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１．序文 

 
平成１７年度より３ヵ年の間、当社が取り組んだ「可逆性染料を利用した低エネルギー

リライタブルプリント技術の開発」の開発事業を終了するに当たり、３ヵ年の間に行って

きた開発内容について、ここに技術開発促進事業終了報告書として提出する。 
 
本技術開発は、当社社長、福島格、自らが考案した独創的な Intelligent Thermal 

Technology を用いて、これまでのサーマル技術では成し得なかった方法により、省エネ・
省資源・低価格・小型・軽量といった特徴を備えたリライタブルプリント技術であり、ま

た、それを実行することで地球温暖化ガスの発生を抑制することができる画期的なリライ

タブルプリント技術に関する開発である。 
具体的には、サーミスターを発熱素子として用いたサーマルヘッドと、１ドットの印字

中に温度を測定してフィードバックを掛けながら１ドット印字のために供給される積算総

エネルギーを計算して加熱制御する方法であり、世界で唯一のワンヘッド・ワンパス・リ

ライトを実現できるリライタブルプリント技術である。 
次ページ以降、平成１７年度から平成１９年度の３ヵ年で取り組んだ技術開発について

記載する。 
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２．技術開発の概要 

平成１７年度から１９年度までの３年間、以下の開発を行った。 
番号 17年度 18年度 19年度 
１ 平面ﾍｯﾄﾞの開発 端面ﾍｯﾄﾞの開発 端面ﾍｯﾄﾞの開発 
２ 平面ﾍｯﾄﾞの制御ﾌﾟﾛ

ｸﾞﾗﾑ開発 
端面ﾍｯﾄﾞ用制御ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑの開発 端面ﾍｯﾄﾞ用制御ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑの

開発 
３ ｶｰﾄﾞ用ﾘﾗｲﾀﾌﾞﾙﾌﾟﾘﾝﾀ

の機構部開発 
端面ﾍｯﾄﾞ搭載のｶｰﾄﾞ用ﾘﾗｲﾀﾌﾞﾙ

ﾌﾟﾘﾝﾀの機構部開発 
ｶｰﾄﾞ用ﾘﾗｲﾀﾌﾞﾙﾌﾟﾘﾝﾀの機

構部開発 
４  ﾄﾞﾗｲﾌﾞｾﾝｽ用 LSI の回路ﾊﾟﾀｰﾝの

開発 
電気回路設計、ﾄﾞﾗｲﾊﾞ基板

/制御基板の開発 
５  ﾄﾞﾗｲﾌﾞｾﾝｽ用 LSIの開発 ﾄﾞﾗｲﾊﾞ基板/制御基板の組

立て加工 
６  電気回路設計、ﾄﾞﾗｲﾊﾞ基板/制御

基板の開発 
ｶｰﾄﾞ用ﾘﾗｲﾀﾌﾞﾙﾌﾟﾘﾝﾀの性

能評価、使用環境評価 
７  ﾄﾞﾗｲﾊﾞ基板/制御基板の組み立て

加工 
量産２次試作の各種部材、

及び関連するﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑの開

発 
８  ｵﾍﾟﾚｰｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ開発 流通ｶﾝﾊﾞﾝ用ﾘﾗｲﾀﾌﾞﾙﾌﾟﾘﾝﾀ

の開発 
９  ｶｰﾄﾞ用ﾘﾗｲﾀﾌﾞﾙﾌﾟﾘﾝﾀの機構部開

発 
ｵﾌｨｽ用ﾘﾗｲﾀﾌﾞﾙﾌﾟﾘﾝﾀの開

発 
１０  ｶｰﾄﾞ用ﾘﾗｲﾀﾌﾞﾙﾌﾟﾘﾝﾀの組立て調

整 
 

１１  ｶｰﾄﾞ用ﾘﾗｲﾀﾌﾞﾙﾌﾟﾘﾝﾀの性能評価  
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３．技術開発の内容 

 
３－１．カード用リライタブルプリンタの開発 
 
３－１－１．平面ヘッドを搭載したリライタブルカードプリンタの開発 
 
（A）平面ヘッドの開発 
 
（１）目的 
サーマルヘッドには発熱体がどの位置にあるかにより３種類のヘッドが存在する。平面

ヘッド・端面ヘッド・縦型ヘッドである。弊社が先行試作した ITヘッドの形状は、３種類
の中で最も低コストの平面ヘッド（セラミック板の中央寄りに発熱素子が位置する形状）

である。通常の感熱紙などでは、支持板上の何処にヘッドが位置するかは余り問題になら

ないが、ことリライタブルプリントに関してはそれが非常に重要である。 
これまで競合他社が販売しているリライタブルプリンタの方式は、最初にヒーターロー

ラーで文字消去の温度と熱エネルギー（105-130℃の熱をゆっくりと掛けて印字後に徐冷す
ることで文字情報を消去＝「低温徐冷」）でリライタブル用紙を加熱して文字情報を消去し、

その後、既存技術のサーマルヘッド（加熱時の温度を計測できない。）で文字書き込みの温

度と熱エネルギー（180℃の熱を瞬間的に掛けて印字後に急冷することで文字情報を書き込
み＝「高温急冷」）でリライタブル用紙に文字書き込みを行う２回加熱方式である。この方

式の場合には、文字消去のためにヒーターローラーを常時加熱しているためエネルギー効

率が極めて悪い。例えば、ポイントカードを店舗で使っている場合、仮に営業時間が１０

時間だとしたとき、プリンタでリライト印字されるカードが数十分に満たなくてもヒータ

ーローラーは１０時間連続加熱している。これはエネルギーロスが非常に大きい。ポイン

トカードに限らず、ＪＲ東日本が推進している定期券スイカカードもまたしかりである。

定期券の更新は１ヶ月、３ヶ月、若しくは６ヶ月に１度の書き換え（リライト）となるが、

何時お客が定期券の更新に来るかもしれないということから２４時間ヒーターローラーで

加熱しているのが実情である。また、こうしたシステムで使われている文字書き込み用の

サーマルヘッドは、瞬間加熱で文字書き込みを行うが、従来技術では加熱時の温度を計測

できないため常に発色に必要な熱量よりも大きなエネルギーを掛け続けている。サーマル

ヘッドで与えるエネルギーが低ければ発色しないが、高すぎる場合には発色エネルギーが

発色温度及びエネルギー制御が曖昧な加熱しか行えないため既存のサーマルヘッドでは常

に過加熱が掛かるように設定している。 
一方、弊社方式は、１本の ITサーマルヘッドによる１度の加熱と熱エネルギーによるシ
ンプルな方式である。弊社方式のサーマルヘッドは、加熱しながら温度を計測して積算し
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た熱エネルギーが発色に必要なエネルギーに到達した時点で offにするという制御方式のた
めリライト印字する際の熱エネルギーが従来ヘッドと比較して極めて小さい。そのため、

弊社方式では、文字消去と文字書き込みに係るメカニズムと加熱制御が非常に高精度であ

り、且つ重要となる。 
リライト印字の場合、文字を高濃度で発色させるためには加熱後の急冷が必要だが、サ

ーマルヘッドの中の発熱素子を支えるセラミック板が蓄熱して、その輻射熱が発色直後の

文字書き込み部に当たると、文字消去に必要な温度と熱エネルギーが供給されるため、発

色濃度が低くなる傾向がある。この状況は、結果としてダイナミックレンジを狭くするた

めリライト印字品質の低下を招く。このような問題を解決するために新たな構造のサーマ

ルヘッドを開発する。 
 
（２）方法 
サーマルヘッドの発熱素子を支持体であるセラミック板の端まで移動して端面ヘッドに

近い構造に変更する。これにより高温短時間の加熱で発色させた文字書き込み部分の濃度

低下を防止する。端面ヘッド、縦型ヘッドにするとこうした問題は起きないが、サーマル

プリンタの構成部品の中で大きなコスト・ウェイトを占めるサーマルヘッドを廉価な構造

の平面ヘッドにすることでプリンタ原価を低く抑えられるので、今後の事業化にとっては

大きな影響を持つ開発である。 
 
（３）結果、考察 
今回の発熱素子を端面まで近くすることでリライタブル印字後の急冷が可能となり、リ

ライタブルプリント後に印刷した文字が薄くなる問題（濃度低下）を完全に解決できる。 
◆ サーマルヘッドの形状 
今回開発したサーマルヘッドと弊社が先行試作したサーマルヘッドを以下に示す。 
上が弊社で先行試作したサーマルヘッド、下が今回開発したサーマルヘッドである。 

 

今回、発熱体をセラミック板の端に寄せたが、発熱体が乗っているか解り難いので以下に

一部を拡大した写真を掲載する。 
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リライタブル用紙をリライト印字する際の用紙搬送方向は矢印の点線のように、上から下

に向けて搬送される。先行試作したサーマルヘッドは、リライト印字したときに加熱され

るが繰り返して加熱を行うとセラミック板が徐々に蓄熱してリライト印字後の発色濃度を

低温で再加熱する状態になる。そのため、セラミック板の温度が文字消去温度になると、

用紙上で発色した印字濃度が濃度低下を起こしてしまい、折角発色した濃度が薄くなって

しまう。それに対して、今回試作したサーマルヘッドは発熱体のポジションをセラミック

板の端面に移動して、リライト印字した後のセラミック板の蓄熱による輻射熱が用紙に当

たらないようにした。これにより、リライト印字して発色した文字が薄くなる傾向、即ち

減色（発色濃度が低下する現象）を防止できる。 
また、発熱体を端面に移動したので、以前の平面ヘッドで各発熱素子に電源を引くために

用いていたフレキシブルケーブルを必要としなくなるので材料費・工程費ともコストダウ

ンとなる。 
 
（４）まとめ 
目的としていたリライタブル印字後に濃度低下を起こさないサーマルヘッドを開発でき

た。 
 
 
 
 

・先行試作したサーマルヘッド 

・今回開発したサーマルヘッド 

発熱体 

発熱体 

セラミック板幅 

セラミック板幅 

リライタブル用紙搬送方向 
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（B）平面ヘッド用制御プログラムの開発 
 
（１）目的 
上述した新 ITサーマルヘッドの開発を行うと共に、消去・印字を行うために必要、且つ、

新ヘッドの加熱制御メカニズムに適した加熱制御プログラムを開発する。 
 
（２）方法 
弊社費用で先行試作した A４サイズの平面ヘッド並びにそれに用いた加熱制御プログラ

ムとの比較を行いながら、高温や低温環境においても文字消去と文字書き込みにおいて安

定して目標とする濃度をリライタブルプリントできることを確認する。 
この確認では、試作で作成した株式会社リコーの RECO-View 630BFに両面共にオフセ

ット印刷を施したカードを用いてリライト印字インターバルが無い連続的なリライト印字

を 100回行った。 
市場で使われているポイントカードは、顧客が連続してレジで支払いを行っても最短で

１分間くらいのインターバルがあるため、一度加熱されたヘッドも自然冷却して温度が下

がり、また発熱体以外の周辺部、例えばセラミック板への蓄熱も次の客とのインターバル

の間に放熱するため、いつまでも高い温度を蓄熱することはない。しかしながら使用環境

の気温が高くなってくると、放熱性が悪くなるので発熱体周辺部（セラミック板など）蓄

熱が発生するようになる。リライト印字環境の気温が比較的高い状況で、連続的にリライ

ト印字を行う過酷なテストを行ったときにはセラミック板が徐々に蓄熱し、その輻射熱に

よってリライタブルカードが再加熱されて結果的に発色濃度が低くなる傾向がある。その

ためリライトするインターバルが短い過酷な使用においてもこのような蓄熱による発色濃

度の低下が起こらないように加熱制御する必要があり、そのためのプログラムが必要とな

る。 
 
（３）結果、考察 
リライト印字のインターバルを実際の使用環境に近い１分間ほど取った場合には、発熱

体周辺部は蓄熱しながらも放熱しているので、輻射熱による発色濃度の低下現象は見られ

ないが、連続的なリライト印字の場合には放熱エネルギー量よりも蓄熱エネルギー量の方

が上回るためにセラミック板からの輻射熱による発色濃度の低下が発生する。 
今回、連続的なリライト印字で新旧プログラムによるランニングテストを行い、新開発

の制御プログラムが従来の制御プログラムよりも安定したリライト印字特性（発色濃度が

低下しない）を示すことを確認した。 
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・従来の制御プログラムのリライト印字 
①１回目の印字結果 ②100回目の印字結果 

 
 
・新設計の制御プログラムのリライト印字 
③１回目の印字結果 ④100回目の印字結果 

 
 

 これまでの制御プログラム 新設計の制御プログラム 
①１回目 ②１００回目 ③１回目 ④１００回目 光学反射濃度 
１．６０ １．３０ １．６０ １．５０ 

※ マクベス反射濃度計 RD919での計測濃度。 
 
今回のテストはリライタブルメディアを休み無く連続的にリライト印字して意識的に発熱

体周辺のセラミック板を蓄熱させて輻射熱を発生させ、発色濃度の低下を促した。 
 
新開発のプログラムでも１００回目のリライト印字に濃度低下が見られるが、これは今回

使用したヘッドが、弊社費用で先行試作した A４サイズの平面ヘッドを用いていることに起
因していると考えられる。今後、開発している端面ヘッドに近い構造の新サーマルヘッド

を用いれば１回目と１００回目のリライト印字は、ほぼ同一の光学反射濃度が計測される

光学反射濃度計測箇所 

光学反射濃度計測箇所 
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と考える。 
 
（４）まとめ 
今回開発したプログラムにより、セラミック板の蓄熱による輻射熱の影響による減色（発

色濃度の低下）を大幅に低減できるようになった。３．（A）に記載した今後開発する新ヘ
ッドにより、減色の低減効果はさらに大きくなると考える。 
 
（C）カード用リライタブルプリンタの機構部開発 
 
（１）目的 
先行試作したリライタブルカードプリンタは、開発当初、薄手リライタブル・ポイント

カード（総厚 170μ、125μ厚の PET 支持体を使用）を文字消去、文字書き込みできるプ
リンタとして開発を行ってきたが、近年、急速に拡大しているＩＣチップ内蔵のＲＦＩＤ

カード（数種類の厚さがあるが最大 600μ厚の PET支持体を使用）のＩＣに記録した情報
をカード表面にリライタブルプリントしたいという要求が市場で高まっており、そうした

市場トレンドに合わせて厚手のＲＦＩＤカードをリライタブルプリントできるようにプリ

ンタの搬送機構部を変更して薄手カードと RFID 厚手カードを１台のプリンタで使えるよ
うにすることをプリンタ開発の一つの目標とした。 
当社リライタブルカードプリンタは、以下の特徴がある。 
① 単一ヘッドで印字と消去のワンタイム化 
② リライト文字消去のためのヒーターローラーが不要 
③ 省エネ設計 → ヒータ不要、全面消去不要、電源の小型化 
④ 裏面の磁気ストライプへの情報記録を二次元バーコード記録（カードのリライト面） 
⑤ カード裏面磁気情報の読み取りを不要とし、リーダライタが不要。 
⑥ 上記①―⑤の実施により原価低減と小型軽量化を実現 
⑦ 高温地域、低温地域に係らず安定したリライト印字を達成 
また、それに用いるリライタブルカードは以下の特徴がある。 
① 磁気記録の代わりに 2次元コードへの情報記録でカード裏面の磁気材が不要 
② 磁気材なしのカード利用により、カード原価を低減 
③ カード裏面の磁気層が無くなったため、裏面を宣伝広告エリアとして二次利用 → 

これまでは店舗がカードを購入して客に発行するため、カード費用は店舗で負担して

いた。弊社システムでは、第三者の宣伝広告を店舗が発行するカード裏面に印刷する

ことで、第三者から店舗に宣伝広告料が支払われるため、これまでは発行枚数が増え

ればそれだけ店舗の負担が大きくなったが、弊社システムでは、発行枚数が多くなれ

ばそれだけ宣伝広告料収入が増えるので、これまでとは全く逆の収支となるので、店

舗側に大きなメリットのあるシステムとなる。 



 10

このように弊社リライタブルカードのシステムは、プリンタ、カードとも既存のシステ

ムとの比較で大きな優位性を備えている。 
 
（２）方法 
平面ヘッドは他の構造のヘッドよりも原価が安くなるので大量生産する際には非常に有

効な構造であるが、腰の強い厚手カードを平らな状態のまま搬送してしまうとドライバ基

板上にあるドライバセンス用のＩＣを埋め込んだモールﾄﾞ部分にリライタブルカードが当

るため、肝心のサーマルヘッドに正しく当らずリライタブルが高精度で行うことができな

い。そのため、弊社が開発するリライタブルカードプリンタでは、搬送時にカードのリラ

イト印字面を凸にした状態で多少上方に湾曲させてモールﾄﾞ部分に接触させずに搬送し、

その後発熱素子にカードのリライタブル面が当るようにカード搬送方向を下方に修正して

カードの後端部も正しくヘッドが当るように調整バーを設けた。 
 
①機構部 
・新たに改善した厚手ﾘﾗｲﾀﾌﾞﾙｶｰﾄﾞの印字消去時のｶｰﾄﾞ搬送 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
ポイントカードの場合は厚さが 125μPET で腰が弱いため上記のような搬送が比較的容
易く行えるが、ＩＣチップを内蔵する 400-600μのＲＦＩＤカードは腰が強く、先行試作し
たカードプリンタの搬送系ではヘッドが垂直に当らない構造となりリライタブルプリント

できないので、それを解決するためにカードの搬送方向を下方に向けるためのバーを設け

て薄手、厚手カードともリライタブルプリントできるようにする。 
また、機構部のコンセプトとしては、次の２通りの使い方に対応できる方式を考案して

３D－CADソフトを用いて機構設計した。 
 
・一方向カード搬送のリライタブルカードプリンタ 
挿入口から入れたカードが反対側に出てくる構造で従来の双方向ポイントカードプリン

タと比較して構造がシンプルで部材も少なくて済むため従来のプリンタとの比較で原価が

ｾﾗﾐｯｸ板 
ﾄﾞﾗｲﾊﾞ・ｾﾝｽ用 LSI 

ﾓｰﾙﾄﾞ部分 
（LSIを埋め込み） 

IT ｻｰﾏﾙﾍｯﾄﾞ 

ﾘﾗｲﾀﾌﾞﾙｶｰﾄﾞ 
（搬送時に曲げながら搬送する構造） 

ｶｰﾄﾞ搬送方向 

搬送方向調整ﾊﾞｰ 
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大幅に下がる。 
このタイプの用途としては、例えば駐車場カードのようなシステムの場合に適している。

その内容は、「使用者が、車を駐車したときに時刻を印字したカードを持って行き、用事を

済ませた後に駐車場に戻り、カードを料金精算機に入れると料金を表示するシステムの場

合、使用者が料金を精算機に入れた段階でカードを精算機の中に回収して、次のお客が来

たときに同じカードをリライト印刷して再使用する。」こととなる。 

 

 
・往復カード搬送のリライタブルカードプリンタ 
前記した「一方向カード搬送のリライタブルカードプリンタ」の出口から出てきたカー

ドを滑り台に乗せて挿入口方向にカードを戻す構造。筐体を被せた状態で後ろ半分がやや

大きくなるが、それでも従来のポイントカードプリンタと比較して小型になる。 
店舗のレジで使用する際には、オペレータに負担を掛ける構造では使い勝手が悪いので、

接客している状態（直立姿勢）でのカード扱いが楽なように手前から入れたカードがプリ

ンタ前面の下側から出てくるようにした。前記した「一方向カード搬送」ではレジ担当者

が一回毎に向こう側に出るカードに手を伸ばして取ってお客に渡すことになるので、レジ

担当者に負担が掛かる。それを低コストで単純に処理するにはこの滑り台方式がベストと

考えて設計した。 
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・筐体を外した状態の機構部 
挿入口から入れたカードが反対側に出た後、滑り台の自然落下で手前に戻ってくる構造

にしたのでモーターは一個で済み、余分な動力を用いずにリライト印字したカードが手元

に戻ってくる構造とした。 

 
 
また、更なる競争力を上げるために今回の試作開発において部品点数の見直しと組立て

工数の見直しを図った。また、メンテナンス性を高めるための部材と構造を見直した。 
 
・改良型プリンタと先行試作プリンタ機構部の比較 
項目 先行試作カードプリンタ 新開発カードプリンタ 

印字可能カード 薄手カードのみ 薄手および厚手カード 
ｶｰﾄﾞ搬送速度/１枚 最大６秒 5秒以下 
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使用モーター PMモーター２個 ハイブリッドモーター１個 
センサー ４個使用 ２個使用 
部品点数 102点 70点 
板金部品 19点 7点 
ネジ類 46本 29本 
ファスナー類 41個 13個 
組立て工数（時間） 45-60分 15分 
ユニット化 不可能 可能 
QRコード読取り精度 △ ◎ 
機体容積 100% 60% 
カード搬送路 94mm 70mm 
メンテナンス性 △ ◎（上下、下部２分割できる。） 
カバー寸法（※１） W120×L148×125 W105×L135×148（※２） 
（※１）今後、開発する基板の寸法により変更の可能性あり。 
（※２）カードを往復させずに一方向カード搬送のリライト印字構造のとき。 

 
②原価低減 
メンテナンス性を良くするために部品点数を削減し、サブアッセンブルなどをより多く

取り入れて組立て工数を削減する。上表のように、部品点数・組立て工数ともに先行試作

カードプリンタを大きく下回る。改善効果は大きい。また、カード搬送及びリライタブル

印字に係る最低限の機能だけを盛り込み、メンテナンス性を高め、ベルトなどの劣化し易

い材料を排除してギアを主体とした動力伝達にロスのない構造にした。 
 
（３）結果、考察 
薄手、厚手カードともにリライタブルプリントするための搬送機構部を開発した。部品

点数の削減は約３０％にも及び、組立て工数も約半分にできる構造として組立て工数の低

減化を実現できた。 
部品について、搬送系に使っていたベルトは経時劣化、スリップ、切断事故などが起き

る可能性があるので全てギアに置き換えた。 
 
（４）まとめ 
部品点数が少なく、組立て工数が少なく、且つメンテナンス性のよい部品や機構構造に

変更し、薄手・厚手のリライタブルプリントできる搬送機構部を開発した。 
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（D）カード用リライタブルプリンタの機構部開発② 
 
（１）目的 
カードプリンタにおいてカードの一方向および双方向の搬送がスムーズに行くように、カ

ード搬送路が平滑になるよう設計を行い、同時にヘッド・リトラクション機構を機構設計

に盛り込んだ。また、リライト後のカードを滑り台で手前に戻す構造を止めて同一の場所

（カード入口）に戻す往復搬送の構造とする。 
 
（２）方法 
カード搬送路部は滑り抵抗が少ない材質を選択する。 
カードセンサなどは、カードにできるだけ負荷が掛からないものを採用する。 
サーマルヘッドをプラテンローラーに常時接触させると、プラテンローラーが歪んでしま

うので印字する以外はヘッドをリトラクションしてカード搬送するようにした。さらに、

ヘッド・リトラクションとカード搬送を１つのモーターで行うとカード搬送のモーター負

荷が大きくなり搬送ムラによる印字ムラが発生するので、カード搬送とヘッド・リトラク

ションのモーターを分けた。 
 
（３）結果、考察 
搬送路にプラスチック板を採用すると時間経過と共に変形や硬化が起こりやすく、落下な

ど外的ショックで損傷も受けやすいので、下記の写真のようにフラットで滑り抵抗の低い

金属板を採用した。 
また、カード搬送時のモーター負荷を低減するためにヘッド・リトラクション用のモータ

ーを別にした結果、搬送ムラのない印字が可能となった。 
 

 
 
（４）まとめ 
カードプリンタにおいてカード搬送がスムーズに行くように搬送路を設計し、同時にヘッ

新たに設けた 
カード搬送用制御基板 

ヘッドリトラクション制御基板 
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ド・リトラクション機構を盛り込み夫々効果を確認できた。 
 
（E）オペレーションプログラムの開発 
 
（１）目的 
リライタブル印字を行う際、フィードバック制御を実行するプログラムの他に、PC画面

上でオペレータがデータ入力するためのソフトウェアが必要であるが、診察券のデータベ

ースとして利用するプログラムソフトを開発する。 
 
（２）方法 
市場で当社のプリンタが販売されたときに必要と想定される入力手順及び入力項目を列

記及び整理したフローを作成し、プログラムを開発した。また、各工程に付随する作業や

注意書きを添えてフローを作成し、作業手順書作成時にそれらの情報を盛込んだ。 
診察券の発行プログラムの入力画面では、初期画面で４項目「新規発行・紹介・ツール・

終了」に分け、その後の診察券発行画面では、「患者番号・保険の種類・続柄・氏名・ふり

がな・生年月日・性別」を設けた。新規に発行する個人のカード入力を終えて「発行」ボ

タンを押すと印字され、また、個人カード情報を削除するための「削除」ボタンも備えた。

また、紹介画面では、患者番号や氏名入力で個人情報を引き出せるようにカード検索機能

も盛込んだ。 
 
（３）結果、考察 
診察券向けに開発したアプリケーションプログラムにより、使い勝手の良いカード発行

システムを構築できた。開業医・診療所・病院などで患者管理に必要なデータ項目を漏ら

さず入力できて運用しやすいプログラムを開発できた。 
但し、顧客が採用するカードデザインが異なれば当然のように入力情報の印字位置が異

なるので、診察券のレイアウトを決める際に、縦横の XY座標入力をクリック＆ドラッグで
自由な位置にセットできるように改善する。また、文字サイズを変更するとき、画面表示

の文字サイズとカード印刷した際の文字サイズの印象が異なるので、PC画面一杯に表示し
たその印象がそのままカード印刷されるように改善を行う。 
 
（４）まとめ 
残された改善項目を除き、診察券発行用のプログラムソフトを開発した。 
以下はその代表画面である。 
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（F）平面ヘッド搭載のカード用リライタブルプリンタの組立て調整 
 
（１）目的 
ドライバ基板、制御基板を機構部に搭載して配線を施し、リライタブルプリンタとして組

上げた。 
 
（２）方法 
試作した基板を機構部に搭載して配線を施し、別途準備した金属製の筐体に組込んだ。 
 
（３）結果、考察 
・基板及び配線を施して組上げた状態 

  

 
カード搬送用制御基板       カード搬送用とヘッドリ・トラクション用モーター 
 
・筐体に入れた状態                    上蓋ビス止め穴 
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パイロットランプ  カード挿入口  USBケーブル口   電源ケーブル 
 
・上蓋の筐体を閉じて一体化した状態 

 
 
（４）まとめ 
これまでのリライタブルプリンタは文字消去用のヒーターローラーが必要で、電源 ON の
状態のとき常に加熱しているため、筐体には必ず換気のための空気穴があり換気ファンが

設けられている。当社プリンタは文字消去用のヒーターローラーが不要なので、発熱体は

サーマルヘッド１本であり、しかも必要最低限の熱量だけを必要なときだけ供給するので

強制的に換気する必要がない。そのため今回試作した筐体には換気口や換気ファンがない。 
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３－１－２．端面ヘッドを搭載したカード用リライタブルプリンタの開発 
 
（A）端面ヘッドの開発 
 
（１）目的 
これまで開発した ITサーマルヘッドは全て平面ヘッドであるが、760μ厚カード（JIS：

CR80）の厚手リライタブルカードを印字するために端面ヘッドを開発した。参考までに、
市場で使われている３種類のサーマルヘッドの形状を以下に記載する。 

 
 
 
 
 
 

平面タイプ   コーナーエッジタイプ   端面タイプ 
 
平面ヘッドは最も廉価であるが、固い基材（柔軟性の低い基材）例えば PVC や PET-G

の 760μ厚手カードに対しては加熱時にドライバ基板上のチップ部分がカードに接触する
ため加圧できないので使えない。そのためこうした固い基材については端面ヘッドやコー

ナーエッジのヘッドが使われる。 
端面ヘッドは平面ヘッドやコーナーエッジと較べてコストは高いが、基材の厚さや硬さ、

腰の強さに影響されずにリライト印字できる。コーナーエッジは、性能と価格という意味

で中間的な位置づけである。 
今回は、厚手カードにも適用できる端面ヘッドを開発することとし、ID リライトカード
並びに 2次元コード利用により適した 300dpiの解像度を有するサーマルヘッドを開発する。 
 
 
（２）方法 
今回開発した端面ヘッドは、構造的な変更と共に、従来の 256 ドット単位でのフィード
バック制御ではなく、128 ドット単位でフィードバック制御を行える新開発の LSI を採用
して高速処理化を図り且つ印字安定性を高める設計とした。 
 
（３）結果、考察 
端面ヘッドは平面ヘッドと比較してセラミック板の蓄熱の影響を受け難い。今回開発し

た端面ヘッドの写真を以下に掲載する。写真で黒色に盛り上がった部分がドライバセンス

用の LSIで、右の従来タイプのサーマルヘッドに搭載された LSIに比較し、左の新型サー

カード 

発熱体 
セラミック板 
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マルヘッドに搭載したドライバセンス用 LSIはサイズが小さい。従来タイプの LSIは、256
ドットを１グループとして制御管理しているが、新型サーマルヘッドに搭載された LSI は
128ドットを１グループとして制御管理しているので処理速度が速くなる。 
また今回開発した新 LSIを用いた端面ヘッドの電気的な動作検証を行った。 

 
 

 
 

ドライブセンス用 LSI 

発熱素子 

ドライブセンス用 LSI 

発熱素子 

端面ヘッド 平面ヘッド 

端面ヘッド 平面ヘッド 

コネクター 

アルミ基材 

コネクター 

アルミ基材 

アルミ基材 
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（４）まとめ 
今回、厚い基材や固い基材にリライト印字することを考えて端面ヘッドとし、目標どお

りのサーマルヘッドを完成した。 
また、印刷媒体を高速で搬送してリライト印字する場合などは、出来る限り搬送系はフ

ラットであることが求められるが、高速印字が求められる物流用カンバンプリンタを視野

に入れて開発した。端面ヘッドはセラミック板の輻射熱の影響が少ないのでリライト印字

には最も適した構造なので、ダイナミックレンジを広く取りたい文字情報やバーコードの

リライト印字には打ってつけである。 
 
（B）端面ヘッド用制御プログラムの開発 
 
（１）目的 
後述する新型 LSI を搭載する新 IT サーマルヘッドの開発を行うにあたり、これまでの

256 ドットを１グループとして温度計測してフィードバックをかけてドライブセンスを行
っていた LSI に替えて、128 ドットを１グループとして温度を計測してフィードバック制
御を行う高速タイプの LSIの開発に伴い、新開発の LSIの性能を最大限に発揮でき、各種
用途に適用できる制御プログラムを開発する。 
 
（２）方法 
リコーのリライタブル用紙 RECO-View 630BFで、カード幅×長さ 30cmのメディアを

ドライブセンス用 LSI 

発熱素子 
端面ヘッド 平面ヘッド 

アルミ基材 

コネクター 
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用意し、リライト印字インターバルを無くした状態で連続的なリライト印字を 100 回行っ
た。 
最初に、これまで使用してきた 256ドット単位で制御を行う LSIを搭載したサーマルヘ
ッド並びにそれに用いた加熱制御プログラムとの比較を行いながら、高温や低温環境にお

いても文字消去と文字書き込みにおいて安定して目標とする発色濃度をリライタブルプリ

ントできることを確認する。市場で使われているポイントカードは、顧客が連続してレジ

で支払いを行っても最短で１分間くらいのインターバルがあるため、一度加熱されたヘッ

ドも自然冷却して温度が下がり、また発熱体以外の周辺部、例えばセラミック板への蓄熱

も次の客とのインターバルの間に放熱するため、いつまでも高い温度を蓄熱することはな

い。しかしながら使用環境の温度が高くなってくると、プリントヘッドの放熱性が悪くな

るので発熱体周辺部（セラミック板など）に蓄熱するようになる。リライト印字環境の気

温が比較的高い状況で、連続的にリライト印字を行う過酷なテストを行ったときにはセラ

ミック板が徐々に蓄熱し、その輻射熱によってリライタブルカードが再加熱されて結果的

に発色濃度が低くなる傾向がある。この影響は、平面ヘッドにおいて大きく、コーナーエ

ッジタイプ、端面ヘッドとなるに従って少なくなるが、端面ヘッドにおいてもリライトす

るインターバルが短い使用状況においては少なからず蓄熱するので、そうした使用環境で

も濃度低下を極力低くするための加熱制御プログラムを開発する。 
方法としては、これまでのサーマルヘッドを搭載したプリンタの機構部の一部を利用し

てサーマルヘッドを端面ヘッドに置き換え、印字テストを行う。 
印字テストに使った電子ファイルは、10%stepで100%ベタまで10段階表現のものを使用。 

 

（３）結果、考察 
これまでの機構部はカード搬送デッキを境にして上下に分かれる構造としているので、

その下部の部分に端面ヘッドを取り付けて印字できるハードを作った。 
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カード搬送については、プリンタ上部を取り外しているので送り出しが出来ないため、

カード幅で長さ 30cmのメディアを使い、従来プリンタを搬送方向に繋ぎ、従来プリンタの
搬送機構を利用してメディアを搬送してリライト印字した。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
従来の平面ヘッドを搭載したプリンタの場合、リライト印字のインターバルを１分間ほ

ど取って加熱印字したとき、発熱体周辺部は蓄熱しながらも放熱しているので輻射熱によ

る発色濃度の低下現象は見られないが、連続的にリライト印字した場合には蓄熱が増える

のでセラミック板からの輻射熱による発色濃度の低下が発生する。 
今回のテストでは、端面ヘッドと端面ヘッド用に開発したプログラムを用いたプリンタ

において、リライタブルメディアを故意に連続的にリライト印字したとき、セラミック板

が蓄熱しても輻射熱の発生で発色濃度の低下が起きないプログラムが開発できたかどうか

を 100%ベタ印字部分の反射濃度を測定して確認した。 
（連続リライト印字したときの 100%ベタ（Dmax）の反射濃度） 
 これまでの制御プログラム 新設計の制御プログラム 

①１回目 ②１００回目 ③１回目 ④１００回目 光学反射濃度 
１．６０ １．５０ １．６０ １．５８ 

※ マクベス反射濃度計 RD919での計測濃度。 
 

カード幅で長手裁断したメディア 端面ヘッド 
平面ヘッド 

（使わない） 

カード搬送方向 

搬送ローラー 

従来プリンタ部 
端面ヘッド

プリンタ部 
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新開発プログラムでは 100回目のリライト印字でもほぼ同等の反射濃度が得られた。 
平面ヘッドによる連続加熱によってサーマルヘッドの発熱素子が温まってくると、発熱

素子及びその周辺部が徐々に蓄熱する。発熱素子の蓄熱は、次のラインの加熱に使われる

ので蓄熱しても無駄にならず、発熱素子に留まる限りにおいては発色濃度の低下を引き起

こすことは無い。ところが、サーマルヘッド周辺部の蓄熱は、輻射熱を発生してリライト

用紙で発色した部分の発色濃度を低下させる傾向がある。発熱素子の温度が下がればリラ

イト用紙の発色濃度は低下し、上がれば発色濃度は高くなるので、輻射熱の影響がなけれ

ばメディアに適した供給エネルギーを掛け続ければ良い。ところが輻射熱の影響で温度を

掛け続けると濃度低下が起きるので、それを防ぐために加熱時間とともに供給エネルギー

を少し下げて供給する。発色濃度は与える熱エネルギーに比例するがその関係は直線的で

はなく、高い発色濃度になるに従って徐々に飽和して増加率が減少してくる。供給するエ

ネルギーを大幅に下げれば輻射熱の影響は緩和されるが、当初の発色濃度も下がってしま

うので発色濃度が下がらない程度に供給エネルギーを徐々に下げるようにする。これが従

来の加熱制御プログラムである。 
端面ヘッドによる連続加熱では、発熱素子周辺部が蓄熱してもリライト用紙と距離があ

るため輻射熱の影響を受けにくく発色箇所の濃度低下も起きにくい。そのため、端面ヘッ

ドの制御プログラムでは、加熱時間とともに供給エネルギーを大きく下げて供給する必要

がないので、発熱素子に供給するエネルギーだけを制御する。 
 
（４）まとめ 
今回開発したプログラムにより、セラミック板の蓄熱による輻射熱の影響による発色濃

度の低下を防止することができた。 
 
（C）ドライブセンス用 LSIの回路パターンの開発 
 
（１）目的 
１８年度、高速並びに安定したリライタブルプリントを実現する 128 ドット単位でのフ

ィードバック制御を実行できる新LSIを開発するにあたり、小型で高速処理ができる新LSI
の電気回路パターン設計を行う。 
 
（２）方法 
今回試作開発するヘッドは端面ヘッドのため、ドライバ基板が縦方向となるので、プリ

ントヘッドとしてプリンタに搭載したときにこれまでの平面ヘッドよりも高くなりプリン

タの縦方向寸法が高くなる。テーブルトップで使うカードプリンタは小型化が必要だが、

ドライバ基板に搭載する LSI を設計する際に、それを念頭におき回路パターン設計を行っ
た。回路的にも高速処理ができるようにクロック数を早めた。 
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（３）結果、考察 
縦方向の寸法を極力抑えた端面ヘッドとするために、それに搭載する LSI が小型になる
ように電気回路設計を行った。結果として縦方向寸法を抑えた小型のドライバ基板を設計

できた。 
LSI 小型化の必要性はカード幅のサーマルヘッドに対して、必要な個数の LSI を乗せな
ければならないので横幅が制約を受ける。今回 LSIを 128ドットに変更したので、カード
幅のサーマルヘッドに対して搭載する LSI の数は６個となり LSI１個の横幅は、カード幅
のヘッド基板上に６個の LSIを並べられるサイズ以下に収める。 
平面ヘッドは、200dpiヘッドに対して 256ドットを制御する LSIを２個載せて 512ドッ

ト（256 ﾄﾞｯﾄ×2＝512 ﾄﾞｯﾄ）をカバーしているが、今回の 300dpi ヘッドは 128ドットを
制御する LSIを６個載せて 768 ﾄﾞｯﾄをカバーしている。実際に使用しているドット数は、
672ドットだが、LSI5個では足りないので 6個載せている。（LSI5個では 640ドット） 
小型化の方策の一つは、1 個の LSI で 256 ドットの発熱素子を制御していた従来の LSI
を、128 ドットの発熱素子を制御する LSI に変更して１チップの処理単位を下げて小さく
したこと、もう一つの方策は LSIの回路の集積度を高めたことである。 
また、LSIの縦方向の寸法は、LSIの横幅が確定すると必要な容量を確保するために自動
的に確定する。 
開発当初の目標としていた LSI の横幅は 10mm であったが、完成した LSI の横幅は

8.32mmに抑えることができた。達成率は 120％。 
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下記にブロック図を示す。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（４）まとめ 
チップサイズが小さく高速処理が可能な新 LSIの電気回路パターンを設計できた。 

 
（D）ドライブセンス用 LSIの開発 
 
（１）目的 
当社技術の特徴であるフィードバック制御は、サーマルヘッド上にある発熱素子をある

ブロックに分け、それを１単位として加熱制御を行っているが、プリント速度を高めて尚

且つ安定した印字を行うには、そのブロック内の単位時間当たりのセンシング回数を高め

て高速処理することが必要となる。それため、これまで行ってきた 256 ドット単位を１ブ
ロックとしてセンシングするのではなく、128ドットを１単位としてセンシングを行うこと
とした。今回開発する LSIは、128ドット単位でセンスしてドライブする LSIである。 
 
 

ヘッドスイッチ部 (64port×2ブロック) 

P1～P128 

加
熱
制
御
部
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ッ
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御
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可
部
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ッ
ク

) 
 

セ
ン
ス
制
御
部

 
（
×

2
ブ
ロ
ッ
ク
）

 

基準抵抗測定

部 RPⅠ RPⅡ 

テスト回路 

ﾘﾛｰﾄﾞ付 6bit 
Up/Down ｶｳﾝﾀ 

＆ 
64bit ﾃﾞｺｰﾀﾞ×2 

RP 

ﾘﾛｰﾄﾞ付 6bitUp/Down ｶｳﾝﾀ
＆ 64bit ﾃﾞｺｰﾀﾞ×2 

MODE設定ﾚｼﾞｽﾀ 
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（２）方法 
前項に記載した回路パターンに基づいてドライバセンス用の LSIの生産を行う。 

 
（３）結果、考察 
チップサイズは、これまでの LSI が縦 6.69×横 22.9mm であるのに対して新 LSI を縦

3.15mm×横 8.32mm（縦 47%、横 26%）と小さくすることができた。 

 
 
（４）まとめ 
これによりサイズが大きくなりがちな端面ヘッドでありながら、新ヘッドは全体をコンパ

クトにできた。また、今回開発した新 LSI を搭載した新サーマルヘッドは、安定して高速
処理が行えることを確認した。 
競合他社の写真リライト印字は「面積階調」による写真再現で、「濃度階調」でリライト印

字できるプリンタは当社プリンタをおいて他にない。 

新旧ドライバセンス LSIのサイズ 

新ヘッド 従来ヘッド 

黒い所が LSIを埋め込んだ部分。新ヘッドの幅が非常に小さいことが解る。 
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左：リコー製、RecoView630BFに濃度階調印字を行った画像サンプル。 
右：同一のカードで 100回の濃度階調リライト印字を実施した後に画像を消去したカード。 
 
（E）電気回路設計、ドライバ基板/制御基板の開発 
 
（１）目的 
カードプリンタ用の制御基板の開発と、新規開発する LSI を搭載したドライバ基板の設

計、及びそれらをコントロールする制御基板の設計を行う。 
 
（２）方法 
これまで用いてきた平面ヘッドは、京セラでサーマルヘッドを生産した後、金メッキを

施すためのマスキングと金メッキ、及びワイヤボンディングによる LSI の配線、サーマル
ヘッドとドライバ基板の接合など各種の工程を複数の外注先でおこない、それらの会社を

経由して仕上げるために時間と費用が掛かるが、今回の端面ヘッドは京セラで生産を一括

して行うことにした。今回、開発する端面ヘッドに合わせて基板の回路設計を行った。ま

た、端面ヘッドの場合は、発熱体をセラミック板の縁に並べて乗せるので原価が平面ヘッ

ドよりもやや高くなるので、極力、原価を抑えるために京セラでの一括生産によってコス

トダウンを図ることにした。制御基板についても京セラで生産する端面ヘッドに合わせて

新たに回路設計を行った。 
ドライブ回路は、128 ドット単位で制御管理される新 LSI によりサーマルヘッド各素子
の加熱駆動と加熱時の各素子の抵抗値を測定するための切り替えを行う。 
制御回路は、PCから制御基板上にある FPGA内でブロック化された各ヘッドのドライブ
回路に加熱データとして変換出力されたサーマルヘッドの各発熱素子の抵抗値が、ADCで
アナログからデジタル信号に変換されて FPGAに入力されるが、その際に、FPGA内に予
め設定された目標温度、目標加熱エネルギーになるように各発熱素子をフィードバック制

御する回路である。制御回路から PCにフィードバックされた情報により積算エネルギー制
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御が可能となる。 
制御内容としては、機構部へ供給するエネルギー値の制御、メディア搬送速度の制御、

メディア検知信号の PCへの伝達、機構部の温度情報の収集などである。 
 
（３）結果、考察 
ドライバ基板・制御基板ともに設計仕様通りの性能を得られた。 
以下は今回開発した端面ヘッド用の制御基板である。 

 
以下は、今回の端面ヘッドと従来の平面ヘッドのサイズ比較である。新ヘッドは、「端面

ヘッド、解像度 300dpi」でありながら、「平面ヘッド、200dpi」の従来ヘッドよりサイズ
が小さい。 

 

・新ヘッド 
（端面ヘッド、300dpi） 

・従来ヘッド 
（平面ヘッド、200dpi） 
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（４）まとめ 
今回開発した 300dpiの端面ヘッドは、垂直方向にドライバ基板を配置するため、同じ解

像度の平面ヘッドに比較してプリントヘッドの高さ寸法が高くなるが、今回は基板のコン

パクト化を図って 200dpiの平面ヘッドよりも小さなサイズに纏めることができた。 
 
（F）ドライバ基板/制御基板の組立て加工 
 
（１）目的 
試作した端面タイプのサーマルヘッド用のドライバ基板及び制御基板を組み立てること。 

 
（２）方法 
ドライバ基板は、とかく平面ヘッドと較べると高さ方向の寸法が大きくなる端面ヘッド

の高さを、なるべく短く抑えるように回路設計して組み立てた。制御基板についても、ド

ライバ基板同様に、部材選定や回路設計を考慮してサイズが大きくならないように設計し

て組み立てた。 
回路設計ではコネクタの位置と方向を考慮して設計を行った。 
以下にドライバ基板の断面図で説明する。 
《平面ヘッド》                  《端面ヘッド》 

 
 

コネクタ 
コネクタ 

ドライバ基板       制御基板に続くケーブル 
 
                   ドライバ基板 
 
                                 制御基板に 
                                 続くケーブル 
 

発熱素子 
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以下は、端面ヘッドを横から見た写真 

 
 
サーマルヘッドのドライバ基板には、ドライバ基板から制御基板に接続するケーブルを発

熱素子とは逆側の面にコネクタを設けなければならない。今回、端面ヘッドのドライバ基

板を回路設計する際に、平面ヘッドのドライバ基板と同じ位置（基材に沿うように）にコ

ネクタが来るように回路設計してしまうと、ケーブルが上方に突き出る形になってしまう

ためプリンタとして仕上げたときにプリンタ高が必要以上に高くなってしまう。今回の端

面ヘッド用ドライバ基板を設計するに当たり、それを防ぐためにドライバ基板の基材方向

から９０度曲げた方向にコネクタを設けるよう設計した。これにより接続ケーブルが横方

向に向けた。 
 
（３）結果、考察 
コネクタの位置を横方向に取り付けるようにドライバ基板を設計し、これまで作った平

面タイプのプリントヘッドより小さな端面タイプのプリントヘッドに組み立てることがで

きた。 
 
（４）まとめ 
今回の端面ヘッド用ドライバ基板の組立ては、高さ方向を極力短くした設計を行い、

200dpi の平面ヘッドよりも小さなサイズに 300dpi の端面ヘッドを納められた。同じく制
御基板においても留め具を含めて小さいサイズ（130mm×180mm）に納められた。 
 
（G）カード用リライタブルプリンタの機構部開発 
 
（１）目的 

18 年度の前半で 400μまでのカード厚がリライト印字できるように機構改良を加えたが、
当社の高精度な加熱制御により多階調写真画像を用いたリライタブル IDカードや、リライ
タブル駐車カード、リライタブル診察券などの需要が見えてきたため、そうした用途で他

に類を見ない当社技術の特性を活かすべく設計改良を行うことにした。それに伴い、760μ

コネクタの向きを 90 度変え
て接続ケーブルを横方向に出

すようにした。 

発熱素子（先端部） 
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厚を中心としたリライタブル厚手カードについては、端面ヘッドを用いるカードプリンタ

とすることにした。 
 
（２）方法 
これまでターゲットとしていたポイントカードは、当社リライタブルプリントの特徴で

ある「オーバーライト・リライト」というワンパス・リライト印字の特性を活かし、しか

も原価低減が行えるとの観点に立ち改善をおこなった。一方で、他社プリンタでは不可能

で当社技術では実現できる用途が多々あり、それらを実現すべく改良を行った。 
特に、多階調印字を高品質で行うにはこれまでの改善内容では不十分であることが解っ

たため搬送系をメインに改善することとした。 
連続階調を高品質でリライタブル印刷するためには、第一に、スムーズなカード搬送が

不可欠となる。第二に、ハーフトーン（中間濃度）のリライト印字はオーバーライト・リ

ライトができないので、プリンタ内部でカードを往復できる設計とし、それに合わせてヘ

ッド・リトラクションのタイミングにも変更を加える方法で開発を進めた。 
 
◆店舗向けポイントカードの搬送（往復搬送） 
以下に往復搬送の状態を記す。 
 
①プリンタ挿入時 
 
 
 
 
 
 
 
 
②ワンパス、リライタブル印字完了後、カードを戻す。 
 
 
 
 
 
 
 
 

プリンタ 

サーマルヘッド 

QRコードセンサ 
搬送方向 

カード 

プリンタ カード 

搬送方向 
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③カードを挿入口まで戻して排出する。 
 
 
 
 
 
 
 
④印字結果（ポイントカード） 
リライト印字したポイントカードサンプル。 

 
 
◆診察カードの搬送（一方向搬送、稀に往復搬送） 
以下に一方向搬送の状態を記す。 
 
①プリンタ挿入時 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

サーマルヘッド 
QRコードセンサ 

カード 

搬送方向 

プリンタ 

プリンタ カード 

搬送方向 
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②ワンパス、リライタブル印字完了後、カードを排出する。 
 
 
 
 
 
 
 
③印字結果（診察カード） 
リライト印字した診察カードサンプル。 

 
 
◆リライタブル IDカードのカード搬送（一方向搬送か往復搬送） 
以下に一方向搬送（スイッチバック搬送）の状態を記す。 
①プリンタ挿入時 
 
 
 
 
 
②文字消去開始 
リライト面に印字されている文字と顔写真を消去。この時に文字書き込みを一切行わない。 
 
 
 
 
 
 

搬送方向 

プリンタ カード 

プリンタ 

搬送方向 

プリンタ 

搬送方向 

カード 

QRコードセンサ 

サーマルヘッド 
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③文字消去完了後、書き込みのために戻す。 
 
 
 
 
 
 
 
④カードに新たな印字を行うことが出来る場所まで戻す。 
カードに印字するための準備で、文字消去や文字印字を一切行わないでカードを戻すのみ。 
 
 
 
 
 
 
 
⑤文字消去されたカードのリライト面に新たな文字情報と顔写真を書き込む。 
印字後、カードを排出する。 
 
 
 
 
 
 
 
 
◆リライタブル駐車カードのカード搬送（一方向搬送） 
駐車場向けのリライトカードは、運用時に一方向搬送（稀に往復搬送）が求められる。 
例えば、駐車カードにポイントを貯めないでカードを１顧客毎にリライト印字してリユ

ースする使い方の場合には、毎回一方向搬送で機械（カード精算機）の中にカードを回収

するようになるが、ユーザがカードにポイントを貯めていくタイプの駐車カードの場合、

リライタブル印字した後にカードをユーザ側に戻す必要がある。また、ポイントが満額に

達したときには機械本体にカードを回収する必要があるため、その際には一方向搬送とな

る。しかしながら、駐車カードの場合は店舗で使うカードと異なりカードへのダメージが

搬送方向 

プリンタ 

プリンタ 

搬送方向 

プリンタ 

搬送方向 

カード 

カード 

サーマルヘッド QRコードセンサ 
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予測されるため、１度の使用で回収する駐車カードの普及が大きいと考えられる。 
ポイントカード・ID カード・駐車カード・診察券共に、当社が開発するリライタブルカ

ードプリンタは、情報記録として２次元バーコードを採用し、磁気記録層を排除してカー

ド単価を低減すると共にプリンタ単価も低減し、真に購入し易いリライタブルカードプリ

ンタとして販売することを目的としている。 
 
（３）結果、考察 

125μ厚の PET 基材を支持体とするリライタブルカードは、平面ヘッドを使ってスイッ
チバックの搬送機構を取り入れて多階調印字を行えるように設計する。また、760μ厚
（RFIDを含む）のリライタブルカードについては端面ヘッドを用いて対応することとした。 
・印字結果（リライタブル IDカード） 
リライト印字した IDカード。 

  

これまで市場に出ている IDカードは、全てカラー昇華転写方式により作成されているが、
その原価は１枚あたり数百円掛かっている。しかしながら、上記のようにリライタブルカ

ードに顔写真を 256階調の連続階調で印字して IDカードとした場合には、カード単価は数
十円という低価格な IDカードとなる。しかも、そのプリント品質は白黒銀塩写真に匹敵す
る高画質で滑らかな階調の写真となる。 
これまで使われている昇華転写方式の IDカードは個人認証を目的とするが、一目で本人
かどうかを明らかにするには、顔写真をカード上に表示することが最も容易い。例えば、

パート、アルバイト、派遣社員、契約社員、季節労働者、セミナー、カンファレンス、展

示会、内覧会などの短期間用途のほか、学習塾やカルチャースクール、学校の学生証など

の利用に対して非常に有効であり、しかも繰り返して使えるので大変割安なカードとなる。 
これまでのサーマルプリント技術を用いてリライト印字したときは、上記のような濃度

階調印字を行えず、ドットの集合で濃淡再現する面積階調印字しかできない。面積階調は

滑らかな濃淡再現ができないので、人肌のような微妙な濃淡を綺麗に再現することができ

ない。 
このように文字と写真を同一カード上でリライト印字できるものは当社の IT技術をおい
て他に無いので、リライタブルカードを用いた「顔写真入り IDカード」は当社プリンタの
特徴となる。 
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・印字結果（リライタブル駐車カード） 
リライト印字した駐車カード。 

  
 
（４）まとめ 

125μPET厚のカードは、スイッチバック搬送を取り入れて連続階調のリライト印字（フ
ォト ID用途）や、駐車カードができるように設計改善した。 
 
（G）端面ヘッドの開発② 
 
（１）目的 
昨年度開発した端面ヘッドにおいて、高効率、高品質、高速、低価格を目標としたが、

リライト印字中に微小なノイズが発生して印字品位に微妙に影響してムラが発生すること

が判明したので、それを改良した端面ヘッドを開発した。 
 
（２）方法 
発生するノイズの除去を行うことと、ドライバ基板の回路パターンを設計変更し、また

低価格なフレキケーブルを新たに採用して制御信号の変更（アナログ信号とデジタル信号

の分離）を行い、さらに回路プログラムの修正による改善を行ってノイズの発生を防いだ。

またそれに伴い、サーマルヘッドのドライバ基板より制御基板へ接続するケーブルのコネ

クタの上下位置を逆に取り付けるようにした配線を施した。 
 
（３）結果、考察 
上記の方法を採用してリライト印字時に発生するノイズの除去を行った。 
また、それに伴って下記写真にあるように電気回路のパターンとフレキケーブルの端子の

向きを変更した。 
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◇新旧ヘッドの比較（上が新ヘッド、下が旧ヘッド） 

 
端面ヘッドはセラミック板の輻射熱の影響が少なくリライト印字には最も適した構造な

ので、ダイナミックレンジを広く取りたい文字情報やバーコードのリライト印字には打っ

てつけである。 
 
（４）まとめ 
上記の改良により印字中のノイズを減らしてリライト印字品質を高めることができた。 
 
（I）端面ヘッド用制御プログラムの開発② 
 
（１）目的 
これまで採用してきた平面ヘッドに替えて採用した端面ヘッドを評価するためのカード

用リライタブルプリンタを開発したが、それに伴って端面ヘッド用に新開発した基板とそ

の基板を制御するプログラムを開発した。 
また、これまでカード用、カンバン用、オフィス用のプリンタに対して 125μ厚のリライタ
ブルメディアを想定してプログラム開発を行ってきたが、19 年度は、加熱した後の放熱が
比較的遅い厚手メディア（760μ厚）においてもワンパスでリライタブル印字できるプログ
ラムを新たに開発した。 
 
 
 

プラグ取付け向きを逆にした。 

回路パターンを新設計 

新ヘッド 

旧ヘッド 
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◇市場で使われている３種類のサーマルヘッドの構造 
 
 
 
 
 
 

平面ヘッド    コーナーエッジヘッド   端面ヘッド 
 
（２）方法 
開発した端面ヘッドを用いると薄手及び厚手のリライタブルメディアを高品質にリライ

ト印字できるが、リライタブルメディアの薄手メディアと厚手メディアの印字特性が異な

るため夫々のリライト特性に合わせたプログラム開発を行った。また、19 年度に開発した
プリンタでは１種類の機構部で薄手・厚手のリライタブルメディアを印字できるようにヘ

ッドのリトラクション機能をプリンタに設けてヘッド押し圧がリライタブルメディアに均

等な圧力で当たる機構部としているが、加熱プログラムが旨く機能して良好なリライト印

字結果が得られるかどうかを印字テストにより確認した。 
今回、テストに使ったリライタブルメディアは、薄手メディアとしてリコー製 630BF、

厚手メディアとして JR東日本域内で利用されているスイカカードを用いた。テストに用い
たのは、19年度に試作したカード用リライタブルプリンタである。 
また、1cm当たりのメディアに対するヘッドの押し圧は 300gに設定している。 

 
（３）結果、考察 
プレ印刷（オフセット印刷）をしていない 630BFとスイカカードのブランクカードを準備
して、上記のファイルを用いて繰り返しリライト印字を行い、最大濃度と最低濃度の光学

反射濃度を測定した。光学反射濃度の測定はマクベス製 RD-919を用いた。 
薄手 630BF 厚手スイカカード  

Dmin. Dmax. Dmin. Dmax. 
1回目 0.09 1.58 消し残し無し 1.27 
10回目 0.09 1.59 消し残し無し 1.26 
50回目 0.09 1.60 消し残し無し 1.27 
100回目 0.09 1.59 消し残し無し 1.25 
※ スイカカードはプレ印刷されているので、リライト消去時の反射濃度が解からないため

濃度測定できないので「消し残し無し」としている。 
リライト印字を 100回行ったカードの状況を以下に掲載する。左がリコー製 630BF（薄
手カード）、右が JR 東日本で使われているスイカカード（厚手カード）で、双方のカード

カード 

発熱体 
セラミック板 
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に対して同一内容でリライト印字を行った。 

 
左の 630BFに対してスイカカードの発色濃度が薄いのは、スイカカードは三菱製紙のロイ
コ染料を用いたカードであり、熱エネルギーをこれ以上カードに与えても最大濃度がこれ

以上でないため見た目に文字が薄く見える。それに対して 630BFは、最大濃度が高く出る
ロイコ染料を用いているため黒化濃度が十分に高くなり、見た目にも非常に濃い文字を印

刷できる。両者の差はリライトメディアが保有する個々の発色特性の差であり、弊社の加

熱制御技術が不十分なためではない。 
 
（４）まとめ 
今回、端面ヘッドを用いて薄手メディアと厚手メディアでリライト印字テストを行った

ところ、1-100回のリライト印字において発色濃度が安定しており、薄手メディアでも厚手
メディアでも加熱制御が旨く機能してリライト印字をコントロールできていることいるこ

とが確認できた。 
 
（J）カード用リライタブルプリンタの機構部開発② 
 
（１）目的 
これまで用いてきた平面ヘッドは薄手カードのリライト印字については問題なく行える

が、厚手カード（760μ）のリライタブル厚手カードをリライト印字するために端面ヘッド
を用いたカードプリンタを試作した。 
 
（２）方法 
最近、市場では 125μ厚のポイントカードの他にリライタブル ID カード、駐車カード、
診察カード、および RFIDリライトカードや PVCを基材としたリライタブルカード（厚手
760μ厚）など各種用途のリライタブルカードの需要が高まってきた。これら多用途のリラ
イタブルカードに求められる一方向搬送及び往復搬送を可能とするために、端面ヘッドを

搭載したカードプリンタを試作することとした。また、昨年度の開始段階で、これらのカ

ードに求められるプリンタの機能を１台に集約することが難しいとして、カード厚を薄手
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と厚手に分けて２種類のプリンタ開発を着手することを計画したが、端面ヘッドの採用及

びサーマルヘッドの垂直方向のリトラクションにスプリングを利用するなどの設計を採用

することにより、薄手、厚手カードとも１種類のカードプリンタでリライタブル印字でき

る構造を開発できると判断し、１種類の機構構造で 630BFのような薄手カードからスイカ
カードのような厚手カードまでリライト印字できるカードプリンタを開発した。 
それと共に、新たな需要として見込まれる駐車場カードについてテストした。 
駐車場や流通分野で広く使われているバーコード NW-7 は、プリンタの品質が悪いと印
字品位が損なわれてバーコードを瞬時に読み取れないことが多く、何度か試みてやっと読

めるなどの状況が頻繁に起きている。そのため弊社が開発しているカードプリンタの印字

品位の確認には打って付けのバーコードであるため今回の印字テストにNW-7を利用した。
勿論、NW-7は流通業界で最も良く使われているバーコードなので、ある意味では商品化に
向けての必須の印字テストと言える。 
参考までに、本年度開発したカードプリンタと昨年度開発したカードプリンタの写真を

以下に掲載する。 
 
◇ 今年度開発したカードプリンタ（端面ヘッド搭載モデル） 

 
 
 
 
 
 

開口部は、重心が後ろに掛かっても倒れない位まで大きく取り、クリーニングやカード

の詰まりなどの作業をしやすくした。また、改良前のプリンタでは、筐体の蓋が単独で

取れるようにしたが、改良したプリンタでは、機構部上部を筐体の蓋側に取り付け中に

入れる機構部と筐体を一体化して安定させた。 
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◇昨年度開発したカードプリンタ（平面ヘッド搭載モデル） 

 

上記の写真で解かるように、改善前は筐体表面に止めネジやカード入口と出口の突起な

どがあったが、改良後は全てそれらの突起を無くして滑らかな表面とした。また、改良前

のモデルでは、USB ケーブルの端子が高い位置から外に出るようになっていたため、改良
後のカードプリンタでは、電源ケーブルと共に筐体の後ろの下側から外に出るような位置

に移動して手でケーブルを引っ掛けたりしないように取り回し性を良くした。 
 
左が今回試作したプリンタ、右が前回試作したプリンタである。双方とも手作りの筐体で

あるが、左は樹脂成型品、右は板金加工である。高さ方向で大きな差がある。 

カード排出口 
USBケーブル 
電源ケーブル 

換気口 
（熱は殆ど内部に篭もらないがデザイン的な

面からスリットを入れた。スリット幅がやや大

きいので製品化時は細くする予定。） 
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横から見た写真、左が前回試作機、右が今回試作機である。奥行き方向はほぼ同一の長さ。 

 
 
上方から見た写真、今回の試作機の横幅がやや広い。 
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開口角度については、手前の前回試作機より、向こう側の今回試作機の方が大きく開くた

め、メンテナンスやカード詰まりに対する使い勝手が格段に良い。 

 
開口した時、今回試作機の方が中が良く見える。ヘッドクリーニングなどメンテナンス性
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が高い。右が今回試作機。 

 

下の写真では左が今回試作機。開口角度が圧倒的に違う。今回試作機では、搬送中にカー

ドを右に寄せる機構を設けた。これにより遊びがなくなるためカードが全く蛇行せずに印

字できるので文字品位が格段に上がった。 

 



 45

また、今回試作機においては、量産試作に向けて機構部で下記の写真にあるような改良

も加えた。（写真の中の↑は改善した箇所の一部を意味する。） 
今回試作機における改良前と改良後の金属板の色が異なるのは、改良前のモデル（左側）

では、板金をレーザー加工で切り取っているためバリが発生しないので、金属板にはメッ

キを施していない。改良後の試作機（右側）は金属板を打ち抜いて加工しているためバリ

が残るので、怪我をしないようにメッキを掛けている。 

 
 
（３）結果、考察 
今回開発した試作機の機構部の図面を以下に記す。 
以下の図面は、組み上げたときの左側面図である。 
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以下の図面は、平面図である。 

 
また、前記したように、流通業界などや駐車場に使われているバーコード NW-7 のリラ
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イト印字テストを行うに当たり、以下の改造を行った。 
改良前のカードプリンタに使っていたモーターではトルク不足で搬送ムラが発生してい

たため、「はずみ車」を採用し、尚且つトルクの大きい搬送モーターに交換した。この変更

により、交換前のモーターを使ったカードプリンタの NW-7 の印字結果は、ISO 評価基準
で C クラス（バーコードリーダーで数回試みないと読み取れないレベル）であったが、改
良を施したカードプリンタでは、最高評価の A クラス（一度の試みで確実に読み取れるレ
ベル）という評価検証結果が得られた。 
 
◇NW7バーコードを印字結果の評価検証結果 
下記のデータ情報をリライト印字して、その印字結果を BarCode検証機にて評価した。 
評価検証機 ： Quick Check890、波長、開口径 ： 660nm, 5mil 
・ シンボル情報  
シンボル Codabar （NW７） 
データ A12345678901234A 
スキャン 10 to 10 

・ 概要 
ISOテスト 合格 
従来のテスト 合格 
シンボルグレード A-3.70/05/660 
最小合格グレード C 
スキャングレード A/4 

・ 反射グレード 
シンボルコントラスト  83%   A   R(I)   87%   OK 
最低反射率/最高反射率  5%   A   R(d)   4%   OK 
最小エッジコントラスト 59%   A   PCS   95%   OK 
モジュレーション    71%   A   グローバル閾値  A 
欠陥           4%   A 

・ 寸法グレード 
デコーダビリティー   81%   A   X寸法   0.0095in 
キャラクタ間ギャップ(X) 1.0X   OK   倍率   N/A 
W/N比         2.80   OK   ECL   N/A 
平均バー幅の増加   +0.143X   OK   未使用誤り訂正   N/A   N/A 
左クワイエットゾーン          P   算出コードワード   N/A   N/A 
右クワイエットゾーン      P 

・ フォーマットグレード 
チェックキャラクタ       N/A   メッセージ長   14   合格 
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第二チェックキャラクタ     N/A   デコード              A 
◎ 評価結果 ： Aクラス 
 
以下の写真は印字したバーコードの品位を評価検証する機械である。 

 
 
また、今回の試作目的である薄手カードおよび厚手カードのリライト印刷および双方向

印刷を確認できた。また、きめ細かな箇所の改善により使い勝手の良いカードプリンタと

して仕上げることができた。 
リコー630BFとスイカカードをリライト印字した結果を以下に記す。 

 
◇リライト印字結果の反射濃度（Macbeth RD919反射濃度計） 
 薄手カード 

リコー630BF 
厚手カード 
スイカカード 

 Dmin. Dmax. Dmin. Dmax. 
QRコード読取 

①日本髪女性 0.09 1.60 消し残し無し 1.26 ― 
②診察券 0.09 ― 消し残し無し ― 読み取れる 
③駐車カード 0.09 ― 消し残し無し ― 読み取れる 
④ポチ 0.09 ― 消し残し無し ― 読み取れる 

BarCode読取検証機 

読取検証結果を印字するため

のサーマルプリンタ 
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⑤末田成子 0.09 ― 消し残し無し ― 読み取れる 
⑥白黒チャート 0.09 1.62 消し残し無し 1.27 ― 
※ スイカカードはプレ印刷されているので、リライト消去時の反射濃度が解からないため

濃度測定していない。 
 
薄手カード、厚手カードともに良好な反射濃度が得られた。 
◇ リライト印字に用いたデータ 
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※上に掲載した駐車場カードにあるNW-7の印字結果をバーコード検証機で評価検証した。 
 
◇今回試作機の主な改良点 
・ 昨年度開発したモデルでは制御基板２枚をサーマルヘッドの上部に乗せていたが、今年

度開発したモデルでは、基板を上下に１枚ずつに分けて開口しやすいように上部の部分

を軽くした（持ち上げる際の荷重を低くした）。上下ユニットの開口角度を大きくした

ことで、ヘッドの清掃やカードが詰まったときの搬送トラブルなどの際にも、メンテナ

ンスが非常に良くなった。 
・ 改良前のプリンタでは筐体表面に止めネジや、カード入口と出口の突起などがあったた

め、作業中に手が引っかかったりしたが、改良後のモデルは、全てそれらの突起を無く

したので滑らかな表面となり、取り回し性が非常に良くなった。 
・ 改良後のプリンタでは、USB ケーブルと電源ケーブルの端子口をプリンタ背面の下部
に移動したのでケーブルを引っ掛けることが無くなり取り回しが非常に良くなった。 

・ プリンタ内でカードを搬送する際、カードが蛇行しないように進行方向の片側に寄せる

ような機構部を採用して蛇行しないようにした。これにより進行方向に対する左右の印

字ぶれが無くなり、印字品位を高めることができた。 
・ 改良前のモデルでは、QRコードのリーダー（CCDラインセンサ）を固定していたため、
カード搬送方向に対して左右に移動できなかったが、今回のモデルではリーダーを左右
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に移動できるようにした。これにより、カードデザインに自由度が高まり QRコードの
位置を任意の場所にレイアウトしてリライト印字できるようにした。カードデザインの

自由度を高めておかないと顧客からデザイン上の制約が出るのは困るとクレームが出

てくることは必至なので、開発段階で解決しておく必要があった。 
・ カード搬送については搬送時の安定を図るために当初「はずみ車」を取り入れたが、そ

の後ギアの加工精度を高めて遊びを少なくし、トルクの大きいモーターを採用して搬送

時の安定性を高めた。これらの処置により、駐車場カードほか流通業界で広く使われて

いる NW-7バーコードなどの印字品位を飛躍的に向上させることができた。 
・ 今回試作したプリンタには端面ヘッドを搭載したが、ヘッドを立てて設置するためどう

してもプリンタの高さ方向が高くなるので、前のモデルと全体の高さが変わらないレベ

ルにするようにレイアウトを工夫した。特にカード搬送デッキを改良前のモデルよりも

低くすることにデザインを工夫した。 
・ 小型プリンタとしてスペース効率を高めるために基板を再設計して効率の良いレイア

ウトとした。 
・ 新規開発した基板や機構および機能に合わせて電気回路設計を行った。 
・ これまでの輻射熱の影響を受けやすい平面ヘッドから端面ヘッドに変更したため、端面

ヘッドによるリライト印字に適した加熱制御プログラムを新規開発した。 
・ 筐体の形状も滑らかな曲線を取り入れて綺麗な外観とするために、前モデルのような金

属の板金加工ではなくプラスチックを用いた樹脂成型の筐体で製作した。 
 
（４）まとめ 
端面ヘッドとその性能を活かすために新設計したエレキ、メカ、ソフトの組み合わせに

より、多用途に対応し、高品位なリライト印字が行えるカードプリンタを開発できた。 
 
（J）電気回路設計、ドライバ基板/制御基板の開発 
 
（１） 目的 
新設計した端面ヘッドの開発に伴い、カードプリンタ用の制御基板の開発と、新規開発

する LSI を搭載したドライバ基板の設計、及びそれらをコントロールする制御基板の設計
開発を行った。また、印字時に発生する電気ノイズを除去して印字ムラを無くすため新た

に制御基板を開発した。 
 
（２）方法 
これまで採用してきた平面ヘッドは、京セラでサーマルヘッドを生産した後、金メッキ

を施すためのマスキングと金メッキ、及びワイヤボンディングによる LSI の配線、サーマ
ルヘッドとドライバ基板の接合など各種の工程を複数の外注先でおこない、それらの会社
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を経由して仕上げるために時間と費用が掛かるが、今回開発した（Ｃ）で記載した端面ヘ

ッドは京セラで一括生産を行い、それに合わせて基板の回路設計も行った。また、端面ヘ

ッドの場合は、発熱体をセラミック板の縁に並べて乗せることによって原価が平面ヘッド

よりもやや高くなるので、原価を抑えるために京セラでの一括生産によりコストダウンも

図った。また、制御基板についても（Ｃ）に記載した端面ヘッドに合わせて新たに回路設

計を行った。 
ドライブ回路は、128 ドット単位で制御管理される新 LSI によりサーマルヘッド各素子
の加熱駆動と加熱時の各素子の抵抗値を測定するための切り替えを行う。 
制御回路は、PCから制御基板上にある FPGA内でブロック化された各ヘッドのドライブ
回路に加熱データとして変換出力されたサーマルヘッドの各発熱素子の抵抗値が、ADCで
アナログからデジタル信号に変換されて FPGAに入力されるが、その際に、FPGA内に予
め設定された目標温度、目標加熱エネルギーになるように各発熱素子をフィードバック制

御する回路である。制御回路から PCにフィードバックされた情報により積算エネルギー制
御が可能となる。 
制御内容としては、機構部へ供給するエネルギー値の制御、メディア搬送速度の制御、

メディア検知信号の PCへの伝達、機構部の温度情報の収集などである。 
 
（３）結果、考察 
ドライバ基板・制御基板ともに設計仕様通りの性能を得られた。前回試作した制御基板

と今回開発した基板を下記に掲載する。 
◇前回試作基板             ◇今回試作基板 

 
基板サイズを小さくするとともにコネクタの取付け位置を基板裏面にレイアウト変更し、

さらにケーブルなどの取り回しを改善して、組み立て時やメンテナンス性を向上させた。 
 
（４）まとめ 
今回の端面ヘッド用ドライバ基板の組立ては、高さ方向を極力短くした設計を行った結

果 200dpi の平面ヘッドよりも小さなサイズに 300dpi の端面ヘッドを納められた。同じく
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制御基板においても留め具を含めて小さいサイズ（130mm×180mm）に納められた。 
 
（L）端面ヘッド用ドライバ基板/制御基板の組み立て加工 
 
（１）目的 
新設計した端面ヘッドの開発に伴い、ドライバ基板の電気回路設計及びそれらをコントロ

ールする制御基板の設計および開発を行い、その組み立てを行った。 
（２）方法 
端面ヘッド用のドライバ基板は、平面ヘッドと較べると高さ方向の寸法が大きくなるの

で、高さ方向をなるべく低く抑えるように回路設計して組み立てた。制御基板についても、

ドライバ基板同様に、部材選定や回路設計を考慮してサイズが大きくならないように設計

して組み立てた。 
 
（３）結果、考察 
ドライバ基板については、これまで作った平面タイプのプリントヘッドより小さな端面

タイプのプリントヘッドに組み立てることができ、また前回開発した端面ヘッドと同サイ

ズに納めることができた。 
 
◇新旧ヘッドの比較（上が新ヘッド、下が旧ヘッド） 

 
 
以下に、今回試作機のために開発した基板を掲載する。 

プラグ取付け向きを逆にした。 

回路パターンを新設計 

新ヘッド 

旧ヘッド 
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以下の写真は、左が前回の試作機、右が今回の試作機を筐体を外して上方から見たときの

写真。 

 
前回試作機 今回試作機 

上部基板 

下部基板 

CCDセンサ基板 
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以下の写真は、左が前回の試作機、右が今回の試作機で、プリンタ下方から見た写真。前

回試作機は２枚の基板を機構部の上部に載せているが、今回の試作機は、1枚を上方に１枚
を下方に振り分けて設置している。その結果、配線が非常にシンプルになり、組み立て作

業が易しくなった。下記に掲載した２枚の写真を見ても配線した線材の本数に違いがある。 

 

 

 

前回試作機 今回試作機 

前回試作機 今回試作機 
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（４）まとめ 
今回の端面ヘッド用ドライバ基板の組立ては、高さ方向を極力短くした設計を行い、

200dpi の平面ヘッドよりも小さなサイズに 300dpi の端面ヘッドを納められた。同じく制
御基板においても留め具を含めて小さいサイズ（130mm×180mm）に納められた。 
 
（M）量産２次試作の各種部材及び関連するプログラムの開発 
 
（１）目的 
量産試作用プリンタのアプリケーションプログラムを開発し、量産試作用の部材として、

筐体・モーター・ピン・ガイド・底板・基板のホルダー・ステー・位置決めプラテンロー

ラー・搬送ローラ・放熱板・歯車・軸・セルフォックレンズセットなどの検討を行った。

また、プログラムを量産試作機向けに改善した。 
 
（２）方法 
下記に示す写真は今回開発した試作機であるが、配線ルートの変更など端面ヘッドを搭載

したカード用リライタブルプリンタを、量産試作機向けに改良を施した。 

 
また、今回試作機に向けて開発したプログラムを、量産試作機向けに一部改善を施した。 
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（３）結果、考察 
上記の写真で改良後と書いた量産試作向けの試作プリンタは、サーマルヘッド、制御基

板などの内容を一部変更してリライト印字時に発生する電気ノイズを抑えて印字ムラの発

生を無くしたほか動作部や発熱部に近接しないような配線ルートとするため側板のケーブ

ル穴位置などの点を改善した。また、左手の改良前のカードプリンタの板抜きはレーザー

加工を用いたが、改良後の板抜きは型抜き加工とした。型抜き加工ではバリが発生するの

でメッキを施して作業中に手が切れないようにした。内部では、カード搬送時に片寄せす

る際の受け側の形状を変更するために「切り」を入れるなど細かな改善を行った。 
また、NW7などの細かなバーコードを綺麗に印字するためにカード搬送に用いるモータ

ーのトルクをアップして印字品位を高めた。この改善により、バーコード検証機（下記写

真）による NW７読取品位が ISO評価の Cクラスから Aクラスに上がり、読取誤認が全く
出ないことが立証された。下記の写真は印字したバーコードの品位を確認する検証機（右）

と検証結果を印字するサーマルプリンタ（左）。 

 
 
（４）まとめ 
今回の開発及び量産試作機向けの改良により、写真階調印字や QR コード印字及びバー
コード印字を含めて印字ムラの全くない高品質なリライトプリンタに仕上げることができ

た。 
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３－１－３．カード用リライタブルプリンタの性能評価 
 
（A）端面ヘッド搭載のカード用リライタブルプリンタの性能評価 
 
（１）目的 
各リライタブル・プリンタの組立て後の調整が完了した後に、目標通りの性能を備えてい

るかどうかの評価検証を行った。また、製品化後に想定される使用環境での性能評価も行

った。 
 
（２）方法 
連続リライト印字において、以下のテストを行った。 
① 光学反射濃度の上昇や下降の傾向がないか。光学反射濃度がばらつかないか。 
② 滲み、切れ、ドット抜け、ムラなど文字（２値階調）の印字品位が落ちないか。 
③ 滲み、切れ、ドット抜け、ムラなど写真（連続階調）の印字品位が落ちないか。 
④ 反り、カール、折れ、つまりなどがないか。 
⑤ メディア基材にダメージはないか。 
⑥ プリンタ各部位に問題が発生しないか。 
⑦ ソフトウェアのバグや使い勝手。 
 
（３）結果、考察 
① 光学反射濃度の上昇や下降の傾向がないか。光学反射濃度がばらつかないか。 
種類 カードプリンタ 先行試作 A４プリンタ 
リライト回数 １回目 100回目 １回目 100回目 
Dmin. 0.08, 0.08, 0.08 

0.09, 0.09 
0.09, 0.08, 0.08 
0.08, 0.09 

0.08, 0.08, 0.09 
0.09, 0.09 

0.09, 0.08, 0.08 
0.08, 0.09 

Dmax. 1.60, 1.61, 1.60 
1.60, 1.61 

1.61, 1.60, 1.61 
1.61, 1.60 

1.60, 1.61, 1.60 
1.61, 1.60 

1.61, 1.60, 1.61 
1.60, 1.60 

マクベス RD919にて濃度測定した結果、上記のように、Dmin. Dmax.の光学反射濃度は
共に安定したリライト印字結果であり問題はなかった。 
② 滲み、切れ、ドット抜け、ムラなど文字（２値階調）の印字品位が落ちないか。 
種類 カードプリンタ 先行試作 A４プリンタ 
リライト回数 １回目 100回目 １回目 100回目 
文字の滲み なし なし なし なし 
文字の切れ なし なし なし なし 
ドット抜け なし なし なし なし 
ムラ なし なし なし なし 
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光学 30倍ルーペによる目視観察の結果、上記のように、滲み、切れ、ドット抜け、ムラ
などの問題は見られなかった。 
③ 滲み、切れ、ドット抜け、ムラなど写真（連続階調）の印字品位が落ちないか。 
種類 カードプリンタ 先行試作 A４プリンタ 
リライト回数 １回目 100回目 １回目 100回目 
写真の滲み なし なし なし なし 
写真の切れ なし なし なし なし 
ドット抜け なし なし なし なし 
ムラ なし なし なし なし 
光学 30倍ルーペによる目視観察の結果、上記のように、滲み、切れ、ドット抜け、ムラ
などの問題は見られなかった。 
④ 反り、カール、折れ、つまり跡などがないか。 
種類 カードプリンタ 先行試作 A４プリンタ 
リライト回数 １回目 100回目 １回目 100回目 
反り なし なし なし なし 
カール なし なし なし なし 
折れ なし なし なし なし 
つまみ なし なし なし なし 
繰り返しのリライト印字におけるメディアの反り、カール、折れ、つまみ跡などは発生

しなかった。 
⑤ メディア基材にダメージはないか。 
種類 カードプリンタ 先行試作 A４プリンタ 
リライト回数 １回目 100回目 １回目 100回目 
基材のダメージ なし なし なし なし 
繰り返しのリライト印字におけるメディア基材へのダメージは無かった。 
⑥ プリンタ各部位に問題が発生しないか。 
繰り返しのリライト印字における螺子の緩み/欠落、ベルトの伸び/切断、機構部の破損/
不具合、の問題は発生しなかった。 
⑦ ソフトウェアのバグや使い勝手。 
繰り返しのリライト印字におけるソフトウェアにバグは発生しなかった。また、使い勝

手も改善すべき点は特に無かった。 
 
（４）まとめ 
カードプリンタ及び先行試作Ａ４プリンタともに、写真特性・メディア物性・プリンタ

機構部・ソフトウェアにおいて、繰り返しのリライト印字における問題点が発生しなかっ

た。 
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（B）端面ヘッド搭載のカード用リライタブルプリンタの使用環境評価 
 
（１）目的 
カードプリンタの組立調整が完了した後に、使用環境に対して目標通りの性能を備えて

いるかどうかの評価検証を行った。評価項目として最小濃度、最大濃度、濃度ムラ、繰り

返しリライトによる発色濃度の安定性をチェックした。 
 
（２）方法 
製品化後に想定される使用環境での性能評価を冬場と夏場を想定して 5℃30％RH と

35℃70%RHで行った。リライト印字テストを行う前に、プリンタ本体を１時間その環境下
に置いた後にリライトテストを行った。リライトカードについては、身に付けて持ち歩く

ため冬場を想定したテストの際には 10℃、夏場を想定したテストの際には 30℃の環境に置
いた。使用したメディアは、㈱リコーの 630BF。 
 
（３）結果、考察 
下記の環境下で繰り返しリライト印字を行った結果を示す。 

5℃、30%RH 35℃、70%RH  
１回目 50回目 １回目 50回目 

Dmin. 0.09 0.09 0.09 0.10 
Dmax. 1.59 1.60 1.59 1.60 
想定した使用環境に関わらず、安定したリライト印字結果を得られた。また、リライト印

字結果以外の電気的なトラブルなども確認を行ったが問題なかった。 

  リライト印字テストに用いた電子ファイル 

 
（４）まとめ 
冬場と夏場を想定した極端な使用環境にも関わらず、安定したリライト印字結果を得ら
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れ、Intelligent Thermal technologyのリライト印字制御の効果を確認した。 
 
３－２．カンバン用リライタブルプリンタの開発 
 
（１）目的 
開発内容としては、開発要件の検討、A４ヘッドの小型化と制御基板の設計による高速処
理対応の検討、機構部仕様検討、ノイズが発生しにくい電源及び信号ケーブルの位置関係

の改善、コントロールプログラムの仕様検討、小型電源装置の検討を行った。 
 
（２）方法 
弊社負担で先行開発した A４サイズの流通カンバン用リライタブルプリンタには低コス

トではあるがリライト印字には不向きな平面ヘッドが使われているため、端面ヘッドに置

き換えるべく機構部、電気回路を含む基板形状などの検討を重ねてきた。特にリライト印

字の高速性を高めるために搬送系をストレートパスとして搬送抵抗を極力低くして搬送で

きるような構造を検討した。また、用途からして作業現場で扱いやすくなければならない

ので、極力使い勝手の良い作業ができ且つ邪魔にならないサイズに納めるためのサーマル

ヘッドを検討し、基板サイズも極力小さなものにしてノイズの発生が無いように改善すべ

く検討した。さらに、加熱制御プログラムを検討して高速リライト印字に適したプログラ

ム内容とするための検討を行った。また、プリンタ全体を小型に納めるために小型の電源

装置を検討した。 
 
（３）結果、考察 
各種検討を重ねた結果、当初想定していた最大 A４サイズのカンバン用紙をリライト印字
できる流通カンバン用リライタブルプリンタの開発要件をまとめた。 
以下に主な要件を示す。 

項目 内容 

サーマルヘッド 端面タイプ、解像度 300dpiの ITヘッド 
ドライブセンス LSI 128ドット単位でフィードバック制御を実施 
用紙スタッカー 160μから 200μ厚のカンバンが最低 100枚が納まること 
用紙搬送速度 最低 4インチ/秒で搬送できること 
リライタブルメディア リコー製の 630BFを推奨メディアとすること 
印字信号 ２値印字を基本とすること 
情報記録 ＱＲコード必須、ＩＣチップ及び一次元 BarCodeも実施できる 
 
（４）まとめ 
これまで流通用のリライタブルカンバンとして、A4 サイズ（210mm×297mm）から
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85mm×200mm まで、様々なサイズと厚さのリライトメディアが市場に存在していたが、

市場の傾向として小さなサイズ２種類（85mm×200mm, 90mm×150mm）に集約されて
きた。これまではＡ４を最大サイズとしてＢ５およびそれ以下のサイズのカードを想定し

てきたが、最大 A4サイズのままで製品化した時には競合他社プリンタとの比較で売価が高
くなり競争力が無くなるため、プリンタ仕様を再検討する必要性が出てきた。そのため、

仕様検討から再設計を含めて来年度に向け新たに設計開発することにした。また、リライ

ト印刷速度についても４インチ以上を想定した仕様を目標として再検討することにした。 
 
３－３．オフィス用リライタブルプリンタの開発 
 
（１）目的 
オフィス用プリンタは、カンバン用プリンタと同一サイズ（Ａ４サイズ）の用紙サイズ

を目標サイズとし、端面型サーマルヘッド、用紙スタッカーや用紙搬送を含む機構部、制

御基板、制御プログラム、電気配線など流通カンバン用リライタブルプリンタとの部品共

用化によるコストダウンを前提に検討を行った。 
開発内容としては、開発要件の検討、A４ヘッドの小型化と制御基板の設計による高速処
理対応の検討、機構部仕様検討、ノイズが発生しにくい電源及び信号ケーブルの位置関係

の改善、コントロールプログラムの仕様検討、小型電源装置の検討である。 
 
（２）方法 
弊社負担で開発した A４サイズのオフィス用リライタブルプリンタには低コストではあ

るがリライト印字には不向きな平面ヘッドが使われているため、端面ヘッドに置き換える

べく機構部、電気回路を含む基板形状などの検討を重ねてきた。特にリライト印字の高速

性を高めながら省スペースのプリンタとするために搬送系を屈曲型にして搬送できるよう

な構造を検討した。また、極力使い勝手の良い作業ができ且つ邪魔にならないサイズに納

めるためのサーマルヘッドを検討し、基板サイズも極力小さなものにしてノイズの発生が

無いように改善すべく検討した。さらに、加熱制御プログラムを検討して高速リライト印

字に適したプログラム内容とするための検討を行った。また、プリンタ全体を小型に納め

るために小型の電源装置を検討した。 
 
（３）結果、考察 
各種検討を重ねた結果、当初想定していた最大 A４サイズのリライト用紙をリライト印字
できるオフィス用リライタブルプリンタの開発要件をまとめた。 
以下に主な要件を示す。 

項目 内容 

サーマルヘッド 端面タイプ、解像度 300dpiの ITヘッド 
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ドライブセンス LSI 128ドット単位でフィードバック制御を実施 
用紙スタッカー 160μから 200μ厚のリライト用紙が 30枚納まること 
用紙搬送速度 最低 10ppmでリライト印字して搬送できること 
リライタブルメディア リコー製の 630BFを推奨メディアとすること 
印字信号 ２値印字と面積階調ができること。近い将来濃度階調を実施 
情報記録 ＱＲコード必須、ＩＣチップ実施可能とすること 

 
（４）まとめ 
これまで、オフィス用プリンタの出力サイズをカンバン用プリンタと同じ A4サイズとし

て機構部の共通化の検討をおこなっていたが、カンバンプリンタの仕様の需要に変化が生

じたためカンバン用とは同一機構にできなくなった。そのためオフィス用リライタブルプ

リンタとして端面ヘッドを搭載して且つ小さな容積に納めるために来年度に再設計するこ

ととした。また、リライタブル印刷にはサーマルヘッドの基材であるセラミック板の輻射

熱を受けない構造の端面ヘッドが適しているが、開発中のオフィスプリンタの構造で、端

面ヘッドをそのまま搭載したときに容積が大きくなるため、小型化に向けて再検討を行い

来年度に向けて開発することにした。 
 

４．技術開発成果の概要 

 
１７年度の開発テーマである新サーマルヘッドの開発と、それを加熱制御するプログラ

ムの開発により、これまで使っていた先行試作サーマルヘッドの問題点、即ち、弊社費用

で先行試作したサーマルヘッドを用いた場合、高温短時間加熱で発色させた文字が、その

後のセラミック板からの輻射熱により発色濃度が低下するという問題を、今回の新サーマ

ルヘッドの開発とそれに使用する加熱プログラムの開発により解決した。また、リライタ

ブルカードプリンタでは、設計段階からのコスト見直しを行い、部品点数の見直し、部品

材料の見直し、組立て工数の見直し、メンテナンス性の高い部品やサブアッセンブル化の

採用によりコストダウンを実現し、使い勝手を改良して信頼性を高める機構設計を行った。 
１8年度の開発テーマの実行により、これまで使用してきた平面ヘッドの問題点、即ちメ
ディア厚に左右されずにリライト印字が実行できる端面ヘッドとそれを搭載したカードプ

リンタを開発した。また、端面ヘッドを的確に加熱制御するプログラム開発により平面タ

イプのサーマルヘッドの問題点、即ち、高温短時間加熱で発色させた文字が、後のセラミ

ック板からの輻射熱により発色濃度が低下するという問題点を解決した。それと共に、プ

リントヘッドのサイズアップに繋がってしまう端面ヘッドの構造を、小型のドライバセン

ス用 LSIと電気回路設計を開発することにより、200dpiの平面ヘッドよりも小さな 300dpi
の端面ヘッドを開発できた。その結果、プリンタ寸法が小さいプリンタを実現できるので、
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今回の端面ヘッドの幅を広げることで、カードプリンタだけで無く、カンバンプリンタや

オフィスプリンタに対してもプリンタサイズを小さくできるようになった。 
１９年度の開発テーマの実行により、端面ヘッドで発生していた問題点、即ちリライト

印字中にノイズが発生してリライト印字にムラが生じる問題点を解決することができた。

また、その改善を行った際にも、プリントヘッドのサイズアップに繋がってしまう端面ヘ

ッドの構造を小型のドライバセンス用 LSI と電気回路設計を開発することにより、200dpi
の平面ヘッドよりも小さな 300dpiの端面ヘッドを開発できた。また、新開発した端面ヘッ
ドを搭載するカード用リライタブルプリンタを新たに再設計して量産試作向けに改良を行

い、市場で望まれている低価格・高画質・小型軽量・省エネのカードプリンタを開発でき

た。また、今回小型の端面ヘッドの開発により、サイズの小さいプリンタを実現できるの

で、今回の端面ヘッドの横幅を広げることで、カンバンプリンタやオフィスプリンタに対

してもプリンタサイズを小さくできるようになった。 

 

５．まとめ 

 
平成 17年度からの 3年間、ワンヘッドによるワンパス・リライトを最大の特徴とし、省

エネ・省資源・小型・軽量・低価格・高品質などを特徴とし、印字品質においても 256 階
調印字（濃度階調）により競合他社品の面積階調を大きく上回る写真画質再現を可能とし

た。 
この間の大きなブレークスルーの一つは、リライトメディアを書き換える際に、該当メ

ディアの特性に合わせて印字または消去に必要な加熱パラメータをメディア毎に設定でき、

しかも１ライン毎に、各発熱素子にその印字または消去のパラメータを掛けられるプログ

ラムを開発したことである。 
二つ目のブレークスルーとしては、端面ヘッドの開発とソフトウェアを含んでそれに関

連する制御ユニットの開発ができたことである。端面ヘッドの採用により蓄熱の影響によ

る発色濃度の低下を抑えることができたことと、厚さの異なる様々なリライタブルメディ

アの文字情報を印字消去する際に、ヘッド・リトラクション機構を取り入れ、ヘッドクリ

アランスを調節することなく綺麗にワンパス・リライトできる機構を開発できたことであ

る。こうした厚さの異なるメディアに対してワンパス・リライトを実現したことで、これ

までポイントカード用途だけしかなかったリライタブルプリントの用途を大きく広げるこ

とが可能となり、診察券・IDカード（会員証）・駐車券などの新規需要にも適用できる装置
として開発できた。 
また、上記のブレークスルーは、カードプリンタ以外の用途で使われる他のリライタブ

ルプリンタ、例えばオフィスプリンタやカンバンプリンタにも適用できるので、非常に有

効性の高い開発になる。 
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現在のところ、リライタブルプリントは日本国内の需要（プリンタ稼働台数 20万台、使
われているリライタブルカード年間 1 億枚）が大半であるが、急速な地球温暖化が叫ばれ
ている中、当社システムはそれを抑止する印刷方式として非常に有効である。特に、中国

やインドといった人口過密の発展途上国においては、先進国と同等のプリンタ環境を整え

たときには非常に大きなエネルギー消費となりまた資源の枯渇化に拍車を掛けることとな

る。そうした環境にしないためにも、当社方式のリライタブル技術は非常に有効な印刷シ

ステムとなる。何故なら、オフィスプリンタとして使われている電子写真方式（トナーを

用いる印刷方式）の消費電力は 1000Wから 1500Wであるのに対して、当社方式のリライ
タブルプリンタはその十分の一に過ぎないからである。しかも、そのリライタブル用紙は

紙では無くリサイクルが可能な PETであるため、森林伐採して紙を作る必要がないので省
資源に大きく寄与する。 
リライタブルメディアのメーカーは、国内の株式会社リコーと三菱製紙株式会社の２社

が市場を２分している。欧州の ClearJet社でも、自社製造したリライタブルメディアをス
キー場のリフト券などに利用しているが、まだまだ彼方此方で使われると言った環境にま

で至っていない。調査会社が調べた調査結果をみても、欧州やアジア、オセアニアはリラ

イト市場として見込めるので、今後は国内だけでなく海外に対しても省エネ・省資源を売

りとした印刷システムとして販売していく。 
現在市場で入手できるリライタブルメディアは、発色が黒一色か青一色に限られている

が、今後、市場からの要求や販促活動による市場開拓により、マルチカラーやフルカラー

といったリライタブルメディアが開発されたときにはさらに新たな用途が拡大する。そう

したときには、地球温暖化の抑制につながる技術として益々高い評価を得ることができる

と確信している。そのためには印字と消去の熱効率の高いリライタブルメディアの開発を

行うことが必要となるので、リコーや三菱製紙とはより密接な関係を築くべく働きかけて

いく。 
いま、排出権の売買がマスコミで騒がれているが、本質的な地球温暖化防止や環境保護

ではないにも関わらず環境ビジネスとして成り立っている現状は、何処か奇異な感じを受

ける。当社は、形だけのエコロジーではなく地球規模で本質的な環境改善に結びつく事業

として、本技術開発のリライタブルプリントシステムとして世界に定着させることを目標

として今後も事業化に向けて邁進する。 
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技術開発促進事業終了報告書＜公開版＞の取扱いについて 

 

本報告書は、参加企業の研究報告を目的に作成したものです。このため報告書の

内容について引用等をされる場合には、参加企業及びＲＩＴＥの許可が必要ですので、

ご連絡いただくようお願い致します。 

 

連絡先 (1)サイバーイメージング株式会社 事業企画室 贄川吉明 

           TEL  042-352-7663          FAX  042-356-7606 

          (2)財団法人地球環境産業技術研究機構（ＲＩＴＥ） 

               研究企画グループ研究支援チーム 

               TEL  0774-75-2302    FAX  0774-75-2314 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


