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報道関係各社 御中 

一般社団法人 日本画像学会 

第 2 回『複写機遺産』認定 

 一般社団法人日本画像学会（本部：東京都中野区本町２－９－５東京工芸大

学内，会長：佐藤利文）は，7 月 22 日，第 2 回『複写機遺産』認定事業にお

いて下記 3 件の資料を複写機史上における重要性および，保存継承の必要性を

認め，複写機遺産として認定を決定いたしましたので，お知らせいたします． 

【第 2 回複写機遺産認定一覧】 

資料番号：資料名称 認定理由 製造年 所在地 

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 

1965 年 神奈川県海老名市 

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 

1982 年 
東京都大田区(PC-10)

茨城県取手市(PC-20) 

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 

1973 年 神奈川県南足柄市 

 『複写機遺産』は，2018 年，日本画像学会創立 60 周年を記念し，日本に

おける複写機産業の原動力となった初期の複写機の技術的，社会的功績を顕彰

し，現存する歴史的複写機に搭載された技術の記憶を長く記憶にとどめ，後世

に伝えるために，創設されました．第 2 回目の認定事業では，5 件の新規申請

資料と，第 1 回からの継続審査資料 7 件を併せて審査を行い，複写機技術発

展史上の重要性や，国民生活，文化・経済，社会，技術教育に対しての貢献

と，その独自性や歴史的特徴を評価した結果，上記の認定となりました． 

 なお，認定式は，新型コロナウィルス感染リスクを考慮し，式典としての開

催は控え，9 月以降，それぞれの遺産展示保存事業所に赴き，個別に認定証を

お渡しする予定です． 



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） 



  

 

Homepage：http://www.isj-imaging.org/isj.html 
 

 

【日本画像学会について】 

一般社団法人日本画像学会は，画像の基礎と応用に関する情報交流を行い，

画像技術の進歩と発展を目指す技術者，研究者の集まりです．そして，学会は

画像科学と技術，およびこれらに関する分野の情報を交換，吸収するさまざま

な場を提供しています． 

1958年(昭和33年)に電子写真学会として発足．以来，電子写真，ノンイン

パクトプリンティングを中心とするハードコピーに関する新しい材料，新しい

デバイスやプロセス，画像処理などに関する実用的な技術開発と，画像科学に

関する基礎学問の発展に寄与してきました． 

1998年(平成10年)に創立40周年を迎えるにあたり，学会名を日本画像学

会とし，取り扱う技術領域をエレクトロニックイメージングも含むデジタル画

像技術をカバーするように発展拡大いたしました． 

2008年(平成20年)には創立50周年を迎え，記念事業として「デジタルプ

リンタ技術」全4巻を刊行しました． 

2010年(平成22年)に法人設立登記を行い「一般社団法人日本画像学会」と

して新たに出発しました． 

2018年(平成30年)には創立60周年を迎え，記念事業として「デジタルプ

リンタ技術」改訂版の刊行，懸賞論文「画像技術の未来への提案」の募集およ

び表彰，複写機遺産事業の創設を行いました． 

現在，会員数は約 1000 名で，イメージングに対する大きな夢の実現に努

力しています． 

なお，日本画像学会は，日本学術会議協力学術研究団体に指定されていま

す．  

 

 

 

 

 

 

 

 

＜本件に関する問い合わせ＞ 

一般社団法人日本画像学会 

事務局長： 竹内 達夫 

電話：03-3373-9576 (受付時間 平日10:00～17:00) 

電子メール：isj-information@isj-imaging.org 

URL：http://www.isj-imaging.org/about_ISJ/office.html 
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