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オンデマンドトナー充填機の開発と展開事例 
Development and Introducing "On-Demand Toner Filling Machine" 

牧野 邦夫* 
Kunio MAKINO 

要   旨 

トナー製品の充填工程は，カラー化やブランドの増加により製品バラエティーが増大し，従来

のトナー充填装置（市販品）では，品種切替えによる生産性低下が著しく，低コストでものづく

りが出来ないという課題があった．この課題を打破すべく“いつでも どこでも 安く 早く充

填できる，コンパクトなオンデマンド充填機”の開発に着手し，流動化充填技術（トナーに空気

を含ませ液体状にする独自技術）を展開した充填装置を完成させ2000年より量産展開を開始した．

その後，さらに生産性向上を目的に市販大量型充填機同等以上の充填能力を有する装置の開発を

行い，少量～大量のどの物量でも活用可能な充填装置を完成させた． 

主力機種の大量生産ラインから，サテライト充填ラインである少量生産ラインまで，海外生産

拠点も含めて，オンデマンド充填機としては全世界で67台が稼動している． 

ABSTRACT 

The toner production process has been remarkbly changed due to a great increase in the kinds and 

numbers of the toner products, such as switching over from monochrome to color products and increase 

of the brands. However, there is an obstacle for low cost production by using the conventional marketing 

filling machines, which is low productivity due to significant change-over time. To solve the problem, a 

machine called "On demand filling machine" has been developped. It can fill up the toner products at 

narrawer space swiftly, inexpensively, anywhere, and anytime. On demand filling machine utilizes the 

fluidizing filling technology (the unique technology, i.e., the powder is mixed with an air, and make the 

powder behave like a liquid). On demand filling machine design has been completed and started the mass 

production from year 2000. Later, On demand filling machine has been further modified to improve the 

productivity, and the new machine has obtained the capacity equivalent or even higher than that of the 

large conventional marketing models. On demand filling machine is quite flexibile for handling the products 

from small quantity to large quantity.  

On-demand filling machines are suitable for various applications, e.g., the mass production lines for the 

main models, the small production lines such as the satellite filling lines, and overseas factories. Today, a 

total of 67 On demand filling machines are in operation worldwide. 
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 1．背景と目的 

1-1 背景 

1-1-1 製品バラエティの増加 

複写機及びプリンター等で使用するサプライは，デ

ジタル化，カラー化，用途拡大に伴い，物量の増加と

ともに，製品バラエティが増加の傾向にある． 

特にトナーは，カラー化で4色あり，複写機及びプリ

ンターなどに合わせて，容器やカートリッジの種類も

増加している． 

Fig.1は約10年前と現在の品種数と物量を比較してい

るが，品種数は約3倍，少量品種の物量の割合も20％か

ら60％と少量多品種化が大きく進んできた． 

今後も，カラー化と用途拡大により，約3年後には品

種数，物量とも2倍となる計画にある． 

 

 

Fig.1 An increase in product variety. 

 

Fig.2 An increase in production volume. 

1-1-2 サプライチェーンマネジメントからの要求 

お客様のオフィスでトナーがなくなると，コピーや

印刷といった業務が止まってしまうため，トナーはご

注文頂いてからできるだけ早く配送する必要があるが，

多品種化が進む環境では，リードタイム短縮を在庫を

持って対応するには限界があり，フレキシブルに対応

できる生産プロセスの構築が急務となっていた． 

1-2 従来技術の課題 

1-2-1 オーガー式充填機の課題 

従来のトナー充填機は，市販の充填方式でスク

リューによる押し出し式のオーガー式充填機というも

ので，重厚長大，コストが高い，切り替えに時間がか

かる，等々の問題を抱えていた． 

 

 

Fig.3 Conventional, large-scale filling machine. 

Fig.4に示すように，少量多品種の製品は，お客様の

要求量をタイムリーに作るには，1つのラインで，品種

切り替え作業により，製品を作ることとなり，切り替

えのための停止時間や労務費がかかり，ある製品を例

に取ると，製品コストが2.7倍に高くなってしまってい

た．また，品種切り替えを 小にして生産を実施する

と，在庫量が増えてしまう． 
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Fig.4 A subject of small quantity many kinds production. 

1-3 目的 

1-3-1 いつでも，どこでも，安く，早く充填でき

る少量多品種用小型充填機の開発 

少量多品種の製品をつくる充填装置を 小型，軽量，

低コストで開発し，「いつでも，どこでも，安く，早

く」充填できる，低コスト小型充填機により，品種切

り替えの低減，在庫の低減，ロスの低減で，低コスト

ものづくりに貢献することを目的とする． 

 

 2．技術 

2-1 オンデマンド充填機の構成の概要説明 

トナーとは主成分が樹脂であり，かつ微細な5μmか

ら10μm程度の粉体である． 

そこでトナーに空気を含ませ流動化状態にしたまま

容器に詰める充填方式を開発した． 

技術のポイントとして，トナーが空気を含むため，

嵩が増えそのままでは容器に入りきれないという課題

があったが，容器に充填しながら容器内のトナーから

間欠的に空気を抜くという他社に無い独自の技術によ

り低コストでコンパクトな，エアーを制御するだけの

流動化充填方式による充填機を完成させた． 

主なプロセスは以下の通りである． 

 

Fig.5 Fluidizing filing method. 

①トナーに均一に空気を含ませ，一様に流動化した

状態を形成する．（トナーの粒径と同じ位の孔か

ら適量の空気を吐出して流動化させる．） 

②流動化したトナーを容器に詰めながら脱気ノズル

により容器内のトナーから空気を抜く．（流動中

のトナーに，3000メッシュ程度の金属スクリーン

付脱気ノズルを挿入して，流動中のトナーから空

気のみを抜くことでトナーの嵩を減らす．） 

③ノズル中のトナーから空気を抜いてトナーの塊を

作り，それを栓としてトナーを止める． 

この充填機の開発により低コストで小型の充填機が

できた．更に，品質面では，トナーに機械的ストレス

をかけず品質影響の無い充填方式を実現できた． 

2-2 流動化技術 

トナーなどの粉体は古くから固体の中でも特殊な性

質（流動性）を持つ為に，特別な呼称『粉体，粒体』

を付けられて，他の固体と区別されてきた． 

粉体の特殊な性質としてはフラッシング（小さな粉

の集まりに空気が含まれると液体のように流れ出す現

象）とブリッジで代表される閉塞現象（小さな粉の集

まりが互いに動きを止めあい，1つの塊のようになる現

象）が挙げられる． 

フラッシングは流体（液体，気体）の特性が顕著に

現れる現象で，この状態になると通常の粉体設備から

トナーが漏れ出して制御不能となり，装置周りに飛散

してしまう．この現象が生産現場で起こると大変な問

題となる．また，閉塞現象は，小さな粒が大きな塊の

様になり，つかえてラインがストップしてしまう．粉

体設備のあちこちに，バイブレーターやノッカー（ブ

リッジブレーカー）が設置されるのは，このためであ

る． 
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どちらの現象も，粉体を取り扱う上で，問題となる

現象であり，生産設備設計や，取り扱いの際はこれら

が起こらないように留意してきた． 

そもそも，充填とは物体をある指定された容器に指

定量移すという移載技術である． 

移載するのに固体と流体では装置がまったく違って

くる． 

本充填技術は従来問題とされていたこのフラッシン

グを，逆に利用し液体の状態で，“すばやく”，“所

定量を”トナー収納容器に詰めながら，収納容器内か

ら不要な空気を抜くという方式であり，今までの粉体

充填技術の域を超えたものと言える． 

Fig.6に流動層（液状化された部位）の考え方を示す．

トナーの下からエアーを徐々に入れてゆき，流動化さ

せるメカニズムである． 

エアーの入れ方についても，トナー接触面の全面か

ら均一にエアーを送ることが好ましい． 

 

 

Fig.6 Fluidized layer. 

2-3 粉体圧送技術 

液体と固体の搬送装置を比べると，液体は配管（ダ

クト，チューブ，溝）とポンプがあると，簡単に指定

場所に指定量移送できる． 

一方，固体はその形状に合わせた（大きさ，強度

の）容器を必要とし，容器を運搬する装置が必要で，

それはその総重量に見合った規模の装置をもっていな

ければいけない． 

概して流体である液体が，その名の通り流しやすく

移動に適していると考えられる． 

本件は，製造現場で問題視されていたフラッシング

を制御することで，流動層として利用する技術開発に

注力し，粉体を流体のように扱うことで，制御プロセ

ス技術を用い簡便な装置が実現できた． 

Fig.7のような制御にすることで，トナーを充填する

速度を変化させ所定充填量付近で速度を遅くし精度向

上を行っている． 

 

 

Fig.7 Filling amount control. 

2-4 脱気技術 

流動化させたトナーを容器に搬送し充填する場合，

そのままでは，容器からあふれてしまう．空気を含ん

だトナーは，嵩が大きくなっているため，所定の重量

を入れるためには，一旦含ませたトナー中の空気を抜

いてやることが必要である． 

そのために，充填と同時に脱気をする機構が必要と

なる．Fig.8のように，トナーと空気をそのまま容器に

入れようとすると，溢れてしまうため，充填と同時に

脱気ノズルにて，空気を抜いてゆき，所定の重量を容

器内に納める． 
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Fig.8 Deaerating system. 

Fig.9のように，脱気の有無では充填時間に大きな差

が生じる． 

 

 

Fig.9 Relation of deaerating and filling time. 

 3．実験結果 

3-1 充填量プロフィールと充填精度 

Fig.10は，充填時間と充填量のグラフであるが，短

時間で，精度良く所定の重量を充填するために，ドラ

ム内圧を制御をすることで，目標を達成できた． 

 

 

Fig.10 Filling amount profile. 

これにより，充填量バラツキが1/3になり，充填タク

トを変えずに，充填精度が向上した． 

 

 

Fig.11 Comparison of filling accuracy 

3-2 トナー品質 

市販のオーガー式充填機では，トナーをオーガー

（スクリュー）で送り，ある程度の圧力がかかってい

たため，トナーそのものに圧力及び摩擦力がかかるこ

とにより，トナー表面に付いている添加剤がトナー母

体の中に埋没したり，分離したりして，トナー品質を

低下させていた．このオンデマンド充填機では，空気

を混ぜて流動化させているため，トナー同士のぶつか

りや擦れが発生しないことにより，トナー品質を保つ

ことができる． 

 

 

Fig.12 Burying of additive. 

 4．結論及び展開 

4-1 小型充填機の効果 

オンデマンド充填機の開発で，充填機単体のコスト

を1/42にすることにより設備償却費が低減し，段取り

時間を1/40にすることにより労務費が低減し，製品

トータルのコスト低減ができた． 

また，小型にできたことにより，設置スペースを

1/40に，電気使用量を1/14に，CO2排出量を約1/2削減
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できた等，環境改善に貢献できた． 

また，充填スピードは市販品と同等であるが，生産

性としては1日に1回切り替え生産を行ったと想定する

と1.5倍の結果となった． 

 

 

Fig.13 On Demand filling machine. 

4-2 容器成形一貫ラインの展開 

このオンデマンド充填機の開発により，容器の成形

から充填，梱包までの一貫ラインが可能となった．さ

らに，4色分の充填機を同一ラインに設置することによ

り，注文に応じた生産が可能となり，生産リードタイ

ムが1/17に短縮が可能となった． 

4-3 サテライト充填工程 

サテライト充填工程とは，使用済みの容器を回収し，

洗浄，再充填する再製品化工程のことである． 

小さく，安く，運べるオンデマンド充填機の開発に

より，従来の工場でものづくりをするという考え方を

脱却して，お客様の近くで，充填して製品化しお届け

することができる． 

Fig.14のコメットサークルは，リコーが目指す持続

可能な社会を表現したもので，サテライト充填工程は

より負荷の少ないサイクルで循環している． 

 

 

Fig.14 Comet circle. 

低コスト小型充填機をお客様に も近い，工場では

ない配送拠点に置くことによって，物流線の 短化が

できたため，リードタイムと在庫量の削減ができた． 

お客様の都合で決まるトナーボトル回収量の変動や，

空ボトルの搬送というロスを 小限に抑えた物流が実

現できた為，樹脂製トナーボトルの再利用という環境

経営活動も可能となった． 

現在国内4拠点にサテライト充填工程を展開中である． 

 

 5．今後の展開 

現在まで，Fig.15に示すように，第一世代で小型化，

第二世代で超小型化，第三世代で高速化と高精度化を

開発してきた．今後は，粉体の流動化技術をさらに進

化させ，第四世代で超高速化を目指した技術開発を進

めていく． 

 

 

Fig.15 Toner filling machine development history. 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (Japan Color 2001 Coated)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 2.33333
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 150
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 2.33333
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 600
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 2.00000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /JPN <FEFF004e0049004b004b004500490020005000520049004e00540049004e004700200049006e0063002e00200020000d0066006f00720020004100630072006f006200610074002000440069007300740069006c006c006500720020003700200026002000410064006f00620065002000430053003200200020000d00570065006275280050004400464f5c62106642306b4f7f75283059308b30d730ea30bb30c330c8306730593002ff080076006500720031002e0033ff0900200020000dff089ad8ff09304b30896d4175283057305f300c005200490043004f00485c0275287248300d000d4ed6306e4ed54e8b306b306f4f7f30465fc58981306a3057>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides true
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /HighResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks true
      /IncludeHyperlinks true
      /IncludeInteractive true
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 0
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /JapaneseWithCircle
      /PreserveEditing false
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [595.276 841.890]
>> setpagedevice


