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ベルト，ドラム高精度表面位置計測技術開発
Precision Measuring Technology of Surface Position for Belt and Drum Elements
工藤　宏一＊ 前田　英男＊ 山田　泰史＊＊ 岩間　明彦＊＊＊

Koichi KUDO Hideo MAEDA Yasufumi YAMADA Akihiko IWAMA

要　　　旨

フルカラー複写機，プリンタの高画質化に必要な，感光体ドラムや転写ベルトの表面位
置を高精度に精密計測できる計測手段を開発した．高分子フィルム上に蒸着したアルミ薄
膜をレーザアブレーション加工（Laser Abrasion Asisted Paterning : LAAP）法を用いて
スリット加工することでフレキシブルなスケールを作製し，測定対象に接着する．このス
ケールを専用の光ヘッドによりインクリメンタルな位置信号を検出し，位置情報や速度情
報を解析する．カラー複写機PRETER650の中間転写ベルトユニットにおける表面位置計
測を行った結果，従来使われてきた駆動軸のエンコーダに比較して，実際に即した位置・
速度情報等を得ることが可能であり，その有用性を明らかにした．

ABSTRACT
For realizing a fine copy document with a color copier or printer, a precision

surface positioning system of belt and drum elements is developed using feedback
control system to measure the surface positions of.  A flexible scale consist of an
aluminum thin-film and a polymer film, which processed to a slit shape using
LAAP（Laser Abrasion Asisted Patterning）method, and adhered to the
measuring object. The incremental position signals are detected by an optical
head, which scanned the scale.  Those signals are analyzed to give the positions
and velocities using application software.  The proposed system is evaluated by
measuring surface positions of OPC drums and intermediate image transfer belts
of Copier PRETER650 and is verified effectiveness of the system by comparing
the conventional method which detected the signals by a rotary encoder
equipped with a drive shaft.
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1．背景と目的

感光体および中間転写体の駆動制御はカラー画像の色
ずれ・バンディングに直接影響を及ぼすためにフルカラ
ー複写機，プリンターにおいては非常に重要な技術であ
る．これらの要素はドラムやベルトといった曲面や柔軟
な素材により構成されているために，従来はそれらの駆
動軸を観測する事による間接的な計測もしくは誤差の多
いレーザードップラー速度計を用いるなどの方法しか存
在せず，ドラムやベルトの表面を直接計測する手段の開
発が望まれていた．

そこで，筆者らは上記の要求に対応すべく，LAAP法
による金属薄膜を蒸着した高分子フィルムのスケール加
工1），検出距離変動に強い光ヘッドの開発などを行って
きた．本報ではこれらの技術について解説すると共に，
当技術を組み合わせて開発したドラム，ベルト表面速
度・位置計測システム開発および実機計測結果について
報告する．

2．技術の特徴

2-1 計測システム構成・動作
今回開発した，ドラム，ベルト表面速度・位置計測シ

ステムの概要図をFig.1に示す．本計測システムは図中
に示すようにドラムおよびベルトに接着された柔軟な素
材を基に作成されたスケールを光学的に検出する光ヘッ
ドにより読み取るエンコーダ的手法を採用した．このよ
うな計測手段の開発において曲面・柔軟な面に貼付けが
可能なフレキシブルなスケール，ドラム偏心およびベル
ト振動に対応できる長検出距離を有する光ヘッド，光ヘ
ッドの信号から移動速度・累積位置を高精度に演算する
信号処理システムの開発が課題となった．

2-2 LAAP法によるスケール作成
赤外・可視域のレーザ光をバルクの金属表面に照射し

た場合，光は金属の自由電子に吸収され，急速な緩和か
ら熱的励起過程が支配的となる．このとき溶融痕や，熱
的変形によりレーザ照射部周辺の加工品位は悪く，正確
な形状形成は困難であった．

そこで高品位の反射形状を形成する手段として，今回
新たにLAAP法を開発した．LAAP法は高分子金属界
面の高速な励起・飛散過程（レーザアブレーション）
を利用して上層金属の形状形成を行う手法であり，バル
ク金属の加工しきい照射強度以下のレーザ光1パルスに
より照射領域を一度に加工する事を特徴とする．Fig.2
に本加工装置の模式図を示す．レーザはKrFエキシマレ
ーザ（248nm，20ns）を用い，縮小光学系を用いること
でマスクパタンを金属表面上に結像し，スケール加工を
行っている．

Fig.3には加工部の光学顕微鏡写真ならびに周辺部の
走査電子顕微鏡写真を示す．本加工法により，このよう
に周辺部の歪みがミクロン以下である高精度なスケール
を作成した．

Fig.4に走査顕微鏡によるスケールピッチの計測結果
を示す．このように標準偏差で0.29ミクロンの加工精度
を達成し，従来の工法では困難であった高精度の柔軟性
に富んだスケールを作成した．

Fig.3 Slit pattern on a processed scale.

Fig.2 Configuration of LAAP processing system.

Fig.1 Schematic of surface measuring system.
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2-3 スケール検出用光ヘッドの開発
2-3-1 光ピックアップ方式比較と選定

ドラムや転写ベルトの表面に反射型のスケールが設け
られた場合に採用すべき光学系について方式比較をおこ
ない選定した．世の中のエンコーダの方式に一般的に使
われているのがスケールと同じピッチのスリットを固定
して光を入射させ，その反射光を見る固定スリット法で
ある．進行方向を判断するためのＡ相Ｂ相の別は固定ス
リットに位相差を持たせた構造として得る．この方式で
は固定スリットとスケールの距離をスリットピッチと同
程度に近接させる必要があり，ドラムの偏心やベルトの
上下動に対して分解能を高める事が出来ない．光の干渉
を用いた方式に，干渉縞を投影する方式と干渉式のエン
コーダがある．両者ともに分解能は十分であるが，逆に
分解能が高すぎ，組付が難しくなるおそれがある2）．

以上のように従来のエンコーダ方式においてはドラ
ム,ベルト上のスケールを検出する事は困難である．そ
こで，我々はスリット状のマスクの像をスケール上に投
射，反射させて検出を行う“マスク投影法”を考案し採
用する事とした．マスク投影法を用いた光ヘッドの構成
をFig.5に示す．この方式ではFig.5の様にスケールと光
ヘッドの配置は対物レンズによるマスクの像位置まで離
すことができ，スケールとの接触・破損の危険性は無い．
また，検知距離（スケールと光ヘッドの距離）は対物レン
ズによる結像倍率によって決めることができるため低倍
率の光学系を採用することで，検知距離範囲を広げるこ
とが可能である．

2-3-2 マスク投影光ヘッドの動作
マスク投影法は光源の光をスケールのスリットパター

ンを拡大したような形状を有するマスクを通過させ，そ
の像をスケール上に投影する．この時，スケールと同程
度の大きさのマスクを用いると光の回折が生じ通過後の
光はうまく結像させる事が出来ないため，回折の影響が
少ないような大きさのパターンを持つマスクを用いる．
マスクのパターンは進行方向を得る手段としてのA相，
B相の二つの位相差のついた信号を発生させるために，
マスクスリットの周期方向にスリットピッチの1/4ずれ
た２つの領域をもつスリットパターンを用いる．マスク
を通過した光をスケールピッチと等しい大きさになるよ
うに縮小光学系により調整，投射し，スケールからの反
射光の領域をA相とB相の２つの領域に分離し，それぞ
れ光検出器に導光する．以上の構成で，Fig.6に示すよ
うにスケールの移動に従って，位相が1/4周期異なる二
つの正弦波状の信号が得られた．A相B相信号のリサー
ジュ波形を観測すると円形に近い波形が観測され，電気
分割によりスケールピッチ以上の分解能を得られること
がわかる．

2-4 計測システムとソフトウェア
計測システムはデジタルストレージオシロスコープの

波形メモリー機能を用い，GPIB経由でパソコンに取り
込み，ソフト上で信号解析を行う構成とした（Fig.7）．
ソフトウェアによる信号解析では光ヘッドからの正弦波
信号のゼロクロス点を検出している．この際，エッジ補
間処理を行う事でオシロスコープのサンプリングレート
と比較して非常に高い分解能・精度を確保した．

Fig.6 Projection pattern on a processed scale and
output signals from an optical head.

Fig.5 Schematic of mask projection-type optical head.

Fig.4 Slit pitch distribution of processed scales.
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3．成果

3-1 実機の計測結果
PRETER650の中間転写ユニットを用いてベルトの表

面速度・位置計測を行った．Fig.8に表面位置変動の計
測結果を示す．比較のためにベルト駆動軸に取り付けた
ロータリーエンコーダによる出力を表面位置に換算した
データを同時に示してある．また，Fig.8下に本手法に
よる計測結果とロータリーエンコーダの出力との差分を
示す．

Fig.8上のように駆動軸と表面位置は同じような変動
を示しているが，偏心・変形による物と思われる位置変
動が60μｍ程度生じている事が観測された．

3-2 計測システムの性能
今回開発した計測システムの誤差要因としては信号波

形のサンプリング数，電気ノイズ，スケール加工ピッチ
誤差などが考えられる．Table 1にこれらの要因による
速度計測精度をシミュレーションにより求めた結果を示
す．表に示すように全体として計測誤差0.192％以下の
精度で計測可能である．

4．今後の展開

フレキシブルなスケールと，検出距離範囲の広い光ヘ
ッドを用いたドラム，ベルトといった曲面を有するもの
や検出距離変動が大きい被検知物の高精度な表面位置計
測手段を開発した．本方式は表面の絶対位置を計測する
事が出来るため，他の非接触位置計測法や間接的な計測
と比較し，非常に精度が高い計測法である．

本手法による表面位置計測はドラムやベルトに限ら
ず，スケールを接着できる物であれば，広く応用が可能
である．今後は更なる計測精度，分解能の向上および汎
用性の高い計測システムへの展開を行っていく．
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Table 1 Measuring accuracy of surface velocity.

Fig.8 Result which measured the surface position error
of the transfer belt. Upper part: Proposed system and
encoder system position error vs elapsed time. Bottom
part :Measuring error of encoder system.

Fig.7 Block diagram of signal processing.
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