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高速インクジェットシステムにおける高画質・高生産性の実現 

～コックリング対応力を向上させた新規乾燥技術の開発～ 
High Image Quality and High Productivity for High-speed Water-based Inkjet Printer:  
Development of New Drying Technology with Improved Cockling Suppression 
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要  旨  _________________________________________________  

従来の高速水性インクジェットプリンタで用紙に印刷を行うと，乾燥不足によって印刷品

質が低下するという問題があった．また，特に高濃度の画像を出力する場合や薄紙を用いた

場合に発生する波打ち状のシワ（コックリング）を防止することは困難だった．今回，我々

はこれらの問題を解決することを目的として，高速連続用紙インクジェットプリンティング

システム「RICOH Pro VC70000」を開発した．独自の技術として連帳紙を複数の小径加熱

ローラへ繰り返しニップしながら搬送する機構を採用することにより，インクの乾燥性能を

大幅に向上させた．この高速インクジェットシステム技術により，高濃度の画像を出力する

場合や薄紙を用いた場合でもコックリングの発生を抑制し，さらに省スペース・省エネで印

刷速度と画質の向上を実現した． 

ABSTRACT  _________________________________________________  

When printing on paper with a conventional high-speed water-based inkjet printer, the print quality 

tends to be degraded due to insufficient drying. In addition, wavy wrinkles (cockling) can occur, 

especially when high-density images are printed or when thin paper is used, and it is difficult to prevent 

this with conventional technology. To resolve this issue, we have developed a high-speed full-color 

inkjet printing system for continuous papers called "RICOH Pro VC70000". This system utilizes a 

mechanism that repeatedly contacts a paper with multiple small heating rollers as our unique drying 

technology to extend the drying distance and improve the drying performance. Experimental results 

show that cockling can be suppressed even when high-density images are printed or when thin paper is 

used. In addition, both printing speed and image quality are improved along with space and energy 

saving. 
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1. はじめに 

商用印刷市場においてはオフセット印刷が長年高

いシェアを占めているが，印刷物を必要な分量だけ

随時小ロットで印刷するオンデマンド印刷やバリア

ブル印刷に適したデジタル印刷や環境に配慮した水

性インクへのニーズが拡大している． 

このような市場のニーズに応えるため，当社が

2014年に上市した「RICOH Pro VC60000」（以下，

VC60000と記載する）は，1200×1200 dpiの解像度，

印刷速度50 m/minの生産性で，オフセットコート紙

に印刷を行う用紙対応性を備えた水性インクジェッ

ト連帳機である1)． 

商業印刷市場で一般的に利用されているオフセッ

トコート紙は，水性インクによる印刷画像の乾燥性

が低下しやすく2)，高濃度の画像を出力する場合や

薄紙を用いた場合に，用紙に波打ち状のシワ（以下，

コックリングと記載する）が発生する問題があった．

コックリングは，用紙基材のセルロース繊維がイン

ク中の水分を吸収，膨潤することによって不均一に

伸張する3)こと，および用紙の乾燥時に生じる画像

部と非画像部の含水分差により不均一に収縮する4)

ためと考えられている． 

これに対して従来の研究では，乾燥収縮しにくい

コート紙の開発4)や，印字部のみを選択的に加熱す

ることによって，画像部と非画像部の伸縮差を抑制

するレーザー乾燥技術の開発5)が実施されているが，

前者については多様な用紙への印刷対応性，後者に

ついては安全性等に課題があった6)． 

この問題を解決しさらなる性能向上を図るために

今回当社が新規開発した乾燥技術と新規インクを搭

載した高速連続用紙インクジェット・プリンティン

グ・システム「RICOH Pro VC70000」（以下，

VC70000と記載する）では，高濃度の画像を出力す

る場合や薄紙を用いた場合でもコックリングの発生

を抑制し，さらに省スペース，省エネで印刷速度と

色再現範囲を向上することが可能となった．本稿で

は，VC70000に搭載した新規乾燥技術の概要とその

改善効果について述べる． 

2. 従来技術の課題と解決方法 

2-1 従来技術の課題 

Fig. 1に従来システムVC60000全体構成の外観を

示す1)．VC60000では巻き出し機（Unwinder）から

巻き出された連続用紙に，アンダーコートユニット

（Undercoat unit）によって，ビーディングを抑制す

るためのアンダーコート層7)が形成される．次に，

第一エンジン（1st Engine）の印刷装置（Print unit）

内で用紙幅方向に並べられたインクジェットヘッド

アレイからKCMYの4色の水性顔料インクおよび画

像表面の耐擦性を向上させるプロテクターコート液

が順次吐出される．次いで，乾燥装置（Dryer unit）

によって用紙面上のインクが加熱乾燥される．ター

ンバー（Turn bar）によって用紙が反転された後，

第二エンジン（2nd Engine）の印刷装置および乾燥

装置を再度通過して両面印刷が実施され，外部乾燥

装置（External dryer unit）によって追加乾燥された

後，巻き取り機（Rewinder）に巻き取られる．図中

のMachine Direction（以下，MD方向と記載する）

は連続用紙の搬送方向を示す． 

Fig. 2にVC60000に搭載した乾燥装置の構成を示

す．従来システムに搭載した乾燥装置は，インクを

乾燥する時間を確保するために，乾燥区間A

（Section A）において，用紙を大径の加熱ローラに

巻き付けて接触させながら，加熱ローラの周囲に配

置した熱風ドライヤのノズル10箇所より発生する衝

突噴流（点線）を用いて紙面上のインクを乾燥する． 

 

Fig. 1 Front view of conventional system: VC60000. 
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従来技術の課題として，薄紙や高濃度の画像を印

刷する場合に，大径加熱ローラ上で用紙が不均一に

伸縮することによって，MD方向と直角の方向

（Cross Direction，以下CD方向と記載する）にコッ

クリングが発生する場合があった．Fig. 3にSection 

Aにおいて用紙のコックリング状態を撮影した結果

を示す．このようなコックリングが生じた場合，画

像部と用紙と加熱ローラ間に空気層が生じることに

よって密着不良となり，用紙が乾燥不足となる．そ

の結果，加熱ローラ後に配置された搬送ローラ

（Transport rollers）表面と画像面が接触，摺擦して，

画像が白抜けする等の画質上の不具合が発生する場

合がある．また，Fig. 8 (a)に示すように，印刷画像

に残留したコックリングは光沢のムラとして視認さ

れやすく，印刷品質を損なう要因となっていた． 

上記コックリングの課題を解決しつつ，今まで困

難と考えられていた高画質，高生産性，省スペース，

省エネを両立させるためには，アンダーコートレス

を実現する新規インクの搭載と，従来と同じスペー

スで乾燥性能を大幅に向上させ，外部乾燥装置を無

くせる新たな乾燥技術の開発が必要であった． 

 

 
Fig. 2 Cross-sectional view of conventional dryer unit 

installed on VC60000. 

 

 

 

Fig. 3 Image of cockling that occurs on the printed area 
on the large heating roller in the conventional 
dryer unit. 

2-2 解決方法 

今回新たに開発した新規乾燥装置の構成をFig. 4

に示す．従来の熱風ドライヤを配置していた大径加

熱ローラ周囲の空間に，(i) 複数の小径加熱ローラ

（Small heating rollers)，(ii) 用紙を小径加熱ローラ

に密着させるための搬送ローラ（Transport rollers)，

(iii) 常温のエアをインク表面に吹き付けるクールド

ライヤ（Cool air dryers）を新規に搭載した．本構成

によりVC60000の乾燥装置と同じスペースに配置で

きている． 

Fig. 4のように，インクが塗布されて乾燥装置に

搬入された用紙は，最初に乾燥装置の最外周部にお

いて，小径加熱ローラへの巻き付けによる昇温と，

小径ローラ間に配置したクールドライヤの衝突噴流

（点線）によるインクの蒸発を交互に繰り返しなが

らコックリングが矯正される（Section A）．次に，

乾燥装置の内周部に配置した大径加熱ローラとその

周囲に配置したクールドライヤによってインクの乾

燥がさらに促進される（Section B）．最後に用紙が

反転された後，搬送ローラによって小径加熱ローラ

に再度用紙を巻き付けながらインクの乾燥定着と

コックリング矯正が行われ（Section C），乾燥装置

から用紙が搬出される． 

 

Machine DirectionTransport rollers

Section A

Large heating roller

Hot air dryers

Impinging air jet
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Fig. 4 Cross-sectional view of new dryer unit installed 

on VC70000. 

3. RICOH Pro VC70000 

本稿による乾燥技術を搭載したVC70000の主要な

仕様をTable 1，システム構成をFig. 5に示す． 

VC70000では巻き出し機から巻き出された連続用

紙に，第一エンジンの印刷装置内で用紙幅方向に並

べられたヘッドアレイからKCMYの4色の水性顔料

インクを順次吐出した後，後述する乾燥装置によっ

てインクを加熱乾燥させる．ターンバーによって用

紙が反転された後，第二エンジンの印刷装置および

乾燥装置を再度通過して両面印刷が実施され，巻き

取り機に巻き取られる．VC70000では乾燥性を向上

させたことによって，従来機VC60000に設けていた

外部乾燥装置を不要の構成とした． 

さらに，VC70000では新たに開発した水性顔料イ

ンクの採用によってビーディングや定着性を改善し

た．これにより，既報1,7)に示したアンダーコート

やプロテクターコート等の前後処理をすることなく

オフセットコート紙への印刷が可能となった． 

次章でVC70000によるコックリング抑制，高画質，

高生産，省スペース，省エネの改善効果について検

証結果を述べる． 

 

Table 1 Basic specifications of VC70000. 

 Specification 

Printing method Piezo, drop on demand, 1-pass inkjet printing 
(10 dual print heads per color) 

Drying method Conduction and Convection 

Printing color 4 colors (K, C, M, Y) 

Print speed:  
Resolution 

150 m/min: 600 × 600 dpi 
120 m/min: 600 × 600 dpi 
100 m/min: 1200 × 600 dpi 
 50 m/min: 1200 × 1200 dpi 

Ink New water-based pigment ink 

Paper type Uncoated inkjet treated, inkjet coated and  
offset coated paper 

Paper width Max. 520 mm 

Paper thickness 40–250 gsm 

Machine size 

L × D × H: 4290 mm × 2025 mm × 2200 mm 
per Engine 
L × D × H: 16300 mm × 2025 mm × 2200 mm 
per System 

 

 

Fig. 5 Front view of new system: VC70000. 

 

4. 効果検証 

4-1 コックリング抑制効果 

4-1-1 検証方法 

新規乾燥装置によるコックリング抑制効果を検証

するために，2次元レーザー変位計（超高速インラ

インプロファイル測定器LJ-V7000/LJ-V7200，Keyence，

測定範囲：70 mm）を用いてCD方向のコックリング

高さを測定した．Fig. 6に実験装置を示す．用紙は

Machine Direction
Cool air dryers Large heating roller

Small heating rollers Transport rollers

Section A

Section B

Section C

Impinging air jet
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オフセットコート紙（OKトップコート+ 127.9 gsm，

王子製紙）を用いた．サンプルとして， (a) 

VC60000を用いて標準的な条件で印字，乾燥させた

サンプル，(b) VC70000を用いて(a)と同様の印字条

件で印字し，標準的な乾燥を行ったサンプル，(c) 

新品の連続用紙から切り出した未処理紙，の3種を

N=3ずつ用意した．画像サイズは140 mm（CD方向）

×40 mm（MD方向）である． 

また，サンプル(a)～(c)は測定前に用紙を連続用

紙から切り出した後，常温常湿環境下（25℃，

50%RH）で調湿した．用紙には張力を加えずに平

坦なステージ上に静置した状態で変位を測定した． 

 

 

Fig. 6 Experimental setup to measure the cockling height 
on papers. 

4-1-2 検証結果 

コックリング測定結果の一例をFig. 7に示す．Fig. 7 

(a)は従来システムVC60000，Fig. 7 (b)は新規システ

ムVC70000，Fig. 7 (c)は未処理紙に対する結果であ

る．VC60000による印刷サンプルにはPeak-to-peak

値が0.06 mm，周期が15 mm程度の特長的なコック

リングが認められる．一方，VC70000による印刷サ

ンプルはPeak-to-peak値が0.02 mm程度であり，

VC60000の30%程度にコックリング高さが抑制され

ていることがわかる．これは未処理の用紙と同程度

に改善されていることを示す結果である．また，

Fig. 8 (b)に示すVC70000による印刷サンプルのよう

に，コックリングに起因する用紙表面に視認される

光沢のムラも改善されていることが確認できる． 

 

 

 

Fig. 7 Measurement results of the cockling height with 
(a) VC60000, (b) VC70000, and (c) non-processed 
paper. 

 

Fig. 8 Image of printed samples with (a) VC60000 and 
(b) VC70000. 

Paper Printed area

Flat stage

Machine Direction

Laser displacement sensor
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4-2 高画質化 

4-2-1 検証方法 

VC70000による高画質化の効果を検証するため，

前節と同様のサンプル作成条件によるVC60000と

VC70000の印刷画像サンプルの色域（Color gamut）

を測定した． 

測定方法として，複数種の濃度パッチからなる画

像サンプルを各システムで乾燥可能な最大の濃度ま

で印刷し，自動測色計（i1 iSis，X-Rite）を用いて

各パッチのL*a*b*値を計測することにより色域を

測定した． 

4-2-2 検証結果 

a*b*平面における色域の測定結果をFig. 9に示す．

また，比較対象として，コート紙へのオフセット印

刷の標準的な色再現を想定した ISO15339-CRPC6 

(GRACoL2013) 8,9) の色域を示す． Fig. 9 より，

VC70000（実線）はVC60000（破線）より色域が拡

大し，ISO15339-CRPC6（点線）と同等の色再現範

囲を得られていることが確認できる．これは乾燥性

の向上によってインク付着量を増やせたことで高濃

度の画像を出力することが可能になったためである． 

 

 

Fig. 9 Measurement results of color gamut with the new 
and conventional systems compared with 
ISO15339-CRPC6. 

4-3 高生産化 

4-3-1 検証方法 

次に乾燥性が向上した効果を検証するため，乾燥

装置内の乾燥過程におけるインク温度の昇温挙動と

残留溶媒量の減少挙動を従来機のインクを用いてシ

ミュレートした．支配方程式として，既報10)と同様

にインク塗膜および用紙の膜厚方向1次元に関する

物質収支式と熱エネルギー収支式を用い，MD方向

に沿って非定常計算を行った． 

計算条件として，印刷条件は前節と同様にOKトッ

プコート+127.9 gsmを用い，インク塗布量10 g/m2，

印刷速度50 m/minとした．主な乾燥条件として，

VC60000は大径加熱ローラ温度100℃，エアドライ

ヤの風速 20 m/s ，風温 100 ℃とした．一方，

VC70000は大径加熱ローラ120℃，小径加熱ローラ

温度140℃，エアドライヤの風速20 m/s，風温25℃

とした．また，オフセットコート紙は浸透性が低い

ことから，本稿では浸透を無視した． 

4-3-2 検証結果 

インク温度（実線）と残留溶媒量（破線）の計算

結果をFig. 10に示す．Fig. 10 (a)はVC60000による結

果，Fig. 10 (b)はVC70000による結果を示し，図中

のA～Cの記号はFig. 2およびFig. 4に記載した各乾燥

区間（Section A～C）に対応している．縦軸に示す

値は水分と有機溶剤からなる溶媒重量の合計を初期

溶媒重量で除した値とし，wt%で示した． 

Fig. 10 (a)より，VC60000ではSection Aの領域で溶

媒が乾燥しきれずに30 wt%程度残留してしまうこ

とがわかる．これは大径加熱ローラによる乾燥区間

の通過に要する時間が約2秒と短く，インク中に含

まれる比較的高沸点の溶媒の蒸発に必要な乾燥熱量

が不十分のためと理解できる． 

一方，Fig. 10 (b)より，VC70000では加熱エリア

としてSection A，Section B，Section Cを設けたこと

により，乾燥時間を従来システムに比べて約4倍に

延長した．これによって，インクの乾燥熱量を確保

-100

-50

0
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100

-100 -50 0 50 100

b*

a*

VC60000
VC70000
ISO15339-CRPC6
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することで，溶媒残留量が約2 wt%以下となり外部

乾燥装置を不要とできた． 

 

 
 

 
 

Fig. 10 Simulation results of ink surface temperature and 
remaining solvent at drying process with (a) 
conventional dryer unit and (b) new dryer unit. 

さらに，VC70000ではオフセットコート紙に対す

る濡れ性を高めた新開発インクを採用している．濡

れ性の向上効果を検証するためにドット径の測定を

行った．サンプル作成条件として，吐出液滴量を

振ってドットを印字し，デジタルマイクロスコープ

（VHX-5000，Keyence）を用いて倍率500倍で画像

を撮像・解析することにより，吐出液滴量に対する

ドット径を計測した． 

測定結果をFig. 11に示す．例えば従来システム

VC60000（点線）で液滴量が15 plの場合にドット径

は60 μmであるのに対して，新開発インクを用い

た新規システムVC70000（実線）では85 μmであ

り，コート紙上でドット径が濡れ広がりやすい結果

を得た．この結果は，より少量の液滴量で紙面を埋

めることができ，画像形成に要するインク塗布量を

減少できることを意味する．すなわち，乾燥時間

（乾燥熱量）を少なくすることが可能となるため，

システムとしての生産性をさらに向上することがで

きる． 

 
Fig. 11 Measurement results of dot diameter on paper vs. 

droplet volume with VC60000 and VC70000. 

4-4 省スペース化 

VC60000およびVC70000は第一エンジンと第二エ

ンジンを直線的に配置するレイアウト（I型配置）

や，第一エンジンと第二エンジンをターンバー部か

ら直角に曲げて配置するレイアウト（L型配置）が

可能だが，本稿では直線的に配置するI型配置を用

いてシステム全長を比較した結果をFig. 12に示す．

新規システムであるVC70000は，Fig. 12の赤枠部に

示す従来システムのアンダーコートユニット，印刷

装置に内蔵されていたプロテクターコートユニット，

外部乾燥装置を不要とすることにより，システム全

長を21.8 mから16.3 mに削減できた． 
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Fig. 12 Machine size of VC60000 vs. VC70000. 

4-5 省エネ化 

VC60000（アンダーコートユニットおよび外部乾

燥装置を含む）とVC70000の乾燥装置に関する消費

電力を比較した結果をFig. 13に示す．VC70000は加

熱ローラ構成，エアドライヤの風温等の熱気流系の

最適設計によってシステム全体の消費電力の効率化

を図った結果，高生産性と色域を向上しながらも従

来システムと同等の消費電力に抑制できた． 

 

 
Fig. 13 Power consumption of dryers of VC60000 and 

VC70000. 

5. おわりに 

リコーは，従来では抑制が困難であったコックリ

ングを防止可能な乾燥技術を開発した．この技術と

新規インクを搭載した高速連続用紙インクジェット

プリンティングシステム「RICOH Pro VC70000」に

よって，商用印刷市場において要求される薄紙対応，

高画質，高生産性，省スペース，省エネを両立した． 

これまでオフセット印刷が大半を占めていた，カ

タログや雑誌をはじめとした高品位印刷の領域へ積

極参入し，印刷業のお客様要望へ今後も応えていく． 

さらに，この連帳インクジェットシステム技術や

高速乾燥技術は，金属材料や電池材料などの機能性

材料の印刷システムへの応用展開が期待されている．

工業製品の生産プロセス革新の一翼を担う技術とし

て，今後も本技術を発展させていきたい． 
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