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Copying Machine Heritage 

#05. リコー 電子リコピーBS-1 1965年 

#06. キヤノン PC-10／20 1982年 

#07. 富士ゼロックス 2200 1973年 

 



 日本画像学会では，学会創立 60周年と，電子写真技術の発明から 80周年を記念して，現存する歴

史的複写機を遺産として認定し保存を奨励する事業を開始し，2018 年に第 1 回の認定機種 4 件を選

ぶことができました．2018年 12月に行われた認定証授与式までの一連のプロセスを振り返るに，事

業発足当時には思い至らなかった事実に遭遇し，一層この事業の重要性を再認識しました． 

ひとつには，技術史上重要な複写機の現存個体が想像以上に少ないことです．ことに電子写真作像方

式の主流が間接乾式方式に収束する 1980 年代までは，今では使われなくなった多種多様な方式によ

る複写機が発表されては消えていきました．そのように多様な技術が共存し競い合っていた時代の遺物

として，僅かに残された機種の技術的価値を再検証する作業こそが遺産認定の重要なプロセスなので

す．複写機遺産委員会では，文献調査や関係者へのインタビュー，そして何より現物の調査に多くの時

間と労力をかけて，忘れられかけている技術史の再構築に取り組んでいるのです．ひとえに，「もっと早

く着手しておくべきであった」と悔やまれることしきりであります． 

もうひとつは，遺産認定を機会に，私たちの大先輩にあたる当時の開発関係者から明かされるエピソ

ードが，この業界の歴史的空白を埋めてくれることです．競合他社間の技術者同士は，同じ時代を生き

ていながら，お互いに出会うことなくそれぞれの会社の歴史の歯車を回していく，いわばパラレルワー

ルドの住人です．遺産について語られるとき，自分の知っている歴史とは違う歴史が存在していたこと

に気が付き，置き去りにしていた古い紐の結び目が解けたような覚醒感は純粋に嬉しいです．遺産認定

という機会がなければ誰にも語られることなく埋もれてしまったかもしれない，歴史上のもう一つの真

実を明らかにすることが，複写機遺産認定事業のもう一つの重要な使命であると認識し，その意味でも，

語ってくださる方がお元気なうちに進めていかなければなりません．気はせくばかりですが，審査の公

正さ，正確さを損なわないよう，今後とも進めてまいります． 

末筆になりましたが，2018 年 10 月に第 2 回の複写機遺産の公募開始し，20 年 6 月に発表と認

定式の挙行を予定しておりましたところ，新型コロナウィルス感染拡大の影響で発表のタイミングが遅

れましたこと，ご関係の皆さまに深くお詫び申し上げます． 

 

2018.10：第 1回複写機遺認定機種発表．電子写真技術研究会にて認定機種紹介． 

第 2回複写機遺産の公募を開始． 

2018.12：日本画像学会創立 60周年記念シンポジウムにて第 1回認定証授与式を開催． 

2019.03：募集締め切り．５件の新規申請書を受理．第 1回からの継続審査７件と併せて審理を開始 

2019.06：書類審査を完了．審査状況を 2019年度第３回理事会にて報告． 

2019.12：複写機候補機種の現地視察を完了．最終審査結果を 2019年度第 6回理事会で承認．遺産

認定手続き着手． 

2020.07：2020年度複写機遺産認定機種を発表． 

2020.09：認定証授与を個別に訪問，授与の予定． 

2020.10：日本画像学会誌に複写機遺産経緯と認定機種紹介予定． 

2020.10：第３回複写機遺産の公募を開始予定． 

 



日本画像学会「複写機遺産」第 05 号 ISJ’s Copying Machine Heritage No.05 

リコー 電子リコピー BS-1 
「なんでもコピーの時代」をリードした小型湿式 EF 複写機. 

The compact EF copy machine with liquid development system, 

a pioneer of easy-to-use desktop office copier 

  
リコーの電子リコピーBS-1 は，シー

ト状の原稿複写が全盛だった 1960 年
代において，製本原稿の手軽なコピーを
可能にした湿式 EF（Electro Fax）複写
機である． 
リコー独自のインミラーレンズの採

用により，小型化を図るとともに，デス
クトップ機として世界で初めて，ガラス
板上の原稿を動かすことなく立体物を
コピーできる複写機構（原稿台固定方
式）を実現した． 
これにより，「なんでもコピー」を謳

い文句に，さまざまな立体物を簡単にコ
ピーできる複写機としてベストセラー
を記録した． 
インミラーレンズとは，対称型レンズの

対向に反射鏡（ルーフミラー）を配置して，
半分のレンズで入射（原稿の読取り）と射
出（感光紙への露光）を行えるようにした
ものをいう． 
これを原稿と感光紙の間に設けること

により，原稿とその像を等倍（1:1）で平
行に対向させたのである． 
インミラーレンズ方式は，これ以降のリ

コー製等倍複写機の大半の機種に搭載さ
れ続ける画期的な機構であった． 
電子リコピーBS-1 は，大型経済不況で

苦境に陥った当時のリコーを救うととも
に，日本産業の輸出拡大の一翼を担うこと
で，複写機事業が自動車などと並ぶ日本の
基幹産業の礎にもなった記念碑的製品と
言える．

 
 
資料の所在地： 

株式会社リコー 

●住所：〒243-0460 神奈川県海老名市泉 2-7-1  

株式会社リコー リコーテクノロジーセンター 

●電話番号：050-3814-4010 

●問い合わせ先：川内康行(リコ-テクノロジ-センタ- 総務室) 

製品データ： 

商品名 ：電子リコピー BS-1 

発売年 ：1965 年 

方 式 ：EF 感光紙を用いた湿式直接 

電子写真方式 

複写速度 ：2 枚/分（B4） 

公開（事前予約必要） 
 



日本画像学会「複写機遺産」第０６号 ISJ’s Copying Machine Heritage No.０６ 

キヤノン ＰＣ－１０／２０ 
世界初のカートリッジ方式によるパーソナル複写機 

The world’s first personal copier with replaceable cartridge. 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

1982 年 ８月，キヤノンは当時世界最
小・最軽量で，世界初のカートリッジ方式
であるPPC複写機を開発，「キヤノンPC-
10／20」を発表した． 
複写機の心臓部である感光ドラム，現像

器，一次帯電器及びクリーナーをコンパク
トなカートリッジに一体化し，本体の超小
型・軽量化をはかるとともに簡単なカート
リッジ交換だけで常に安定したコピーが
得られるというイージーメンテナンスを
実現した． 

カートリッジ化採用と同時に，開発当初
から生産面での自動組立，自動検査を前提
とする設計が進められ，今までにないロー
コスト化に成功して販売価格も２０万円
代という普及価格を実現した． 
これらの技術革新により，一般オフィス

におけるサブマシンとしては勿論，従来Ｐ
ＰＣに手の届かなかったユーザーが身近
に置いて気軽に利用できるパーソナルコ
ピアとして，新しい商品ジャンルを開拓し
新市場を確立した． 

 

  

資料の所在地： 

キヤノン株式会社 

PC-10 CANON GALLERY 

●住所：〒146-8501 東京都大田区下丸子 3-30-2 

PC-20 取手事業所ショールーム 

●住所：〒302-8501 茨城県取手市白山 7-5-1 

製品データ： 

商品名 ：キヤノン ＰＣ－１０／２０ 

発売年 ：1982 年 

方 式 ：乾式電子写真方式 

複写速度 ：ＰＣ－１０：１枚/１１秒（A4） 

     （手差しのみ） 

 
非公開 

 

ＰＣ－２０：８枚/分（A4） 

■：カートリッジ部 



日本画像学会「複写機遺産」第 07 号 ISJ’s Copying Machine Heritage No.07 

富士ゼロックス 2200 
小型化開発の先駆けとなった乾式電子写真複写機 

Dry electrophotographic copying machine, the pioneer of miniaturization development. 

 
 

  

 

 

「2200」は，富士ゼロックスが国内で初
めて独自開発した乾式電子写真方式の事
務用複写機である．1970 年代初頭はゼロ
ックス基本特許の有効期間が終了した時
期で，各複写機・家電メーカーが続々と普
通紙複写機を市場に送り出して本格的な
競争時代の幕が開けた．日本でのみ発生し
た小型機市場の乱戦を征するため，富士ゼ
ロックス自身による独自企画の独自商品
として，世界最小の普通紙複写機に挑戦し
た． 
前任機「813」をベースとして，小型化

を図るべく，①はがきから B4 サイズ，②
用紙自動供給，③構造の簡素化・ユニット
化・軽量化・無調整化などの新たな特徴を
盛り込んで開発された．カスケード現像に

必要なデベロッパー・コンベアを廃したパ
ドル・ホイール式現像ユニットを採用して
ハウジングの小型化を図り，幅 55cm×奥
行 50cm×高さ 35cm と普通紙複写機と
して当時世界最小サイズの筐体を実現し
た．さらに，リボン・フューザーによるク
イックスタートでウォームアップ・タイム
をゼロとした．移動式原稿台を採用し，コ
ピー速度は１分間に５枚，B4 原稿の等倍
コピーが可能である． 
また，生産に関しては，従来の台車手送

り方式による流れ作業ではなく，富士ゼロ
ックスでは初となるパレットコンベアー
を採用し，作業時間の安定化，生産スペー
スの削減などに貢献した． 

 

現像器

感光体

用紙

用紙搬送定着

露光

原稿

帯電

転写

資料の所在地： 

富士ゼロックス株式会社 技術歴史館(塚原研修所内) 

●住所：〒250-0117 神奈川県南足柄市塚原 3593 

●電話番号：046-237-2933 

●問い合わせ先：中山信行（基盤技術研究所） 

製品データ： 

商品名 ：富士ゼロックス 2200 

発売年 ：1973 年 

方 式 ：乾式電子写真方式 

複写速度 ：A4 5 枚/分 （最大 B4） 

非公開（原則） 
 



 

 

 

【複写機遺産第０１号】 リコー リコピー 101 

 ～ 複写の代名詞「リコピー」の起源となった卓上複写機 ～  

印字方式：ND 感光紙を用いた湿式現像方式 

製造年 ：1955 年 

所在地 ：東京都大田区 株式会社リコー 本社１F 

 

【複写機遺産第０２号】 富士ゼロックス 914 

 ～ 国内で製造された初めての乾式電子写真方式の事務用複写機 ～ 

印字方式：乾式電子写真方式 

製造年 ：1962 年 

所在地 ：神奈川県南足柄市 富士ゼロックス株式会社 技術歴史館（塚原研

修所内） 
 

【複写機遺産第０３号】 キヤノン NP-1100  

～ ゼロックス社の特許網を破った独自技術による普通紙複写機 ～  

印字方式：乾式電子写真 NP 方式 

製造年 ：1970 年 

所在地 ：東京都大田区 キヤノン株式会社 CANON GALLERY 

 

【複写機遺産第０４号】 コニカ U-Bix 480  

～ 国産技術による最初の間接乾式電子写真複写機 ～  

印字方式：間接乾式電子写真方式 

製造年 ：1971 年 

所在地 ：東京都八王子市 コニカミノルタ株式会社 東京サイト八王子 

 【複写機遺産第０5 号】 リコー 電子リコピーBS-1 

 ～ 「なんでもコピーの時代」をリードした小型湿式 EF 複写機～  

印字方式：EF 感光紙を用いた湿式直接電子写真方式 

製造年 ：1965 年 

所在地 ：神奈川県海老名市 株式会社リコー リコーテクノロジーセンター 

 【複写機遺産第０6 号】 キヤノン PC-10/20 

～世界初のカートリッジ方式によるパーソナル複写機～  

印字方式：乾式電子写真方式 

製造年 ：1982 年 

所在地 ：東京都大田区 キヤノン株式会社 CANON GALLERY (PC-10) 

     茨城県取手市 キヤノン株式会社 取手事業所ショールーム (PC-20) 

 【複写機遺産第０7 号】 富士ゼロックス 2200 

 ～小型化開発の先駆けとなった乾式電子写真複写機～ 

印字方式：乾式電子写真方式 

製造年 ：1973 年 

所在地 ：神奈川県南足柄市 富士ゼロックス株式会社 技術歴史館（塚原研

修所内） 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

年号 複写機の歴史 世界の動き 

1938 C.F.カールソンによる世界発の静電写真画像  

1939 電子写真方式の特許出願 第 2 次世界大戦勃発 

1950 ハロイド社 Xerox モデル A 型複写機発売  

1951 コピア社、日本で初の湿式ジアゾ複写機発売 日米安保条約調印 

1954 RCA 社がエレクトロファックス電子写真法を発明  

1955 リコー リコピー１０１発売（複写機遺産第 1 号） 「3 種の神器」が流行 

1958 「電子写真懇話会」（日本画像学会の前身）発足 東京タワー完成 

1959 ハロイド社 Xerox914 発売 皇太子結婚パレード中継 

1962 富士ゼロックス 914 を国内生産（複写機遺産第 2 号） 首都高速道路開通 

1965 リコー 電子リコピーBS-1 発売（複写機遺産第 5 号） 初の国産旅客機 YS-11 就航 

1970 キヤノン NP-1100 発売（複写機遺産第 3 号） 大阪万博開催 

1971 コニカ U-Bix 480 発売（複写機遺産第 4 号） 円変動相場制移行 

1973 富士ゼロックス 2200 発売（複写機遺産第 7 号） 石油ショックによる物価上昇 

1975 連邦取引委員会裁定により Xerox特許ライセンス供与 山陽新幹線博多まで延伸 

1982 キヤノン PC-10/20 発売（複写機遺産第 6 号） テレホンカード使用開始 

複写機遺産年表（1938-1982） 

コニカミノルタ株式会社 

東京サイト八王子 

キヤノン株式会社 CANON GALLERY 

株式会社リコー 本社 

富士ゼロックス株式会社 技術歴史館 

複写機遺産 第 1号 

リコー リコピー101 

複写機遺産 第 6号 

キヤノン PC-10 

複写機遺産 第 3号 

キヤノン NP-1100 

複写機遺産 第 7号 

富士ゼロックス2200 

複写機遺産 第 4号 

コニカ U-Bix 480 

株式会社リコー 

リコーテクノロジーセンター 

複写機遺産 第 5号 

リコー 電子リコピーBS-1 

複写機遺産 第 2号 

富士ゼロックス 914 

キヤノン株式会社 

取手事業所 

 

複写機遺産 第 6号 

キヤノン PC-20 

大森 八王子 
下丸子 

取手 

海老名 

塚原 



C. F. カールソンの発明から 80 年を迎える 2018 年，日本画像

学会は，創立 60 周年を記念し，オフィスの文書処理業務に革新

をもたらした歴代の「現存する」複写機に搭載された技術の記憶

を長くとどめ，後世に伝えるために，「複写機遺産」を認定する

事業を開始いたしました．歴史的複写機を保存，展示されていら

っしゃる事業者各位におかれましては，趣旨ご理解の上，複写機

遺産認定事業にご協力のほどお願い申し上げます． 

 

■ 目的 

歴史に残る複写機技術関連遺産を大切に保存し，文化的遺産とし

て次世代に伝えることを目的に，主として複写機技術に関わる歴

史的遺産「複写機遺産」（Copying Machine Heritage）につい

て日本画像学会が認定する． 

 

■ 認定の指針 

「複写機遺産」とは複写機技術の歴史を示す具体的な事物・資料

であって，以下のいずれかに合致するものをいう．  

（1） 複写機技術の「発展史上」重要な成果を示すもの（工学的

視点から）．  

（2） 複写機技術で「国民生活，文化，経済，社会，技術教育」

に対して貢献したもの．  

各項目の内容 

（1） 複写機技術発展史上重要な成果を示すもの 

・複写機技術で独創性または新規性のあるもの 

・品質または性能が優秀なもの 

・複写機技術の進歩発達の過程において一時代を画したも

の（改良発達） 

・新たな産業分野の創造に寄与したもの（波及効果のあっ

たもの） 

・設計上特筆すべき事項のあったもの 

・日本のものづくりの心と技を端的に示すもの  

（2） 複写機技術で国民生活，文化・経済，社会，技術教育に対

して貢献したもの 

・国民生活の発展，新たな生活様式の創出に顕著な貢献の

あったもの 

・国民生活・文化に貢献したもの 

・地域の発展と活性化に貢献したもの 

・社会，文化と複写機技術の関わりにおいて重要な事象を

示すもの（最初，最古のもの） 

・動態保存で現在も活用されているもの 

・製造当初の姿を良くとどめているもの 

・意匠上特筆に値するもの 

・複写機技術の継承を図る上で重要な教育的価値を有する

もの 

 

■ 認定基準 

次の各項目のいずれかに該当するもので，広く複写機技術・複写

機工学に寄与したもの． 

（1） 対象物が，その独自性（例えば，はじめて開発されたもの，

最初のもの，現在最古のもの，以前に広く使われた複写機で使用

されている最後のもの）によって区別されるもの．  

（2） その他，複写機技術史上の特徴を保有しているもの．  

（3） 既に博物館などで記念物として認定されたものも含む． 

 

■ 認定対象 

認定対象としては原則として 

（１） Landmark：複写機を含む象徴的な建造物・構造物  

（２） Collection：保存・収集された複写機  

（３） Documents：歴史的意義のある複写機関連文書類 

 

■ 対象となる時代 

原則として C.F.カールソンによる電子写真技術の発明以降の製

品化がなされた時代を対象とするが，必要に応じて範囲を遡及的

に拡大することを妨げない．また，年代の下限は設けない． 

 

【2019-20 年度複写機遺産委員会】 

●委員長 笠井利博（元 東芝テック） 

●委員   永瀬 幸雄（キヤノン），伊藤 善邦（キヤノン）， 

小森 智裕（高性能駆動装置開発），島田 知幸（山梨電

子工業），鈴木 健彦（キヤノン），服部 好弘（コニカ

ミノルタ），廣瀬 光章（リコー），藤井 章照（三菱ケ

ミカル），古川 利郎（ブラザー工業），松代 博之（元

リコー），吉田 健（リコー），米山 博人（富士ゼロ

ックス），渡辺 靖晃（富士ゼロックス），渡辺 猛（東

芝テック） 
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