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要   旨 

imagio MP C2200シリーズは“クラス最高”のコストパフォーマンスとコンパクトデザインの融

合をコンセプトとし，胴内フィニッシャー対応をはじめとする省スペース設置を可能にするコン

パクトボディに，コピー・プリント・スキャン・ファクスといったビジネス用途に最適な基本機

能を凝縮したデジタルカラー複合機である． 

主な特徴は，以下の通りである． 

１）モノクロ機同等サイズでの胴内フィニッシャー対応コンパクト化技術 

２）ベルトアシスト技術によるリコー最高レベルの紙厚対応力 

３）省エネに貢献するクラッチレス給紙技術，低熱容量定着 

４）画質向上に貢献する新トナー補給制御 

５）アプライアンス性向上の為の新機能 

６）バイオマス資源を原料にした植物由来樹脂の採用 

ABSTRACT 

The imagio Neo 2200 series is the most suitable digital full color MFP for business uses, realizing the 

concept of integrating the best class contributions to the both cost performance and compact designing.  

This multifunctional model features copying, printing, scanning, and facsimile functions, and furthermore, 

it is offering Ricoh's first internal finisher which enables the smallest footprint in its product range. 

The major features are as follows: 

1) The size of a B&W MFP with an internal finisher in its body. 

2) "Belt-assisted technology", which enables the MFP to handle the widest range of thick paper. 

3) Advanced technologies of paper feeding without using clutch and fusing mechanism in low 

temperature, meeting Energy Star compliant. 

4) New toner supplying method for the high image quality. 

5) New functions regarding the appliance improvements. 

6) Adoption of plant-resin plastic materials from biomass resources. 
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 1．背景と目的 

imagio MP C2200は”クラス 高”のコストパフォーマ

ンスとコンパクトデザインの融合を旗印に，主に低速

層（15～25cpm）のカラー化を大きく加速させる事を

ターゲットに開発したマシンである．基本機能を向上

させつつ，モノクロ機以下の本体幅寸法とし，さらに

胴内排紙スペースにフィニッシャーを設置可能にする

など従来機に比べ大幅なコンパクト化を実現した．本

編ではそのコンパクト化に関する技術だけではなく，

アプライアンス性向上，急速に意識の高まりつつある

環境技術を合わせて説明する． 

 

 2．製品仕様 

Table 1にimagio MP C2200の主な仕様とFig.1に製品

外観を示す． 

Table 1 Specification of imagio MP C2200. 

商品名 imagio MP C2200 

形式 デスクトップ式 

カラー対応 フルカラー 

ウォームアップタイム 29秒（室温20℃にて） 

ファーストプリント速度 モノクロ6.5秒，フルカラー9.5秒 

連続プリント速度 22枚/分 

解像度 600×600dpi 

用紙サイズ 

定形：A3～はがき（100×148mm） 

12×18”～51/2×81/2”  

不定形：幅90～305mm，長さ148～457.2mm，封筒

標準トレイ 

本体（第1給紙）：60～256g/m²(60～220kg) 

本体（第2給紙）：60～169g/m²(60～145kg) 

Imagio給紙テーブルPB3030/PB3070： 

60～105g/m²(60～90kg) 

手差し 52～256g/m²(45～220kg) 

用紙厚 

両面 60～105g/m²(60～90kg) 

操作部 
大型フルカラーTFT（800×480ドット）高精細液晶

タッチパネル 

最大消費電力 1.5kW以下 

騒音 稼働時：64.6dB(A)，待機時：40dB(A)以下 

寸法 
587(W)×655(D)×725(H)mm 

※高さは原稿ガラスまで 

質量 85kg以下 

フィニッシャー 

imagioインナーフィニッシャーSR3060 

  最大積載枚数：500枚 

  最大綴じ枚数：50枚 

  3ポジションステープル（奥，手前，2箇所綴じ）

パンチ機能：有り（オプション） 

機能別出力仕分け 

（最大） 
3箇所 インナー1ビン+サイドトレイ 

 

Fig.1 imagio MP C2200. 

 3．製品の特徴 

3-1 コンパクト化 

感光体モジュールにおいては，感光体の大きさを同

クラスの従来機に比べ小径化（φ40→φ30）した上で，

その感光体に合わせて帯電，現像，クリーニングも小

型化した．中間転写モジュールにおいては，転写ベル

トを屈曲させることで断面積を小さくし，二次転写モ

ジュールにおいては，従来機では右カバーに配置され

ていたが，本体中間転写ベルト近傍に配置したことに

よって，薄型化が可能になり，更には両モジュール間

の位置決め精度も向上した．定着モジュールにおいて

は，定着ローラ径を同クラスの従来機に比べ小径化

（φ35→φ29.3）し，定着ベルトの周長を従来機比

83%にした．ベルトクリーニングは，モジュールに廃

トナータンクを直接持たせることによって，廃トナー

搬送経路を無くした． 

Table 2に，作像関連モジュールのコンパクト化率を

示す． 

Table 2 Comparison of sectional area and capacity. 

 対従来機 
容積比較 

対従来機 
断面積比較

感光体 -18% -16% 
中間転写 -9% -5% 
二次転写 -36% -32% 

定着 -38% -37% 
ベルトクリーニング -10% 0% 

作像全体 -21% -19% 
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両面モジュールにおいて，従来機ではフレーム，カ

バー，用紙搬送ガイド板は各機能に合わせ樹脂もしく

は板金の別部材で構成していた．そこでカバーを高強

度の樹脂にし，フレーム機能を持たせ，また内面に補

強リブを兼ねた用紙搬送リブにて用紙搬送ガイド機能

を持たせる事でカバーによる一体化構成とした．この

機能集約化により，構成を簡素化することでモジュー

ル厚を低減した．（60mm→37mm） 

また両面モジュール側面に収納される手差しトレイ

は，強度を保ちつつ先端にかけて薄型化することで両

面モジュール内側への入り込み量を低減し，搬送経路

を確保した．さらに，両面搬送経路と給紙搬送経路と

の合流部分にベルトアシスト機構を採用することで搬

送性能を損なうことなく狭いスペースで給紙，手差し，

両面の3つの用紙搬送経路の合流を可能にした． 

 

 

Fig.2 Paper path of imagio MP C2200. 

これらのコンパクト化技術によりFig.3，Fig.4に示す

通りモノクロ機 imagio MP 2550と比較すると本体では

面積比6.5%減，フィニッシャー装着時では面積比

33.3%減と大幅なコンパクト化を実現した． 

 

 

Fig.3 Comparison of machine size 1. 

 

Fig.4 Comparison of machine size 2. 

Fig.5にフィニッシャー装着時の幅寸法比較図を示す． 

 

 

Fig.5 Comparison of machine size 3. 

3-2 リコー最高レベルの紙厚対応力 

厚紙などの剛性の高い用紙は，給紙トレイから垂直

搬送経路に進入する際，搬送経路の急カーブを曲がり

きれずスムーズな搬送が困難であった．搬送経路の

カーブを緩やかにすれば回避可能だが，機械幅が大き

くなってしまう．そこで，用紙搬送ターン外郭部の従

動ローラを搬送ベルトに置き換えるベルトアシスト機

構を搭載することで，剛性の高い用紙でもローラ間に

スムーズに引き込まれ，スペースを維持したまま給紙

トレイ対応紙厚をリコー 高レベル（256g/m2紙対応）

まで向上させた．（第1給紙トレイ） 

 

 

Fig.6 Belt assistance technology. 
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3-3 省エネ 

3-3-1 省エネ構成とその貢献技術 

用紙搬送部では，小サイズPM型ステッピングモータ

とエネルギーロスの少ないギヤ列にて用紙搬送に必要

なローラだけを1本または2本ずつ個別に必要なタイミ

ングだけ駆動する方式を開発した．さらに給紙部では

imagio MP C7500等の高速機のクラッチレス給紙技術を

小サイズPM型ステッピングモータ（高速機はHB型ス

テッピングモータ）と低トルク化が可能なフリクショ

ンパッド給紙方式を組み合わせ，低速機における新規

クラッチレス給紙部を開発した． 

以上の技術開発等により，モータ，ファン，クラッ

チ等を約20％削減し，必要 小限の電力で動作する構

成とした． 

3-3-2 ウォームアップタイム 

各機能部品の小径化による低熱容量定着モジュール

と新しい定着制御方式を採用し，新規起動シーケンス

の開発やスキャナ起動タイミングとの調整により，

ウォームアップタイム29秒を実現した． 

 

 

Fig.7 Comparison of warm up time. 

3-3-3 画質調整時間 

カラー複合機において，画像品質維持のため各種調

整動作が行われる．省エネや高生産性確保のためには

調整時間の短縮が必須である． 

①調整パターン階調数低減 

②調整動作実行頻度の低減 

③調整動作シームレス化技術の搭載（*1） 

④モード別画像濃度調整動作の採用（*2） 

これらの新規技術， 適化処理を実施することで従

来機と比較して，Fig.8に示すように画質調整時間を大

幅に短縮した． 
*1 装置を停止することなく，印刷動作から連続して調整動作に移行可能

な制御技術． 

*2 白黒モード/カラーモードそれぞれ画像濃度調整動作を設ける事で調

整時の切り替え時間を短縮している． 

 

 

Fig.8 Comparison of adjustment time. 

3-3-4 画像調整 

調整動作実行頻度の 適化，調整パターンの小サイ

ズ化，および調整パターン階調数の低減等の新規ト

ナー補給制御を開発し，調整動作で使用するトナー量

を従来比で約92%削減した． 

 

 

Fig.9 Comparison of consumption of toner. 
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3-4 画質向上 

3-4-1 トナー補給制御 

新規トナー補給制御は画像濃度安定化のための新規

技術も搭載している．新たにモデルベース開発手法を

適用し，トナー補給アルゴリズムを 適化した．従来

のトナー補給制御はトナーの補給量，および補給タイ

ミングを印刷1枚毎に1回決定していた．一方，本機で

は，トナー濃度センサ出力と画像情報等から，印刷中

に随時，トナー補給量，補給タイミングを決定する．

そのため，従来制御と比較して，トナー濃度をより高

精度に制御し，画像濃度安定性を向上させた． 例えば

画像面積比率50％の画像を5P/Jで，計100枚印刷した場

合，トナー濃度センサ出力の標準偏差を，従来比で約

20％低減した． 

3-6 アプライアンス性 

imagio MP C3500/4500にて高い評価を頂いている給

紙トレイ，ジャム操作性，大型フルカラーTFT高精細

液晶タッチパネル，CUD対応はそのまま踏襲した上で，

さらなる新機能を搭載した． 

①手差し自動用紙サイズ検知 

手差しトレイに用紙長さを検知するセンサを新規に

配置し，従来機では判別できなかった同一幅で長さの

異なる用紙（例えば A3サイズ横送りとA4サイズ縦送

り）のサイズ検知を可能とした． 

②手差し底板昇降機構による静音化 

小サイズPM型ステッピングモータの正転で給紙ロー

ラの駆動，逆転で底板部の昇降動作を可能とした構成

及び制御を新規開発した．従来機は給紙ローラと底板

部の昇降が同期し，一度に複数枚の印刷を行う場合で

も1枚ごとに底板昇降動作音が発生する．本機では1枚

目の給紙開始時に上昇， 終枚目の給紙完了後に下降

する制御とし，底板動作回数を低減させ静音化した． 

③3WAY排紙 

サイドトレイを新規開発し，インナー1ビントレイと

の組み合わせにより，コピー，プリンター，ファクス，

ドキュメントボックスの機能別仕分けが可能な3WAY

排紙機能を提供している． 

 

Fig.10 Overview of output trays. 

3-7 植物由来性樹脂の採用 

本製品では，とうもろこし等のバイオマス資源を原

料にした植物由来プラスチックをマニュアルポケット

に採用している．バイオマス度（重量の69％）が高い

ため，ライフサイクルの中で排出されるCO2量が大幅

に削減される．また，バイオマスマーク認定（日本有

機資源協会）も取得した． 

 

  

Fig.11 Manual pocket. 

 4．今後の展開 

以上imagio MP C2200シリーズの特徴的な技術につい

て解説した． 

本機は発売と同時に米国Buyers Laboratory Inc. 

（ BLI ） 社 PICK OF THE YEAR ＆ HIGHLY 

RECOMMENDEDを獲得した．（発売同時は当社初） 

また発売以来，高画質，高信頼性，アプライアンス

性，環境対応性に加え，特にコンパクト性に関して国

内外にて好評を得ている．今後は，本機の開発におい

て蓄積された多くの新規技術を発展させると共に，お

客様の満足度を更に向上できるよう，顧客視点に立っ

た魅力有る商品の開発を進めていきたい． 
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後に本機の開発・商品化にあたり，関連する多く

の方々にご指導，ご支援を頂きましたことを心より感

謝いたします． 


