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富士電機では，画像形成機能への要求（高感度化，高安定化など）とともに電子写真装置の環境負荷低減技術に対応した
有機感光体（OPC）の開発を進めている。独自のコンピュータ分子設計と化学合成技術を使って，機能材料，高分子材料，
添加剤の開発を行っている。装置の小型化，資源保護，リサイクル化，高耐久化といった要求に対応するため，下引き層の
樹脂，電荷発生材料，電荷輸送層の添加剤などの新規材料開発により，OPC の環境特性の向上，感度特性の改善，省エネ
ルギー化対応や耐刷性向上を実現した。また，材料安全評価や環境関連法令にも対応した体制を整えている。
Fuji Electric is developing organic photoconductors (OPCs) in response to requests for image forming functions with higher sensitivity
and higher stability, and to reduce the environmental impact of electophotographic machines. Fuji Electric is developing functional materials,
polymer materials and additives applying proprietary computer-aided molecular designs and chemical synthesis technology. In order to support the miniaturization of equipment, promote resource conservation and recycling and achieve higher durability, Fuji is also developing new
OPC underlayer resin materials, charge generating materials, and additives for the charge transport layer, and has accomplished to improve
OPC environmental stability, enhance sensitivity, conserve energy, and improve printing durability. Additionally, Fuji Electric has established
a system that complies with material safety standards and environmental regulations.
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まえがき

さらに，ユーザからは装置の小型化，低価格化への対応も
求められている。富士電機では，このような特徴ある有機

富士電機が開発した感光体製品は，地球環境にやさしく，
プリンタ，複写機などの電子写真装置の省エネルギー（省

感光体を製品化し，さまざまな要求に応えている。
本稿では，これらの有機感光体に関する基礎技術である
材料技術や化学技術と，富士電機の有機感光体の環境への

エネ）化に貢献している。
有機感光体を用いる電子写真応用機器はデジタル化，カ

取組みの概要，特徴について紹介する。

ラー化，ネットワーク化が進展している。さらに，官公庁
･ 企業向け，個人向けとともに従来に比較して情報量が多

2

有機感光体

く，密度の高い原稿が増え，かつその出力数も増えている。
環境負荷の評価には，消費電力の低減や使用材料の使用

有 機 感 光 体（OPC：Organic Photoconductor） は， 感

量 ･ 排出量に着目するだけでなく，現在は製品のライフサ

光体表面の電位差を利用して画像を形成する。原理的には

イクル全体での環境負荷の低減，いわゆるライフサイクル

電位の極性は正極性 ･ 負極性のいずれでも差し支えない。

アセスメント（LCA）の考え方が求められている。その
ため，感光体には従来の画像形成機能への要求（高感度化，

OPC の画像形成電位の極性が正極性のものは正帯電型
OPC と呼び，負極性のものは負帯電型 OPC と呼ぶ。図₁

高安定化など）とともに，電子写真装置に要求される環境

に負帯電積層型 OPC，図₂ に正帯電単層型 OPC の層構成

負荷低減技術に対応した感光体の開発が求められている。

と動作原理を示す。
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負帯電積層型有機感光体の層構成と材料
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正帯電単層型有機感光体の層構成と材料

感光層
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負帯電積層型 OPC は，まずアルミニウム管などの導

表

OPC材料の一例

電性基体上に樹脂などからなる下引き層（UCL：Under

層

Coat Layer）を設ける。下引き層の上に，電荷発生材料
（CGM：Charge Generation Material）と樹脂などからな
る 電 荷 発 生 層（CGL：Charge Generation Layer） を 設

電荷輸送層
（CTL）

ける。さらに電荷発生層の上に，電荷輸送材料（CTM：
（HTM：Hole Transport Material）と樹脂などからなる

感光層

電荷輸送層（CTL：Charge Transport Layer）を設けて
いる。このように感光層は，機能別積層構造からなってい
る。

電荷発生層
（CGL）

正帯電単層型 OPC も，アルミニウム管などの導電性基
体上に必要により樹脂などからなる UCL を設ける。UCL
の上に，CGM，HTM，CTM の一種である電子輸送材料
（ETM：Electron Transport Material）と樹脂などからな
る単層の感光層を設けた構造である。
また正帯電積層型 OPC は，正帯電単層型 OPC の下引

下引き層
（UCL）

き層と感光層の間に，HTM と樹脂などからなる CTL を

アリールアミン類，ヒドラゾン類，
スチルベン類，ベンジジン類など

電子輸送材料
（ETM）

アゾキノン類など

膜形成材料

ポリカーボネート類，ポリエステル
類，ポリスチレン類など

添加剤

感光体特性改善材料，膜形成補助材
料，塗布液劣化抑制材料など

電荷発生材料
（CGM）

フタロシアニン類，アゾ類など

膜形成材料

ポリ酢酸ビニル類，ポリケタール類
など

添加剤

感光体特性改善材料，膜形成補助材
料，塗布液劣化抑制材料など

導電性材料

金属酸化物類など

膜形成材料

ポリアミド類，ポリエステル類，
メラミン類など

添加剤

感光体特性改善材料，膜形成補助材
料，塗布液劣化抑制材料など

設けた構造である。
感光層表面をコロナ放電方式や接触方式で帯電させた
のち露光すると，CGM で正負両電荷が発生する。正電荷
は HTM 間を移動して，負帯電型の場合には感光層表面に，
正帯電型の場合にはさらに CTL や UCL を通過して基体
に達する。一方，負電荷は，負帯電型の場合には UCL を
通過して基体に，正帯電型の場合には ETM 間を移動して
感光層表面に達する。これにより感光体の表面電荷が中和
され，周囲表面との電位差により静電潜像が形成される。
この後，トナー（粉末着色樹脂インク）による潜像の可視

図₃

富士電機の開発した材料の分子構造

化と，トナーの紙への転写 ･ 加熱溶融定着を経てプリント
が完成する。

新材料の開発に適用している。実際に開発した OPC 材料
の分子構造例を示す（図₃）
。

3

富士電機の有機感光体材料開発の取組み

分子設計した OPC 材料を化学技術により合成する。い
わゆるグリーンケミストリーの観点からも極力高純度な材

表 1 に OPC の 主 要 材 料 を 示 す。UCL 材 料，CGM，

料が得られ，高収率な合成反応を選択する必要がある。例

HTM，ETM などの機能材料，各種樹脂などの膜形成材料，

えば，目的の分子を単純な構造の前駆体に分解し，目的

およびさらなる高機能を付与する添加剤などからなってい

の化合物を得るための効率的な合成経路を検討する。また，

る。

目的の化合物を高純度，高収率に得るための合成には，適

OPC が広く市場に受け入れられるためには，機能材料，

⑴

切な触媒を採用することが重要である。富士電機では，鈴

膜形成材料，添加剤などの材料個々の機能はもとより，相

木反応などの革新的反応に対して適切な触媒を採用し，高

互にバランスよく最適に設計することも必要であり OPC

機能，高収率で安全な合成反応を確立している。

材料技術の複雑さの一つとして挙げることができる。
富士電機では，独自の材料技術により市場動向に合致す

⑵

化学合成時の反応機構や精製技術は，化学用材料合成の
視点から電子用材料合成の視点に見方を変える必要がある。

ることはもとより，環境負荷を低減し，市場を切り開く先

富士電機では，電機メーカーならではのプラント技術，

取りした新しい機能を提供している。次に富士電機の材料

プロセス制御技術を用いながら，再結晶，カラム，蒸留，

技術開発の取組みについて紹介する。

昇華などの個々の精製技術を用いて OPC の機能発現のた
⑶

めに必要な品質の維持，向上を図っている。
₃.₁ 分子構造の設計 ･ 合成技術設計

OPC 材料の開発では，化学技術に基づいて分子設計を
行う。富士電機では，分子設計システムを導入し，コン

₃.₂ OPC の各層材料の設計

⑴

UCL 材料設計

ピュータ分子設計技術を確立している。さらなる OPC の

UCL 材料には，導電性基体との接着性，導電性基体表

高機能化を目指し，機能材料，高分子材料，添加剤などの

面の平滑化，電荷のブロッキング性，塗り重ねる層の塗布
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性，UCL 塗布液の安定性などの多様な機能が求められる。
これらの機能を導電性材料，膜形成材料，添加剤などで実

また，基板からの電荷リーク耐性を高めることにより感
光体の長寿命化を実現している。さらに，基板表面の反射

現している。
ユーザの志向や省資源化の観点から装置の小型化が進ん

光を低減する UCL を適用することで，基板で反射した露

でいる。感光体も小径化が求められ，より耐久性が高く，

光光が原因の干渉縞（じま）状の画像の不具合の発生を抑

応答性の良い OPC が求められている。富士電機では，独

え，同時にアルミ基板の加工工程の生産性も向上した。

自の分子設計技術により開発した新規高機能な膜形成材料

⑵

CGL 材料設計

を採用している。また装置への要求からさまざまな環境で

CGL 材料には，UCL との接着性，露光光に対する高い

の使用に耐え得る感光体が必要とされるため，環境安定性

量子効率，電荷のブロッキング性，塗り重ねる層の塗布性，

を目的として，UCL 用樹脂設計を行っている。新規に開

CGL 塗布液の安定性などの多様な機能が求められる。こ

発した UCL 用樹脂は従来の UCL 用樹脂と比較して，吸

れらの機能を CGM，膜形成材料，添加剤などで実現して

湿性能を改善することにより UCL 膜の体積抵抗の環境変

いる。
富士電機では，高機能，高安定な CGM を独自の合成反

動を改善し，感光体の環境安定性の向上を実現している

応技術やプロセス制御技術により開発している。露光光源

（図₄）
。
この独自の UCL 材料設計により，さまざまな環境でも

が LD（レーザダイオード）や装置の小型化に有利な LED

UCL の体積抵抗を最適化して感光層の全体の電荷移動バ

（発光ダイオード）などに対して適度な電荷発生能を持つ

ランスを調整し，高い光応答性と環境安定性を両立させた

CGM を 開 発 し， 採 用 し て い る。 感 度 E100 が 0.15 µJ/cm2
レベルの高い光感度特性を持つ CGM を開発し，採用して
いる。露光エネルギーを低減しても十分な光減衰特性を
持ち，顧客の所望する電位特性の OPC を提供することで，
装置の省電力化や環境負荷低減に寄与している。

開発品樹脂
従来品樹脂
大

CGM は，さらなる高感度化やカラー機に適したガン

→

マ特性が要求されている（本稿では，半減露光量 E1/2 と

吸湿量

表面電位を－50 V とする露光量 E50 の比をガンマ特性の
指標とする）
。富士電機は，さまざまなガンマ特性を持

←

つ CGM の開発を行い，顧客の要求する画像階調性などに

小

対応をしている。また，CGM の分散化技術の開発を行い，
CGM の粒子径調整による感度特性改善を進めている（図
₆）
。
0

50

100

相対湿度（RH％）

⑶

CTL 材料設計
CTL 材料には，CGL との接着性，帯電の保持性，電荷

の注入性，注入された電荷の輸送性，耐刷性，耐オゾン性，
図₄

耐油脂性，CTL 塗布液の安定性などの多様な機能が求め

樹脂の吸湿量の環境依存性

られる。これらの機能を電荷輸送材料，膜形成材料，添加
剤などで実現している。
700
暗部電位

600

開発

新 CGM

500
400
300

従来 CGM

200
明部電位

100
0

従来 CGM
低温低湿
（L/L）

常温常湿
（N/N）

新 CGM

高温高湿
（H/H）

環境条件

図₅

開発した OPC の実機環境特性例
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分散時間

CGM の分散性とガンマ特性例
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OPC を開発している（図₅）
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富士電機では，例えば塗布液および OPC の劣化を抑制

には電子用材料の視点での材料検査技術が重要であると考

する添加剤や，耐刷性を向上する添加剤を独自の分子設計

えており，独自の視点も加えた検査項目により厳格に検査

技術により開発し，採用している。引き続き，さらなる高

している。

耐刷化，高画質化を目指し，新材料の開発を進めていく。

⑹

OPC 用塗布液技術

装置の省エネ志向やファーストプリントスピード向上を

OPC 用塗布液のポットライフ特性を向上する取組みは

目的として装置の定着温度の低温化が進み，トナー物性も

廃液コストの低減という観点だけでなく，環境負荷の低減
という面でも非常に重要である。塗布液は塵埃
（じんあい）
，
や基板，乾燥した塗布膜塵埃，設備由来の塵埃，空気中の

求められている。トナー流動性の向上のために加える外添

水分，酸素などの混入や暴露により，極めて劣化しやすい

剤の影響を低減したり，クリーニング性を向上するため，

環境におかれている。

CTL の表面エネルギーを低下させている。また，膜強度

富士電機では，塗布液劣化抑制技術の開発により，塗布

を向上した CTL を開発し，採用することで，感光体の長

液状態での OPC 材料の劣化も抑制しているため，幅広く

寿命化技術により環境負荷の低減に寄与している。

好ましい材料を選ぶことができる。これにより OPC の機

小型化 ･ 資源保護 ･ リサイクルの観点から，廃トナーを

能向上，品質安定を図った塗布液を完成している。図₈ に

削減するクリーナレスプロセスへの対応を求められている。

材料技術による塗布液の安定性向上技術の一例を示す。添

富士電機は，CTL の分子設計技術と CGL や UCL とのマッ

加剤による残留電位特性の安定化が確認できる。

チング調整により，超高転写性能 OPC を開発し，採用す
ることで，環境負荷の低減に寄与している。

また，塗布液に使用される溶剤は溶剤回収装置技術を用
いて回収，再利用されることで環境負荷の低減を実現して

装置の小型化や部品点数の削減が進み，クリーニングレ
スや排気ファンを設けない装置への対応も要求されている。
150

このような小型化，部品点数の削減に対応するため，対オ

添加剤なし

ゾン性や感光体劣化要因ガスに耐性を持たせる添加剤や酸

添加剤 A 5%
残留電位（V）

より，感光層膜のガス透過性の調整が可能である（図₇）
。
さらに装置内での温度変化に対応するため，性能の温度
依存が少なく，耐熱性の高い CTL 材料を適用して対応し
ている。
⑷

添加剤 A 1％

120

化防止剤を開発し，採用している。添加剤の組み合わせに

添加剤 B 0.2%

90

60

正帯電 OPC 材料設計

30

正帯電材料は電荷発生層と電荷輸送層の機能を併せ持っ
ている。正帯電型 OPC を適用すると，装置からのオゾン

0

発生が少なくなる。富士電機では，独自の分子設計技術に
より，各種感度特性を持つ正帯電 OPC を開発し，帯電時

初期
0h

冷暗所
1,000 h

常温暗中
1,000 h

常温明所
1,000 h

塗布液保管環境

のオゾン発生を抑え，環境にやさしい装置設計に寄与して
いる。
⑸

図₈

塗布液安定性向上技術例

表

環境関連法令の一例

材料検査技術
材料検査には，各種の機器分析技術を目的に応じて使い

実施国/機関
日

本

米

国

大

分けている。富士電機では，OPC の機能向上，品質安定

有害物質規制法
（TSCA：Toxic Substances Control Act）
既存化学物質リスト（TSCA Inventory）

ガス透過性

→

危険な物質の分類，包装，表示に関する理事会
548/EECの第７次修正理事会指令92/32/EC
欧州既存商業化学物質リスト
（EINECS：the European Inventory of Existing
Commercial Chemical Substances）

小

←

EU
（欧州連合） 電気・電子機器に含まれる特定有害物質の使用制限に関す
る欧州議会及び理事会指令
（RoHS： the Restriction of the use of certain
Hazardous Substances in electrical and
electronic equipment）

膜形成材料＋添加剤 X

図₇

環境関連法令
化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律（化審法）
既存化学物質名簿

膜形成材料＋添加剤 Y

添加剤によるガス透過性評価例

中

国

新化学物質環境管理弁法
現有化学物質名録
電子情報製品生産汚染防止管理弁法
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特集

それに対応した開発が進んでいる。感光体にもさまざま
な物性を持つトナーに対してマッチングする材料特性が

2
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リードした感光体を提供し，お客さまのニーズに応えた製

いる。

品を提供していく所存である。
₃.₃ 感光体評価技術

富士電機では，セレン感光体以来の電気特性，画像特性，
温湿度特性，耐久性などの感光体評価技術を持っている。
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富士電機では，仕向先各国の法令および富士電機の規定
により開発の要所で第三者機関により安全性を確認してい
る。
表 ₂ に，主要な環境関連法令を示す。国際的な環境へ

の関心が高まる中で，EU（欧州連合）
，中国の新規法令な
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富士電機システムズ株式会社半導体事業本部感光
体統括部開発部チームリーダー。

どをはじめとして，日本においても有機シアノ化合物の新
規毒劇物指定などに対応していく必要がある。
富士電機では，環境技術についても，これまで紹介した
とおり環境への負荷が少ない材料，塗布液用劣化抑制添加
剤，溶剤回収装置などを開発し採用することで，廃棄物な
どによる環境負荷が少ない地球環境にやさしい生産を行っ
ている。

4

あとがき

富士電機では，独自の材料技術やプラント，プロセス制
御などの化学技術を結集して製品材料を開発し生産するこ
とで，製品としてお客さまや市場へ展開している。
今後は OPC 材料の機能向上とともに環境対応性能を

290（ 48 ）

北川

清三

セレン感光体の開発および有機感光体の開発に従
事。現在，富士電機システムズ株式会社半導体事
業本部感光体統括部開発部チームリーダー。日本
画像学会会員。

中村

洋一

有機感光体用材料の研究，開発および製造に従事。
現在，富士電機半導体マレーシア株式会社ゼネラ
ルマネージャー。日本化学会会員。

＊本誌に記載されている会社名および製品名は，それぞれの会社が所有する
商標または登録商標である場合があります。

