れているために得られた結果であると考
えている。

以上のように開発したPNZT膜をMEMS技術と組み合
わせることで，従来にない高い性能を有するMEMSミ
ラーが実現できることがわかった。今後はさらに圧電膜の
性能を向上すること，圧電膜の特徴を活かしたデバイス設
計をすることで，付加価値の高い商品の開発につなげてい
きたいと考えている。

4．まとめ

PZTに対してNbを添加したPNZT膜をスパッタ法によ
り6インチウエハに成膜し特性を評価した。得られた
PNZT膜は圧電定数d31＝－250pm/V，e31,	 f＝－25.1C/m2の
膜が得られ，この値は従来の真性PZT材料よりも著しく
高い性能を有するものである。6インチ面内での組成，膜
厚均一性，組成均一性は良好であり，成膜直後から分極さ
れていることから分極不要の膜であることがわかった。

本PNZT膜を用いて，インクジェットヘッドを作製し，
高画質，高速印字，高信頼性のヘッドを実現した。さらに
MEMSマイクロミラーへの適用においては，大きなスキャ
ン角度を実現することができさまざまなミラーへの用途展
開が可能であることを示した。

当社で開発したPNZT膜は従来にない優れた性能を有
しており，今後は本技術と親和性の高いMEMS技術と組
み合わせてさまざまなデバイスへ展開し，新たな価値を提
案していきたい。
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1．はじめに

環境負荷の少ない印刷システム採用を促すなど日本印刷
連合会のグリーンプリンティング認定制度など，印刷業界
では環境負荷低減の取り組みが進められている1）。

当社は印刷版メーカーとして，産業廃棄物である現像廃
液の排出量が少ないCTP（Computer	To	Plate）システム
や，使用済みCTP版に用いられたアルミニウムを，再度
CTP用原材料にリサイクルする「Plate	to	Plate」システム
の開発を行なってきた。

Fig.	1はこれら，環境配慮システムを図解したものであ
る。平版印刷版のプロダクトライフサイクルを通じて，さ
まざまな環境対応への取り組みを行ない，印刷の環境負荷
低減を推進してきた。

この中でCTPシステムについては，まったく廃液の出
ない無処理CTPシステム「ECO＆FREE	SYSTEM	XZ-R」
や，現像液廃液量削減システム「XR-2000/5000」との組み
合わせで大幅に現像廃液量を低減できるサーマルポジ
CTP版「XP-Series」などの環境に配慮したCTPシステム
を提供してきた。

この中でも無処理CTPシステムは，版を印刷機に装着，
印刷開始時に，機上現像を可能としたことで，アルカリ現
像はもちろん，ガム処理などの処理工程を一切不要とし
た，究極の環境配慮設計のCTPシステムである。Fig.	2は
無処理CTPシステムのプロセスを図解したものである。

アルミ陽極酸化皮膜のナノオーダー形状制御技術の開発

田川　義治＊，黒川　真也＊＊，松浦　睦＊，宮川　侑也＊，澤田　宏和＊

Development of Technique for Controlling the Nano-order Structure 
of Anodic Aluminum Oxide

Yoshiharu TAGAWA＊， Shinya KUROKAWA＊＊，Atsushi MATSUURA＊， Yuya MIYAGAWA＊， 
and Hirokazu SAWADA＊

Abstract

In our developed surface treatment technology, we deposit multiple different layers by fine-structure surface treatment to 
maintain the cleanness level of each layer, increase the surface area, improve surface adhesion, and thus achieve longer run 
length. This time, we applied the principle of our surface treatment technology to the nano structure of anodic aluminum 
oxide. In the traditional anodic aluminum oxide, the micro-pores are too small to create a photosensitive layer inside the 
pores and so cannot contribute to surface adhesion. In this study, we resolved this problem by making a fine structure which 
has larger micro-pores at the top of the layers and smaller micro-pores at the bottom of the layers.
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Fig. 1   Example of our environmental conservation efforts.
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アルカリ現像CTPが必要とするアルカリ現像とガム処理の
両方が不要となるため，付帯する処理機器も不要となる2）。

このように究極の環境配慮設計を実現した無処理CTP
印刷版「XZ-R」は，アルカリ現像CTPと比較すると耐刷
性はさらなる向上が必要であった。そこで当社は，無処理
CTP印刷版の耐刷性をさらに向上させるため，陽極酸化皮
膜のナノオーダー形状制御技術を開発し，支持体に適用す
ることにした。

2．当社無処理CTP版支持体の特徴

Fig.	3は当社無処理CTP（XZ-R）の層構成を示す。無処
理CTPは，重層構造の感光層，陽極酸化皮膜と凹凸構造

（砂目）を設けたアルミニウム支持体から構成される。CTP
支持体に必要な機能は，画像部においては感光層との密着
性，非画像部においては，インキ剥離性・保水性・親水
性・耐傷性である。課題である耐刷性を向上するために，
無処理CTPの支持体では，非画像部の機能を低下させず
に，感光層との密着性を向上する必要がある。

3．当社CTP用支持体の設計方針

3.1　従来技術
従来CTP支持体であるMGV（Multi-Grain	V）は，①数

10ミクロンオーダーの波長を有する大波，②ミクロンオー
ダーの波長を有する中波，③サブミクロンオーダーの波長
を有する小波を重畳した複数の波長成分からなる凹凸構造
を付与している。Fig.	4は従来CTP支持体の破断面形状を
示す。

このように異なる複数の波長を用いることで，各波長の
形状を維持しつつ，各波長での形状を制御することが可能
となる。このため，設計の自由度が増し，トレードオフ関
係となる物性値のバランスを向上することができる。

性能に影響する支持体の物性値としては，表面積，急峻
度，Ra（算術平均粗さ），Dpn（局所的に深い部分の密度）
などの数値が用いられる。表面積は耐刷に影響し，急峻度
は汚れ難さや水/インキバランスに影響する。Raは印刷水
上がり視認性に影響し，Dpnは感度などに影響する。Fig.	
5はこれら物性値の意味を図解したものである3）。

各波長設計のポイントを説明する。

（1）大波
湿し水の保水性を向上することで，印刷水上がり視認性

が向上する。Raを大きくすることで保水性が向上するが，
大きすぎると感光層膜厚がより不均一となり，感度に影響
が出る。Dpnを抑制することで，大波の均一分散化が可能
である。

（2）中波
中波は，汚れ難さや水インキバランスに関与する。中波

の急峻度を下げることで，インキの引っかかりが抑制さ
れ，汚れ難い支持体となる。一方，中波の急峻度を低下さ
せると，感光層との密着性に影響する表面積も低下し，耐
刷が低下する。つまり，最適化の範疇では汚れ難さと耐刷
はトレードオフになる。

（3）小波
汚れ難さに影響しない，サブミクロンオーダーの小波

を，急峻度を下げた中波に重ね合わせることで，低急峻度
と大表面積の両立が可能となる。これにより，汚れ難さと
耐刷のトレードオフ脱却を実現している。

感光層

アルミニウム
支持体

最上層
（酸素遮断性）

画像形成層
（高感度ラジカル重合系）

中間層（界面密着性）

支持体
（マルチグレイン砂目）

陽極酸化皮膜

Fig. 3   Configuration of CTP plate (XZ-R).

表面積：投影面積に対する実面積の増加率

Dpn：局所的に深い部分の密度
Ra：Ra＝1/L・∫｜f（x）｜dx

θ

急峻度：角度θが 45°以上
　　　　になる面積の割合

Fig. 5   Physical property parameters of substrate.

Fig. 4   Cross section of MGV.
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不要， 廃

液フリー
）

露光
サーマルCTP

印刷

Fig. 2   Process-less CTP system.
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3.2　新規技術　ナノオーダー形状制御
従来，無処理CTPは大波，中波，小波を持つMGV支持

体を使用している。無処理CTPの耐刷を支持体から向上
させるため，大きな波長に小さな波長を重畳することで高
表面積，低急峻度を達成してきた支持体開発の考え方を展
開し，新たに陽極酸化皮膜のナノオーダー構造制御技術を
開発した。

まず，従来の支持体設計方針を応用し，サブミクロン
オーダーの小波より波長の短い凹凸構造形成を検討した。
そのために，従来は耐傷性付与を目的としていた陽極酸化
皮膜の，数ナノオーダーの微細構造であるマイクロポアを
利用することにした。Fig.	6は，従来の大波，中波，小波
の波長と，陽極酸化皮膜のマイクロポア径の大きさを図示
したものである。

しかし，陽極酸化皮膜のマイクロポアは表層径が5 ～
10nmで小さく，この孔に感光層は追従しない。そこでマ
イクロポアを拡大することで感光層の孔内部への追従を検
討したが，大きな問題が発生した。すなわち，マイクロポ
アの表層径を拡大することで，孔内部に感光層を追従させ
ることはできたが，感光層が奥まで入り込むことで，機上
現像性が著しく低下した。また，機上現像ができた場合で
も，非画像部になった部分は，印刷中，拡大された孔の内
部にインキが入り込むため汚れが発生しやすくなった。

Fig.	7は表層径が5－10nmである従来のマイクロポア
を持つ陽極酸化皮膜と，マイクロポアの表層径を10nm以
上に拡大した陽極酸化皮膜の構造を模式的に示した概念図
である。

これに対し，陽極酸化皮膜のナノオーダー形状制御技術
を開発し，大径孔部（表面側）と小径孔部（底部側）から
なる陽極酸化皮膜の多段構造を形成可能とした。Fig.	8は，
陽極酸化皮膜の多段構造を示した概念図である。

表面に近い大径孔部は，ポア内まで感光層が追従するこ
とで，感光層と接触する表面積が大きくなり，耐刷性を向

上する機能を持たせる。一方，小径孔部は，径が小さく，
マイクロポアの底まで感光層やインキが浸入しない。大径
孔部と小径孔部からなる多段構造とすることで，現像性や
汚れを悪化させることなく耐刷性を向上できる。

さらに，従来の大波，中波，小波形状を変形させること
がないため，従来支持体の特徴，特に急峻度を維持したま
まで表面積の向上が可能である。Fig.	9は従来支持体と新
規支持体の表面の電子顕微鏡写真であり，新規支持体が従
来の大波，中波，小波形状を変形させることなく，表面に
大径孔部が形成できていることを示す。

汚れ難さに影響する中波の急峻度と，表面積の関係を
Fig.	10に示す。従来技術に比べて，同じ急峻度であって
も，より大きな表面積が可能であることがわかる。

3.3　無処理CTPの性能
無処理CTP感材での性能評価を行なった結果，無処理

CTPの重要な性能である機上現像性と，汚れ難さを維持し
ながら，耐刷を向上できることが分かった。（Table	1）

また，この技術を工業的に実施可能とする見込みを得
た。

波長 10μm

大波 中波 小波 陽極酸化皮膜
マイクロポア径

1μm 100nm 10nm未満

Fig. 6   Size of each wave.

（a）従来マイクロポア （b）拡大マイクロポア

陽極酸化皮膜
アルミニウム

陽極酸化皮膜
アルミニウム

5～10nm ＞10nm
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10

00
nm

感光層 感光層

Fig. 7   Anodic aluminum oxide and pore widening.

従来技術（MGV）
10nm

今回開発技術

支持体の表面写真（低倍率） 支持体の表面写真（高倍率）

支持体の表面写真（高倍率）支持体の表面写真（低倍率）

10nm

Fig. 9   Surface configuration of MGV and new one.

（a）従来マイクロポア （b）多段構造の概念図
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＞10nm
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Fig. 8   Configuration of new micro-pores.
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4．まとめ

CTP支持体に適用可能な，アルミ陽極酸化皮膜のナノ
オーダー形状制御技術を開発した。技術内容は以下であ
る。

●	陽極酸化皮膜に形成されるナノオーダーのマイクロポ
アを大径孔部，小径孔部からなる多段構造にする。

●	表層の大径孔部は，感光層と接触する表面積を増加さ
せることで，耐刷性を向上する。

●	内部の小径孔部は，マイクロポアの底部にまでの感光
層やインキの滲入を抑止することで，現像性や汚れ難
さを低下させない。

無処理CTPに適用した場合，機上現像性や汚れ難さを
維持しつつ，耐刷を大幅に向上できる。

本技術により，印刷市場における環境対応に従来以上に
貢献できるものと考える。
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新規支持体 MGV
露出感度 120mJ/cm2 120mJ/cm2

耐刷性（指数） 150 100
機上現像性 ○ ○
汚れ難さ ○ ○

Table 1   Performance of new plate.

急峻度（中波）

表
面
積

低（汚れ難い）←　　→高（汚れ易い）

低（
低
耐
刷
）←
　
→
高（
高
耐
刷
）

新規支持体

MGV

Fig. 10   Steepness and surface area.



42 新規含フッ素多官能アクリルモノマーの開発

1．はじめに

液晶ディスプレイは薄くて軽く消費電力も少ないことか
ら，PC用モニターからテレビへと用途を拡大し，最近では
携帯電話やスマートフォン，タブレットPCなどの携帯型
情報機器にも使用され，われわれの日常生活におけるさま
ざまなシーンで利用されるようになった。携帯情報機器へ
の液晶ディスプレイ搭載に伴って，外光の映り込みを抑え
る低反射性や，タッチパネル用途では指紋汚れの付着を抑
える防汚性，擦っても傷がつきにくい耐擦傷性などがディ
スプレイ最表面の機能として求められるようになってきて
いる。これらのニーズを満たすべく現在も活発な素材開発
が進展しているが，低屈折率性や低表面エネルギー性を発
現する含フッ素化合物のフィルムの構成素材への導入がこ
れら機能を実現するのに有効な方法である1）。耐擦傷性を
付与する場合には製膜過程で架橋反応を利用する方法が多
く用いられており，重合性基を複数有する含フッ素素材を
用いてフィルムを溶液製膜した後に硬化工程を経る方法で
製造することが好ましい。低反射性や防汚性を高めるため
には素材中のフッ素原子含有率を大きくする化合物設計が
有効であるが，フッ素含率を高めると汎用溶剤への溶解性
が著しく低下してしまい，溶液製膜が困難になることが一
般に知られている。また，共存する素材との相溶性も低下
するため添加剤が相分離しやすくなり，その結果フィルム
の透明性が低下したり，付与したい機能が発現しなくなっ
たりする問題も生じる。本報告ではこれらの課題を解決す
べく見出した，高フッ素含率でありながら汎用溶剤へもよ
く溶解する新規な含フッ素多官能アクリルモノマーについ
て詳細に説明する。

2．化合物設計と合成

新規フッ素化合物の開発を進めるにあたり，フィルム最
表面で要求機能を発現させるために下記3つを開発要件と
して挙げた。

①高フッ素含率であること
②溶剤溶解性に優れ，共存するほかの添加剤と相分離し

ないこと
③高い硬化性能を有する（＝高硬度の硬化物を与える）

こと
前述したように，要件①と②はトレードオフの関係にあ

ることが知られている。また要件③を満たすためには，従
来からのハードコート層用素材の検討知見より，3官能基
以上の重合性基の導入が必要である。市販品として入手可
能なフッ素化合物として，例えばFig.	1に示す構造の化合
物1が知られている2）。化合物1はフッ素含率が高くて

（44.3wt％）複数の重合性基を有しているものの，検討を進
めていく中でわれわれが要求するレベルでは要件①～③を
同時に満たさないことが分かった。特に要件②に関して，

新規含フッ素多官能アクリルモノマーの開発

原田　昌之＊，伊藤　孝之＊，石田　直也＊，勝又　泰司＊，鈴木　博幸＊

Development of Novel Fluorine-containing Multifunctional Acrylic Monomer

Masayuki HARADA＊, Takayuki ITO＊, Naoya ISHIDA＊, Taiji KATSUMATA＊, and Hiroyuki SUZUKI＊

Abstract

A highly fluorinated multifunctional acrylic monomer has been developed. The monomer exhibits a low refractive index 
(n=1.388), and provides polymers with high crosslink density. In spite of its high fluorine content (44.9wt%), the monomer 
easily dissolves in various organic solvents.
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Fig. 1   Commercially available fluorine-containing compound 1.
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共存するほかの添加剤の機能が発現しにくくなることが判
明し，他素材との相溶性向上の必要性が明確となった。化
合物1の分子構造においてはフッ素原子が多数置換した部
分ユニットが分子内で偏在している。この偏在部分が分子
の表面に位置しているために，非フッ素化合物であるほか
の添加素材に対して相分離を引き起こす原因になっている
と推測した。この問題を解決するため，われわれはフッ素
原子が多数置換する部分構造が分子表面に位置しないよう
な，Fig.	2に示す分子設計コンセプトを考案した。

Fig.	2の分子設計では化合物分子を「コア部」と「外縁
部」とに分けて考え，コア部にフッ素原子を多数置換させ
て分子中のフッ素含率を高める一方，分子の外縁部には均
等に炭化水素基を配置してフッ素原子の偏在部分を分子内
部に覆い隠すような構造とすることで，非フッ素化合物で
ある汎用有機溶剤や共存添加物との相溶性の付与を狙っ
た。「外縁部」に配置する炭化水素基に複数の重合性基（例

えばアクリル基）を導入すれば，要件③の「高い硬化性能」
についても同時に付与することが可能となる。

このようなコンセプトに基づいて具体的な化合物を設計
するにあたり，まずはコア部に必要な原材料として利用可
能な市販品フッ素化合物の調査を行なったが，コンセプト
に合致するような化合物は既知化合物にはなかった。そこ
でコア部の分子骨格自体の設計から着手した。

最終物として複数の重合性基を導入することを想定して
出発物質として多価アルコールを選び，通常の有機合成反
応を用いて適切な連結基（L）を導入した後に全フッ素化
反応で高フッ素含率のコア部を形成し，その後，末端にア
クリル基を導入することを計画した（Fig.	3）。

多価アルコールとしては3価のトリメチロールエタン
（TME），4価のペンタエリスリトール（PE），6価のジペン
タエリスリトール（DPE）を候補とした。Fig.	3のLにあ
たる連結基部分は，鎖長が長いほど全フッ素化反応後の
フッ素原子含率に寄与するが，一方で重合反応後のネット
ワーク構造を考えた場合にはむしろ鎖長が短い方が架橋点
密度が高くなり，より強固な硬化物を形成できるという観
点から好ましい。そこで，炭素数4までの直鎖連結鎖を検
討範囲とした。これら多価アルコールおよび連結ユニット
を利用してFig.	3に示すスキームで得られる最終物につい
て，まずは机上計算にて化合物フッ素含率，重合性基（ア
クリル基）含率，および架橋点間結合数を求めた。結果を
Table	1にまとめる。

フッ素置換率の
高いコア部

炭化水素
置換基

Fig. 2   Design concept of new fluorine compounds.

－CF2－ －（CF2）2－ －（CF2）3－ －（CF2）4－
（L1） （L2） （L3） （L4）

最終物のフッ素含率（wt％） TME 41.6 47.8 52.1 55.3
PE 37.2 44.9 50.0 53.6
DPE 39.5 46.2 50.8 54.1

最終物の重合性基含率＊1

（mmol/g）
TME 4.38 3.60 3.05 2.64
PE 4.90 3.94 3.29 2.82
DPE 4.46 3.64 3.08 2.67

最終物の架橋点間結合数＊2 7 8 9 10
原料入手性 ○ ○ △ △
合成適性 △ ○ ×～△ ×～△

＊1最終物の重合性基含率：化合物1グラムあたりに含まれるアクリル置換基のmmol数
＊ 2最終物の架橋点間結合数：アクリル基の反応点となる炭素原子と，分子内架橋点（＝分子鎖

が3つまたは4つに分岐している炭素原子）との間の結合数

Table 1   Calculated properties of designed fluorine compounds.

多価
アルコール母核

連結基導入

O

O

O

OH

OH

OH O L CO2CH3

O L
２）MeOH

１）全フッ素化反応
CO2CH3

O L CO2CH3 O Lf CO2CH3

O Lf CO2CH3

O Lf CO2CH3

R R Rf

O Lf CH2O

O Lf CH2O

O Lf CH2O

Rf

Fig. 3   Synthesis concept of new fluorine compounds.
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Table	1からわかるように，連結鎖の炭素数増加に伴っ
てフッ素含率が増加する一方，重合性基含率が減少し，架
橋点間結合数も増加してしまう。当社でのこれまでの検討
から得られた好ましいフッ素含率および重合性基含率の下
限値，さらには原料の入手性や合成の容易さなどの観点も
踏まえた結果，連結基としては炭素数2のL2タイプを選ぶ
ことにした。

L2タイプの連結基を有する含フッ素多官能化合物とし
て，化合物2 ～ 4を合成した（Fig.	4）。このうち化合物3の
合成スキームをFig.	5に示す。化合物3は化合物5から3工
程（トータル収率90％）で得られた。化合物3は淡黄色の
粘稠なオイル状物であり，その構造は1H	NMR，19F	NMR
およびMALDI-MSなどにより同定した。

化合物5は文献記載の方法3）を参考にペンタエリスリ

トールを出発原料として合成した。なお化合物5の合成に
あたり，炭素－水素結合をすべてフッ素原子に置換する全
フッ素化反応として液相フッ素化法を利用した4）。全フッ
素化反応は電解フッ素化反応や液相フッ素化反応，気相
フッ素化反応などが知られている。電解フッ素化反応は無
水フッ酸中で行なうため高極性化合物のフッ素化に適して
おり，また結合切断や再結合・異性化が進行しやすく収
率・純度に劣る傾向にある。気相フッ素化反応は反応熱制
御が困難でC-C結合開裂が進行しやすく，やはり収率・純
度に劣る。これらに対して液相フッ素化反応は，反応溶媒
の制約が厳しく（ペルフルオロ化溶剤），ラジカル連鎖で進
行するため反応制御が困難であるものの分子設計の自由度
が高く，また比較的高純度・高収率で目的物が得られるこ
とから，該方法を利用した。

O

C

O

O

O

O

C

OO

O

O

O

O

O

O

CF3 CF2OCF2CF2CH2O 化合物２

化合物3

化合物4

CF2OCF2CF2CH2O

CF2OCF2CF2CH2O

OCH2CF2CF2OCF2

OCH2CF2CF2OCF2

CF2OCF2CF2CH2O

CF2OCF2CF2CH2O

CF2OCF2CF2CH2O

CF2OCF2CF2CH2O

CF2OCF2

CF2OCF2CF2CH2O

OCH2CF2CF2OCF2

OCH2CF2CF2OCF2

OCH2CF2CF2OCF2

Fig. 4   Synthesized acrylic monomers containing fluorine atoms.
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Fig. 5   Synthesis scheme of compound 3.
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3．物性評価

得られた化合物2 ～ 4について汎用溶剤への溶解性を評
価したところ，いずれの化合物も大差なく溶解性に優れる
ことがわかった。一方，硬化膜の硬度については化合物3
≒化合物4＞化合物2の順で，合成適性（精製の容易さ）に
ついては化合物2≒化合物3＞化合物4の順で優れている
ことがわかった。これらの結果から，化合物3が全ての性
能を高いレベルでバランスよく満たすことがわかった。

溶解性，硬度，合成適性のバランスに最も優れていた化
合物3およびその硬化生成物について，市販品試薬である1，
6-Bis（acryloyloxy）-2，2，3，3，4，4，5，5-octafluorohexane

（化合物8，東京化成工業（株）製）と諸物性を比較するこ
とにした（Table	2）。化合物3のフッ素含率（44.9wt％）は
化合物8に比べて高く，これを反映して化合物3および硬
化生成物の屈折率は低くなっている。微小硬度は化合物3
の方が高い値を示しており，これは架橋基数が多いことと
架橋点間結合数が少ないことで硬化生成物の架橋構造が緻
密になっていることを反映した結果と考えられる。

また，化合物3の溶剤溶解性について詳細評価した結果
をTable	3に示す。SP値が極端に小さいn-ヘキサンや極端
に大きなメタノールには1％程度しか溶解しないものの，
酢酸エチルやメチルエチルケトンなどそのほかの汎用性各
種溶剤に対しては50wt％濃度でも相分離は見られず，非
常に高い溶解性を有していることがわかった。この高い溶
解性は，コート液として非常に使いやすいということだけ
でなく，組成物中に共存する各種添加剤とも相分離を起こ
し難いことも意味している。このような化合物3の特質は，
高い透明性・均一性が要求される光学用途に対して非常に
有効と言える。

4．まとめ

本研究で開発した新規含フッ素多官能アクリルモノマー
は，①高フッ素含率であり，②汎用の有機溶剤への溶解性
が高く，③重合性基を4つ有して緻密な架橋構造を形成す
ることができる　などの点で，従来の化合物には見られな
い特徴を有している。低屈折率性や低表面エネルギー性を
示す材料を高硬度で形成することが可能であり，光学フィ
ルム用途のみならず，表面コート剤やレンズ材料，ナノイ
ンプリント用材料などさまざまな応用展開が期待できる化
合物である。

参考文献

	 1）	山辺正顕監修．フッ素系材料の応用技術．シーエム
シー出版，2006，350p．

	 2）	共栄社化学株式会社．衣川雅之．パーフルオロ基含有
（メタ）アクリル酸エステル．特許公開2003-313242．
2003-11-06．

	 3）	Felling,	Kyle	W.;	Youngstrom,	Cameron	R.;	Lagow,	
Richard	J.	Journal	of	Fluorine	Chemistry,	2004,	125 
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D.;Murofushi,	H.;	Okamoto,	H.;	Tatematsu,	S.	
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化合物3 化合物8
外観 淡黄色透明液体 無色透明液体
フッ素含率 44.9wt％ 41.1wt％
屈折率 モノマー　1.388

硬化生成物＊　1.410
モノマー　1.390

硬化生成物＊　1.420
架橋点間結合数 8 11
架橋基数 4 2
接触角 91.8°（水）

66.8°（CH2I2）
74.9°（水）

36.5°（CH2I2）
アッベ数＊ モノマー 54.6

硬化生成物＊ 58.0
モノマー 55.7

硬化生成物＊ 60.0
微小硬度＊ 136N/mm2 112N/mm2

＊ 硬化生成物：化合物3または8（DAROCUR1173　1wt％含
有）をガラス基板に塗布した後，窒素雰囲気下室温で高圧水
銀灯（1,000mJ/cm2）を照射することで作成した。

化合物８

F2 F2

F2F2

O

O C
C

C
C O

O

Table 2   Chemical and physical properties of compound 3 and 8.

溶剤 SP値 各固形分濃度での溶解性
1wt％ 5wt％ 10wt％ 20wt％ 50wt％

n-ヘキサン 7.3 ○ × × × ×
トルエン 8.8 ○ ○ ○ ○ ○

酢酸エチル 9 ○ ○ ○ ○ ○
メチルエチル

ケトン
9.3 ○ ○ ○ ○ ○

アセトン 10 ○ ○ ○ ○ ○
イソプロピル
アルコール

11.5 ○ ○ ○ ○ ○

メタノール 14.5 ○ △ △ × ×

Table 3   Solubility of compound 3 in common organic solvents.
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p.33-38	(2012.11.15)

色素増感の電子移動機構II:AgBr/色素界面の真空
準位シフトの機構解明

谷　　　忠　昭 固体・表面光化学討論会講演要旨集,	
31st,	p.18-19	(2012.11.21)

超音波基礎技術テキスト	 	基礎技術応用の現況	 	 14
章		ZONE	Sonography技術の特徴

杉　田　望　代 超 音 波 検 査 技 術,	 37(7) ,	 p .S143-S144	
(2012.12.01)

Nobel	Dielectric	Metal	 Foil	 Substrates	 using	
Anodic	Aluminum	Oxide	for	Flexible	Electronics

YUUYA	Shigenori
KAITO	Ryozo
SATO	Keigo
YAMANE	Katsutoshi

Proc	 Int	Disp	Workshops,	 19th	 (Day	 1
－2),	p.785-786	(2012.12.03)

ウェブ・シートFile		3		熱分布測定フィルム「サー
モスケール」による熱測定の新たな提案

居　潟　俊　明 コンバーテック,	40(12),	p.56-59	(2012.12.15)

A	 Light-Stabilization	Mechanism	 of	Anionic	
Oxonol	Dyes	for	Digital	Versatile	Disks

TANABE	Mamoru
YOKOYAMA	Hiroshi
MIYASHITA	Yousuke

Jpn	J	Appl	Phys,	51(12),	122404	(2012.12.25)
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Collaboration	 study	 on	 eye	 irritation	 alternative	
method	with	 human	 corneal	mode;	 LabCyte	
CORNEA-MODEL24

KASAHARA	Toshihiko
KOJIMA	Hajime＊

他

Altern	Anim	Test	Exp,	17(Supplement),	
p.153	(2012.12.31)

Collaborative	project	in	JCIA	for	evaluation	of	skin	
sensitization	 using	 non-animal	 tests	 (first	 report)	
―Testing	 strategy	with	 h-CLAT,	DPRA	 and	
DEREK―

KASAHARA	Toshihiko
FUJITA	Masaharu
TAKENOUCHI	Osamu＊
他

Altern	Anim	Test	Exp,	17(Supplement),	
p.160	(2012.12.31)

Collaborative	project	in	JCIA	for	evaluation	of	skin	
sensitization	 using	 non-animal	 tests	 (second	
report).	―Development	of	evaluation	system	using	
artificial	neural	network	analysis―

KASAHARA	Toshihiko
FUJITA	Masaharu
HIROTA	Morihiko＊
他

Altern	Anim	Test	Exp,	17(Supplement),	
p.161	(2012.12.31)

Collaborative	project	in	JCIA	for	evaluation	of	skin	
sensitization	 using	 non-animal	 tests	 (third	 report)
―Using	logistic	regression	model―

KASAHARA	Toshihiko
FUJITA	Masaharu
OKAMOTO	Kenji＊
他

Altern	Anim	Test	Exp,	17(Supplement),	
p.162	(2012.12.31)

Prediction	of	skin	sensitization	potency	of	acrylates	
by	structure-activity	relationship	analysis

FUJITA	Masaharu
KASAHARA	Toshihiko
HIOKI	Takanori

Altern	Anim	Test	Exp,	17(Supplement),	
p.165	(2012.12.31)

ポリミキシンBの投与経路の違いによる腎毒性発現
の差

湯　浅　敦　子
丸　山　裕　子
梅　屋　直　久
日　置　孝　徳
佐　藤　　　洋

日本毒性病理学会講演要旨集,	29th,	p.87	
(2013)

画素サイズの微細化に適した有機光電変換膜積層
型CMOSイメージセンサ

後　藤　　　崇 Opt	Des,	(51),	p.33-38	(2013)

High	 Sensitive	 Photopolymerization	 Initiator	
System	using	Violet	Laser	 and	 Its	Application	 to	
Photopolymer	CTP	Plate

SHIBUYA	Akinori
KUNITA	Kazuto
KOIZUMI	Shigeo

J	Photopolym	Sci	Technol,	 26(2),	 p.249-
254	(2013)

Negative	Tone	Imaging	Process	and	Materials	for	
EUV	Lithography

TARUTANI	Shinji
NIHASHI	Wataru
HIRANO	Shuuji
YOKOKAWA	Natsumi
TAKIZAWA	Hiroo

J	Photopolym	Sci	Technol,	 26(5),	 p.599-
604	(2013)

EUV	Resist	Materials	Design	for	15nm	Half	Pitch	
and	Below

TSUBAKI	Hideaki
TARUTANI	Shinji
INOUE	Naoki
TAKIZAWA	Hiroo
GOTO	Takahiro

J	Photopolym	Sci	Technol,	 26(5),	 p.649-
657	(2013)

銀塩写真技術を応用した透明導電性フィルムの開
発

高　橋　俊　朗 フォトポリマー懇話会講演会,	 198th,	
p.IV.1-IV.7	(2013)
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Thin	Organic	 Photoconductive	 Fi lm	 Image	
Sensors	with	 Extremely	High	 Saturation	 of	 8500	
electrons/μm2

IMADA	Yuuki
ASANO	Hideki
INOMATA	Hiroshi
KOGUCHI	Hideyuki
IHAMA	Mikio
MISHIMA	Yasuyoshi
MORI	Mitsuyoshi＊
他

Dig	Tech	 Pap	 Symp	VLSI	 Circuits,	
2013,	p.255-256	(2013)

オフセット印刷における湿し水の近年の動向 渡　辺　邦　治 日本印刷学会誌,	50(3),	p.223-228	(2013)

プリプレス用CTP版の環境対応技術の進歩 佐　藤　尚　志 日本印刷学会誌,	50(3),	p.229-234	(2013)

Thin	Organic	 Photoconductive	 Fi lm	 Image	
Sensors	with	 Extremely	High	 Saturation	 of	 8500	
electrons/μm2

IMADA	Yuuki
ASANO	Hideki
INOMATA	Hiroshi
KOGUCHI	Hideyuki
IHAMA	Mikio
MISHIMA	Yasuyoshi
MORI	Mitsuyoshi＊
他

Dig	Tech	 Pap	 Symp	VLSI	Technol,	
2013,	p.19-20	(2013)

First-Principles	 Study	 of	Multiterminal	Quantum	
Interference	Controlled	Molecular	Devices

OKUNO	Yukihiro
OZAKI	Taisuke＊

J	Phys	Chem	C,	117(1),	p.100-109	 (2013.	
01.10)

これからのIE的課題	 	改善遂行のためのSWC思考
～需給業務の改善を通じて～

木　内　清　悟 経営システム,	22(4),	p.216-221	(2013.01.15)

肺がんの画像診断を支援する類似症例検索システ
ム「SYNAPSE	Case	Match」の開発

大　沢　　　哲 電子情報通信学会技術研究報告,	112	(411	
(MI2012	62－124)),	p.207-209	(2013.01.17)

ウェブ塗布ラミネート方式による20層光ディスク
の作成

見　上　竜　雄
望　月　英　宏
佐々木　俊　央
北　原　淑　行
津　山　博　昭
井　上　健一郎
伊　藤　雅　春＊

電子情報通信学会技術研究報告,	112 (416	
(MR2012	42－44)),	p.9-12	(2013.01.18)

教科書から一歩進んだ身近な製品の化学―美しさ
を作り出す化学―美しい肌を作り出す化学～光を
巧みにコントロールするファンデーション～

中　村　和　浩 化学と教育,	61(1),	p.36-37	(2013.01.20)

Demonstration	 of	 1.0μm	 InGaAs	High-Power	 and	
Broad	 Spectral	 Bandwidth	 Superluminescent	
Diodes	by	Using	Dual	Quantum	Well	Structure

OHGOH	Tsuyoshi
MUKAI	Atsushi
YAGUCHI	Junya
ASANO	Hideki

Appl	 Phys	 Express,	 6(1),	 014101	 (2013.	
01.25)

電力使用制限令下における富士フイルムグループ
節電活動の展開

福　岡　正　博
大　木　伸　高

省エネルギー ,	65(2),	p.39-42	(2013.01.30)
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光音響イメージングの医療応用に向けて―光音響
画像と超音波画像の融合―

辻　田　和　宏 日本レーザー医学会誌,	 33(4),	 p.380-385	
(2013.01.31)

最新の非破壊検査に活用されるX線技術		2）最新の
産業用コンピューティッド・ラジオグラフィにつ
いて	 	産業用CRに求められる性能と評価手法につ
いて

成　川　康　則 検査技術,	18(2),	p.71-75	(2013.02.01)

フラットパネルディテクタ2013	 	 富士フイルム製	
小型カセッテDR『CALNEO	C	mini	Wireless	SQ』
について

高　見　　　実 映像情報Med ica l ,	 45(2) , 	 p .137-138	
(2013.02.01)

有機イメージセンサの技術動向 井　浜　三樹男 画像ラボ,	24(2),	p.16-21	(2013.02.10)

もしも「ハニカム構造ポリマー /フィルム」が普及
したら?微細ハニカム構造膜の生産技術開発と医療
材料への応用について

山　崎　英　数 月刊Material	 Stage,	 12(11) ,	 p.20-25	
(2013.02.10)

酸化ストレスとその防御	 	ナノリコピンを配合した
アンチエイジングスキンケア商品の開発

乾　　　江梨子 Fragr	J,	41(2),	p.34-40	(2013.02.15)

富士フイルム―コア技術からの発展―銀塩写真・
印刷材料で培った有機材料技術

滝　沢　裕　雄
大　橋　秀　和

月刊ファインケミカル,	42(2), 	p.8-15	
(2013.02.15)

富士フイルム―コア技術からの発展―半導体製造
用最先端レジスト材料とそのプロセス技術開発

樽　谷　晋　司 月刊ファインケミカル,	 42(2) ,	 p.16-20	
(2013.02.15)

富士フイルム―コア技術からの発展―高性能・高
画質インクジェットにおけるインク技術

佐　藤　武　彦
大　関　智　之

月刊ファインケミカル,	 42(2) ,	 p.21-25	
(2013.02.15)

富士フイルム―コア技術からの発展―化粧品・サ
プリなどライフサイエンス分野への展開

田　代　朋　子
阪　口　博　之

月刊ファインケミカル,	 42(2) ,	 p.26-31	
(2013.02.15)

富士フイルム―コア技術からの発展―銀塩写真技
術を利用した新規機能性フィルムの開発

清　都　尚　治
岡　崎　賢太郎
鶴　見　光　之

月刊ファインケミカル,	 42(2) ,	 p.32-35	
(2013.02.15)

富士フイルム―コア技術からの発展―液晶ディス
プレイのさらなる進化を支える光学フィルム

米　山　博　之 月刊ファインケミカル,	 42(2) ,	 p.36-39	
(2013.02.15)

富士フイルム―コア技術からの発展―高容量テー
プストレージシステム用バリウムフェライト媒体
の開発

原　澤　　　建 月刊ファインケミカル,	 42(2) ,	 p.40-44	
(2013.02.15)

富士フイルム―コア技術からの発展―アルミ表面
処理技術をコアとするナノ構造形成技術とその応
用

堀　田　吉　則 月刊ファインケミカル,	 42(2) ,	 p.45-49	
(2013.02.15)

真空浸炭によるステンレス鋼の表面改質 川中子　　　睦
井　上　吉　弘＊

他

熱処理,	53(1),	p.4-10	(2013.02.28)
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小児撮影におけるX線検出器ごとの目標EI値の検
討

岩　木　　　健
丸　山　智　之＊

他

日本放射線技術学会総会学術大会予稿
集,	69th,	p.125	(2013.02.28)

新方式小サイズFPDによる新生児撮影における目
標EI値の検討

岩　木　　　健
大　坪　恵理子＊

他

日本放射線技術学会総会学術大会予稿
集,	69th,	p.125	(2013.02.28)

3Dマンモグラフィの診断能の検討 楠　木　哲　郎
遠　藤　登喜子＊

他

日本医学放射線学会総会抄録集,	 72nd,	
p.S229	(2013.02.28)

Electron	spin	resonance	shifts	in	S=1	
antiferromagnetic	chains

MAEDA	Yoshitaka
FURUYA	Shunsuke	C.＊
他

Phys	Rev	B	Condens	Matter	Mater	
Phys,	87(12),	p.125122	(2013.03)

デジタル映像撮影現場向け色管理システム「IS-100」
とそれを活用した映像製作ワークフロー

富士フイルム 映画テレビ技術,	(727),	p.32-36	(2013.03.01)

ミドルマネージャーの活性化	 	課長層の意識変革が
企業風土を変える―CMP(チェンジマネジメントプ
ログラム)研修―

瀬　能　正　己
刀　根　　　宏

産業訓練,	59(3),	p.20-27	(2013.03.01)

実験動物における歯の自然発生および薬物誘発性
変化

佐　藤　　　洋 日本獣医学会学術集会講演要旨集,	155th,	
p.111	(2013.03.04)

サラシア属植物エキスの吸収動態解析 小　田　由里子
植　田　文　教
石　川　　　静
柿　沼　千　早

日本農芸化学会大会講演要旨集(Web),	
2013,	WEB	ONLY	3A16P19(2013.03.05)

シクロパラフェニレンを用いたカーボンナノチュー
ブの合成

高　橋　依　里
大　町　　　遼＊

他

日本化学会講演予稿集,	 93rd(4),	 p.1091	
(2013.03.08)

15nmハーフピッチに向けたEUVレジスト材料設
計

樽　谷　晋　司 日本化学会講演予稿集,	 93rd(1) ,	 p.34	
(2013.03.08)

分子技術が拓く高機能材料 伊　藤　　　忠 日本化学会講演予稿集,	 93rd(1) ,	 p.126	
(2013.03.08)

アスタキサンチンの一重項酸素消去機構 藤　原　杏季子
森　　　淳　一
宮　下　陽　介
永　田　幸　三

日本化学会講演予稿集,	 93rd(3) ,	 p.817	
(2013.03.08)

新規含フッ素多官能アクリルモノマーの開発 鈴　木　博　幸
原　田　昌　之
石　田　直　也
勝　又　泰　司
伊　藤　孝　之

日本化学会講演予稿集,	 93rd(3),	 p.1044	
(2013.03.08)
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磁性ナノ粒子を用いた液相反応における高感度検
出

大　塚　　　尚 応用物理学会春季学術講演会講演予稿
集( C D－R O M ) ,	 60 t h ,	 27 P - G 17 - 10	
(2013.03.11)

メタマテリアルを利用したカーボンナノチューブ
の光捕集

安　田　英　紀
白　田　真　也
ZHANG	J.＊

応用物理学会春季学術講演会講演予稿
集( C D－ROM ) ,	 60 t h ,	 29A - P A3 - 1	
(2013.03.11)

導電性ポリマー/CNTコンポジットの熱電変換特性 西　尾　　　亮
林　　　直　之
高　橋　依　里
丸　山　陽　一
青　合　利　明

応用物理学会春季学術講演会講演予稿
集( C D－R O M ) ,	 60 t h ,	 27 P - B 9 - 15	
(2013.03.11)

アルミニウム陽極酸化膜付基板上に形成した
a-InGaZnO4-TFT

中　山　昌　哉
望　月　文　彦
祐　谷　重　徳
垣　内　良　蔵
田　中　　　淳
鈴　木　真　之

応用物理学会春季学術講演会講演予稿
集( C D－R O M ) ,	 60 t h ,	 29 P - G 19 - 10	
(2013.03.11)

PZT薄膜を用いたMEMS超音波探触子の特性評価
と画像描出

和　田　隆　亜
山　本　勝　也
向　山　明　博
藤　井　隆　満

応用物理学会春季学術講演会講演予稿
集( C D－R O M ) ,	 60 t h ,	 29 A - G 7 - 9	
(2013.03.11)

エネルギー差分法を用いた胸椎単純X線画像の臨
床的有用性

神　谷　尚　一
笹　川　武　史＊

他

日本整形外科学会雑誌,	 87(3) ,	 p.S785	
(2013.03.12)

Reliability	 Improvement	 of	 superluminescent	
diodes	 emitting	 at	 1.0μm	band	 using	 InGaAsP	
barrier	structure

OHGOH	T.
ASANO	H.
HAMAMOTO	K＊

Electron	Lett,	49(6),	p.409-410	(2013.03.14)

見た目の科学とアンチエイジング	 	光干渉断層像と
偏光画像の画像解析による肌の透明感・にごりの
評価

吉　田　那緒子
磴　　　秀　康
谷　　　武　晴
納　谷　昌　之

Fragr	J,	41(3),	p.29-35	(2013.03.15)

図書と情報環境デザイン―企業図書館からのメッ
セージ	 	図書と知識経営・知識活用のための図書・
情報サービスのあり方

中　山　章　子 ほすぴたるらいぶらりあん,	 38(1),	 p.2-7	
(2013.03.20)

全脊柱単純レントゲン画像の読影精度向上のため
の試み―CR画像最適化処理の脊椎分野への応用

神　谷　尚　一
笹　川　武　史＊

他

J	Spine	Res,	4(3),	p.299	(2013.03.25)
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レーザー光源搭載の新世代内視鏡システム
「LASEREO(レザリオ)」の開発

森　本　美　範
久　保　雅　裕
蔵　本　昌　之
山　口　博　司
加　來　俊　彦

FujiFilm	Res	&	Dev,	 (58),	 p.1-6	 (2013.	
03.27)

FUJIFILM	DR	D-EVO	plus	C24i/sの開発 北　野　浩　一
渡　邊　敬　太
別当屋敷　豪人

FujiFilm	Res	&	Dev,	 (58),	 p.7-10	 (2013.	
03.27)

画像診断を支援する類似症例検索システム
「SYNAPSE	Case	Match」の開発

大　沢　　　哲
久　永　隆　治
井　上　泰　助
星　野　　　貴
志　村　一　男

FujiFilm	Res	&	Dev,	(58),	p.11-14	(2013.	
03.27)

新機能性化粧品ブランド「ルナメア」の開発 村　口　太　一
立　石　朋　美
大　軽　郁　子
小　杉　拓　治
黒　岩　果　林
谷　　　武　晴
吉　田　那緒子
磴　　　秀　康

FujiFilm	Res	&	Dev,	(58),	p.15-19	(2013.	
03.27)

新アスタリフトシリーズの開発 乾　　　江梨子
村　口　太　一
北　岡　弘　行
森　　　幹　永
永　田　幸　三
澤　田　敏　彦
芝　本　匡　雄
織　笠　　　敦

FujiFilm	Res	&	Dev,	(58),	p.20-23	(2013.	
03.27)

自己乳化型DHA製剤の開発 阪　口　博　之
小　田　由里子
植　田　文　教
原　口　暢　之＊

FujiFilm	Res	&	Dev,	(58),	p.24-27	(2013.	
03.27)

バリウムフェライト磁性体によるエンタープライ
ズデータストレージシステム用の高性能テープメ
ディアの開発

高　野　博　昭
浅　井　雅　彦
小　柳　真　仁
大　石　忠　宏
臼　井　正　幸

FujiFilm	Res	&	Dev,	(58),	p.28-32	(2013.	
03.27)
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高耐刷サーマルポジCTPシステム「XL-T」の開発 青　島　徳　生
渡　辺　則　章
荒　　　陽一郎
倉　本　　　守
有　冨　隆　志
田　口　貴　規
安　原　祐　一
藤　井　重　克＊

FujiFilm	Res	&	Dev,	(58),	p.33-37	(2013.	
03.27)

ソフトウエア開発プロセスの改善効果予測と制御
技術の確立

本　多　八　郎
鈴　木　圭　一
相　磯　正　司＊

FujiFilm	Res	&	Dev,	(58),	p.38-41	(2013.	
03.27)

電子コミック向け画像処理技術の開発とその応用 野　中　俊一郎
寺　横　　　素
沢　野　哲　也
羽　田　典　久

FujiFilm	Res	&	Dev,	(58),	p.42-47	(2013.	
03.27)

熱可塑性ナノコンポジット光学材料の開発 大　林　達　彦
望　月　宏　顕
相　木　康　弘
鈴　木　　　亮

FujiFilm	Res	&	Dev,	(58),	p.48-51	(2013.	
03.27)

銀ナノ平板粒子を用いた近赤外反射材料の開発 清　都　尚　治
白　田　真　也
谷　　　武　晴
納　谷　昌　之
鎌　田　　　晃

FujiFilm	Res	&	Dev,	(58),	p.52-55	(2013.	
03.27)

アップテーパ型マルチモードファイバを用いる広
帯域・非接触・高効率光コネクタ

吉　弘　達　矢
小　野　幸　孝
笠　松　直　史

FujiFilm	Res	&	Dev,	(58),	p.56-59	(2013.	
03.27)

液相プロセスによる酸化物薄膜トランジスタの作製 梅　田　賢　一
東　　　耕　平
野　本　麻　紀
平　井　博　幸
田　中　　　淳
鈴　木　真　之

FujiFilm	Res	&	Dev,	(58),	p.60-64	(2013.	
03.27)

Dewetting	 Flow	Caused	 by	 Inter-surface	 Force	
during	Hydrophobic	Patterning

MIYAMOTO	Kimiaki FujiFilm	Res	&	Dev,	(58),	p.65-71	(2013.	
03.27)

Accurate	ACES	Rendering	 in	 Systems	Using	
Small	3D	LUTs

IWAKI	Yasuharu
UCHIDA	Mitsuhiro

SMPTE	Motion	 Imag	 J,	 122(3),	 p.41-47	
(2013.04)

デジタルラジオグラフィとX線CTにおける規格化
の動向		デジタルラジオグラフィ規格ISO16371-1の
紹介と動向(フィルムRTからの移行に伴う画質保証
の考え方とデジタル機器の品質の確認方法について)

窪　田　　　聡
大　岡　紀　一＊

非破壊検査,	62(4),	p.157-162	(2013.04.01)
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2012年日本光学会の研究動向		7.近接場光学 納　谷　昌　之 光学,	42(4),	p.181-183	(2013.04.10)

分割TMMを用いた熱画像測定における基準温度の
検討

山　本　勝　也
山　崎　　　聡＊

他

超音波医学,	40,	p.S423	(2013.04.15)

血管壁弾性計測自動化のための血管壁自動検出処
理の検討

宮　地　幸　哉
長谷川　英　之＊

他

超音波医学,	40,	p.S430	(2013.04.15)

蛍光ディファレンシャル二次元電気泳動による糖
尿病腎症患者尿のプロテオーム解析

山　下　　　亮
鏑　木　康　志＊

他

糖尿病,	56(Supplement	1),	p.S.365	(2013.	
04.25)

導電性ポリマー /CNT/光酸発生剤コンポジットの
熱電変換特性

高　橋　依　里
西　尾　　　亮
林　　　直　之
丸　山　陽　一
青　合　利　明

日本写真学会誌,	76(2),	p.139	(2013.04.25)

撥水性パターニングにおける表面間力によるハジ
キ流動

宮　本　公　明 日本写真学会誌,	76(2),	p.142	(2013.04.25)

ポリメチン色素の新たな機能化 稲　垣　由　夫 日本写真学会誌,	76(2),	p.145	(2013.04.25)

「X-Trans	CMOS」の開発 田　中　誠　二
植　松　照　智
河　村　典　子
倉　橋　秀　和
上　月　忠　司

日本写真学会誌,	76(2),	p.169	(2013.04.25)

色像保存性を中心とした写真用カプラー技術の変
遷

古　舘　信　生
高　橋　　　修

日本写真学会誌,	76(2),	p.180	(2013.04.25)

銀塩写真技術を応用した透明導電性フィルムの開
発

田　尻　　　新
一　木　　　晃
白　井　英　行

日本写真学会誌,	76(2),	p.192	(2013.04.25)

高フルクトース投与ラットに対する非結晶化リコ
ピンの作用

今　井　綾　乃
小　田　由里子
北　岡　弘　行
植　田　文　教
柿　沼　千　早
亀　井　飛　鳥＊

他

日本栄養・食糧学会大会講演要旨集,	
67th,	p.159	(2013.04.30)
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サラシア属植物エキスのヒトに対する免疫機能 小　田　由里子
植　田　文　教
柿　沼　千　早
宇津山　正　典＊

廣　川　勝いく＊

日本栄養・食糧学会大会講演要旨集,	
67th,	p.203	(2013.04.30)

Monolithically	integrated	flexible	Cu(In,Ga)Se2	solar	
cells	 and	 submodules	 using	 newly	 developed	
structure	metal	 foil	 substrate	with	 a	 dielectric	
layer

MORIWAKI	Kenichi
NOMOTO	Maki
YUUYA	Shigenori
MURAKAMI	Naoki
OHGOH	Tsuyoshi
YAMANE	Katsutoshi
ISHIZUKA	Shogo＊

他

Sol	Energy	Mater	Sol	Cells,	112,	 p.106-
111	(2013.05)

Impact	of	UV/O3	 treatment	on	solution-processed	
amorphous	InGaZnO4	thin-film	transistors

TANAKA	Atsushi
SUZUKI	Masayuki
UMEDA	Kenichi＊
他

J	Appl	Phys,	113(18),	184509	(2013.05.14)

職域検診時におけるメンタルチェックと睡眠時間，
喫煙，飲酒に関する検討

長谷川　里　美
志　和　忠　志＊

日本産業衛生学会講演集(CD－ROM),	
86th,	p.486	(2013.05.14)

ここまで来たIEE―NBI/BLIの意義と位置づけ		III		
新しいIEEの原理と画像(2)Blue	LASER	Imagingを
搭載した内視鏡システム―LASEREO

久　保　雅　裕
蔵　本　昌　之

Intestine,	17(3),	p.297-302	(2013.05.20)

インクジェット染料の高耐久化のための分子設計
と製造法の確立

矢　吹　嘉　治 繊維の応用講座要旨集,	 2013,	 p.13-22	
(2013.05.27)

CTP用支持体高表面積化技術―MGV技術からその
先へ―

田　川　義　治
黒　川　真　也
松　浦　　　睦
宮　川　侑　也
澤　田　宏　和

日本印刷学会研究発表会講演予稿集,	
129th,	p.13-16	(2013.05.30)

高感度UVインクジェットインク技術の開発 佐　藤　武　彦
幕　田　俊　之
望　月　喬　平
藤　井　勇　介

日本印刷学会研究発表会講演予稿集,	
129th,	p.45-48	(2013.05.30)

マンモグラフィの新しい経時比較機能の開発	高速
切り替え表示による読影支援

神　谷　尚　一
福　田　　　航

Rad	Fan,	11(6),	p.23	(2013.05.31)
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有機π共役材料の開発と有機エレクトロニクスへ
の展開	 (2)	 	 1	 有機光電変換薄膜積層型CMOSイ
メージセンサの開発

後　藤　　　崇
林　　　誠　之
鈴　木　秀　幸
澤　木　大　悟
浜　野　光　正
一　木　孝　彦
中　谷　俊　博
今　井　真　二
井　浜　三樹男
三　島　康　由

電気化学および工業物理化学,	 81(6) ,	
p.468-472	(2013.06.05)

第44回POCセミナー	POCT対応機器の特性を知る
―お茶室でPOCTはできるか―小型化への工夫		
C.富士ドライケム生化学分析装置NX500

弘　田　浩　之 医療と検査機器・試薬,	 36(3),	 p.313-315	
(2013.06.10)

スジムラ評価法の開発 磴　　　秀　康
石　井　善　彦

Imaging	Conference	Japan論文集,	2013,	
p.41-44	(2013.06.12)

粒子法による微小液滴の合一，濡れ挙動シミュレー
ション

渡　辺　裕　幸
又　木　裕　司
井　上　斉　逸
高　橋　良　輔＊

他

Imaging	Conference	Japan論文集,	2013,	
p.149-152	(2013.06.12)

インクジェットプリンタにおける用紙吸着搬送の
シミュレーション

小　野　澤　祥
尾　崎　多可雄
渡　辺　裕　幸
伊　藤　朋　之＊

他

Imaging	Conference	Japan論文集,	2013,	
p.157-160	(2013.06.12)

Laser-SNMSによる有機物分析 野　田　浩　之
蜂　谷　正　樹
石　川　丈　晴＊

他

J	Surf	Anal,	20(1),	p.A.6-A.9	(2013.06.19)

ビジネスモデル構築に繋がる知財活動のために―
知財部門の課題と戦略的役割―

山　田　貞　美
岡　本　貴　洋＊

他

知財管理,	63(6),	p.895-907	(2013.06.20)

2012年と写真の進歩		6.画像保存 大　関　勝　久
山　口　孝　子＊

日本写真学会誌,	 76(3),	 p.249-251	 (2013.	
06.25)

銀ナノ石畳構造による波長選択遮蔽フィルム 谷　　　武　晴
白　田　真　也
清　都　直　治
都　丸　雄　一
鎌　田　　　晃
納　谷　昌　之

光学シンポジウム講演予稿集,	38th,	p.67-
70	(2013.06.27)

富士フイルムのR&Dの変革と新たな成長戦略につ
いて

井　上　伸　昭 豊田自動織機技報,	(64),	p.34-43	(2013.07)
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Initiation	 of	 carbon	 nanotube	 growth	 by	well-
defined	carbon	nanorings

TAKAHASHI	Eri
OMACHI	Haruka＊

他

Nat	Chem,	5(7),	p.572-576	(2013.07)

Effect	of	Thermal	Conditions	on	Bit	Error	Rate	for	
Barium-Ferrite	Particulate	Media

KURIHASHI	Yuichi
SHIMIZU	Osamu
MURATA	Yuto
ASAI	Masahiko
NOGUCHI	Hitoshi

IEEE	Trans	Magn,	 49(7),	 p.3760-3762	
(2013.07)

Distribution	 of	Thermal	 Stability	 Factor	 for	
Barium	Ferrite	Particles

SHIMIZU	Osamu
KURIHASHI	Yuichi
WATANABE	Isamu
HARASAWA	Takeshi

IEEE	Trans	Magn,	 49(7),	 p.3767-3770	
(2013.07)

環境適合型難燃性セルロース樹脂コンポジットの
開発と実用化

澤　井　大　輔
八　百　健　二＊

他

セルロース学会年次大会講演要旨集,	
20th,	p.85	(2013.07.01)

バリウムフェライト磁気テープにおける熱安定性
パラメータ分布の影響

栗　橋　悠　一
清　水　　　治

電子情報通信学会技術研究報告,	113 (127	
(MR2013	6－13)),	p.25-29	(2013.07.05)

感熱記録技術の基礎と最新技術動向 寺　嶋　尚　久 日本画像学会技術講習会,	75th,	p.88-104
(2013.07.11)

3D画像解析システムSYNAPSE	VINCENT―診断
から治療支援へ:画像認識技術の応用

李　　　元　中
伊　藤　　　渡

Innervision,	28(8),	p.18-19	(2013.07.25)

マンモグラフィ―新診断方法の創造 安　田　裕　昭 Innervision,	28(8),	p.20-21	(2013.07.25)

Initiation	 of	 carbon	 nanotube	 growth	 by	well-
defined	carbon	nanorings

TAKAHASHI	Eri
SEGAWA	Yasutomo＊
他

フラーレン・ナノチューブ・グラフェン
総合シンポジウム講演要旨集,	45th,	p.48	
(2013.08.05)

スーパーハイビジョンカメラの広色域化 斎　田　有　宏
添　野　拓　司＊

他

映像情報メディア学会年次大会講演予
稿集(CD－ROM),	2013,	10-5	(2013.08.07)

Additive	 Effect	 on	 Reductive	Decomposition	 and	
Binding	 of	 Carbonate-Based	 Solvent	 toward	 Solid	
Electrolyte	 Interphase	 Formation	 in	 Lithium-Ion	
Battery

USHIROGATA	Keisuke
OKUNO	Yukihiro
SODEYAMA	Keitaro＊
他

J	Am	Chem	Soc,	135(32),	 p.11967-11974	
(2013.08.14)

美肌食品の最前線―注目の素材の美肌効果・機能
性―注目抗老化素材''アスタキサンチン''の肌に対
する機能と素材開発

乾　　　江梨子
本　間　俊　之

月刊ファインケミカル,	 42(8) ,	 p.33-37	
(2013.08.15)

知財人材の育成―知財専門力+知財マネジメント力
の育成―

仲　田　公　明
岩　崎　秀　人＊

他

知財管理,	63(8),	p.1253-1272	(2013.08.20)
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電離放射線に対するハロゲン化銀乳剤の潜像形成
機構（II）分光増感した乳剤への適用

井　浜　三樹男 日本写真学会誌,	 76(4),	 p.333-340	 (2013.	
08.25)

UV硬化技術の新しい流れ	 	計測フィルムソリュー
ションの開発―紫外線光量分布測定フィルム〈UV
スケール〉を中心に―

居　潟　俊　明 プラスチックスエージ,	 59(9) ,	 p.76-78	
(2013.09.01)

写真フイルムの技術を，美しい肌作りのために 中　村　善　貞 日本油化学会年会講演要旨集,	52nd,	p.80	
(2013.09.03)

UVA照射ヘアレスマウスに対する食餌用アスタキ
サンチンの光老化抑制作用

斎　藤　仁　美
佐々木　　　克＊

他

日本油化学会年会講演要旨集,	52nd,	p.102	
(2013.09.03)

Bendable	Electro-Acoustic	Transducer	Fabricated	
Utilizing	Frequency	Dispersion	of	Elastic	Modulus

MIYOSHI	Tetsu
OHGA	Juro＊

Jpn	 J	Appl	 Phys,	 52(9,issue2),	 09KD16	
(2013.09.25)

A	Feasibility	 Study	 of	 25	 GB/Layer	Dynamic	
Recording	Using	Two-Photon	Material	 and	Heat-
Mode	Bump	Formation	Method

SASAKI	Toshio
MOCHIZUKI	Hidehiro
MIKAMI	Tatsuo
KITAHARA	Toshiyuki
TSUYAMA	Hiroaki
INOUE	Kenichirou

Jpn	 J	Appl	Phys,	52(9,Issue	 3),	 09LB01	
(2013.09.25)

Twenty-Layer	Optical	 Disc	 Fabricated	 by	Web	
Coating	and	Lamination

MIKAMI	Tatsuo
MOCHIZUKI	Hidehiro
SASAKI	Toshio
KITAHARA	Toshiyuki
TSUYAMA	Hiroaki
INOUE	Kenichirou
ITO	Masaharu＊

Jpn	 J	Appl	Phys,	52(9,Issue	 3),	 09LC01	
(2013.09.25)

台湾特許調査手法の検討: ～網羅的かつ効率的に台
湾特許を調査する手法の検討～

田　畑　文　也
石　田　政　司＊

他

情報プロフェッショナルシンポジウム
予稿集,	10th,	p.59-64	(2013.09.27)

中国特許の中国語キーワード検索検証:中国語を用
いた特許調査の網羅性向上

田　畑　文　也
石　田　政　司＊

他

情報プロフェッショナルシンポジウム
予稿集,	10th,	p.77-82	(2013.09.27)

高精度・高分解能コンピューティッド・ラジオグ
ラフィの開発

成　川　康　則 検査技術,	18(10),	p.47-53	(2013.10.01)

「化学工学年鑑2013」13.材料・界面 宮　本　公　明
平　沢　　　泉＊

他

化学工学,	77(10),	p.749-753	(2013.10.05)
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直接変換型TFT方式の新型マンモグラフィ装置の
乳がん画像診断への適用についての検討

荒　井　毅　久
森　田　順　也
福　田　　　航
千　代　知　成
遠　藤　登喜子＊

他

日本乳癌検診学会誌,	 22(3),	 p.556	 (2013.	
10.20)

† Xenopus	 laevis	 Ctc1-Stn1-Ten1	 (xCST)	 protein	
complex	is	involved	in	priming	DNA	synthesis	on	
single-stranded	DNA	 template	 in	Xenopus	 egg	
extract

Saito,	M.
Nakaoka,	H.＊
他

Journal	 of	 Biological	 Chemistry,	 287(1),	
619-627	(2012)

† Preparation	 and	 luminescence	 properties	 of	
organic	phosphorescent	nanoparticles

Miyashita,	Y.
Horino,	S.
Kasai,	H.＊
他

Japanese	 Journal	 of	Applied	 Physics,	
51(2	PART	1),	25002	(2012)

† Influence	of	laser	pulse	width	to	the	photoacoustic	
temporal	waveform	and	the	image	resolution	with	
a	solid-state	excitation	laser

Irisawa,	K.
Hirota,	K.
Tsujita,	K.
Hirasawa,	T.＊
他

Progress	 in	 Biomedical	Optics	 and	
Imaging	 -	 Proceedings	 of	 SPIE,	 8223,	
82232W	(2012)

† Image	registration	method	based	on	multi-resolution	
for	dual-energy	subtraction	radiography

Kawamura,	T.
Omae,	N.
Yamada,	M.
Ito,	W.
Kawamoto,	K.＊
他

Progress	 in	 Biomedical	Optics	 and	
Imaging	 -	 Proceedings	 of	 SPIE,	 8314,	
83141S	(2012)

† Automatic	 coronary	 extraction	 by	 supervised	
detection	and	shape	matching

Kitamura,	Y.
Li,	Y.
Ito,	W.

Proceedings	 -	International	Symposium	
on	Biomedical	Imaging,	234-237	(2012)

† A	microfabricated	platform	to	form	three-dimensional	
toroidal	multicellular	aggregate

Nakano,	T.
Masuda,	T.＊
他

Biomedical	Microdevices,	 14(6),	 1085-
1093	(2012)

† A	 novel	 quarter -wave	 retardat ion	 f i lm	 for	
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編 集 後 記

　当社は2014年1月20日に記念すべき創立80周年を迎えました。これを機に顧客価値を生み出し
続けることを宣言したコーポレートスローガン “Value	 from	 Innovation” とブランドステートメン
トを新たに掲げました。また当社技術と社外技術による “共創” を目的に，Open	 Innovation	Hub
を東京ミッドタウンウェスト2階に開設しました。当社の将来，10年先，20年先を見据えた新たな
スタートラインに立ったと言えます。
　本誌については，当社の研究開発活動の成果を紹介するために毎年出版され，開発した新製品や
新技術について解説した原著論文と，最近発行された学術誌からの転載論文により構成されていま
す。本年度は，進展が大きいメディカル／ヘルスケア分野，インクジェット分野を中心に，原著論
文10テーマと転載論文14テーマを取り上げました。この他にも製品化に向けて佳境を迎えている
ものが多く，次号以降での掲載を期待しています。“共創” をキーワードとする研究開発活動，新
規ビジネス創出活動で，本誌がその一助になれば幸いです。

（編集委員長　青合　利明）
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