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要　　　旨

カラー複写機内部の最適気流設計を行うことによりオフィス環境への改善が実現された．近年，

機器製品のオフィス環境への配慮が重要な課題となっており，これに伴って複写機の稼動時，機

内で発生するオゾンや粉塵など化学物質の排出および機械騒音に対してより厳しいレベルの規制

が求められている．また機内で発生する熱に関してはその電子部品などへの影響が重要な問題で

あり，同時にそれは省エネルギーの観点からも大きな課題となっている．これらの課題に対して，

効率的なオゾン防止，粉塵の集塵や熱排出を実現するための気流設計技術が必須であり，特に構

造上複雑となっているカラー複写機に対しては最適気流設計を行うことが必要で，実機設計に反

映したその例を示す．

ABSTRACT

Optimization of air flow inside the color copiers is the key issue for environmental consideration in

the offices. Recently business equipments in the offices require more environmental consideration.

Consequently reductions of chemical substances, such as dust and ozone, and also of acoustic noise

emitted from the copier machines during operation become important. Furthermore, management of

heat dissipation is important factor for reliability of electric devices and their components, as well as

for energy savings. These problems become more difficult in the color copiers specially than in

monochrome machines, because of their structural complication. So the color copier design, which

has taken environmental consideration, requires optimization of inner air flow.
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 1．背景と目的

オフィス内での快適性および環境配慮を求める傾向は，

昨今の地球環境に対する保護意識の高まりとともに，ますま

す強くなっている．電子写真プロセスを用いる複写機のオ

フィス内環境に影響を与える要因には，主に機内で発生する

オゾン，粉塵などの稼動時の排出物質および騒音が挙げられ

る．一方，省エネルギーの観点から熱エネルギーの消費問題

も大きな課題である．これらの基準値や判断基準は各国の認

証機関などにより定められており，その規制も厳しくなる方

向である．

これらに対応するため，複写機では気流の計測とともに

可視化技術などを応用して，ファンや流路の設置によって，

オゾン，粉塵などの有害物質をフィルタで集塵・分解し，問

題のないレベルの空気を機外に排出している．また熱エネル

ギーによりトナーを用紙に定着させる部分での発熱に対し，

電子部品や感光体などへの悪影響を避けるために，排熱流路

およびファンを設置した．さらに，ファン駆動音の防音対策

により，冷却と低騒音化を両立させた．しかし，ここ数年急

速に高まりつつある複写機のフルカラー化に伴って，画像形

成に4色のトナーを使用することが必要となりオゾン，粉塵

などの発生量の増大と同時に，トナー定着性を安定させるた

めに熱容量の大きいヒートローラの使用が必要になっている．

一方，機器の小型化，静粛化のニーズはこれらの処理に必要

な流路やファンの設置を制限する要因となり，環境対応をよ

り一層難しくしている．このような多様な，しかも相反する

目的をもった厳しい条件のカラー複写機において，オフィス

内への環境配慮を，機内の最適気流設計技術によって効率的

に実現したのでここに紹介する．

 2．技術

2-1 機内流路とファンの設置

複写機内で発生したオゾン，粉塵，熱を処理するために

はこれらを導く流路とファンを設置する必要がある．目的と

する箇所に必要とする風量の空気を流すには流路の形状と

ファンの特性が密接に関わっている．
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2-1-1 流路の流路設計方法

流路の設計を行う際は流路の構成要素であるダクトや挿

入されるフィルタにより流れが失うエネルギーすなわち圧力

損失を考慮する必要がある．

圧力損失Plossはダクトの長さ，面積またはフィルタや開口

部の形状によって決まる圧力損失係数ζから次式によって求

められる．なお，圧力損失係数ζは機械工学便覧の値，ある

いは実験値を用いて求める．1),2)

P
V

loss = ζ
ρ 2

2
･･･････････････････ (1)

ここでζ：圧力損失係数，V：流路内流速，ρ：流路内を

流れる流体の密度である．また，この式中Vを流路に流れる

流量Qと断面積Aの関係V＝Q／Aで置き換えると

P
A

loss =
ζρ

2
2

2
Q ･･････････････････ (2)

となる．このときQ2にかかる係数(ζρ)／(2A2)を通風抵

抗Rという．ただし，実際の機械内部は流路の構成要素が直

列や並列に接続された流路系を構成する．したがって通風抵

抗はこれらを合成した流路系全体の通風抵抗Rsystemを考える．

そして流路系全体での通風抵抗と圧力損失との関係を通風抵

抗特性といい，以下式によって表わされる．

Psystem ＝RsystemQ2 ･････････････････････････････････(3)

ここでPsystemは流路系全体の圧力損失である．この関係と

機械内部の冷却やオゾン除去に必要な流量から，ファンモー

タの種類，駆動電圧を決定する．

2-1-2 ファンモータの選択

ファンモータは一般的に動作時に得られる静圧と風量の

関係から，動作特性曲線(Fan Curve)がFig.1に示すように得

られる．
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Fig.1 Pressure characteristics for fan and sysytem.

設置される流路系がダクトのような，わきからの流出入

がない場合には(3)式から得られる通風抵抗特性曲線(System

Pressure loss)との交点が動作ポイントとなる．つまり同じ

ファンモータを用いても，通風抵抗の小さな系では大きな流

量が得られるが，逆に通風抵抗の大きな系では流量の少ない

ポイントで動作することになる．したがって，ファンの動作

効率の良い所に動作ポイントがくるように，流路の設計およ

びファンモータを選択することが重要である．1),2)

2-2 オゾン処理

オゾンO3は電子写真作像プロセスの帯電，転写などの

チャージワイヤによる高電圧の放電時に空気中の酸素が分

解・再結合することによって発生する．発生したオゾンはオ

ゾン臭と言われる臭気を発し，一定の濃度を越えると有害と

なってくる．また，オゾンを機内にとどめておくことは，そ

の強い酸化作用によって部品への悪影響が懸念される．近年，

接触タイプのローラ帯電技術の採用により，その発生量が機

械の周辺環境や内部部品に影響のないレベルになって，環境

にやさしい機種も登場しているが，依然としてチャージワイ

ヤ方式を用いる機種ではオゾン処理はオフィスへの環境対応

の重要な要素のひとつとなっている．
Ricoh Technical Report No.25 10
2-2-1 オゾン分解

オゾンの物質特性は非常に不安定な状態であり，常温常

湿の空気中で

O3  →  O2   ＋  O･･･････････････ (6)

の反応によって分解しやすく，壁面に接触するだけでも分解

してしまう．特に機械内部のように小さな空間では壁面との

接触の機会が多いため，分解されやすい．また，高温，高湿

であるほど分解が促進されるので，チャージャー部で発生し

たオゾンがそのままの濃度で機外へ放出されることはほとん

どない．しかし，オフィス内への環境を考慮し，オゾンを含

む空気をオゾンフィルタに通して分解除去した後，機外へ排

出する．3)

2-2-2 オゾンフィルタ

オゾンフィルタはハニカム(蜂の巣状)構造を有するフィ

ルタであり，活性炭タイプと触媒タイプがある．いずれも

フィルタを通過するときに，フィルタ孔壁面との接触により

オゾンを分解する仕組みになっている．

活性炭タイプのオゾン分解の反応径路は，励起酸素分子

が炭素と結びついて炭酸ガスとなるもので，これを利用した

オゾンフィルタは，安価であるが酸化反応による劣化が起こ

るため，交換の必要がある．一方，触媒タイプのフィルタは

活性炭タイプに比して高価であるが，長期の経時変化が少な

く交換の必要がないのが利点である．

2-2-3 オゾンフィルタの特性(圧力損失と除去率)

オゾンフィルタの特性は製造メーカーから公表されてい

るが，種々の条件によって変化するので正確に求める場合は

評価試験を行う．ここでは，活性炭タイプのオゾンフィルタ

(円形：直径70mm)についてフィルタ長さをパラメータとし

た評価試験を行った．平均流速と圧力損失の関係をFig.2に

示すが，この実験値と(1)式により，フィルタの通風抵抗を

求めることができる．また，平均流速とオゾン除去率の関係

はFig.3示すようになった．予め設定されているオゾン排出

基準値からオゾン除去率を決定し，Fig.3を用いて流速およ

びフィルタ長さを決定する．なお，オゾン除去率はFig.3よ

り，流れの低速域と高速域とで差が生じ，特に短いフィルタ

の場合には大きい差を示した．
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Fig.2 Relation between the average flow velocity and
pressure loss for various length of filter.

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5

  Average Flow Velocity  (m/s)  Average Flow Velocity  (m/s)  Average Flow Velocity  (m/s)  Average Flow Velocity  (m/s)

R
e
m

o
v
a
l 
R

a
ti
o
  

(
)

R
e
m

o
v
a
l 
R

a
ti
o
  

(
)

R
e
m

o
v
a
l 
R

a
ti
o
  

(
)

R
e
m

o
v
a
l 
R

a
ti
o
  

(
)

L=30mm

L=25mm

L=20mm

L=15mm

L=10mm

Fig.3 Relation between the average flow velocity and the
ozone removal ratio for various length of filter.

2-3 粉塵処理

複写機内で発生する粉塵には，用紙から発生する紙粉と

トナー自体が飛散することによって発生するものがある．こ

れらはオゾンや熱を機外に排出する際，共に排出される恐れ

があるため，集塵フィルタを介して除去する必要がある．特

に粒径の細かい粉塵に対しては補集効率の良い静電補集タイ

プのフィルタが用いられる．また機械外部より機内へ空気を

取り込む場合は，室内にあるほこりなどを機内へ取り込んで

不具合を生じないよう，排出時と同様に集塵フィルタを介し

て空気を機内へ取り入れる．
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2-4 機内温度バランス

複写機にとってトナーを用紙に定着させるためのヒート

ローラは高温度の維持を必要とするが，反面この部分から放

熱される熱に対しては電子部品や感光体などへの悪影響を避

けるために，排熱流路の設置を行う必要がある．ただし排熱

の流量は定着ローラ温度維持のエネルギーとのバランスを考

慮して決定される．

2-5 機内流れの静音化

機内で発生するオゾン，粉塵および熱をファンを用いて

機外へ排出する際に気流の乱れによって発生する音，すなわ

ち騒音が発生することがある．この音にはファンの風切り音

によって発生するものと，流路内での流れに渦・逆流などが

生じて発生するものとがあり，ともに流速の増加につれてそ

の音圧レベルも増加する．ファン風切り音に対してはファン

を機械壁面通風口から離して内部に配置して使用者へ直接音

が伝わることを防ぎ，また流路での渦・逆流による音には流

路の急激な変化を避けるとともに，フィルタの厚みによる圧

力損失は出来るだけ低減することで最適化を図る．

 3．成果

複写機における環境対応は以上述べてきた気流設計を中

心とする複合された技術要素を最適化することにより実現さ

れる．そのため，実機設計はこれらの各要素が互いに与える

影響を十分に検討しながら進められる．ここでは，フルカ

ラー複写機imagio Color 2800において環境配慮を効率的に実

現する機内の最適気流設計を適用した事例を述べる．

3-1 機内気流設計方針

オフィス環境への配慮を目的にimagio Color 2800の機内気

流設計を以下のように行った．

1) 作像プロセスで生じるオゾン，粉塵の処理を行う作像

部気流径路と定着部で発生する熱の排熱径路を分離し

て独立な径路とし，互いの流れが干渉しない構成とす

る．
1 NOVEMBER, 1999



2) ダクトの効率的な形状と配置による通風抵抗の低減に

よりファンの削減と低騒音化を図る．

同機の環境にかかわる部分の気流径路はFig.4に示すよう

に，全体的に使用者が立って操作する機械前面から取り入れ

た空気を，背面に排出する機構とした．

Fig.4 Air flow system of imagio Color 2800.

3-2 オゾン・粉塵処理

帯電部，転写部など作像部各部で発生するオゾン・粉塵

は，最終的に1つのダクトへ集中させてオゾン・粉塵処理部

で除去を行い，機外へ排出した．作像部分オゾン・粉塵処理

気流径路の機能図をFig.5に示す．この気流径路ではダクト

の屈曲，合流およびフィルタによる通風抵抗(圧力損失)の高

い流路系が形成される．このため目的とする各ユニット部分

で吸引風量が十分得られるよう，高い静圧が得られるシロッ

コタイプのファンを用いた．また，特に画像形成に重要な帯

電部には汚れた空気が滞留しないよう軸流ファンを装備し，

機械外部からの空気を取り込んで吹き付けた．
Ricoh Technical Report No.25 10
          

 

Fig.5 Schematic diagram of duct system.

3-2-1 排気シロッコファンの風量分配

排風シロッコファンによる吸引は並列流路によって構成

されるため，目的とする各部分への風量バランスは，ダクト

形状およびユニット各部分での隙間からの漏れを考慮して

Table 1のように決定した．

Table 1　Duct flow rate.

位置 風量(m3/min) 配分比

クリーニング部 0.060 7.5%

ドラム周辺部
・現像上
・現像下
・帯電部

0.450 56.4%

転写部
・ﾍﾞﾙﾄｸﾘｰﾅ
・二次転写

0.288 36.1%

3-2-2 帯電部気流設計

帯電部ではFig.6に示すように軸流ファンによる吹き付け

気流によってオゾン処理を行った．

ファンによって発生した気流を帯電上部整流板によって

帯電部長手方向にへ分配し，チャージャー内の高濃度オゾン

を吐き出す．さらにこの吐き出されたオゾンは，前エンドブ

ロック下部の気流とともに排気シロッコファンの吸引気流に

よってオゾン処理部へ導かれる．なお，コピー時の帯電ユ

ニット内オゾン濃度をTable 2に示す．
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Fig.6 Air flow of ozone ventilation in the corona charging
unit.

Table 2　Ozone concentration
in the corona charging unit.

位置 前 中前 中 中後 後

濃度[ppm] 0.14 1.12 3.37 5.63 10.9

3-2-3 オゾン，粉塵の機外への排出量

以上，機内のオゾン，粉塵処理機構により，機外への排

出量は，Table 3のようなオフィス環境に配慮できる値を満

足した．

Table 3　Environment specification.

項目 オゾン濃度 粉塵濃度

(8時間平均)

達成状況 0..02ppm以下 0.075mg/m3以下

3-3 機内温度バランスと流れの静音化

カラー複写機では画像品質向上のため，定着部ヒート

ローラ表面温度を165℃～175℃の高温に維持しながら，同

時に近接する現像部の温度上昇は部品の信頼性を考慮して，

規定の温度以下に押さえる必要がある．このため定着部から

放熱される熱が悪影響を与えないよう遮熱構造を排熱ダクト

によってFig.7のように構成した．また，特に機械の待機時

に，このダクト内の定着排熱ファンの風切り音が直接機外へ

漏れないようダクトに縮小・曲がり部を設けるとともにファ

ン自体の振動がダクトへ伝わらないよう防振取り付け構造と

して静音化を図った．
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Fig.7 Air flow of heat ventilation duct.

 4．今後の展開

今後，各国におけるオフィス機器の環境に関する規制は

更に厳しくなっていくものと予想される．また，同時に市場

での小型化，静粛性のニーズもさらに高まっていくと考えら

れる．これらの要求に対して複写機においては機内気流の最

適化を効率的に実現すると同時に，環境への影響要因となる

発生源そのものの低減も含めて検討を進める．
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