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まえがき

1938年に C. F. Carlson により発明された電子写真法ま

たはゼログラフィ法の応用製品は複写機に始まり，現在で

はプリンタ，ファクシミリなど多岐にわたっている。電子

写真法の原理は，帯電，露光，現像，転写，定着，および

クリーニングの各プロセスからなっている。これらの各プ

ロセスにおける要素技術は，長い歴史のなかで多くの変遷

を経て，その応用製品の機能の多様化に幅広く寄与してき

ている。

感光体は，このプロセスのなかで光電変換機能を担う素

子として画像形成上，重要な役割を果たしている。また，

電子写真法の特徴として，各プロセスが相互に影響を及ぼ

し合うこと，およびその要素技術が機械，電気，物理，化

学など幅広い分野にわたっていることが挙げられる。

本稿では，電子写真の応用製品の市場動向および技術動

向に対応した，富士電機の感光体とその周辺技術分野とし

てのユニットカートリッジの現状と今後の展望について述

べる。

電子写真応用製品の市場動向

近年の情報の多様化，ネットワーク化に代表される情報

化社会の進展は，その社会において用いられるツールの役

割を急速に増大させてきている。この情報化社会の進展の

基盤になっており見逃すことができないものとして，メモ

リなどに代表される半導体技術の進展と通信技術の発展が

挙げられる。

こうした技術分野の高度化に伴い，電子写真応用製品の

市場動向ならびに技術動向についても，この数年大きな変

化がもたらされてきている。具体的な変化としては，ディ

ジタル化とカラー化が挙げられる。

電子写真の応用製品は複写機とプリンタに大別される。

このうち，複写機分野については，情報の複製化という基

本機能に対する需要に大きな変化はなくなってきており，

その意味から，今後も大幅な伸長は予想されないものの，

一定の地位を保ち続けるものと考えられる。

この分野でのポイントは，情報の複製化に対する処理技

術の多様化をめざす動きである。その目的から，従来のア

ナログ方式からディジタル方式への転換が近年急速に進展

してきている。

一方，プリンタ分野については，情報処理端末として急

速な伸長を示してきている分野である。電子写真方式のほ

かに，インクジェット方式など幾つかの方式が適用されて

いるが，前述の二つの方式がその主流となっている。

この背景としては，情報処理分野における①経済性，②

伝達情報の正確性，③処理情報の多様性といった，顧客要

求に適合した方式であることが挙げられる。また，製品価

格，機能面などからパーソナル分野でのインクジェット方

式と，ビジネス分野での電子写真方式といった形でのすみ

分けがなされ，発展が促されてきたことも大きな要因となっ

ている。図１にインクジェット方式と電子写真方式のプリ

ンタの市場規模を示す。また，電子写真方式のプリンタの

今後の方向として，前述の技術動向に対応したカラー化が

進展するものと予想されており，図中に，今後のカラー化

の動向を合わせて示す。

感光体の現状と展望
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図１　プリンタの市場規模とカラー化の動向

（出典：日本電子工業振興協会）



感光体の現状と展望

感光体に対する技術動向

光電変換素子としての感光体に使用される材料としては，

①有機感光体（OPC：Organic Photoconductor），②セレ

ン感光体，および③アモルファスシリコン感光体が実用に

供されている。これらの材料のなかで，現在最も多く使用

されているものは OPCであり，全数量の 95 ％以上を占

めている。この理由としては，有機材料の特徴であるその

多様性と新規材料に関する将来的な発展性が挙げられる。

事実，OPCの実用化後の性能向上は想像以上のものがあ

る。

OPCに求められる具体的な機能とその今後の方向性を

まとめると次のようになる。

経済的に情報伝達を行うための機能

™プリントコストの低減を実現する高耐刷性

™製品価格の低減を目的とした装置の小形化を実現す

る高速応答性

伝達される情報の正確性，多様性に対する機能

™プリント品質の高度化を実現する高階調性

™プリント品質の安定化を実現する環境安定性

こうした機能を実現するための有機材料の研究開発が鋭

意なされてきている。この材料開発の内容を，OPCの機

能と関連させて考察する。

一般的な OPCは，その帯電極性から負帯電型の積層機

能分離型と正帯電型の単層分散型に分けられる。各タイプ

の層構成を図２に示す。図２の主な機能材料の今後の展開

をまとめると以下のようになる。

導電性基体

アルミニウムをベースとしたドラム形状が今後も主体と

なる。プリント速度の高速化，カラー化への対応としてフ

レキシブルシートの適用が考えられている。

下引き層（UCL：Under Coat Layer）

ブロッキング性の向上と環境安定性の高度化がさらに追

求される。

電荷発生層（CGL：Charge Generation Layer）

アナログ対応，ディジタル対応ともに，電荷発生効率お

よびその電界依存性の安定性が追求され，高階調性の実現

が図られる。

電荷輸送層（CTL：Charge Transport Layer）

正孔輸送材料，電子輸送材料ともに高移動度を実現する

材料の探求がなされるとともに，電荷発生材料との適合性

に基づくプロセス安定性の実現が図られている。また，高

耐刷性能を実現するための材料の探求がなされるとともに，

クリーニングなどのプロセスとの適合性を図るための，表

面物性の向上が図られる。さらに各種添加材料によるオゾ

ン，光などの外的因子に対する安定性の高度化を実現する

ための材料探索がなされている。

一方，セレン感光体については，セレン-テルル系およ

びセレン-ヒ素系感光体が複写機および高速プリンタ用と

して実用に供されている。また，半導体レーザを光源とし

たページプリンタ用として，多層構造からなるセレン-テ

ルル-ヒ素の 3元系感光体が製品化されている。これらの

感光体は，高感度高耐刷を利点として幅広く用いられてき

たが，現在では高速プリンタを除き，その用途の多くは補

修用となっている。

今後は，前述した OPCの性能の高度化の進展に伴い，

感光材料としての地位の交代がさらに急速に進展するもの

と予想される。

富士電機の製品概要

富士電機は，1973年に複写機用セレン-テルル系感光体

を市場展開し，さらに高感度，高耐刷性能を有するセレ

ン-ヒ素系感光体をプリンタならびに複写機用として開発

し，当該分野での発展に貢献してきた。さらに1988年には

有機感光体の開発を完了し，多様化する市場動向にこたえ

るための製品系列の拡大を図ってきた。

また，生産拠点についても1983年には米国に U. S. Fuji

Electric を，また1986年には香港に香港富士電機を設立し，

全世界での需要に対応できる体制を実現している。

プリンタ分野においては，プロセスのカートリッジ化に

より普及が拡大しており，こうした動向に対応するため，

1990年には中国・深 地区に香港富士電機の子会社として

富穂電機を設立し，カートリッジの組立事業に参入して感

光体の周辺事業の拡大を図りつつある。

1999年 7 月から，電子写真応用製品分野における急激な

環境変化に対応するため当該事業分野を富士電機画像デバ

イス（株）として独立会社化し，スピーディかつフレキシブ

ルな対応を図り事業の推進を行っている。

富士電機の OPCおよびセレン感光体の製品系列を表１

および表２に示す。

これらの製品系列の概要と特徴をまとめると次のように

なる。

有機感光体（OPC）

顧客ニーズに対応した各種機能材料の開発ならびに最適

層設計技術を確立してアナログ用途 1タイプおよびディジ

タル用途として複写機ならびにプリンタ用 2タイプを製品
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図２　有機感光体の層構成
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化している。また，従来の負帯電型に加えて，正帯電単層

型の OPCも製品化した。各タイプにおいて，各種プロセ

スとの適合性を図るための感度，光応答性，さらには耐刷

性に関連した表面性能に対して豊富なバリエーションを実

現している。

セレン感光体

セレン精製技術ならびに真空蒸着技術を基盤として，セ

レン-テルル系，セレン-ヒ素系，およびセレン-テルル-ヒ

素系からなる 3タイプを製品化している。

LED（Light Emitting Diode）あるいは，ガスレーザな

どを光源とする高速プリンタ分野においては，ページプリ

ンタ分野における印字品質の高度化に対応するとともに，

オンデマンドプリンティング分野を視野に入れた製品開発

がなされており，当該分野に対してセレン感光体について

も表面品質の改良，解像度の高度化が図られている。

次に，特に OPCの生産プロセスの観点から，富士電機

の概要を説明する。先に述べた OPCの品質の高度化と並

び，当該製品特にプリンタ分野の動向として，需要の拡大

を狙いとした低価格化の進展への対応は，重要な課題であ

る。

富士電機は，プリンタ用電子発生材料の開発および製造

技術を確立するとともに，アルミニウム基体の洗浄工程か

ら各種機能材料の塗布工程，さらには，試験，フランジ組

立，および梱包（こんぽう）といった最終工程までの一貫

自動生産ライン化を実現し，品質の安定化とコストの低減

に取り組んでいる。

先に述べた独立会社化に伴い，海外生産拠点である U.

S. Fuji Electric，香港富士電機も一体化して，その生産体

制の強化を図るとともに，中国の労働資源の活用を図るた

め深 地区に設立した富穂電機でのプロセスユニットの生

産を含め，ワールドワイドな事業展開により，顧客のニー

ズへの対応を実現している。

プロセスユニットについては，電子写真プロセスそのも

のであり，感光体のみならず，周辺部品とそのプロセス条

件との適合性が重要な要素となる。こうした意味合いから，

ユニットの設計技術の確立を図り，その展開に今後注力し

ていく計画である。

あとがき

電子技術の発展に伴い，ペーパーレス化の実現が予想さ

れるなかで，情報の伝達機能を有する電子写真プリンタ，

あるいはインクジェットプリンタなどのハードコピープリ

ンタの重要性は，予想に反しますます増大するものと考え

られている。

この意味から，ハードコピープリンタの画像形成素子と

しての感光体に求められる役割は，さらに大きくなるもの

と予想される。また，情報処理の多様化に伴い，機器のネッ

トワーク化，複合化，さらには，カラー化といった付加価

値の増加が急速に進展している。したがって，感光体に求

められる機能もさらに高度なものとなる。

今後，こうしたニーズに迅速かつ的確に対応するため，

材料開発，製品開発，さらには，生産技術の高度化をより

強力に推し進めていく所存である。

（2）
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表１　OPCの製品系列 

タイプ 
帯電極性 層構成 

特　徴 
用　途 

8 

9 

10 

11

負帯電 

負帯電 

負帯電 

正帯電 

積層機能分離型 

積層機能分離型 

積層機能分離型 

単層分散型 

プリンタ，ファクシミリ，マルチ 
ファンクションプリンタ（MFP） 

アナログPPC 

ディジタルPPC 

プリンタ，ファクシミリ，MFP

表２　セレン感光体の製品系列 

タイプ 特　徴 用　途 

4C 

4D 

5 

5B 

5E 

5F

導電性基体（AI）/CTL（Se-Te）/ 
CGL（Se-Te） 

導電性基体（AI）/CTL（Se-Te）/ 
CGL（Se-Te-As） 

単層（As2Se3）：鏡面 

単層（As2Se3）：粗面 

単層（As2Se3＋ドーパント）：鏡面 

単層（As2Se3＋ドーパント）：粗面 

中・低速PPC 

半導体レーザプリンタ 

 

高速 PPC 
He-Neプリンタ 
LEDプリンタ 



＊ 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。




