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まえがき

電子写真方式を用いた普通紙複写機（PPC），プリンタ，

ファクシミリあるいはその複合機などの OA機器は，そ

の高い画像品質と高速，低騒音という特長を生かして年々

市場を拡大している。また，これら電子写真応用製品は主

要な電子写真プロセスをユニット化することにより小形，

低価格化，メンテナンスフリーを実現し，最近ではオフィ

スユースのみならずパーソナルコンピュータ（パソコン）

の普及とともにパーソナルユースへの需要も伸びている。

富士電機も感光体メーカーとしてセレン感光体，有機感

光体（OPC）の開発製品化を行うとともに，感光体の高

付加価値化をめざしプロセスユニットの開発生産に取り組

んでいる。

本稿では電子写真プロセスユニットの動向と富士電機の

取組みについて紹介する。

プロセスユニットの概要

PPC やプリンタなどの電子写真応用製品に用いられて

いるプロセスユニットとは，電子写真方式の心臓部である

感光体を中心とした帯電部，現像部，クリーニング部を一

体とし交換可能としたものである。図１にプリンタ断面図

の一例
（1）

を示す。これにより従来のサービスマンなどによる

メンテナンス作業を不要とし，ユーザーによるユニットの

交換のみで常に良好なプリントが得られるようになった。

プロセスユニットには図２に示すように各種方式があり，

それぞれ特長を生かして製品化されている。

一体形ユニットは感光体，帯電部，現像部，クリーニン

グ部が一体となり，また現像部には一定量のトナーが充て

んされている。この一体形ユニットでは充てんされたトナー

が消費されるとユニット全体を廃棄し，新しいユニットと

交換される。したがって取扱いが容易な反面，充てんされ

るトナー量でユニットのプリント可能枚数が決まってしま

う（数千プリント）という問題がある。

ドラムユニット，現像ユニット分割形は感光体，帯電部，

クリーニング部を一つのユニット（ドラムユニット）とし，

また現像部，トナー容器部を一つのユニット（現像ユニッ

ト）にと二つに分割可能としてある。これによりユニット

内に充てんされたトナーを使い切っても寿命の長いドラム

ユニットを残し，現像ユニットのみを交換することが可能

となる。

ドラムユニット，現像ユニット，トナーユニット分割形

はさらに現像部とトナー容器部を分割することによりトナー

のみの補給を可能とし，ユニットの長寿命化を図ることが

できる。
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図２　プロセスユニットの方式
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プロセスユニットの市場動向

複写機，プリンタなど OA機器の世界需要の約 80 ％を

占めるアメリカおよびヨーロッパでの電子写真方式プリン

タ用プロセスユニットの市場動向を図３
（2）

および図４
（2）

に示す。

低速機分野では他方式であるインクジェットプリンタの伸

長が著しいものの，電子写真方式の長所である高速，高解

像度により今後も市場の拡大が続くものと予想される。

次に日本国内における電子写真方式のプロセスユニット

の市場動向を図５
（3）

および図６
（3）

に示す。日本国内においても

アメリカやヨーロッパと同様に今後も市場が続くと予想さ

れる。図５はプロセスユニットの方式別の市場動向であり，

現在一体形プロセスユニットが全体の約 75 ％を占めてい

るが，今後はドラムユニット，現像ユニットの分割形プロ

セスユニットの比率が高まるものと予想される。図６は用

紙サイズ別での市場動向であり，B4 サイズが減少傾向に

あるものの A4サイズ，A3サイズが増加する。特に今後

はA3サイズの急成長が見込まれる。このような市場拡大

のなか，最近の世界的な環境問題への関心の高まりととも

に OA機器ならびに消耗品であるプロセスユニットへも

環境に対する取組みが重要視されてきている。従来使用済

みのプロセスユニットは廃棄物として扱われ処理されてい

たが，近年ではメーカー各社で使用済みユニットの回収，

リサイクルなどに取り組み始めている。今後はさらに回収，

リサイクル性を考慮したプロセスユニットが求められるも

のと考えられる。

富士電機の取組み

富士電機はセレン感光体，OPCの製品開発で長年培っ

た電子写真プロセス技術をもとにプロセスユニットの開発

富士時報 Vol.72 No.11 1999

625（49）

100

80

60

40

20

0
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

（年） 

台
　
数
（
百
万
台
）
 

アメリカ　　ヨーロッパ 

図３　プロセスユニットの市場動向（台数ベース）
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図４　プロセスユニットの市場動向（金額ベース）
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図５　日本国内ユニット別の市場動向
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図６　日本国内用紙サイズ別の市場動向

表１　プロセスユニットの製品開発の取組み状況 

年 取組み 

PPC用ドラムユニットの生産を開始（セレン感光体使用） 1986

海外拠点である香港富士電機にてPPC用ドラムユニットの 
生産を開始（セレン感光体使用） 

1987

香港富士電機にてPPC用ドラムユニットの生産を開始 
（有機感光体使用） 

1990

プロセスユニット生産のため中国・深　に富穂電機を設立 
（図8） 

1995

三分割形A4プリンタ用プロセスユニット（ドラム，現像， 
トナー各ユニット）の生産を開始（有機感光体使用） 

1996

三分割形A3プリンタ用プロセスユニットの生産を開始 
（有機感光体使用） 

1997

二分割形A4プリンタ用ドラムユニットの生産を開始 
PPC用トナーユニットの生産を開始 

1998
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製品化に取り組んでいる。これまでの取組み状況を表１に

示す。図７にはプロセスユニットの製品例を示す。

現在，さらにこれまでの感光体，プロセスユニットの生

産技術を生かし，ユニットの設計開発から生産までの体制

を整えプロセスユニットの製品開発を行っている。

また，感光体で培った高精度アルミニウム素管加工技術

を生かし，1998年から電子写真方式の重要部品である現像

スリーブの開発生産も行っている。

あとがき

今後も伸張が見込まれる電子写真応用製品はパソコンの

普及と相まってさらにディジタル化，カラー化が進み，よ

り高性能化が求められる。富士電機は今後も高性能化，低

価格化，長寿命化に対応するとともにリサイクル性など環

境問題に配慮したプロセスユニットの製品開発を行ってい

く所存である。
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図７　プロセスユニットの製品例 図８ 中国・深 の工場（富穂電機有限公司）
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