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挟持反転折りおよびスパイラル増し折り技術の開発 
Development of Roller-inverting-folding Method and Spiral Fold-enhancing Method 

古橋 朋裕* 鈴木 道貴* 浅見 真治* 中川 友喜* 星野 智道* 
Tomohiro FURUHASHI Michitaka SUZUKI Shinji ASAMI Yuuki NAKAGAWA Tomomichi HOSHINO 

要  旨  _________________________________________________  
マルチ折り機は，自他社含め主にプロダクションプリンティング市場に展開されているが，

MFP普及層市場にニーズがあることが分かり，大型で高コストのマルチ折り機ではなく，

MFP普及層に合った小型で低コストのマルチ折りが必要と判断し，開発を行った． 

しかしながら，従来機にて主流になっている方式（ストッパ突き当て方式）では小型化に

は限界があることが分かり，新しい挟持反転折り方式の開発に着手した．その結果，8つの

ローラの回転動作のみで4種類のマルチ折りを実現し，受け入れる用紙の条件（紙種やカー

ル等のばらつき）によらず，安定した品質を実現することに成功した．具体的には，折りた

い長さに対するばらつきは従来機の2分の1以下，折り高さは2分の1以下を達成した．さらに，

大きさは従来機から90％削減，コストは85％削減を達成し，従来機に対して圧倒的な優位性

を実現した． 

そして，2016年10月に本技術を搭載し「紙折り中継ユニットC840」として業界初となる

設置スペースレス（本体胴内に収まる）マルチ折り機の商品化を実現した． 

ABSTRACT  _________________________________________________  
Multi-folding machines are mainly deployed in the high-end market and have not been widely 

introduced in the office market. However we have found that they are in great demand in the office 

market as well and are therefore developing a compact and low-cost multi-folding machine. We found 

it difficult to develop a compact multi-folding machine using the conventional folding method and so 

have developed a new technique called the roller-inverting-folding method. Four types of multi-folding 

have now been made possible simply by rotating the eight rollers, and we succeeded in achieving stable 

quality regardless of received paper conditions. The variation of the folding length and the folding 

height are not more than half, and the size has been reduced by 90% and the cost by 85%. These results 

demonstrate the overwhelming superiority of these machines over conventional ones. 

In October 2016, we utilized this technology to commercialize the industry's first Internal Multi-Fold 

Unit that does not require any installation space. 
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1. 背景と目的 

画像形成装置から出力された用紙を様々な形態に

折り処理を行う機械をマルチ折り機という．Fig. 1

は開発開始時点（2013年）でのマルチ折りの展開状

況を示している．縦軸は本体生産性（通紙速度）を

示し，1分間に出力可能な枚数を示している．自他

社含め主にマルチ折り機は90 ppmを超えるプロダク

ションプリンティング（以下，PPと呼ぶ）市場お

よび60 ppmより上位の高速層領域で展開されており，

本技術開発開始当初2013年時点でMFPの普及層市

場においては積極的に展開されておらず，A社のみ

が一部高速層のマシンを普及層に展開していた． 

そんな中，普及層市場ではマルチ折りの需要が

徐々に顕在化していることが分かり，大型で高コス

トのPP層のマルチ折り機ではなく，普及層に合っ

た小型で低コストのマルチ折り機の開発が必要と考

えた． 

しかしながら，従来機にて主流となっている方式

（ストッパ突き当て方式）の折り技術は，折りたい

長さに応じて複数の位置決めストッパを可動させる

必要があり，占有スペースが大きく，高コストとな

る．さらに，紙種やカール等のインプット品質の変

化に対して折り位置精度・折り高さに代表される折

り品質の確保に課題があった． 

そのため，品質を向上させた上で，シンプルかつ

低コストであり，さらに機械サイズを大幅に小型化

する新たな折り技術の開発が必要と判断した． 

市場調査をしている中でお客様から「折り機が欲

しいが普及層に展開がないから仕方がなく高速機を

購入した」「折り機は欲しいが機械サイズが大きく

て設置できない」等の声があり，PP層の折り機は

そのままでは普及層市場に受け入れられるものでは

なく，普及層市場に合ったあるべき姿を目標値とし

て設定する必要があった． 

企画区や販売区等の関連区と協議を重ね，普及層

の折り機のあるべき姿として，大きさ，コスト，品

質に関して以下の目標値を設定した． 

大きさ ：設置スペースレス※1 

コスト ：自社従来PP機の80％削減※2 

品質 ：自社従来PP機から品質1.4倍向上※3 

 

※1 折り機として独立した設置スペースを要さず，

画像形成装置本体胴内空間に収まる構成 

※2 企画区と協議の上決定 

※3 品質は「折り精度」「折り高さ」とし，明確

な有意差を示す3 db（約1.4倍）以上を目標値

とした． 

 

 

Fig. 1 Product map of multi-folding unit. 

2. 折り技術 

2-1 マルチ折り機について 

用紙の折り加工は様々な種類があるが，代表的な

折り方をFig. 2に示す．この他にも様々な種類の折

り方が存在するが，Fig. 2で示す折り方が多く利用

されている．実際，自他社含め画像形成装置からの

インラインシステムでは，これらの折り種が対応さ

れている． 

自社の従来機では，Fig. 2に示す全ての折り種に

対応しているが，単純四つ折りと観音四つ折りの使

用頻度は少ないという事実から，新しく開発する普

及層セグメントの折り機は，Z折り・二つ折り・外

三つ折り・内三つ折りの4種類で必要十分であると

判断し，前記4種類に対応した新しい折り技術の開

発を実施した． 
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Fig. 2 Typical folding types. 

一般的なインラインマルチ折り機は，Fig. 3に示

すようなシステム構成になっている．画像形成装置

本体の横に折り処理機を設置し，折った用紙をス

タックしたり，更なる処理（ステイプル綴じ等）を

したりするために，下流にはフィニッシャと言われ

る装置を接続する必要がある．よって，折り機を導

入したい場合，折り機と一緒にフィニッシャの購入

が必須となること，またそれらの設置スペースが必

要になり，折り機能だけ欲しい人にとってはデメ

リットが発生する． 

また，折り機は比較的高価であり，各社定価で50

～130万円程度で販売されており，その価格のまま

で販売する場合，MFP普及層においては場合に

よっては画像形成装置本体より価格が高くなってし

まうことになる． 

次に折りの品質について，PP市場ではなくMFP

普及層だからという理由で，品質がPP機に対して

大幅に劣位となってしまっては意味がない．市場で

の使われ方は，折られた用紙はカタログやパンフ

レット等として使われたり，封筒に入れて送られた

りと，出力物を出力者が利用するのではなく別の誰

かが利用する，いわば出力物自体が商品のような使

われ方をする想定であり，品質の確保は重要だと考

えられる． 

目標値設定の項目に重複してしまうが，以上のこ

とから，大幅な小型化をして設置スペースレスとし，

大幅なコストダウンをした上で，品質は自社PP機

に対してロバスト性3 db向上という高い目標値を設

定した． 

 

 
Fig. 3 General system configuration. 

2-2 従来方式～折り・増し折り～ 

2-2-1 折り 

従来機で主流になっている方式は，ストッパに用

紙先端を突き当てて折る方式で，折りたい長さに応

じてストッパを可動させる必要がある． 

従来方式の折り部の概略図をFig. 4に示す．用紙

は図の右上側から搬送されてきて，左上のストッパ

に用紙先端が突き当たる．先端の経路を塞がれるこ

とで行き場がなくなった用紙はたわみを生じ，その

たわんだ部分を折りローラで挟み込むことで折り目

を形成する． 

この方式のメリットは，ストッパをあらかじめ指

定の位置に移動させたら，用紙を搬送するだけで折

り目が形成されるため，用紙の搬送を止めることな

く折り目を形成することができ折り処理での生産性

の低下が生じないことである．また，折りたい長さ

に応じてストッパを動かすだけで折り長さを任意に

変更することができる． 

逆にデメリットは，折る回数分それぞれ可動する

ストッパを用意する必要があり，部品点数が多くコ

スト高となり，一度ストッパの可動範囲を決めて

作ってしまうと，折れる長さが限定されてしまうこ

とである．また，ストッパの整列度が品質（折り目

の傾き）に直接影響することから微調整できる構成

にする必要があり構成が複雑になる傾向がある．さ

らに，図ではやや誇張されて描かれているが，用紙

Z折り

書類・図面etc.
外三つ折り

ＤＭ・請求書etc.

内三つ折り

ｶﾀﾛｸﾞ・ﾊﾟﾝﾌetc.

二つ折り

ﾊﾟﾝﾌ・小冊子etc.

単純四つ折り

ＤＭ・請求書etc.

観音四つ折り

ｶﾀﾛｸﾞ・ﾊﾟﾝﾌetc.

マルチ折り機

フィニッシャ



 

Ricoh Technical Report No.43 66 FEBRUARY, 2018 

を位置決めするストッパと実際に折られる折りロー

ラまでの距離が離れており，この部分での用紙の挙

動が紙種やカール等のインプット品質の変化に対し

て影響されやすく折り位置の精度確保が簡単ではな

い．この距離は折り長さによっても変化するため，

特に搬送方向に長い用紙の精度確保が困難になる． 

 

 
Fig. 4 Conventional folding method. 

2-2-2 増し折り 

増し折りとは，折った用紙の折り目を増し押しす

ることで，折り目を強化してFig. 5で示す折り高さ

を低くして品質をアップする効果がある． 

増し折りに関しては，他社は搭載していない機種

も多い中，自社PP機のマシンで搭載しており品質

アップを図っている． 

増し折りの方式は，Fig. 6で示すように加圧され

た複数のローラ対に折った用紙を通し，折り目を何

度も加圧することで行っている．折り目が甘く膨ら

んだ用紙を押圧しなければならないため，シワの発

生に注意する必要があるが，構成としてはシンプル

である． 

しかしながら，高剛性のローラ対を複数対必要な

ため高価であることと，ローラ対の占有スペースも

大きく機械サイズが大きくなる傾向があること，さ

らに，圧力分布が不均一になりやすく，折り目全体

に均一な高い圧力を掛けることが困難という点がデ

メリットとなる． 

 
Fig. 5 Height of folded paper. 

 
Fig. 6 Fold-enhancing roller. 

2-3 新方式～折り・増し折り～ 

2-3-1 折り 

新方式の大きな特徴は，折り長さを決めるための

ストッパ類が必要ないことである．また，任意の長

さで位置決めができるため，従来方式での一度ス

トッパの可動範囲を決めて作ってしまうと，折れる

長さが限定されてしまうという構成に対して，対応

サイズに制限が生じない特徴がある． 

また，従来方式でデメリットとして挙げた，紙種

やカール等のインプット品質の変化に対する影響も

少なく，安定して高いロバスト性を得られる方式で

ある． 

具体的な構成をFig. 7に示す．図では紙面右側か

ら用紙が搬送され，最初のローラは搬送を続ける．

位置決めするローラは折りたい長さだけ搬送し，停

止・逆転することで用紙にたわみを形成し，折り

ローラで挟持して折り目を形成する． 
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搬送ローラの搬送量のみで折り長さを制御するた

め，位置決めストッパは不要であり，折り長さに制

限が生じない． 

さて，この方式でどのようにマルチ折りを実現す

るかについて，Fig. 8～Fig. 11に説明図を示す．図

に示す合計8本のローラの回転動作のみで，折る長

さを変えることで4種類の折り種を実現することが

できる．このようにストッパを使わずローラの正転

／逆転動作のみで折る折り方式1)を挟持反転折りと

呼んでいる． 

 
Fig. 7 New folding method. 

 

Fig. 8 Frame-advance of Z-folding. 

 
Fig. 9 Frame-advance of letter fold-out. 

 

Fig. 10 Frame-advance of letter fold-in. 
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Fig. 11 Frame-advance of half-folding. 

この新方式において，折り長さの精度に影響を及

ぼす因子としては搬送そのものの精度とたわみ形成

時の用紙挙動となる． 

搬送精度について，Fig. 12に実機の用紙停止位置

精度を示す．約50～130 g/m2の用紙を指定量搬送さ

せた場合の停止位置のばらつき (±3σ) を示してい

る．搬送制御の詳細は述べられないが，狙いの搬送

量で停止させる精度ばらつきが0.24 mm以下 (3σ) 

に制御できている． 

 

 

Fig. 12 Paper transport control evaluation result. 

たわみ形成時の挙動については，Fig. 7に示すよ

うに，用紙位置決め部から折られる位置までの距離

が非常に短くなっており，その距離は従来方式と違

い用紙サイズや折り長さの条件によらず変化するこ

とはない．φ30の折りローラの場合，その距離は30 

mm程度であり用紙の挙動はばらつきにくい．詳細

は次章に記載されたローラ配置構成の工夫によるも

のだが，折り処理時の用紙挙動はこの30 mmの間で

ローラに密着するような挙動を示し，紙種等のイン

プット条件が変化しても紙の挙動に影響を与えず，

安定したたわみを形成することができる． 

実際にTable 1の条件で挟持反転折り（実験機）と

従来方式との精度比較評価を行った結果 (±3σ) を

Fig. 13に示す． 

挟持反転折りは3σで±0.7 mm程度のばらつきであ

り，従来方式に比較しばらつきが約半分になってい

ることが分かる．先ほどの停止精度を差し引けば，

たわみで生じる折り精度のばらつきは0.5 mm以下で

ある． 

Table 1 Experimental conditions. 

紙種 

複写印刷 55 k 紙 (64 g/m2) 

マイペーパー (68 g/m2) 

複写印刷 110 k 紙 (128 g/m2) 

用紙サイズ A3 

画像 全面画像 白紙 

折り種 Z折り 内三つ折り 

 

 

 
Fig. 13 Folding accuracy evaluation results. 
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2-3-2 増し折り 

従来方式による増し折りは，効果はあるが，Fig. 

14のように実際に人が指を使って折り目を強化した

方が，はるかに効果が高い．この指でしごく動作に

相当する効果を実現したのがスパイラル増し折り技

術である． 

 
Fig. 14 Fold-enhancing with finger. 

増し折りローラの概略図をFig. 15に示す2)．図の

ように，ローラの外周に螺旋状の凸形状を有してお

り，この凸部はローラの幅方向中央部から外側に向

かっている．Fig. 16に示すように，折られた用紙の

折り目をこの凸部の頂点で接触する位置に停止させ，

増し折りローラを回転させることで，折り目は中央

から外側に向かってしごかれることになり，Fig. 14

の指の動きを模した押圧方式となる．折り目を局所

的に押圧するため，折り目に掛かる圧力が高くなり，

折り目全体を均一に効率よく強化することが可能で

ある．従来方式では増し折りローラへの加圧力は

ローラニップの全幅で分散されるため，折り目への

圧力を高くするには相当な力を掛ける必要がある．

実際のメカ構成にもよるが，スパイラル増し折り方

式は，従来方式と同じ圧力を折り目に掛けたい場合，

およそ20分の1程度の力で同等の効果を得られる構

成にすることができる． 

 
Fig. 15 New fold-enhancing roller. 

 
Fig. 16 New fold-enhancing method. 

3. シミュレーションを活用した試作レスロ

バスト設計 

挟持反転折りは，ローラの回転動作のみで折り処

理を行うシンプルな構成であるが，シンプルが故に

ローラの配置・構成と搬送制御のみで用紙挙動を制

御する必要があった．そのため，技術開発初期段階

では実機による作り込みは実施せず，シミュレー

ションを活用し，配置・構成をパラメータ評価にて

開発を実施した． 

パラメータ評価手法にはCS-T法と言われる手法

を使った．詳細については，本技術開発で行われた

手法を詳細に記載している文献3,4)に委ね，ここで

は概略を記す． 

シミュレーションでは，ローラの配置・構成に関

わる様々な制御因子をパラメータとして直交表L36

に割り当てた．出力を折り位置のばらつきとし，誤

差因子に対するロバスト性をシミュレーションにて

評価した．主なパラメータとしてローラの配置角度

やローラ径があり，直交表による組み合わせで様々

な2次元配置形状が作られる．L36なので36通りの配

置形状が作られ，No. 1～36として実験No.を割り

振った．Fig. 17はシミュレーション結果であり，横

軸は実験No.を示す．縦軸はロバスト性を示し，数

値が大きい方がロバスト性が高いことを意味する． 

シミュレーションの結果，従来方式に対して約12 

dbロバスト性が高いローラ類の配置を見出すことに

成功し，基本構成として選定している． 

一般的に品質工学で利用されるL実験は，例えば

L18であれば18通りの組み合わせの中から，最もロ

バスト性が高いものがどれかを選び出せるが，品質

が改善するメカニズムに関する情報までを得ること

人間は折り目を強化したい場合
指で折り目をしごく

しごいた部分の折り目が
強化されしっかり折れる

用紙
用紙
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は困難だった．本開発においては，CS-T法と言わ

れる手法を使うことで，折り品質改善と各パラメー

タとの因果関係を明らかにしている．それらの情報

から実機のシステム構造と制御因子を考案し，それ

を反映したプロトタイプを試作した．ここで特筆す

べきは，シミュレーション段階で高いロバスト性を

確保し，プロトタイプ1回の試作により十分な品質

を確認できていることである．シミュレーションと

品質工学およびCS-T法を活用することで，ゼロ

ベースからの開発としては非常に短期間かつ少ない

開発コストで高いロバスト性が実現できる構成を得

ることができた． 

 

 
Fig. 17 L36’s Simulation results. 

新方式の構成が誤差因子に対してロバスト性が高

い理由の1つとして，2章に記載の位置決めから折り

位置までの用紙挙動の安定が重要なファクタになっ

ていることが分かっている．Fig. 18は従来方式の折

り部のシミュレーション画像であるが，用紙にたわ

みを形成して折り込んでいく過程で，たわみはロー

ラから離れた位置で形成されていることが分かる．

このたわみの形成のされ方が，インプットされる用

紙の条件により変化することで結果的に折り位置が

ばらついてしまう．Fig. 19は新方式である挟持反転

方式の折り部のシミュレーション画像であるが，た

わみはローラに密着した状態で作られていることが

分かる．この構成はインプット条件によらずローラ

に密着する挙動になるように作り込んでいるため，

たわみ形成部でのばらつきが生じにくい．さらに前

述の通り，Fig. 4に示す従来方式のような，用紙に

不要な挙動を許容する位置決め部から折り部までの

長い距離は存在しない．よって，全体として用紙の

挙動は安定し，正確な位置で折り処理を行うことが

できるのである． 

 

 

Fig. 18 Simulation results of conventional folding 
method. 

 

Fig. 19 Simulation results of new folding method. 

  

用紙を引き込むローラ（赤線）から
用紙が離れている

↓
ロバスト性低下

紙

用紙を引き込むローラ（赤線）に
用紙が密着している

↓

ロバスト性向上

紙
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4. 商品化 

挟持反転折り技術およびスパイラル増し折り技術

を搭載し，商品化を達成した．RICOH SP C841/ 

C840オプションとして紙折り中継ユニットC840が

2016年10月にリリースされた． 

実際にRICOH SP C841/840に搭載された写真がFig. 

20，Fig. 21である．本体の胴内空間に収まっている

機械が紙折り機である．Fig. 20はフィニッシャが下

流に搭載されているシステム．Fig. 21は本体下流機

に接続機器が必要ないシステムになっている．Fig. 

21の構成は，本体設置スペース以外に設置スペース

を要さずに折り機能を追加することができる業界初

の新構成である． 

新方式を搭載した紙折り機と従来方式の紙折り機

を並べたものがFig. 22である．目標値として設定し

た，大きさ，コスト，品質については，大きさは従

来機の約90％削減，コストは従来機の85％以上削減，

折り長さのばらつき，および折り高さは従来機の

1/2以下を達成した．Fig. 23は実際に商品で折られ

た用紙の写真だが，折り長さのばらつきが非常に小

さいことが分かる．その精度は±0.45 mm (±3σ/マイ

ペーパー) を実現している．Fig. 13で示す従来方式

でのばらつき量 (±1.3～±1.5 mm) に対して半分以

下のばらつきになっている．Fig. 24は同じく実際に

商品で折られた用紙の折り高さを比較した写真だが，

新方式の方が効果的に折り目が強化されており，従

来機に対して半分以下の高さになっていることが分

かる． 

さらに，Table 2に従来機と主要スペックを比較し

た表を示す．PP層クラスの機械との比較の中，本

商品の優位性が確認できる．第2章で述べた通り，

観音四つ折りと単純四つ折りについては市場での使

用頻度が少ないことが分かっていることから，主要

折り種においては従来機に対して全てのスペックで

優位であると言える． 

 

 
Fig. 20 RICOH SP C841 and Internal Multi-Fold-Unit. 

 

Fig. 21 New system configuration of Multi-Fold-Unit. 

 
Fig. 22 Comparison of conventional Fold-Unit and new 

Fold-Unit. 

紙折り中継ユニットC840

従来機

新方式折り機
折りばらつき：1/2以下

大きさ(容積比)：90%削減

コスト ：85％削減

折り高さ ：1/2以下
※自社従来機比

98
0m

m

470mm
400mm

15
0m

m
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Fig. 23 Accuracy of folding length. 

 
Fig. 24 Comparison of conventional fold-enhancing and 

new fold-enhancing. 

Table 2 Comparison with our existing model. 

 
 

5. 結論 

ローラの回転動作のみで高精度の折り処理を実現

する挟持反転折り技術と，省スペースで高効率に折

り目を強化することができるスパイラル増し折り技

術を開発した． 

開発目標値に対する実績をTable 3に示す．大きさ

は90％削減を達成，コストは85％削減を達成した．

品質は大幅に達成し，従来機比2倍向上を実現する

ことができた． 

そして，MFP普及層市場のニーズに対応して，

2016年10月に本技術を搭載した「紙折り中継ユニッ

トC840」の商品展開を開始，業界初となる設置ス

ペースレス（本体胴内に収まる）マルチ折り機とし

て，従来機に対して大きさ，コスト，品質全てにお

いて優位な商品を実現した． 

Table 3 Target values and results. 

 目標値 実績 

大きさ 設置スペースレス 設置スペースレス実現 
前身機比90%削減 

コスト 80%削減 85%削減 

品 
質 

折り精度 1.4倍向上 2倍向上（ばらつき1/2） 

折り高さ 1.4倍向上 2倍向上（折り高さ1/2） 
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