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1.機器の概要

1.1 開発の背景と実用化の経過

カラー機はモノクロ機に対 し、画像密

め、定着温度を高 く、電力を大きくする1

定着ロールが定着 nl能 な温度まで 立ち

(Warm Up時 間)が非常に長くなる問題と

スキャナー・プリンタ・
「 AXの機能を有するため、  |

複合機の節電待機時の電力が増大するという二つ  |
の問題があった。

課題は、Warm Up l時 間を短 くし、低電カモー ドお

よび Sleepモ ー ドの電力を削減することとした。本

製品の開発において、Warm Up時 間短縮とカラー高

生産性を両j立 できる当ネL独 自の新たな定着技術と、 写真 l DocuCentreColor

その技術を口∫能にした低融点
*EAト ナーの開発、そ     400CP外 観

して節電待機時 (低電カモー ド時/Sleepモ ー ド時)における一層の省エネルギ

ー化を実現できる新たなコントローラ市1御「1路、および電源装置ならびに電源シ

ステムが開発できたことにより、量産機への導人が口l能 となった。

*EAト ナー :Emtllsion Aggrcgationト ナー

:乳化擬集法 トナー

1.2 省エ ネルギ ー概 要

本製品は、汎用 100V15A電源で使用され、コピー・スキャナー・プリンタ・FAX

機能を併せ持つカラー複合機である。高速カラー化技術 (カ ラー/モ ノクロ
:

22/40ppm)を確立する一方で、高速定着技術を導入することにより、業界最短の

ウォームアップ時間 “45秒"*lを達成し、またカラー複合機でこのクラス最小の

Sleepモ ー ド電力 “8W"を 達成した。使用効率の向 上1と 節電待機時の電力を大幅

に削減したカラー複合機である。
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2.機器の技術的特徴および効果

2.1 機器の技術的特徴

① フリーベル トニップ定着方式 (定着ロール十二ップ圧力用エンドレスベルト

方式)

新技術の定着装置の構造は、(1)耐熱性ゴム層と離型層を被覆した定着ローラ

と、内側に圧カパツドを配置したエンドレスベルト、(2)エ ンドレスベルトを回

転方向に一定幅だけ定着ローラに巻付け、定着ローラとエンドレスベルト間に

用紙を通過させるニップ部、(3)圧 カパツドがエンドレスベルトを介して定着ロ

ーラに押「Iす るニップ∫I:力 は、ニツプ部の出日付近においてゴヱ、層の歪みを局

所的に大きくする構成とした。これにより

従来の定着方式の問題点を大幅に改善日」
^

能になった。

(a)定着ローラにエンドレスベルトを巻き

付けてニツプ部を形成するので、低い圧接

荷重で広いニツプ部を得ることができる。

このため、定着ローラの芯金の岡1性 は低 く

薄肉化できることから、低熱容量化が可能

となった。インスタントスター ト性が向 11

するとともに、ウォームアップH寺の消費電

力量を低減することが可能となつた。

(b)小 さい歪み量で高い景1離性能が口∫能なため、定着ローラ上のゴム層を薄肉

化でき、定着ローラの低熱容量化と熱伝導性の向上に寄り̂す ることから、待機

時消費電力の低減も図ることができる。さらには、熱応答が速くなるので、高

速化に支れさすることが可能となった。

O EAト ナーの開発

本製品の新規 EAト ナーは、従来の混練

粉砕法ではなく乳化擬集法により製造 さ

れている。これによりその トナーの1直径が

5.8μmと な り従来 トナーに比ベカラーで

13%、 黒で 32%小径にすることができた。

また低融点の特性を有し、従来 トナーより

定着温度を約 20℃低 くできたことで、省エ

ネルギー化に寄与̂で き、また第 2図 に示す

製造時 C02排 出量が 35%削減された。
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図 1 フリーベル トニップ

定着器断面図

卦 EA円‐力卦

図 2 トナー製法 とC02排 出量
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O 省エネコントローラの開発

システノ、コントローラは、Sleep時 においてプリント受信信号および F岨 ト

リガ信号を検知する電源管理 ASICを 設け、当該 ASICの み動作させ、その他 CPU

等の集積回路はNP(sleep状態)状態か、または C10ck停 止状態とし、プリン

ト/FAX信 号を検知できる状態で省電力化を図った。その結果、業界クラス最小

のスリープモー ド電力 “8W"が可能となった。

こ 待機時電源効率の改善

本製品開発においては、電源ユニットに電源制御 IPD(イ ンテリジェントパ

ワーデバイス)を採用することにより、(1)低 負荷時における電源スイッチング

周波数の低周波化 (f=100kHz)に よるスイッチング損失の低減、(2)起動抵抗の

切 り離しや C MOS化による制御部電力の低減化、(3)さ らに半導体スナバ採用に

よるスナバ損失の低減により、スリープモー ド時の電源効率を従来の 40%か ら

70%へ大幅改善を図った。

2.2 効果

表 1 従来機 DC1 250CPと 本機との省エネルギー性能の比較3 省エネルギー性

本 機 は 、 従 来 機

DC1250CPに 士ヒ̂ミ sleep

電力値 を 75%削 減 さ

せ、8Wと 低減 し、エネ

ル ギ ー 消 費 電 力 を

55%肖 J"改 し、 135Wh/h

に低減 した。またウォ

ーム ア ップ時 間 を従

来機種の 1/12の 45秒

に短縮 し、省エネルギ

ー性 と使 い勝手 を向

上 させた。
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Fuji Xerox

DocuCentre
Color400CP

Docu Color
1250CP

発売年・月 2001. 12 1999.06

フリン ト速 1更

カラー/モ ノクロ ppm[枚/分 |

22/40 12 5/50

ウォームアップ時間 [s] 45

エネルギー消費効率 [Wh/h] 135
3()7

複写機のみ

;ヱ票イ幸∠毛暮期撃‰ル衝 6.1/3.4 25/6.1

国際エネルギースター複合機基準
スリープモー ド電力 IWI

8

lEF‖なエネルキ ースター・ネ夏合機基菫
=低電カモー ド電力 「W]

民
υ

０
０

スタンバ イ電力 [W] 260

② 省エネルギー効果

当社従来カラー機種DC1250CPと 比較し、1台当り5年 間において、消費電力

量で約 2,000klVll、 C02排出量の換算で 760kgの C02が肖1減でき、従来機に比べ

60%が削減されることになった。
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2001年 12月 発売から2002年 9月 末

まで 30,925台 が出荷されたが、 5年

間使用した場合従来機種 DC1250CPに

比べ消費電力削減量は約 6,200万 klll,

CO,の排出量換算で 2万 3,500tの 削減

となる。

1年 あたりの COっ 削減量 4,700tは 、

森林面積 840ha(ヘ クタール)が 1年

間に吸収する二酸化炭素の量に相当

する。840haは 東京 ドーム 180個 の面

積に相当する。

2.3 経済性

機器の価格が従来機と比較 して、32%

の削減、また機器の電力使用料金は約

60%の 削減、金額では 51,000円 (5年

間使用)の 削減となる。

3.用 途

本機は、 ^般オフイスに使用するカラ a100

30,925台 が出荷 されています。
図

消費電力量  CO,排出量

図 3 従来機 と本機 との消費電力量 と

C02排 出量削減効果 (5年間/台 )

DC1250CP  DCC400CP

図 4 従来機 と本機 との価格 に比較

5 従来機 と本機との使用電力料金

(5年 間)

DCC1250CP   DCC400CP
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