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要　　　旨
imagio MF6550シリーズ（海外名：Aficio650シリーズ）は，本格的な高速MFPとして，高
CVユーザに安心して使っていただけることをねらいとして開発した．「画像メモリを活
用した高生産性」，「使いやすいユーザI/F」を基本コンセプトとして，最先端技術の採用
に加えて実績ある機構も活用することにより実現した．国内外の市場でも好評をいただ
いている．
以下のような主な特長を有している．
１．コピー，プリンター共に65cpmの高速性．
２．ARDF（反転機能付きADF），フィニッシャーと組み合わせた，大量ジョブに
対する高生産性．

３．高速両面プリント，トナーリサイクルによる，環境重視設計．
４．大型LCD画面を始めとする使いやすいユーザI/F．

ABSTRACT
A high speed, reliable MFP "imagio MF6550 series"（Aficio650）have been
developed for high CV customer. Basic concept is "High productivity by using
image memory" and "User interface with ease of use".  These features have been
attained by employing the most advanced technology and the highly sophisticated
mechanism. This model has been received very good reputation from Domestic &
Overseas market.
The followings are major features;
1. High speed multi copying/printing speed（65cpm/ppm）.
2. Outstanding document handling capability with Auto Reverse Document 

Feeder and Finisher.
3. Environment friendly design by excellent high speed duplex print and toner 

recycling system.
4. User friendliness with large size LCD display.
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1．背景と目的

複写機のデジタル化が進む中で，高速複写分野でも
「原稿を傷めたくない」「部数制限無しでソート」「原稿を
すぐに持ち帰りたい」「高機能でも使いやすく」と言った
潜在的なニーズがある．

一方では，原稿の電子化も進行し，それらの高速，
大量出力に対するニーズも高まっている．

これらの両者のニーズに応えることのできる，本格
的な高速MFPの登場がまさに期待されていた．
imagio MF6550はこのような期待に応えるべく開発を
進めた．
「デジタル機」としての機能を最大限盛り込むことは

もちろんであるが，従来のアナログ機以上に使いやす
さにもこだわり，アプライアンスの向上を目指した．

また，MFPとして単なるコピー/プリンタの一台二役
に留まらず，コピー原稿と電子原稿のマージも可能な
コピーサーバー機能を本機種から初めて搭載した．

このような特徴により，オフィスにおける分散処理
用から，コピー業者等の本格的集中処理用まで，幅広
いニーズに応えられる製品として完成した．

本稿ではこれらを支えている特徴的な技術を，解説
し紹介していく．

2．製品の概要

imagio MF6550 シリーズについて，Fig．1に概略構
成図，Table1に主な仕様を示す．

Fig.1 Schematic Drawing of MF6550
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Table.1 Specification of imagio MF6550 series



本稿では，高生産性達成技術，操作性改善技術，高
画質達成技術，環境対応技術 について解説する．

3．技術の特徴

3-1 【高生産性達成技術】
3-1-1 100枚上送りARDF

imagio MF6550シリーズのARDFの特徴は，原稿上
向きセットのページ順上送りと原稿を最大100枚まで積
載可能ということである．原稿上向きセットのページ
順送りのため従来の原稿上向きセットの逆ページ順下
送りとは原稿分離方式が異なり，また，原稿100枚積
載のために底板上昇機構を採用している．給紙部分離
機構をFig．2に，底板上昇機構をFig．3に示す．

給紙・分離機構はドキュメントフィーダー RF2と同
様の機構を採用しているため，本誌の該当ページの参
照をお願いする．底板上昇機構は以下の通りである．

底板に原稿がセットされたことを検知すると呼び出
しコロが下降し，底板上昇モータにより上昇レバーが
回転し底板が上昇する．底板の上昇により，底板上の
原稿を介して呼び出しコロが持ち上げられ，原稿の最
上紙の給紙適正位置を呼び出しコロの高さにより検知
されると，底板モータを停止し底板の上昇を停止する．
原稿が給紙されるにつれて，自重により原稿に押圧さ
れている呼び出しコロは下降するので底板は原稿の最
上紙が給紙適正位置になるまでまた上昇する．本底板
上昇機構により，最大100枚の原稿がセットされたとき
でも原稿の最上紙は給紙適正位置を確保し，呼び出し
コロの搬送力も一定に確保する．
3-1-2 ノンスタック両面反転機構

imagio MF6550では、両面反転の為のメカ的な機構
と，ページメモリを巧みに組み合わせて動作させる事に
より，従来のスタックの為のスペースを不要とし，か
つ，生産性の高いシステムを実現している．本方式を
トリプルサイクル両面と呼び，以下にその動作を説明
する．

imagio MF6550ではプリンター出力に対応するため
従来のストレート搬送路に加え反転搬送路を備えてい
る．反転搬送路と両面搬送路は一部を共用する構成と
してある．反転/両面のためコピー用紙を一旦両面トレ
イ上に搬送し両面トレイ上のスイッチバック機構によ
りコピー用紙をスイッチバック搬送する．この後，分
岐爪の切り替え制御によりトレイへの排紙と両面の再
給紙への搬送とを切り替えている．ARDFで読み取っ
た原稿を最初の3枚のみ表面を印字し両面搬送路に貯
える，裏面はメモリーに貯えておく．1枚目のコピー用
紙が両面再給紙位置にセットできたら用紙を両面から
再給紙し1枚目の裏をメモリーから呼び出し印字する．
次は給紙ユニットより給紙し4枚目の表を印字する，次
は両面から再給紙し2枚目の裏を印字する．このように
して給紙ユニットからと両面からの給紙を交互に繰り

Fig.4 Duplex Paper Transfer and Paper Exit Machanism

Fig.3 Bottom Plate Lift Machanism

Fig.2 Pick-Up and Separation Mechanism
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返すことによりほぼ連続的に印字が可能となる．
imagio MF6550ではこの方式により片面連続の複写

速度65CPMに対し両面時その95％と言う両面の高生産
性を達成した．
3-1-3 高速メモリ管理システム

imagio MF6550は，多値画像を高速，且つ大量に扱
うために独自のメモリ管理システムを標準装備してい
る．ここでは，原稿読取りによって得られた多値画像デ
ータをリアルタイムに圧縮処理（1次圧縮）し，圧縮した
後の画像データを画像メモリで一旦受け取り，二度目の
圧縮処理（2次圧縮）をした後にハードディスクにデータ
を蓄積する．蓄積したデータを使用する際には，ハード
ディスクからデータを取り出して，二度の伸長処理とそ
の間にメモリへの蓄積を経て，画像処理速度に合わせて
出力する．

この機能を用いて，以下に示す処理を行なう．
リテンションコピー：読取った原稿画像を1次圧縮後，
画像メモリに受け取り，メモリから伸長処理を行ないな
がら画像出力する事により，一回の原稿読取りで複数枚
のコピー出力を行なう．
回転コピー：読取った原稿画像を1次圧縮後，画像メモリ
に受け取り，メモリから伸長処理を行ないながら，画像
処理への出力時にセットされている用紙方向に合わせて
伸長処理と画像回転を行なってコピー出力を行なう．
メモリソート：複数枚の原稿画像を，処理を経てハード
ディスクに蓄積し，指定部数単位で丁合しながらハード
ディスクからデータを取り出してコピー出力する．
回転ソート：メモリソート機能に加えて，回転コピー機
能で自動的に1部ずつタテ・ヨコ交互に出力する．
集約：複数枚の縮小処理で読取った原稿画像を画像メモ
リへ整列配置して蓄積し，1枚のコピー画像に仕上げて
出力する．
予約コピー：前のジョブ（コピー出力）と同時並行に原稿
の読取りを行い，読取った原稿画像は画像処理を経てハ
ードディスクに蓄積する．前のジョブが終了した後にハ
ードディスクからデータを取り出してコピー出力する．
ジャムリカバリ：万一，用紙ジャムが発生した場合には，
ジャム処理終了後に自動的に，ハードディスクにバック
アップしてある圧縮処理後の原稿画像の中から，必要な
データを取り出して，リカバリのコピー出力を行なう．
これにより，従来煩わしかった「原稿戻し」はほとんど不
要となる．

これらの処理をスピードを落とすことなくリアルタイ
ムに行い，imagio MF6550に求められる高い生産性と
アプライアンスの良さを実現する．
3-2 【操作性改善技術】パノラマ操作パネル

imagio MF6550ではタッチパネル付き640×240ドッ
トLCDに操作画面を表示している．操作画面が大型化
すると，一度により多くの設定項目を表示できる．結果
的に操作時のタッチ回数を減少させることができるとい
うメリットが生まれるが，一方で画面全体が複雑な印象
になる恐れがある．

そこでimagio MF6550では画面を左から順にIn（原稿
Fig.6 Block Diagram of MSU

Fig.5 Block Diagram of Image Processing
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属性）/中央（コピー属性）/Out（後処理属性）で3分割し，
設定項目を整理して各エリアにレイアウトした．

またコピーサーバー機能でも，この思想を適用して
おり，コピー時の画面デザインとの共通性を持たせて
いる．紙原稿を読み取り本体に蓄積する場合の画面で
はコピーのInおよび中央エリアを，本体に蓄積されて
いるデータを印刷する場合の画面ではOutおよび中央エ
リアのデザインをそのまま使用している。この結果，
コピーサーバーという新しい機能をコピー同様の感覚
で操作することを可能としている．

このような3分割レイアウトは初めての試みとなるだ
けに，機能試の段階からMacintosh上で動作する操作
部シミュレーションを用いたモニター評価を繰り返し行
い，初めての使用者や，アナログ前身機の操作に慣れ
た人でも自然に操作でき，すっきりとした印象を与え
ることができるとの結果を得た．

上記のような新しい考え方を取り入れる一方で，従
来機種に対する市場からの声の反映を行っている．

当社のコピー操作画面はレイアウト上，濃度や用紙
等の基本設定エリアと，変倍や両面などのタブエリア
に大別できる．前身機種ではタブエリアを開くと基本
設定エリアが隠されてしまい，これらを同時に操作す
ることができなかった．

imagio MF6550ではタブエリアを開いても基本設定
エリアが隠れないため，用紙選択や原稿種類を表示し
たまま，使用頻度の高い変倍，両面タブの設定が可能で
ある．
さらに，変倍，両面のショートカットキーを基本設定
エリアにレイアウトし，タブを開かなくても操作できる
ようにした．

このように，imagio MF6550の操作画面はデジタル
複合機操作部としての新しい考え方の提案と，市場か
ら要求される機能の達成とのバランスをねらってデザ
インした．
3-3 【高画質達成技術】
3-3-1 高画質作像系（プロセス/サプライ）

現像装置は当社で従来から実績のある方式で, 細線
再現性， ハーフトーン再現性が良く地肌汚れの少ない

小径2段現像ローラ方式を採用した．
新しくリサイクルトナーの受け口をホッパー部に接続

し，新しいトナーとリサイクルトナーを混ぜて補給する
ように改良を加えた．

転写では中抵抗弾性転写ベルトへのローラバイアス
印加によるオゾンレス静電転写方式を採用している．

定電流転写バイアス制御によりベルト抵抗値，紙種，
環境の変化に対応し安定した転写/分離性能を得るこ
とができた．

特に転写による白ヌケを改良するようにベルト抵抗，
転写電流の最適化を図った．ベルトクリーニングは当
接した金属ローラを設け，静電的なトナー除去を採用
した．また，画像安定化制御では、広範囲の環境下で
長期的安定化を図るため，感光体用電位計，現像量セ
ンサ（Pセンサ），トナー濃度センサ（Tセンサ）を搭載し，
感光体の最適帯電量，現像剤の最適トナー濃度，帯電
量を維持できるような設計を実施している．

トナーは後に述べるトナーリサイクル対応のため添
加剤等の検討を行ないトナー搬送性の良い小径トナー
の最適化設計を行っている．

感光体は， デジタル高速機用の感光体としてCGL層
を改良した新しいOPC感光体を搭載した．特徴として
は，従来の約4倍の高感度（当社品比）であること，更に
帯電電位に対するCGL層の電荷ブロッキング性を改良
し，従来の課題であったN/P現像での黒ポチが解消さ
れたための高寿命達成が上げられる．
3-3-2 画像設計

種々の原稿でも対応ができ，更に操作性を考慮した
設計を狙い，文字，文字・写真，写真，淡い原稿，複写原
稿の各モードを持ち，最適な画像が得られるように選択
できる初期設定画面を設けて操作性改善を行った．

画像処理技術としては，文字，淡い原稿，複写原稿
の文字関連モードでは，目的に合った画像を得るため，
MTF補正，孤立点除去，細線化処理の組み合わせで
最適化を行った．初期設定画面ではソフト，普通，シ
ャープから好みの画質を選択できる設計になっている．

また，文字・写真モードでは，絵文字領域分離と誤

Fig.8 User Adjustable Original Mode Quality

Fig.7 User Friendly Display Touch Pannel
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差拡散処理とを用い，文字と写真画像の両立を図った．
初期設定画面では，写真優先，普通，文字優先が選択で
きる．

写真モードでは、銀塩写真や高い線数の印刷原稿用
には誤差拡散処理をベースに，比較的粗い線数の印刷
原稿用にはディザ処理を用い，初期設定画面で原稿に
合った画像を選択できる．以上の画像設計により，多く
の種類の原稿に対し，好みの画像を提供することが容易
となった．
3-4 【環境対策技術】トナーリサイクル

imagio MF6550ではCPC（コピー1枚当たりのコスト）
の低減，環境の保全を目指し廃トナーの一部再使用を
行っている．

imagio MF6550での廃トナー処理系はクリーニング
ユニット系と転写ユニット系の2ユニットからの廃トナ
ーを処理することが求められる．

imagio MF6550ではクリーニングユニットからの廃
トナーを新規開発の粉体搬送システムで現像器に戻し
再使用，転写ユニットからの廃トナーをオーガで搬送
し廃トナーボトルに回収する方式を採用した．ここで
は新規開発の粉体搬送システムについて紹介する．
粉体搬送システムの構成

粉体搬送システムは断面が円形状を持つ金属棒を一
条のネジ状にねじったローターと，それに対応した螺
旋形状の溝を内壁に持つゴム製のステーター（但し2条
構成してある）と，ケーシングと，エアーポンプと，搬
送用チューブよりなる．

ローターはステーターの螺旋溝にはめ込まれて使用
されるがローターが１条ネジ構成でステーターは2条ネ
ジ構成をしているのでローターとステーターの間には常
に1条分の空間が出来ている．

この空間はローターとステーターのもう1条の螺旋溝
が完全に系合しているので1ピッチ毎にシールされた空
間となっている．

クリーニングユニットから回収された廃トナーは上

流の空間に溜りスクリューにより前記空間にトナーを
押し込む，押し込まれたトナーはローターの回転により
送りネジの効果で下流側へと搬送される．下流側へ搬
送されたトナーはエアーポンプのエアーによりチューブ
を搬送され所望の場所へ送られる．この時上流側と下
流側は前記した様にローターとステーターのシール効
果によりトナーの逆流はない．
粉体搬送システムの特徴
・搬送経路にチューブを用いるためユニット配置の制
約から大幅に解放される．
・ローターとステーターの空間の移動に乗って搬送され
るのでトナーのダメージが少ない．

本システムの採用により前身機のユニットがほぼそ
のまま使用でき感光体ユニット，現像器においては部
品点数で95％以上の共通化が可能となった．

又本来の目的であるCPCの低減，環境の保全と言う
ことでも廃トナーの回収サイクルが前身機の1／6以下

（前身機は24万枚で回収，imagio MF6550では150万枚
で回収）と破棄トナーを大幅に低減できた．

4．今後の展開

以上，imagio MF6550を支える特徴技術に関して，
紹介してきた．

各分野の技術を総結集する事により本機の開発の所
期の狙いは達成でき，国内外の市場でも大変好評をい
ただいている．
今後は，高速性・高生産性の更なる追求だけでなく，顧
客のワークフローを根本から改善できるようなアプラ
イアンスの高い機器の提供へと発展させていきたい．
そのためには，顧客ワークフローの研究をますます広
げていくと共に，本機で培った技術を一層深める努力
を続ける．またネットワーク上の一機器として付加価
値を高めるためのソリューションの提供にも力を入れて
いく必要がある．
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Fig.9 Toner Recycling Pump Unit
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