
Ricoh Technical Report No.24, NOVEMBER, 1998 141
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要　　　旨
イマジオ新シリーズ imagio 3550/4550シリーズは，省スペース，省資源，環境対応な

どオフィス・地球環境に配慮した設計で，コピーに加え，お客様のニーズに応じてファク
ス，プリンター，スキャナー等への機能拡張が可能である．
主な特徴は以下の通りである．
１）マルチファンクション（コピー，ファクス，プリンター，スキャナー等の機能拡張）
２）充実のペーパーハンドリング系オプション（原稿，給紙，後処理）
３）高速ファーストコピー/高速電送/高速プリント
４）高画質（孤立点除去機能搭載）

ABSTRACT
Multi function copier, imagio MF3550/4550 series can be upgraded to fax,

printer and scanner function to match customer needs.  New imagio also offers
space and energy saving benefit with great care to office and earth environment.
Major features are as follows;
1）Multi function（copy, fax, printer and scanner）
2）Outstanding paper handling options（ARDF, Paper bank, LCT, Finisher, etc.）
3）Productivity

Copy : 3.2/3.9 sec. 1st copy speed
Fax : high speed transmission（33.6Kbps modem）
Printer : 35/45 ppm in 600dpi

4）High image quality（ auto noise reduction system, etc.）
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1．背景と目的

ここ数年，急速に普及したパーソナルコンピュータ
ー（PC）とネットワーク環境に適合したマルチファンク
ションのデジタル複合機は，従来のアナログ複写機，
更にはスタンドアローンのデジタル複写機を完全に置
き換えようとしている．デジタル複合機はファクス機
能拡張，プリンタ機能拡張は当然の事，コピー機能と
しても更なる使い易さ，これまで以上の小型化，軽量
化，多機能化が要望されている．また，ファーストコ
ピータイム，両面コピー，ソート/スティプル等の仕分
けを含めたトータル時間短縮の要求が高まり，一方，
省エネルギー，リサイクル等の省資源，静音化などオ
フィス環境への配慮も重要なポイントとなっている．
imagio MF3550/4550シリーズはこれら多様化するユ

ーザーニーズに応えるシステムアップ imagio のコンセ
プトのもと開発された．コピースピードが毎分35枚の
MF3550，毎分45枚のMF4550をベースにファクス機能
標準機（モデル6），プリンター機能標準機（モデル5）等
多彩な機種で構成されている．

2．製品の概要

2-1 imagio MF3550/4550シリーズの仕様
Table.1に imagio MF3550/4550シリーズの基本仕様

を示す．
2-2 imagio MF3550/4550シリーズの拡張ユニットと
オプション

Table.2に imagio MF3550/4550シリーズの主な拡張
ユニットトオプションを示す．
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Table 1 imagio MF3550/4550シリーズの基本使用．

Table 2 imagio MF3550/4550シリーズに主な拡張ユニットとオプション．



1）メモリーソート用HDキット
メモリーソート時の原稿蓄積枚数がアップしメモリ

ーソート時でも常にハイファイモードでの高品質なコ
ピーが可能になる．また，良く使う文書を登録できる

「登録文書コピー機能」が利用可能になる．
2）FAXユニット

スーパーG3標準対応（33.6Kbpsモデム搭載）により、
高速3秒電送が可能になり，また，JBIG拡張（オプショ
ン）で更に高速2秒電送を実現する．
3）プリンターユニット

Windows network環境，Net Ware環境，Ether
talk環境でのプリンター機能を実現する．
4）CSSオプション

ユーザーの要望に応じCSSセンターからCSS回線を通
じてコピーの編集機能や集約機能など各種の機能を提
供する．

３．システム構成

imagio MF4550のオプション装着時の概略図を
Fig.1に示す．フィニッシャーは1000枚まで積載可能
なSR12と3000枚まで積載可能でパンチ機能付きの
SR30（MF4550のみ装着可能）のどちらかを装着でき
る．

４．技術の特徴

4-1 高画質化
imagioの特徴である画像処理技術を更に進化させ

最近のＰＣの急激な普及や省資源への関心の高まりに
より，増加してきたレーザープリンターの出力原稿や
両面原稿使用時に最適な画像処理を施している．特に，
レーザープリンターの出力原稿の地汚れ部にある，一
見目立たない汚れ（弧立点）もジェネレーションコピー

をとる事で徐々に増 大してしまう． i m a g i o
MF3550/4550シリーズではこれらの現象を防止する為
弧立点除去機能を搭載している．また，ファクス特有
の受信画像のギザギザを補正して，より滑らかに再現
する多値スムージング処理を搭載し，更にプリンター
の出力時には600dpiの高密度書き込みを実現している．
4-2 高速ファーストコピー／デュアルサイクル両面

imagio MF3550/4550シリーズでは同クラスで最速
のファーストコピーを実現する為に，給紙された用紙
がレジストローラから転写，定着までほぼ垂直に搬送
される縦搬送システムを採用している．この縦搬送シ
ステムと胴内排紙との組合わせによりペーパーパスを
最小にしMF3550で3.9秒、MF4550で3.2秒のファース
トコピータイムを達成している．また，プリンター出
力時の600dpi書き込み時にも対応できる様，2ビームレ
ーザー書き込み方式を採用し，2ラインを同時に書き込
む事で高速化に対応している．この2ビームレーザーは
400dpiと600dpiの各々のビームピッチに自動的に切換
え可能なように，ステッピングモータで予め調整され
たビームピッチに設定されている．

Fig. 2にデュアルサイクル両面の動作を示す．ページ
順送り方式のARDFとノンスタック方式のデュアルサ
イクル両面方式によりA4サイズ以下の用紙であれば、
本体と両面ユニット内で2枚の用紙を交互に給紙，搬送
し，小部数でも両面動作を速く完了できる．デュアル
サイクル動作ではFig. 2の ① で裏面を作製し，②－③
でスイッチバックしこの間に次の用紙が①に搬送され，
その後先の用紙が再度①で表面が作製される．

Fig.2 デュアルサイクル両面の動作システム.

Fig.1 imagio MF3550/4550シリーズ概略図.
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4-3 高速電送
Fig.3にファクスアプリケーションのハードウエア構

成を示す． ファクスアプリケーションでは，マルチア
クセス動作を実現するため，画像転送用のDMA

（Direct Memory Access）BUSとCPU動作用のCPU
BUSを分離する2BUS方式を採用している．さらに，本
機での画像データ転送速度の高速化に伴いページメモ
リを専用BUSに接続すると共に，imagio MF3550/4550
本体との画像データI/Fを，2階調（1bit）のパラレルデー
タ（8bit）とし，本体FCI（Fine Characterand Image）機
能を，ファクススムージング機能として使用すること
により，出力時の高速化に対応している．又，読取画
像データ入力時の高速化への対応は，速度変換を行う
ためのFIFOメモリを，本体I/F回路部分に設けること
で行っている．ファクシミリ機能としては，V.34通信
方式に対応したモデムを採用することで，3秒台（ITU-
T #1チャート普通字）の超高速G3通信が可能となった．
さらに，オプション機能としてJBIG（Joint Bi-level
Image Experts Group）符号化機能を使用すると，2秒
台での送信を行うことができる．プリンターアプリケー
ションが同時に装着されているモデル65ではPCで作成
した文書を融合機能用UARTを使用してファクスアプ
リケーション側に転送することによって，PCから直接
ファクス送受信することができる．このファクシミリ
融合機能により，PC操作でファクス送受信でき画質の
劣化も抑えられる．

4-4 プリンタ機能の特徴
imagio MF3550/4550シリーズでは各ユーザーのプ

リンターの印刷結果やプリンターファクス送信の結果
をPC上でモニタする事が出来る．従来機でも装置とし
て状態をモニタする事は出来たので，プリンターが印
刷中か待機中印刷終了）といった見方は出来たが，例
えばあるユーザーが印刷後に別のユーザーが大量に印
刷を行うと，プリンターはいつまでも印刷中のままで
先のユーザーは自分の印刷は既に終了しているにもか
かわらず、それが分からないという状態があった．

これに対しimagioMF3550/4550シリーズでは，ジョ
ブ単位でのステータスを保存する事によりユーザーの
求める印刷の終了をネットワーク越しに確認すること
を可能にした．また，プリンターファクス機能に関し
ては，ジョブ毎に通信結果を表示するようになってお
り，そのためPCとimagio MF3550/4550シリーズの場
所が離れていても電子文書を直接ファクス送信し，更
に通信が完了した事を知る事が可能となっている．

従来機：現在の機械の状態がモニタできる．
imagio 3550/4550シリーズ：

現在の機械の状態がモニタできる．
既に印刷が終わったジョブの結果が見える．

PCからの情報の取得手段としてSNMP（Simple
Network Management Protocol）を用いる事で、マル
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Fig.3 ファクスアプリケーションのハードウェア構成図.



チベンダ環境への対応も可能である．SNMPは従来コ
ンピュータネットワーク上の装置の状態を監視するのに
用いられていたが最 近 ではプリンターM I B

（Management Information Base）も用いられるように
なり，プリンター独特の情報もSNMPで取得できるよ
うになった．また，MIBは各ベンダー毎の拡張も可能
な為，独自の拡張も行われている．
4-5 ページ順送りARDF

ドキュメントフィーダ-RF2（以下RF2と略す）は
imagio MF3550/4550シリーズ用に新規開発された自
動原稿送り装置である．RF2の特徴は原稿上向きセッ
トの上送りページ順送りであり，従来の原稿上向きセ
ットの下送りページ逆順送りに対して原稿分離方式が
異なっている．全体構成をFig.4給紙部分離機構を
Fig.5に示す．原稿搬送の概略は以下の通りである．原
稿トレイへセットされた原稿は呼び出しコロにより給
紙分離部へ送られ，1枚に分離された原稿はレジストセ
ンサにて一旦停止しプルアウトローラ及び搬送ベルト
にてコンタクトガラス上の所定の位置へ送られる．コ
ンタクトガラス上にて読取られた後はモード別に設定
された経路にて排紙又は反転する．両面原稿の場合は
反転後に再びコンタクトガラス上の所定位置にて停止
して読取られるが，この場合の排紙は片面原稿と異な
り反転排紙され原稿トレイ下の排紙トレイへスタック
される．これは原稿のページ順を効率的に揃える為で
あり，不要なページ揃えの為の反転を省略している．
尚，片面原稿の場合は右側トレイへストレート排紙と
なる．その中で給紙分離部は以下の構成になっている．
給紙ベルト及び分離コロ（リバースコロ）の組み合わせで
の分離であり，分離コロにはトルクリミッタが内蔵さ
れている．給紙ベルトと分離コロとは，互いに逆方向
に回転する様，駆動が与えられ，分離コロは原稿を戻
す方向に回転を有して原稿を戻す方向に回転力を有し
ているが，原稿が進入していない状態では給紙ベルト
の駆動力が分離コロのトルクリミッタに勝り，分離コ
ロは給紙ベルトに連れ回る状態となる．この状態にて
原稿が分離部へ送り込まれると通常の原稿1枚であれば
分離コロの連れ回りが続き原稿裏面をこすることなく
ブルアウトローラへ送り込まれていくことになる．次に
原稿が2枚以上進入した場合には，紙とコロの摩擦係
数の差で分離コロが逆転を開始して下側原稿を戻し
て行くことになる．

ここまでの動作は転写紙の分離機構にて使用されて
いるFRR方式と基本的に同じであるが，RF2の特徴は
以下にある．FRR分離は送り側及び阻止側ともに同材
質のゴムを使用するため摩擦係数差分離の要素はなく
トルクリミッタの作動範囲にて分離条件が決定されて
いるが，本方式は給紙ベルトと分離コロの材質を変え

て摩擦係数差分離（リバースコロ分離）の特性を加味し
ている．具体的には，給紙ベルトをEPゴム，分離コロ
を発泡ポリウレタンとすることで摩擦係数差を有して
いる．この事により純粋なFRRに比べてトルクリミッ
タの作動範囲は狭くなる方向ではあるが分離可能範囲
は明らかに広くなり不送りの発生する危険性は非常に
小さい分離方式と言える．本方式は給紙ベルトを使用
しているため，給紙条件のパラメータとしては分離コ
ロへの巻き付け角及び給紙ベルトの初張力を設定する
ことになる．巻き付け角は大きくなればなるほど給紙ベ
ルト初張力の設定範囲が小さくなるが巻き付け角の変
化による特性の変化は小さくなる傾向にあり，その関
係はFig.6に示すように双曲線の関数となり，この分離
条件式からRF2は各条件を決定している．尚，巻き付
け角を決定すれば分離条件式より初張力の範囲は決定
される．

このようにRF2のベルト分離方式はFRR分離と比較
して上記特徴があることを説明したが，従来の下送り
摩擦分離に比べても不送り側分離領域が広がることは
原稿束重量の影響を受けないことから明らかであり，
実通紙においても156g/m2の厚紙通紙が可能レベルで
あることが確認されている．これは給紙部のみの影響
では無いが従来機からランクアップした結果である．
また，従来から指摘のあった原稿裏汚れについても片
面原稿の場合は構成上，給紙される原稿面が次原稿裏
面をこすらない為，裏汚れを低減できる．

Fig.5 ARDF（RF-2）の給紙部分離機構概略図.

Fig.4 ARDF（RF-2）の概略図.
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５．今後の展開

以上，imagio MF3550/4550シリーズの技術の特徴
について解説した．本機は1997年12月より順次各モデ
ルを発表し，お客様の多様なニーズにお応えし市場の
新たな需要を拡大している．更に，海外モデル Aficio
350/450シリーズも全世界へ向けて発売されアナログ複
写機からデジタル複合機への一層のデジタル化促進が
期待されている．

今後は更なるユーザーI/Fの向上，新たな付加価値の
提案，イージーメンテナンス化及び部品の共通化によ
るコストダウンが課題である．
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Fig.6 巻付角-初張力線図.


