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要　　　旨
IPSiO JET 300は，ネットワーク化されたオフィス環境にて快適に使用できることを狙

いとした商品であり，リコー独自技術によって開発された初めてのオンデマンド型カラー
インクジェットプリンタである．

本製品は以下の特徴を有する．
1）高画質とフルカラー高速印刷の両立

連続印刷スピードフルカラー2ppm（600dpi）
Display List方式の採用とRISC CPUによる高速データ処理

2）プリンタの共有を考慮した高速ネットワーク化および多彩なペーパーハンドリング
100Base-TXネットワークカードへの対応
増設給紙ユニットによる最大350枚／3ウェイ給紙

3）低ランニングコスト
各色独立に交換可能な大容量インクカートリッジの採用

4）高信頼性および高耐久性
インクジェット最高のマシン寿命90,000枚／A4

ABSTRACT
IPSiO JET 300 is Ricoh's first on demand color InkJet printer. The concept of

this product is to meet the demands for use in networked office environments.
The main features of this product are as follows;

1）High speed throughput with high quality output
Full color printing speed 2ppm with 600dpi quality 
Using RISC CPU and Display List type print language for high speed 
data processing

2）High performance I/F and paper handling function for shared use.
Optional 100Base-TX network card
Maximum 3 way, 350 sheet input capacity by adding optional paper cassette.

3）Low printing cost
Four individual ink cartridge to avoid ink waste. 

4）High reliability, durability
The longest life 90,000 pages/A4 in the InkJet printer product.



1．背景と目的

低価格なインクジェットプリンタの相次ぐ商品化によ
り，カラープリンタは急激に普及した．オフィスにおい
てもプレゼンテーション資料作成用途などに使用されて
いるが，印刷速度に代表される性能向上の要求は高い．

IPSiO JET 300はインクジェットプリンタとして課題
となっていた印刷速度，画質，ペーパーハンドリングを
レーザープリンタクラスの性能にすることによって，オ
フィスユーザーの要求に応える商品として開発された．
本稿では，インクジェット特有の技術を中心にその特徴
について記載する．

2．製品の概要

IPSiO JET 300の概略図をFig.1に，また，主な仕様
をTable 1に示す．

3．製品の特徴

3-1 ヘッドの構成
本機に搭載したヘッドは，PZTアクチュエータを利用

したオンデマンド型インクジェット方式である．PZTに
電圧を加えることにより生じる変位を利用し，インク液
室を加圧してインク滴を吐出している．

本ヘッドの特徴は，高速化と高画質印刷を両立させた
ことにある．高速化については，多ノズル配置および駆
動周波数12kHzで実現している．さらに高画質化のため
に，インク滴のバラツキを低減するいくつかの技術を搭
載している．

Fig.2にヘッドの構成を示す．ここでは，高速化と高
画質印刷の特徴を達成するための代表的な技術につい
て，その概要を記す．

3-1-1 ノズル配列構成
ヘッドは128穴（64ノズル，2列）のノズルを有してい

る．1列の配列密度は100dpiであり，2列を千鳥配置す
ることで200dpiのノズル密度構成とし，一回の走査で印

Fig.2 Structure of InkJet Head.

Table 1 Specifications of IPSiO JET 300.
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Fig.1 Layout of IPSiO JET 300.



刷する幅は最大16mmとなっている．
同一ヘッドをBk，C，M，Yの4色分配置することに

よりヘッドユニットを形成し，カラー3色はブラック同
様に各128ノズルを割り当てている．この様なヘッド構
成により，高速カラー印刷を可能にしている．
3-1-2 ヘッドの高周波数駆動

ヘッドの最大駆動周波数は12kHz（12000滴/秒；1ノズ
ル当り）である．この駆動周波数を実現するため、各加
圧液室へのインク充填経路を，二方向から行う双方向充
填方式を採用している．

画像形成に必要なインク滴量を確保し，かつ駆動周波
数を向上させるためには，吐出したインク滴量の分をで
きるだけ早く加圧液室へ再充填（リフィル）しなければな
らない．加圧液室への再充填を，従来の単方向から行う
方式と比較して， 双方向から行うことでより効率を上
げることができた．
3-1-3 高精度ノズル

高画質化を達成するためには，均一なインク滴量の確
保が要求され，ノズル径精度のばらつきを抑えることが
重要となる．

本ヘッドに使用しているノズルは，電鋳技術を採用し，
径寸法の精度を0.5～1.0μm以下のばらつきに抑えてい
る．この精度を達成するため，数10μmのノズルプレー
ト厚さに対し，その厚さばらつきを約1%程度にコント
ロールした非常に高精度な均一膜電鋳を行っている．

さらに，インク滴の紙面への噴射方向を安定させるた
め，ノズルエッジ部の形状を均一化している．ノズルエ
ッジ部はフォトリソ工法にて形成された型を利用する独
自の方法にて行っている．
3-1-4 PZTアクチュエータの構成

アクチュエータには積層PZTを採用している．ここ
では積層の厚み方向の変位を利用しているため，周波数
応答性が高く，駆動波形に対する変位の追従性が優れて
いる．そのため，インク滴（滴形状，滴速度，滴体積 ，
等）を制御しやすく，環境温度などによるインク物性値
の変動に対する補正を容易にしている．

さらに上記PZTアクチュエータは，Fig.2に示すよう
に，加圧液室を駆動するための駆動部と，加圧液室の隔
壁を固定するための固定部を交互に持つバイピッチ構成
を採用している．この固定部を設けることにより，隣接
する加圧液室間の機械的な相互干渉を大幅に低減させ，
吐出するインク滴の変動を約10％以下に抑えている。
3-2 インクカートリッジ

本機は，インクのランニングコスト低減のために，Bk，
C，M，Yの各色個別に交換できる構成を採用している．

また，オフィスユースを狙いとしているためインク容
量をBk：835枚（5％/A4 チャート），カラー：350枚

（7.5％/A4 チャート）と，キャリッジ搭載方式のインク
カートリッジとしては大容量化を達成している．

ここで，カートリッジからヘツドに供給されるインク
は，ノズル出口において適正な負圧値を維持しているこ
とが必要である．キャリッジ搭載方式を採用した本機の
インクカートリッジは，ヘッドより上部の配置となる．
そのため，カートリッジの中には連通した微細孔を有す
るポリウレタン製フォームを有し，その孔径とインクに
よって決まる毛細管力で負圧値を得ている．そして，カ
ートリッジ内のインク消費によって負圧値は－10～－
100mmAqの変化が生じるが，画素径，色調等には影響
しないインク滴量に設定している．
3-3 信頼性維持機構
信頼性維持機構は，ヘッドの性能を常に最適な状態に保
つためにある．最近の高速化，高解像度化にともなって
マルチノズル化，ノズルの小径化が進み，このユニット
に対する要求レベルが高くなっている．

信頼性維持機構としては，キャッピング，ポンプによ
る吸引，ワイピング，インクパージの各動作がある．ユ
ニットの構成をFig.4に示す．

Fig.4 Head Maintenance Unit.

Fig.3 Ink Cartridge Installed on Head Carriage.
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キャッピング動作は，待機時のノズル出口インクの乾
燥防止を目的とし，キャリッジが待機位置へ移動するこ
とに連動してスライダーが上昇し，4個のキャップがノ
ズル面を密閉する．そして，キャップ内にはインクを含
んだ吸収体が配設されており，高湿状態を保つことで前
記効果を得ている．

次に，ポンプによる吸引動作は，カートリッジ交換等
によって発生したヘッド内の気泡排出を目的とする．こ
れは，前記キャッピング状態でポンプを駆動してキャッ
プ内を負圧にすることで，インクと共に気泡の排出が実
行される．本機では，Bk，C，M，Yの各ヘッドに対応
した個別のキャップと切り替え弁を設け，必要なヘッド
のみ吸引することで，インク消費の無駄を無くしている．
ここで吸引動作は，正転方向のステッピングモータとワ
ンウェイクラッチによるカム軸1の駆動で行う．切り換
え弁の動作は， 反転方向のステッピングモータとワン
ウェイクラッチによるカム軸2の駆動で行っている．

ワイピング動作は，吸引後のノズル面付着インク，お
よび紙粉等の付着ゴミを取り除くことを目的とする．こ
のゴムブレードによるワイピングは，ノズル面が撥水処
理されていることで付着物の除去を容易に行うことがで
きる．

インクパージ動作は，水分蒸発で粘度上昇したノズル
出口にある僅かなインクを排出することを目的とし，キ
ャリッジ待機位置でPZTを駆動することによって行う．
このパージは，電源ON時，印刷途中，待機中等，いろ
いろな条件に応じた滴数（数10～数1,000滴）を設定して
いる．

以上，信頼性維持機構は，各種の動作を組み合わせた
最適なシーケンスによってヘッド性能を確保し，印刷品
質を保証している．
3-4 給紙･搬送機構

インクジェットプリンタで使用される用紙は，一般に
広く使用されている普通紙以外に，専用のコート紙，光
沢紙，OHPシート，光沢フィルムや官製はがき等非常
に種類が多い．これらの多彩な紙を，手差しトレイだけ
でなくカセットからも給紙できるようにし，且つ高精度
に送る搬送機構が要求される．

本機は上記要求に加え，レーザープリンタ並みのぺー
パーハンドリングを可能にすることを狙いとし， 本体
給紙トレイ（100枚）と手差しトレイに加えて，本体を乗
せるだけで簡単に設置できる増設給紙ユニット（250枚）
をオプションとした3ウェイ給紙構成とした．（Fig.1）こ
れにより，OHP合紙印刷（OHPシートの間に普通紙を挿
入する），リミットレス給紙，複数の用紙選択ができ，
多彩なペーパーハンドリングが可能となった．

ここで，カセット給紙は印刷部の下側から小さな曲率
で紙を反転させて送るため，搬送抵抗の少ない搬送ガイ

ド形状とフリクションパッド給紙条件の最適化を行い，
給紙可能な用紙種類を確保した．

シリアルプリンタの紙搬送で最も重要な機能は，精度
よく間欠的に送ることである．用紙の給紙，搬送，およ
び排紙の駆動は，Fig.5に示すように各歯車を介して2相
ステッピングモータにより行っている．

本機の搬送ローラの駆動は，1ステップ1/１,200イン
チで用紙を搬送する．この搬送精度を確保するため，歯
車の累積ピッチ誤差は樹脂成形部品としては従来にない
数10μm以下の精度を確保し，さらに搬送ローラ径の公
差も数10μmとしている．

また、搬送中の用紙のスリップや負荷変動を低減させ
ることも搬送精度を上げるためには重要である．搬送ロ
ーラの表面はウレタンコートで高摩擦係数にし，そこに
小径の搬送コロを高圧で圧接させて用紙のスリップを防
止している．そして負荷変動対策としては，用紙がフリ
クションパッド部を抜けるまで給紙コロを駆動し，送り
むらをなくしている．

さらにインクジェットプリンタは，インク滴の打ち込
みによりコックリング（紙面の波打ち）やカールが発生し，
ヘッドによる用紙こすれが起きる場合がある．これを防
止するため，搬送ローラ後のガイド形状の工夫と，拍車
による搬送を行っている．また，ヘッドと用紙間距離を
調整可能とし，厚紙に対しては距離を大きくして印刷で
きる構成としている．

以上のような対応により，高精度な搬送と多彩な用紙
への印刷が可能となった．
3-5 制御系
3-5 -1 プリンタコントローラ

PC本体からプリンタにデータファイルを送る方式に
はイメージデータ形式に変換して送る方式と，コマンド
形式で送る方式の２種類がある．一般に前者はデータ量
が多く，後者はデータ量が少ない．本機はコマンド形式
のうちDisplay List方式を採用することで，狙いの高速
化を達成し，エンジンのスループットを最大に引き出し
ながら高速印刷を行っている．

Fig.5 Paper Feeding Mechanism.
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又，本機におけるコマンドのイメージ変換は従来の1
ページ単位で変換する方式に対し，バンド単位（約128ラ
イン）で繰り返す方式とすることによりメモリの削減を
図った．
3-5 -2 プリンタコントローラのデータ処理

プリンタコントローラのブロック図をFig.6に示す．

ここでPCのOSを経て来る画像データは，プリンタド
ライバーでバンド単位に分割されプリンタコントローラ
に転送される．（Fig.7）

この転送されるデータの種類は，イメージデータ，テ
キストデータ，グラフィックデータで構成される．

プリンタコントローラはこのデータを解釈し，さらに
このデータをビットマップデータに展開する．そして，
Video I/Fを介してエンジンコントローラにデータを送
っている．
3-5 -3 エンジンコントローラのデータ処理

エンジンコントローラにおける高画質化のためのデー
タ処理をFig.8に示す．

（1）バンデｨング処理
シリアルプリンタは，プリントヘッドの複数回走査と

改行によって画像を形成するため，画像のつなぎ目にス
ジ状の濃度むらが発生し易い．これをバンデｨングとい
う．この対策として，用紙送りの高精度化と共に，つな
ぎ目の濃度むらを視覚的に緩和するため，改行前後の印
刷行データの一部分を重ねて印刷する．且つ，この重ね
部分は濃度が濃くならない様な補正処理を行っている．

（2）分割走査印刷処理
水性インクジェットでは印刷用紙の種類によってイン

クの浸透性や乾燥性に違いがあるため，滲みの発生度合
いが画像品質に影響を与える．

本機では，使用する紙種によって最高濃度を印刷する
時のインク滴数を可変すると同時に，乾燥時間を考慮し
た1パス，2パス，4パスの印刷走査回数を選択すること
により高画質を達成している．これらの処理は新しく開
発したASICで制御している．

4．今後の展開

以上，IPSiO JET 300 の特徴的な技術について解説
した。

インクジェットプリンタは，光沢紙，光沢フィルム等
の画質に代表される様に，印刷用紙の選択によっては銀
塩写真の代用が可能なまでに，近年急速に高画質化が進
んだ．

今後オフィスユースの分野においてもカラーインクジ
ェットプリンタは，普通紙における高画質化と高速化が
確実に進んでいくと思われる．さらにインクの高機能化
等を考えれば，まだ予測出来ない展開を含んでいる．本
機の商品化で蓄積した多くの技術，ノウハウを生かし，
さらにユーザーニーズにあった魅力ある商品の開発を行
っていきたい．
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Fig.8 Data Processing Flow of Engine Controller.

Fig.7 Data Processing Flow of Printer Controller.

Fig.6 Block Diagram of Printer Controller.
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