
 
 

 

 

 

  

   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022/6/22 

Copying Machine Heritage 

#08. キヤノン NP カラー 1978年 

#09. リコー ニューリコピー DT1200 1975年 

#10. 三田工業 コピスター211 1969年 

 



 2021 年から 2022 年にかけては，東京，北京の２つのオリンピックが間をおかずに開催されると

いう稀有な年回りとなりました．そこで目にしたのは，競合するライバル同士が競技の結果を讃え合う

風景でした．お互いの国は違っても，同じアスリートとして競い合いつつも，励まし合うその行為が，

一世代前の人たちよりもずっと自然で，当たり前に行われていることに感銘を受けました．振り返れば

我々事務機業界では，競合社間での技術力競争意識が高く，お互いの技術や成果を評価し合うというこ

とは行われてこなかったように感じます．各社で築き上げた技術基盤は，社内だけで受け継がれ，年月

を経て過去の記憶が失われていく過程において，ふと，自分達が引き継いでいる技術の出自を見失って

いるのに気づかされます．「私たちはどこから来て，どこに向かおうとしているのか？」． 

日本画像学会では，2018 年，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，今回までに 10 件 11 機種を認

定することができました．審査は競合各社混成の委員会で行われ，それが自社機であろうが，他社機で

あろうが分け隔てなく，その機種がもたらした歴史的業績をその背景にある世相や関連技術史と照らし

て読み解いていく作業は，会社の壁を越えて我々の技術のルーツを再発見するための行為であるともい

えます．「私たちはどこから来たのか」を知ることは「私たちはどこに向かおうとしているのか」の答え

を導くためにも欠かすことはできないでしょう．そのような重要な任務を担わせていただいていること

に委員一同，誇りと責任感をもって今後とも遺産認定作業を進めさせていただく所存です．ご関係各社

の皆さまには，今後ともご理解，ご支援のほど，よろしくお願い申し上げます． 

末筆になりましたが，2020 年 10 月に第 3 回の複写機遺産の公募を開始し，21 年 10 月に発表

と認定式の挙行を予定しておりましたが，長引く新型コロナウィルス感染拡大の影響で審査が進まず，

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．そんな中ですが，第

2 回複写機遺産の認定証授与式が，受賞各社様をご訪問し，ささやかに挙行できましたこと，ご報告い

たします．コロナ禍が一日も早く収束し，皆様にも複写機遺産の現物を見ていただき，先人の偉業を感

じ取っていただく機会が訪れますことを，心より願います． 

 

2020.10：第２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３回複写機遺産の公募を開始． 

2020.11：第２回複写機遺産認定証授与式を個別訪問にて実施（10/23，11/19）． 

2021.01：募集締め切り．3 件の新規申請書を受理．初回からの継続審査 14 件と併せて審理を開始 

2021.03：国立科学博物館技術史調査への協力依頼を受け，これまでの申請資料について現況調査を

実施．  

2021.12：複写機遺産候補機種の選定を完了． 

2022.02：最終審査結果を 2021 年度第 5 回理事会で承認．遺産認定手続き着手． 

2022.06：第 3 回複写機遺産認定機種を発表． 

2022.06：日本画像学会年次大会にて認定証授与式および認定記念講演を実施． 

2022.08：日本画像学会誌に複写機遺産経緯と認定機種紹介予定（2022 年 6 月現在）． 

2022.08：第 4 回複写機遺産の公募を開始予定（2022 年 6 月現在）． 

 



日本画像学会「複写機遺産」第０８号 ISJ’s Copying Machine Heritage No. 08 

キヤノン ＮＰカラー 
世界初 NP フルカラーアナログ普通紙複写機 

The world’s first NP full-color analog plane paper copier. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1973 年 １０月，キヤノンは NP フル
カラーアナログ普通紙複写機「NPカラー」
を発表，その後５年余の改良検討を行な
い，１９７８年３月にカラーコピーサービ
スを開始した． 

NP カラーは，世界初の本格的なピクト
リアル画像が得られるカラーPPC であ
り，写真や印刷に匹敵する画質のカラーコ
ピーを手軽に普通紙で手に入れられる新
市場を開拓した．１９８３年７月には「NP
カラーT」を製品化，発売している． 

NP プロセスは，カメラの露光センサー
として使用していた CdS を光導電層とし

て使用し，感光層の上に絶縁層を被覆する
感光体を使った画像形成プロセスである． 

NP プロセスのカラー化は，CdS のパン
クロマチックな分光感度特性を活かし，カ
ラー原稿に当てた光を色分解フィルター
で３原色に分解，感光ドラム上での潜像形
成，現像を経て，Y，M，C 順に転写ドラ
ム上の紙に転写することで達成している．  

NP カラーは，フルカラーに要求される
基本的特性である階調性と色再現性の良
さが評価され，実質的にカラーPPC の先
駆的役割を果たすとともに，画質面でアナ
ログ方式カラーPPC の頂点を築いた． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料の所在地： 

キヤノン株式会社 

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ＮＰカラー 

製 造 年：19７８年 

方 式 ：乾式電子写真キヤノン NP 方式 

複写速度：カラー：５枚/分（A4） 

     モノクロ：15 枚/分（A4） 
非公開 

 



日本画像学会「複写機遺産」第０９号 ISJ’s Copying Machine Heritage No. 09 

リコー ニューリコピーDT1200 
普通紙コピーの新潮流をつくったベストセラー小型湿式 PPC 

The compact PPC machine with liquid toner transfer system, 

a de facto standard office copier. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ニューリコピーDT1200 は，リコー
が初めて発売（1975 年）した小型湿式
普通紙複写機（PPC）で，毎分２０枚の
高速コピー，卓上型としては初の２段自
動給紙機構，さらに原稿台固定式など，
ユーザー指向の機能により，世界的ヒッ
トを記録した機種である． 
リコー独自の非接触式のリバース・ス

クイズ・ローラ（RSR）の採用により，
感光体上の余剰現像液を十分除去し，湿
式でありながら乾式に迫るドライなコ
ピーを実現．半乾燥状態で転写でき，か
つ分散性に優れた湿式トナー（R-10）
との相乗効果により，リアルな画像出力
を可能にした． 

RSR は，ローラの回転速度と，ドラ
ム感光体とのギャップを調整すること
で排除液の増減を制御するシステムで，
これにより，地肌汚れや定着不良などの
発生を抑えている． 
同機はまた，機械としての信頼性も極

めて高く，特に広大な面積の北米市場で
好評を博し，世界の湿式 PPC の流れを
変えた歴史的商品として，1991 年米
「Copier Hall of Fame 」(コピーの殿
堂入り)を受賞した． 
ニューリコピーDT1200は，PPCに

求められる機能や性能を実現したこと
で，その後の OA 時代の到来を予感させ
る製品となったのである． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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：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：ニューリコピー DT1200 

発 売 年：1975 年 

方 式 ：普通紙を用いた湿式方式 

複写速度：20 枚/分（A4） 

 

)）  

大きさ：W1190mm D700mm H930mm 

 

非公開 
 



日本画像学会「複写機遺産」第１０号 ISJ’s Copying Machine Heritage No. 10 

三田工業 コピスター211 
独自の湿式 EF 技術を採用した小型 A3 対応機 

Compact A3 machine with unique wet Electro Fax technology. 

 
 

 

コピスター211 は，1969 年に発売さ
れた，三田工業（現：京セラドキュメント
ソリューションズ）が独自に開発した湿式
EF（Electro Fax）複写機である．1960
年代はゼロックス社の PPC に対抗すべ
く，各社が EF の開発に取り組んだ時代で
あった．EF 開発に関しては，オーストラ
リア政府が保有する湿式現像方式の特許
に抵触しないことが必要であった．しかし
当時リコー社がこれを独占取得したため，
当社は改めて独自の湿式EF技術による開
発が必要となった． 

 
当社は，揮発性の少ない溶液を用い，顔

料分散安定性や定着性向上に着目し，工夫
をこらした独自技術を開発する事で量産

化を実現した．またこの独自現像液を開発
する過程で，青，黒，赤，茶の 4 色がコピ
ーできる現像液の開発にも成功し実用化
を行った． 
 
コピスター211 の特徴は，原稿通過方

式にある．原稿台上部を取り外し，付属の
補助部材を装着する事でブック原稿など
の立体物を移動させる事も可能となり，立
体物のコピーを可能とした事である． 

 
加えて当時としては圧倒的にコンパク

トな設計でありながら，A3 サイズまでコ
ピーする事ができ，さらに立体物もコピー
できる事から多様な顧客開拓に貢献した
マシンである． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料の所在地： 

京セラドキュメントソリューションズ株式会社 
●住所：〒540-8585 大阪市中央区玉造 1 丁目 2 番 28 号 

●電話番号：06-6764-3515 

●問い合わせ：安達憲一（経営企画統括部 企業広報課） 

 

非公開（原則） 
 

製品データ： 

商 品 名：コピスター211 

発 売 年：1969 年 

方 式 ：EF 感光紙を用いた湿式 

直接現像方式 

複写速度：4 枚/分（A4）最大 A3， 

ブック原稿複写可 

 

大きさ：W1190mm D700mm H930mm 

 



 

 

 

【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  

富士フイルムビジネスイノベーシ

ョン株式会社 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 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  

富士フイルムビジネスイノベーシ

ョン株式会社 技術歴史館（塚原研

修所内） 

【複写機遺産第０8 号】キヤノン NP カラー 

世界初 NP フルカラーアナログ普通紙複写機 

印字方式：乾式電子写真キヤノン

NP 方式 

製造年：1978 年 

所在地：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 

【複写機遺産第０9 号】リコー ニューリコピー DT1200 

普通紙コピーの新潮流をつくったベストセラー小型湿式 PPC   

印字方式：普通紙を用いた湿式方式 

製造年：1975 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 1０号】三田工業 コピスター211 

独自の湿式 EF 技術を採用した小型 A3 対応機 

印字方式：EF 感光紙を用いた湿式

直接現像方式 

製造年：1969 年 

所在地：大阪市中央区 京セラドキ

ュメントソリューションズ株式会

社 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

1969 三田工業 コピスター211 発売（複写機遺産 10 号） 人類初の月面着陸 

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 

リコー ニューリコピー DT1200 発売（複写機遺産 9 号） 

山陽新幹線博多まで延伸 

沖縄国際海洋博覧会開幕 

1978 キヤノン NP カラーでコピーサービス開始（複写機遺産 8 号） 日中平和友好条約調印 

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 

キヤノン株式会社 取手事業所 

 

京セラドキュメントソリュ

ーションズ株式会社本社 

株式会社リコー リコーテクノロジーセンター 

キヤノン株式会社 CANON GALLERY 

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 

株式会社リコー 本社 

複写機遺産 第 1 号 

リコー リコピー101 

複写機遺産 第 4 号 

コニカ U-Bix 480 

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 6 号 

キヤノン PC-20 

八王子 

取手 

大森 

下丸子 

海老名 

塚原 

富士フイルムビジネスイノベーション株式会社 

技術歴史館 

複写機遺産 第 7 号 

富士ゼロックス2200 

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 2 号 

富士ゼロックス 914 

玉造 

複写機遺産 第 8 号 

キヤノン NPカラー 

複写機遺産 第 9 号 

リコ- ニュ-リコピ-DT1200 

複写機遺産 第 10号 

三田工業コピスター211 



 

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． 

 

【2021-22 年度複写機遺産委員会】 

●委員長 服部 好弘（コニカミノルタ） 

●委員   笠井利博（元 東芝テック）, 永瀬 幸雄（キヤノン）， 

伊藤 善邦（キヤノン），小森 智裕（日機装）， 

廣瀬 光章（リコー），福島 直樹（キヤノン）， 

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），松原 崇史（富士フイルム BI），

吉田 健（リコー），米山 博人（富士フイルム BI），

渡辺 猛（東芝テック） 
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