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世界初！A2デジタルPPC
imagio MF3300W/3350W
imagio MF3300W/3350W
A First A2 Format Digital PPC in The World!

菊野　充豊＊ 桜井　徹男＊ 大塚　浩久＊

Mitsutoyo KIKUNO Tetsuo SAKURAI Hirohisa OHTSUKA

要　　　旨
imagio MF3300W/3350Wはオフィスコピーユースと図面コピーユースの双方の幅広

いニーズに対応できる高画質，多機能のツインカラーA2デジタル複写機で，次のような特
徴を有している．
1）赤黒2ビーム同時書き込みシステム採用による1パス2カラーコピー
2）A2サイズからハガキサイズまで対応可能な6ウェイ給紙
3）ベルト転写システム，定着圧切り替え機構，定着ゲート切り替え機構採用による第二原

図用紙から厚紙までの広範囲な紙種対応力
4）用紙別に設定可能な倍率補正
5）多彩な画像処理技術採用による高画質

ABSTRACT
A2 format digital twin color PPC,“imago MF3300W/3350W”, has high copy

quality and many functions.  It is quite widely fitted to various customers' needs
of  not only business use but also engineering use. The main functions are as
follows:
1）Twin color copying at single paper pass by the system of“2 beam writing”at
the same time. 
2）Paper sizes from A2 to postcard can be set through the“6 ways-paper setting”.
3）Wide range of paper supply from thin tracing paper to thick bold paper is
accomplished by the image transfer by transfer belt, the changeable fusing
pressure and the position shifting of paper feeding at the entrance of fusing roller.
4）Fine adjustment（0.1% steps）of magnification ratio for each type of paper.
5）High copy quality accomplished by various kinds of image processing
technology. 
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1．背景と目的

近年オフィス環境はネットワーク化，システム化へと
変化している．又エンジニアリング分野ではＣＡＤの中
小規模事業体への普及が進んでいる．このようなオフィ
ス環境の変化により従来のアナログA2複写機にもデジ
タル化の要求が大きくなっている．

’98年1月に発売されたimagio MF3300W/3350Wは
住宅建築業，建築設計業，住宅設備施工業種等の従来の
A2アナログ複写機使用ユーザーを対象とし又一般事務
オフィスへのA2サイズ複写機の普及拡大を目的として
いる．

開発にあたっては図面コピーユースに要求される細線
再現性等の高画質化や特殊紙への対応力向上と言った性
能，品質の作り込みと一般事務オフィスユースに要求さ
れる低騒音，低オゾン等の環境対応と操作性向上を重要
な設計課題として推進した．

2．製品概要

imagio MF3350Wの基本構成概略をFig.1に，主たる
仕様をTable.1に示す．

尚3300Wと3350Wの違いは最上段トレイが500枚の
A3給紙トレイとなっていることである．

Fig.1 imagio MF3350W製品概略図
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Table1 主要仕様表



3．特徴

3-1 赤黒2ビーム同時書込みシステム
imagio MF3300W/MF3350Wでは，赤黒画像ともに

レーザービームによる一次元走査方式を採用して，黒画
像を二成分磁気ブラシ現像，赤画像を一成分非接触現像
によって1パス2カラーを実現している．（Fig.2参照）

赤黒画像ともレーザービーム一次元走査方式とした事
により主副倍率誤差の微調整（0.1%ステップ）を可能にし
ている．その結果，例えば紙の伸縮による画像の伸び縮
みにも対応できるようになった．
また，赤画像をレーザー書込みとした事により，ＬＤの
ＡＰＣ（Auto Power Control）回路により，経時，温度
の変動によってもＬＥＤアレイに比較して安定した光量
を維持する事が可能になった．これにより，赤画像の濃
度ムラに対する余裕を向上している．

また，ＬＥＤアレイによりA2サイズ書込み系を構成
した場合に比較して低コスト化も実現している．
3-2 A2からハガキサイズまで対応する6ウエイ給紙

imagio MF3300Wでは，給紙トレイ5段と手差しト
レイによる6ウエイ給紙，最大1800枚の用紙積載容量と
第2原図用紙からハガキまでの用紙対応により幅広いユ
ーザーニーズへの対応を可能にしている．（MF3350W
は給紙トレイ4段＋両面ユニットと手差し）

給紙トレイ1，2（MF3350Wでは，給紙トレイ1）
用紙サイズ：A3縦～A5横
積載容量：500枚
用紙厚さ：45kg～90kgの普通上質紙，および第2原

図用紙
給紙トレイ3～5（MF3350Wでは，給紙トレイ2～4）

用紙サイズ：A2縦～B5
第5トレイ（MF3350Wでは，第4トレイ）は，A2，
B3縦，およびA3横

積載容量：250枚
用紙厚さ：45kg～90kgの普通上質紙，および第2原

図用紙
MF3300Wの第2～第5トレイ（MF3350Wでは第2～

第4トレイ）は，用紙の静電気による密着力を考慮に入れ
た給紙フィード力，重送阻止力のアップとカール押え爪
の大型化等により第2原図用紙の給紙，搬送性能を向上
させている．

特に，第5トレイ（MF3350Wでは第4トレイ）は，大サ
イズ専用トレイとして，底板の大型化と防湿ヒータの適
性配置により第2原図用紙大サイズに対応している．

（Fig.3参照）

手差しトレイ
用紙厚さ：45kg～135kgの普通上質紙，ハガキ，第2

原図用紙およびフィルム
用紙サイズ：A2縦～ハガキ
積載容量：50枚

3-3 トレペから厚紙までの広範囲な紙種対応力
imagio MF3300W/MF3350Wでは，ベルトによる転

写･分離搬送システムの採用により，コロナチャージ方
式を採用していた前身の製品に比較して，調湿紙での画
像白抜けの改善，ハガキなどの小サイズ紙の搬送安定化，
およびオゾン発生量の低減などの改善がなされている．

（Fig.4参照）

Fig.4 転写ベルト

Fig.3 imagio MF3300W第5トレイ
(imagio MF3350W第4トレイ)

Fig.2 imagio MF3300W/3350W書込み系概略図
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また，定着装置においては，薄紙でのシワ発生を抑制
する定着ゲート位置とハガキなどの定着ニップへの進入
を容易にするゲート位置へユーザーが任意に切換えられ
る定着ゲートの切換機構を設けた事．および，薄紙，縁
取り第2原図に対してはシワや画像ブレを防止する低圧
定着とハガキなどの厚紙に対しては定着性を向上させる
高圧定着へユーザーが任意に定着加圧力を切換えられる
切換機構を設けた事により広範囲な紙種に対しての搬送
品質を向上させている．（Fig.5参照）

定着圧の切換は，次の3段階の切換が可能である．
モード 最適な用紙厚

（厚紙）モード 96～157g/m2

（普通紙）モード 66～95g/m2

（薄紙）モード 50～65g/m2

3-4 用紙別の設定可能な倍率補正
用紙が定着部を通過すると，用紙に含まれる水分が蒸

発するために熱収縮を起こす．普通紙，第2原図用紙は
機外に排出後，空気中の水分を吸収して伸びるが，用紙
の種類および保管状態による影響で元の大きさまでは戻
らないので，予め収縮分を見込んで倍率を補正し倍率誤
差を少なくする．また原稿も伸縮するので，原稿の誤差
を補正するためにも必要な機能である．

imagio MF3300Wシリーズでは，用紙種類別に0.1%
ステップで±1%まで主走査，副走査方向を独立に倍率
補正が可能である．用紙は「普通紙」「トレペ」「フィルム」

「その他」の4種類が操作パネル上で選択でき，用紙毎に
別々の補正値を設定できる．

つぎに倍率補正方式を説明する．コピアーモードでは，
主走査方向はレーザー（以下ＬＤ）書き込みクロック周波
数，副走査方向は原稿スキャン速度を各々0.1%ステッ
プで，±1%まで変化させて行っている．プロッターモ
ード（オプション）では，主走査方向はＬＤ書き込みクロ
ック周波数，副走査方向はポリゴンモーターの回転数を
変化させて0.1%ステップで，±1%まで変化させている．
3-5 多彩な画像処理技術採用による高画質

イマジオで定評のある画像処理技術を発展させ，図面

用に適した処理を加えることで，高画質を実現している．
①文字モード

シャープネスを向上させるために，1ドット多値（256
値）処理とエッジ部画素のＬＤパワーを弱くする，書き
込みでの細線化処理を併用した．
②文字・写真モード

図面用途を主として考えているので，自動文字モード
は採用せずに，文字部分と写真部分をエッジ分離方式で
認識し，文字部分は1ドット多値，写真部分は2ドット誤
差拡散処理を行った．このことで従来機の文字，写真モ
ードに見られた，2ドット誤差拡散処理による文字部分
の画素割れを改善した．
③複写原稿モード

ジェネレーションコピーを行う時に生じるエッジ画素
の肥大化（線太り）を，減らすために従来機では画像処理
でエッジ部の画素データだけを小さくしていたが，文字
モードと同様に細線化処理を併用することで，画像のシ
ャープネスの低下を少なくした．
④孤立点除去

ジェネレーションコピー時は地肌部にある，1ドット
以下のごく小さな汚れも1ドットとして再現してくるた
め，点状汚れが目立ってくる．これを低減するためにパ
ターンマッチングによる孤立点除去モードを「弱」「中」

「強」の3段階設け，ユーザーが選択可能にした．
⑤縦横ライン比の改善

N/Pプロセスの電子写真では，同一線幅で書き込むと
横ラインに比べ縦ラインが太ってしまうため，ＣＡＤ図
面からの出力時に1，2ドットの寸法引き出し線の太さが
縦横で異なりユーザークレームとなる．縦ライン書き込
み時のＬＤパワーを弱くして従来130～150%だった縦横
比を，100%±20%におさめた．縦横比はプロセス変動

（トナー濃度，感光体感度）の影響を受けるため，ユーザ
ーが4段階で書き込みでの細線化処理レベルを選択でき
るようにした．これで縦横比で約±20%の補正ができる．

4．今後の展開

以上imagio MF3300W/3350Wの特徴的な技術につ
いて解説した．

本機は，発売以来，順調に稼働台数を増やしており品
質，性能面においても市場で高い評価を得ている．又ユ
ーザー層も従来の図面コピーユースのユーザーに加え一
般事務オフィスユーザー層への導入も拡大しており，本
システムの開発の狙いは達成できたものと判断している．

今後本機の開発，設計の経験を活かし，より一層顧客
に満足して頂ける広幅複写機の開発を進めて行きたい．

最後に本機の開発，設計に当たり社内外の多くの方々
にご指導，ご協力頂いたことに深く感謝いたします．

Fig.5 定着圧切換機構
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