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われていた。立石氏は、斎藤珠喜氏

の下で電子写真式プリンタの研究開

発に取り組むこととなった。

“ノンインパクト”グループに対

する期待は大きく、それだけに厳し

くもあった。当時、宅内機器研究部

内で唯一、“ノンインパクト”グル

ープだけが、月１回、部長から直接

ヒアリングを受け、報告する義務が

課されていた。

「当時の部長は北条さんでしたが、

よく怒られました。今でも強く印象

に残っているのは、『頭も割れんば

かりに考えましたと言えるのか！』

という、烈火のごとく怒られた時の

言葉です。」（立石和義氏）

NTT研究所が、従来方式と異な

る革新的な方式のプリンタの開発を

急いだ背景としては、半導体技術の

進展に伴いコンピュータが身近な存

在になったことがあげられる。1970

年台の半ばから、それまでの専用ル

ームに設置された大型コンピュータ

とは異なり、経理部や営業部といっ

たビジネスの現場で業務担当者が使

えるオフィスコンピュータが広く普

及し始めた。情報処理ツールとして

のコンピュータがオフィスに導入さ

れ始めたのである。このように、高

度な処理能力を持つコンピュータが

身近になるにつれ、出力機器である

プリンタにも多様な機能・性能が求

須賀電気通信研究所に移転）に配属

となった。入社当時を振り返り立石

氏は次のように語る。

「実は、機構部品研究室への配属

ということで、正直戸惑いました。

半導体の物性を研究していた私にと

っては、“機構”という言葉すら理

解していない、まったくの異分野だ

ったからです。しかし今となってみ

れば、大学でのバックグラウンドが

最大限に活かせて、非常にラッキー

だったと思っています。研究室に入

ってすぐに、高野陸男リーダの“ノ

ンインパクト”グループにおいて、

とにかくインパクトプリンタの世界

を覆すようなことをやって欲しいと

言われました。直接の指導者であっ

た斎藤珠喜さん、先輩の星野坦之さ

んと徳永幸生さん、そして私の4人

以外は機械系の出身で、全部で8人

の小さなグループでした。」

NTT研究所で50人近い研究者が

プリンタの研究開発に従事していた

時代に、10人にも満たない少数部

隊である高野陸男リーダ率いる“ノ

ンインパクト”グループに対し、イ

ンパクトプリンタに代わる革新的な

プリンタの研究開発の使命が下され

ていたのである。そこではインクジ

ェットプリンタやサーマルプリン

タ、電子写真式プリンタなどのノン

インパクトプリンタの研究開発が行
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められるようになっていた。

1975年に米 IBM社が、世界で初

めてガスレーザを光源とする電子写

真式のノンインパクトプリンタ

「IBM3800印刷装置」を発表した。

この電子写真式プリンタは、光書込

系、電子写真プロセス、用紙走行系

から構成されていた。光書込系は、

ヘリウムネオン（HeNe）ガスレー

ザを光源に、レーザビームをポリゴ

ン（多角形）ミラーを介して感光体

に導き、ポリゴンミラーを回転させ

て感光体を走査するという機構にな

っていた。感光体ドラム上に形成さ

れた静電潜像は、現像器から供給さ

れるトナーによって可視化され、転

写器で記録用紙に転写される。そし

て、記録紙上のトナー像を定着器で

定着させて印字を完了させ、感光体

ドラム上に残ったトナー像は、クリ

ーナーにより除去されるという仕組

みであった。

IBM3800の発表を契機に、シー

メンスやキヤノンなどから同種の電

子写真式プリンタが相次いで市場に

投入された。NTT研究所でも、国

産メーカーとの共同で、IBM3800

に対抗するプロジェクトが立ち上が

り、１年後には実用化を図っている。

これらガスレーザを光源とするレー

ザプリンタは、電子写真式プリンタ

の技術史上、第１世代に位置づけら

れる。

電子写真プロセス技術と微小光走

査技術の融合により生まれた電子写

真式プリンタの最大の特長は、普通

紙に高速で高品質の印字ができ、漢

字やグラフィックスへの優れた対応

能力を有することであった。しかし、

第 1世代の電子写真式プリンタは、

ほとんどが大型コンピュータの周辺

装置用を意識して開発されていたた

め、主眼は高速記録性に置かれてい

た。

「装置は極めて大きく、ガスレー

ザの光源部だけで1m以上はありま

した。装置価格も億の単位でした。」

（立石和義氏）

電子写真式プリンタの高速・高分

解能という特長が市場で認知される

のに伴い、一般のオフィスでも使用

可能な普及型のプリンタとしても利

用しようとする機運が高まってき

た。しかし、ガスレーザを光源とす

る電子写真式プリンタは、光源自体

の大きさに加えレーザビームを走査

するための広い偏向空間が必要とな

る。したがって、光書込系が必然的

に大きくなり、装置が極めて大型で

あるうえに、オフィスに設置する端

末装置としては保守性や信頼性に問

題があった。そこで、光書込系をは

じめ、感光体などの電子写真プロセ

ス素子にいたるまで、端末装置への

適用をターゲットに精力的な研究開

発が進められるようになった。高速

印字を指向した第１世代の電子写真

式プリンタに対し、端末装置への適

用に向けた装置の小型・軽量化と信

頼性・保守性の向上を指向したの

が、第２世代の電子写真式プリンタ

であった。

NTT研究所における電子写真式

プリンタの研究開発も、この第２世

代に位置づけられるものであった。

“ノンインパクト”グループの中

で、立石氏に与えられた命題は、小

型・軽量で保守性に優れ、しかも装

置価格は数桁の低価格化が期待でき

る電子写真式プリンタの研究開発で

あった。

当初、第１世代の延長にある半導

体レーザ方式（当時まだ半導体レー

ザを使ったものは開発されていなか

った）と、従来のレーザ方式とはま

ったく原理の異なるLED方式の２

つの方式について検討を行った。

LEDを使うにしても半導体レー

ザで実現するにしても、最初の課題

は長波長帯での感度が高い感光体の

開発にあった。一般的に半導体光源

は長波長領域ほど高いパワーが得ら

れるのに対し、従来の感光体は可視

光領域に感度を持ち、整合性が極め

て悪い関係にあったのである。

HeNeレーザプリンタに使われてい

た感光ドラムはLEDや半導体レー

ザには使えなかったのである。した

がって、LED光源の開発の前にま

ず長波長高感度感光体の開発に着手

している。

光書き込み方式に関しては、立石

氏は一貫してLED方式にこだわり

続けた。

「小形・低価格化や高性能化等の

可能性を追求していけばいくほど、

LED方式に傾倒していきました。

冒頭でお話したように、大学院では
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米IBMが世界初の電子写真式の
ノンインパクトプリンタを発表 LEDプリンタの着想

1976年に特許出願



な研究を開始した。着

想からプロトタイプま

での開発経過を図１に

示す。

図１からもわかるよ

うに、NTT研究所では、

1976年７月 28日に、

「モノリシックLEDを

用いた電子写真式プリ

ンタ装置」ということ

で、特許を出願してい

る。しかし、結果的に

は特許としては成立し

なかった。

LEDを電子写真式プ

リンタの光源とする試

みは、1972年に米RCA

研究所によりなされて

いた。しかしそれは、

ディスクリートなLED

７素子を縦に並べ、感

光紙の上を直接スキャ

ンするというものであ

った。発光素子間隔

は250μm、記録紙も普通紙ではな

く酸化亜鉛紙であった。印刷幅の画

素数に相当するLEDを一列にパタ

ーン形成して印刷幅全域をカバーす

る高密度LEDアレイと、光伝達系

に光ファイバ束を用いてプリントヘ

ッドにし、普通紙に印字するという

立石氏のアイデアとは比べようもな

かった。

高密度LEDアレイを光源とする

ページ処理型電子写真式プリンタ

「LEDプリンタ」の試作機は1980年

に完成した。着想から４年、研究者

の確信に基づく執念が結実したので

ある。

高出力・高密度LEDアレイの開

発と感光体の高感度化を図ることに

よって実現した１号機の外観と印字

サンプルを写真１に、印字機構部の

概略図を図２に示す。

完成したLEDプリンタのプロトタ

イプは、当時の市販製品と比べても

その性能は際だっていた（表２参照）。

表２の３種のプリンタは、いずれも

電子写真式プリンタであるが、大き

LEDの材料であるガリウム砒素燐

（GaAsP）の結晶成長について研究

していましたので、まったくの門外

漢ではありませんでした。1mm角

くらいのLEDチップを並べて、自

分のイニシャル状に光るLEDを自

作して遊んだこともあります。そう

いうLEDに対する親しみがいい方

向に作用したかもしれません。です

からLED方式の良さも難しさもお

およそは想定できました。いくつも

の壁があることは分かっていました

が乗り越えられないとは思っていま

せんでした。それよりも、“出来る

訳がない”という評価への反発や、

究極の姿へ向かってチャレンジする

気持ちを抑えられなかったのかもし

れません。」（立石和義氏）

表１にLED方式とレーザ方式の

主な比較を示すが、このように

LED方式は、レーザ方式に比べ、

機構の簡素化による信頼性・保守

性、小型・軽量化、印字品質の均質

性、量産効果による低価格化が期待

できた。しかしその反面、実現に向

けてはLEDの発光出力、感光体の

波長感度との整合性、LEDのアレ

イ化技術など、多くの解決すべき課

題があった。特に、高解像度でしか

も高速印字のLEDプリンタの実現

には、LEDの高出力化と、感光体

の高感度化の双方が不可欠であっ

た。電子写真式プリンタの印字速度

は、感光体の感度とLEDの出力積

に依存していたからである。

NTT研究所では、モノリシック

LEDアレイを光源とする電子写真

式プリンタ構想に基づいて、本格的
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図1 LEDプリンタの開発経過

1980年、執念が結実した1号機



な違いは光書込系にあった。

1979年に発表されたA社製レー

ザプリンタは、第２世代の電子写真

式プリンタの先鞭をつけた製品で、

光源にレーザを用いているが、それ

までのガスレーザに代わり半導体レ

ーザを用いることにより、大幅な小

型化を実現していた。また、B社の

製品は、OFT（Optical Fiber Tube）

を採用して小型化が図られていた。

これに対し、LEDプリンタは、高

密度LEDアレイを用いることで、

それらと比べ光書込系の容積比で

1/15という超小型化を実現。装置全

体に占める光書込系の割合を極めて

小さくし、装置の大幅な小型化を実

現していた。

表２に示したように、第２世代の

電子写真式プリンタである半導体レ

ーザを用いたA社製レーザプリンタ

との性能比較で、印字速度で２倍、

解像度は同等、消費電力1/3、重量

1/2、容積1/4と驚異的な性能を誇っ

ていたのである。その意味では、

NTT研究所の開発したLEDプリン

タは、第２世代を超える第３世代の

電子写真式プリンタといえる。

研究者の確固たる信念と挑戦、そ

して執念が多くの困難を乗り越え

た。その苦難の道は次回に紹介する。
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