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用紙対応力向上のためのエアピック給紙装置の開発 
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要  旨  _________________________________________________  

近年，プロダクションプリンタ市場は，幅広い紙厚，多種多様な用紙へ印刷するニーズが

高まってきていると同時に出力機器の給紙搬送装置に対しては，高い信頼性と生産性が求め

られている． 

従来技術の摩擦分離にエアアシストを付加した給紙搬送装置では給紙可能な紙厚の上限も

限られており，さらに用紙間密着力が強く分離しがたいコート紙，フィルム紙，ラベル紙，

凹凸紙といった用紙以外に摩擦分離が困難であるメタリック紙，マグネット紙といった特殊

紙の要求も加わったことで，給紙装置に求められている高信頼性，高生産性のニーズをカ

バーできない領域へと差し掛かっている． 

そこで，今回新たな顧客ニーズに応えたプロダクションプリンタ市場向けのエアピック方

式を採用した2つの給紙搬送装置を開発した． 

 

ABSTRACT  _________________________________________________  

In recent years, the customer of the production printing market has various needs. For example, 

printers need to handle a wide range of paper thicknesses, and papers are sometimes hard to separate 

because of strong adhesion, coated paper, film paper, label paper, and uneven paper. In addition, high 

reliability, durability, and productivity are required for the output devices. 

Paper separation for output devices is achieved in the production printing market by using the friction 

separating method or the friction separating method with the air assist mechanism. However, these 

conventional technologies cannot catch up with the customer needs of higher quality. Therefore, it is 

required to develop two types of paper feeding devices that adopt the air pick system to satisfy the new 

customer needs of the production printing market. 
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1. 背景と目的 

近年，プロダクションプリンタ市場は，顧客ニー

ズに合わせ幅広い紙厚への対応，用紙間密着力が高

く分離しがたいコート紙，フィルム紙，ラベル紙，

凹凸紙といった様々な用紙，さらにはメタリック紙，

マグネット紙といった特殊紙を給紙することが求め

られ，同時に出力機器に対しては，高い信頼性と生

産性が求められている． 

我々は，プロダクションプリンタ市場向けの印刷

装置RICOH Pro C7110S/C7110/C7100S/C9110/C9100

のカラー機およびRICOH Pro 8120S/8110S/8100S

（モノクロ機）※へ給紙装置を提供することで，多種

多様な用紙のニーズに応えた2つの製品の提供を実

現した． 

・ エアピック式 A3LCT RT5100 

・ A3LCT 長尺用紙 拡張キット タイプS3 

※RICOH Pro 8120S/8110S/8100Sへは，「エアピッ

ク式 A3LCT RT5100」のみ装着可能． 

 

Fig. 1に，主な給排紙オプションを装着した

RICOH Pro C7110の製品外観図を示す． 

 

 

Fig. 1 Outline View of RICOH Pro C7110. 

我々が提供した「エアピック式 A3LCT RT5100」

および「A3LCT 長尺用紙 拡張キット タイプS3」

の基本仕様を，Table 1に示す． 

Table 1 Basic specifications. 

要求項目 仕様 

プリント速度 135枚/分まで対応（A4 LEF通紙時） 

対応紙サイズ ハガキ･A5～最大330.2×487.7 mm 
（長尺オプション装着時は最大700 mmまで
可能） 

対応紙厚/紙種 40～400 g/m2（普通紙/コート紙/フィルム紙/
凹凸紙/特殊紙（メタリック紙/マグネット紙
等）） 

給紙容量 2,500枚（タイプ6000 <70W>）×2段/3連結対応
：エアピック式 A3LCT RT5100 
800枚（最上流機上段に設置可能） 
：A3LCT 長尺用紙 拡張キット タイプS3 

 

従来の摩擦分離にエアアシストを付加した給紙搬

送装置では，給紙可能な用紙は，紙厚上限が350 

g/m2の普通紙のみで，用紙間密着力が強い用紙や特

殊紙は給紙できていなかった．それはFig. 7のよう

に用紙1枚ごとに後端まで密着力を解くことができ

なかったためである．新しく開発したエアピック給

紙では，用紙後端まで密着力を解く機能を開発した．

さらに，1つの装置で幅広い用紙に対応しつつ，信

頼性と生産性を高めるための機能を開発した． 

 

2. エアピック給紙装置：A3LCT RT5100 

2-1 エアピック給紙装置の構成 

Fig. 2に，エアピック給紙の構成を示す．トレイ

内に分離エア，浮上エア，サイドエアが吹出すノズ

ルを配置し，積載した用紙上部に給紙ベルトと吸引

チャンバーを備えた給紙ユニットを配置している． 

用紙分離動作は，Fig. 3で示す以下の分離プロセ

スを繰返し行うことで，安定した用紙搬送を実現で

きる． 

<<エア分離プロセスの概要>> 

(1) サイド/浮上エアを積載用紙に吹付けることで，

積載された用紙を浮上させ，給紙ベルトへ用紙

を浮上させる． 

(2) 浮上した用紙は吸引エアで負圧になったチャン

バーによって給紙ベルトに吸着する． 

(3) 用紙前方中央部から分離エアを吹付けることで，

吸着した用紙以外の用紙を分離する． 
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(4) シャッタバルブを閉じて浮上/分離エアを停止

する． 

(5) 浮上/分離エアの停止後，給紙ベルトを駆動し

用紙を搬送する． 

 

 
Fig. 2 Vacuum feed configuration. 

 
Fig. 3 Paper separation process. 

2-2 開発したエアピック給紙装置の特長 

採用した各エアノズル構成の特長を，下記で説明

する． 

2-2-1 特長 

・ 分離エアは，2方向から吹出すエアを衝突させ，

分離性を向上させる． 

・ サイドエアノズルは，斜め後方に吹出すように

配置し，分離性を向上させる． 

・ 分離/浮上エアは，ノズル内にシャッタ機構を

配置し，給紙タイミングに合わせてシャッタ機

構を開閉することで，用紙の浮上挙動の安定化

を図る． 

・ 紙厚に応じた2つの紙面高さを検知することで

分離性能を向上させる． 

2-2-2 分離エア 

Fig. 4に，実際のノズル配置構成を示す．分離エ

アは，互いに用紙センタ方向にエアが吹出す2つの

分離ノズル構成としている．構成上の狙いは，用紙

センタに向かって互いに吹出すエアが衝突すること

で分離エアが形成され，吸着用紙以外の浮上する2

枚目以降の用紙に下向きのエア圧が作用することで

ある． 

Fig. 5に，熱流体解析ソフト FloEFD（Mentor 

Graphics社製）を用いて，用紙が1枚吸着した様態

でのシミュレーションを行った結果を示す．上図は

流跡を示し，下図はベクトルを示している．また，

いずれも線色は流速を表し，赤が速く，青が遅いこ

とを示している． 

シミュレーション結果からも分離エア圧が用紙中

央部衝突後，用紙を押下げる方向に狙い通り作用し

ていることが分かる． 
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Fig. 4 Nozzle configuration. 

 
Fig. 5 The simulation result of the separation flow 

velocity. 

2-2-3 サイドエア 

手前と奥のサイドエアのノズルは，斜め後ろ方向

に吹出す構成とすることで用紙後端までエアの流れ

を形成し，用紙の分離を確実に行う構成とした1)． 

この構成において用紙が1枚吸着した状態のシ

ミュレーションを実施した結果を，Fig. 6に示す． 

シミュレーション結果より，吸着した用紙の下側

を流れるエアは用紙先端から用紙後端に向けて流れ

る分離/浮上エアが，用紙の斜め後ろに向けて流れ

るサイドエアと衝突することでサイドエアも用紙後

端に向けた流れに変わり，用紙中央部にエアを集中

させながら用紙後端まで流れを形成させていること

が分かる． 

 
Fig. 6 The simulation result of the side flow velocity. 

実機での確認においてもシミュレーション結果と

同様にエアの流れは用紙中央部を後端に向けて流れ

ており，エアの流れの効果によりFig. 7に示される

ようにベルトに吸着した用紙は蒲鉾形に浮上し，用

紙後端まで確実にエアが抜け，用紙の分離が行われ

ていることが確認された． 

 

 
Fig. 7 Paper behavior after separation air flow. 
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2-2-4 分離/浮上シャッタ 

用紙の分離性能をさらに向上させるために，フロ

ント側ノズル部に分離/浮上シャッタ機構を搭載し

た．シャッタ機構は，Fig. 8に示すように分離/浮上

ともシャッタバルブ開閉の位相を合わせ，エアの吹

出し制御を行っている．採用したシャッタ機構につ

いて，シミュレーションを活用し，シャッタバルブ

開閉時のエア挙動の確認を行った． 

 
Fig. 8 Overview of the separation/up draft air. 

シャッタバルブ開閉時のエアの流れをシミュレー

ションにて解析した結果がFig. 9である． 

・ 開いた状態からバルブ角度が40˚前後になると

エアの流れが減少し始める． 

・ シャッタバルブ角度が90˚（シャッタバルブ閉

状態）となったときには，エアの流れをほぼ

カットできる． 

 

分離/浮上シャッタ機構により，エアの流れを停

止/開始できることが分かる． 

 
Fig. 9 The simulation result of the separation/up draft air. 

また，採用したシャッタ機構の動作タイミングは

前項（2-1項）Fig. 2で示したように，(1)～(3)の動作

時に，シャッタを開放し，積載された用紙へエアを

吹付けることで用紙の浮上，分離動作が行われる． 

さらに，(4)の動作では，吸着された用紙が搬送

される前に，付加したシャッタ機構を閉鎖すること

で分離/浮上エアを止め，次用紙を束ですばやく落

とす．これにより，吸着した用紙が搬送する際に次

給紙用紙が連れ出されて発生する重送を低減できる．

この動作は，Fig. 10に示されるように分離シャッタ

非搭載と搭載を比べた場合，シャッタ搭載の方が次

用紙分離時に給紙ベルトから次用紙が充分に離れる

ことが分かる． 

このシャッタ機構の開閉をエア分離プロセスの中

で繰返し行うことで，次用紙以降の用紙の落ちが早

く，分離性を向上できる． 
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Fig. 10 Paper behavior of the separation air shutter 

mounted existence. 

2-2-5 紙面高さ検知 

積載した用紙の紙面高さを制御する方式として，

トレイ積載前側に配置した反射型フォトセンサにて

給紙テーブルを制御する方式を採用した2)． 

Fig. 11に示すように，フォトセンサ直前の領域の

用紙の存在割合が一定量（規定値）未満になると

フォトセンサがOFFとなり，給紙テーブルを規定量

上昇させ，それを繰り返し，フォトセンサ直前の用

紙の存在割合が一定量以上になるとONし，給紙

テーブルを停止させる2)． 

しかしながら，紙厚仕様40～400 g/m2までの紙面

高さ位置と給紙ジャム（重送，不給紙）の相関を確

認すると，Fig. 12に示すように給紙可能領域と給紙

ジャム（重送，不給紙）領域の分布が分かった．中

厚紙においてはマージン幅（オーバーラップ部）が

あり，どちらの設定でも通紙可能である． 

これにより，1つのフォトセンサで全領域余裕を

持った状態で給紙性能を保証することは難しいと言

える．その対応として，フォトセンサを厚紙用給紙

位置と薄紙用給紙位置の2箇所に配置することで，

紙厚仕様全領域の給紙性能を満足することができた． 

 

 

 
Fig. 11 The paper height sensor arrangement. 

 

Fig. 12 The paper height/paper thickness of the relationship 
to the paper feeding performance. 

3. A3LCT 長尺用紙 拡張キット タイプS3 

3-1 長尺キット化の背景 

従来のLCTにおいて，給紙可能な用紙サイズはハ

ガキ･A5～13×19.2 inch（330.2×487.7 mm）の用紙

サイズ（以下，「定形サイズ」という）の給紙に限

られていたが，近年用紙の多様性からブックカバー

やバナー広告など13×19.2 inchを超えるサイズ（以

下，「バナーサイズ」という）の市場要望が増えて

きている． 

今までもバナーサイズ印刷が可能な製品はあった

が，手差し給紙による1枚ずつの印刷など印刷方法

に制限が設けられており，大量印刷，コート紙印刷

のニーズには応えられていなかった． 

そこで今回我々は，最大330.2×700 mmまでの用

紙を大量給紙可能とする装置を専用給紙装置として
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厚紙フォト
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ではなく，「エアピック式 A3LCT RT5100」のオプ

ションとすることで，開発・量産コストを抑制した

開発を行った．（Fig. 13参照） 

 
Fig. 13 Vacuum Feed Banner Sheet Tray S3 mounting 

state to Vacuum Feed LCIT A3LCT RT5100. 

3-2 バナーサイズの課題 

給紙開始時の力の関係をFig. 14に示す．用紙給紙

時の運動方程式は搬送力をFb, 用紙質量をM，用紙

給紙時の加速度をα, 給紙時に作用する抵抗をFr と

すると，式(1)で示すように，搬送力は用紙加速時

に用紙に作用する慣性力M×αと搬送抵抗Frの和より

求められる． 

 

                    (1) 

 

バナーサイズの用紙においては，(1)式で慣性力

M×αが定形サイズの1.4倍になることから，必然的

に高い搬送力が必要となる． 

 

Fig. 14 Dynamical model. 

また，搬送抵抗Frにおいては用紙長が長くなるこ

とで，分離エア，サイドエアが用紙後端側まで届き

難くなり用紙後端の分離性が悪化し，用紙搬送時に

用紙同士の接触による紙間抵抗が生じるため，搬送

抵抗Fr が増加してしまう． 

さらに，バナーサイズの用紙を浮上させ給紙ベル

トに用紙先端を吸着させる際に，用紙後端側が浮上

し難いことから，Fig. 15に示すように用紙先端が垂

直に浮上してベルトに吸着されるのではなく，用紙

先端が円弧軌道し搬送方向の上流側に下がりながら

ベルトに吸着されてしまう用紙後退現象が確認され

た． 

 
Fig. 15 Tip behavior of Banner paper. 

特に用紙後退は用紙のコシが弱い薄紙で顕著に現

れ，用紙後退がある一定量を超えた場合には，チャ

ンバー開口面と用紙の間に隙間が生じ，隙間より吸

引エアが漏れることで次給紙用紙までベルトに吸引

されて重送が発生するという課題が生じた． 

 

以上のように，バナーサイズの給紙においては 

・ 用紙質量増加に伴う慣性力の増大 

・ 用紙後端分離性悪化に伴う紙間抵抗の発生 

・ 薄紙給紙時の用紙後退の悪化 

の3点が開発の課題となった． 



 

Ricoh Technical Report No.41 87 FEBRUARY, 2016 

3-3 課題解決手段 

前述の課題において，用紙搬送，用紙分離に用い

ているファンのパワーアップ（ファン変更）や，

ファン追加で用紙搬送力の向上，用紙後端分離性向

上の検討を実施したが，何れもRT5010本体側でメ

カレイアウトの変更やハード構成の見直しが必要と

なり，大幅なコストアップ要因になってしまう結果

となった． 

そこで，RT5010本体の構成を変更せずに対応可

能な手段として制御を変更することで解決をし，薄

紙給紙時の用紙後退においては制御変更では解決で

きなかったために，キット化部品にバナー専用の用

紙後退対策用部品を追加することで解決した． 

3-3-1 ソフトによる解決 

(1) 慣性力低減 

慣性力は，加速度と比例関係にあることから，

用紙自重の増加分だけ加速度を落とすことに

より，定形サイズの用紙と同等以下の慣性力

にすることで給紙時のスリップによる不給紙

を防止した． 

(2) 用紙後端分離性向上 

用紙後端での分離性は，紙種や用紙幅などの

因子に対してTable 2で示すような傾向がある．

そのため，エアを吹付ける時間をコントロー

ルすることでエアを用紙後端まで流し，様々

な用紙の分離性を向上させた． 

一方，エアを吹付ける時間は，紙厚/用紙長/用

紙幅の3因子をパラメータにとり，用紙後端部

までのエア抜け時間を観察し，適正な時間を

求めた． 

その結果，エアの吹付け時間は，Table 3に示

す設定区分とすることで，用紙後端までの分

離を実現し，紙間抵抗を低減した． 

Table 2 Separation to paper type/paper width/paper 
length/paper thickness. 

 

Table 3 Air setting division. 

 

3-3-2 ハードによる解決 

用紙後退においては制御変更で解決することがで

きなかった．そこで，バナーサイズの薄紙をベルト

吸着する際に用紙先端の円弧軌道をしてもベルト吸

着時に用紙先端が後退しないように，用紙吸着時に

浮上しない用紙後端側の積載面の位置をベルトに近

づけることを対策案とし，用紙後端側の積載位置を

高くするために，底板に着脱可能な台座を付属させ

た（Fig. 16参照）． 
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Fig. 16 Tip behavior of Banner paper. 

台座の形状はパラメータ設計手法を用い，制御因

子4因子3水準（Table 4参照），誤差因子2因子2水準

（Table 5参照）でL9直行表を用いた実験を行った．

Fig. 17にその要因効果図を示す． 

要因効果図に示すように，用紙の後退に効果的な

パラメータは高さ，長さの2パラメータが有効的で

あり，高さは12 mm以上にすることで8.5 dBの改善

効果，長さは250 mm以上の長さにすることで5.2 dB

の改善効果が見込めることが分かった． 

以上の結果より台座の形状を決定し，用紙後退を

防止することを可能とした． 

Table 4 Parameter of pedestal. 

 

Table 5 Parameter of noise. 

 

 

Fig. 17 The amount of S/N ratio improvements of retreat 
of the leading edge. 

4. 結論 

今回は，新たな顧客ニーズに応えた2つの製品の

提供を実現できた． 

新規開発を行った「エアピック式 A3LCT RT5100」

では，シミュレーションを活用し，特徴的なエア構

成を実現した．特に，分離/浮上/サイドエア構成に

よって様々な用紙への対応と高信頼性を実現し，さ

らに，紙厚に応じた2つの紙面高さを検知すること

で幅広い紙厚に対応し，高生産性を実現できた． 

このエアピック方式を搭載することで，従来技術

の摩擦分離にエアアシストを付加した給紙搬送装置

では給紙限界厚であった350 g/m2以上の用紙や摩擦

分離が困難であるメタリック紙，マグネット紙と

いった特殊紙が給紙可能となる． 

また，さらに「A3LCT 長尺用紙 拡張キット タ

イプS3」では，「エアピック式 A3LCT RT5100」

に「A3LCT 長尺用紙 拡張キット タイプS3」を付

加することで，顧客ニーズにある坪量：52.3～400 

g/m2かつ700 mmまでのバナー用紙への対応を実現

した．特にバナー用紙の課題に対して，品質工学を

使いながら台座形状を決定した．また，長尺紙に対

するエアの吹付け時間を，用紙後端の挙動に着目し，

紙厚・用紙長・用紙幅の3因子に対応したエア区分

に設定し，ロバスト性の高い条件設定が実現できた． 

 

 

因子名 選定理由 水準1 水準2 水準3

台座高さ
ベルトと用紙の距離を

縮める
6 ㎜ 12 ㎜ 18 ㎜

台座長さ
用紙先端側の回転中止

をベルトに近づける
300 ㎜ 250 ㎜ 200 ㎜

台座角度
用紙先端側にバッファ

を設ける
165° 135° 90°

台座幅 用紙に腰を付ける 100 ㎜ 240 ㎜ 330 ㎜

紙厚 積載量

N1 薄紙 多い

N2 薄紙 少ない

N3 中厚紙 多い

N4 中厚紙 少ない
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