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感光体ドラム生産におけるコンパクトラインの開発 
Development of“Compact Line”in Production of Organic Photoconductor Drums 

江川 豪* 
Go EGAWA 

要   旨 

従来の大型生産設備での感光体生産プロセスでは，少量多品種化が加速していく環境において，

段取増加による稼動率低下や要員の増加，競合他社との生産物量の絶対量差（生産ロット差）に

よる大型生産設備でのコスト優位性低下から低コストのものづくりが出来ないことや，立上げ

リードタイムが長いという問題があった．この問題に対して，『小さく・安く・運べ・即稼動す

る・環境に優しい』をコンセプトに技術開発を着手し，洗剤レス洗浄技術，局所クリーン化技術

を展開した感光体1本取りのコンパクトラインを開発し，2004年より海外生産拠点にて量産を開

始した．獲得した独自技術は，国内外既存設備への水平展開を行い，空調省エネ等に効果をあげ

ている．その後，更に生産性向上を目的とした高効率乾燥技術，生産設備を解体せずに輸送を可

能としたモジュール化設計を展開した，同等スペース以下で生産性が4倍のフレキシブルコンパ

クトラインを開発し，量産化した． 

ABSTRACT 

Recently, there are more and more needs for low volume production of a wide variety of products in 

the field of Organic Photo Conductor (OPC) manufacturing. In such situation, our conventional OPC 

production process consists of large-scale lines had some problems like the following: more changeover 

time decreased equipment operation rate, manufacturing with large-scale lines came to be less 

competetive in price than competitors with more production volume, large equipment led to long-term 

installation. In order to solve these problems, “Compact Line” has been developped with the concept of 

“Compact, Inexpensive, Movable, Immediately-Installable, Eco-friendly”. In 2004, development of 

“detergent-free washing technology” and “spot clean zone technology” for our first one-piece-flow 

Compact Line had been completed, and started mass production in a overseas factory. These developped 

original technologies are also introduced to conventional large-scale lines worldwide and contribute much 

to energy savings of air conditioning equipment and so on. Furthermore, “efficient drying technology” and 

“moduled design” have been developped to increase productivity and enable tramsportation without 

disassembling. These are implemented into the latest “Flexible Compact Line”, which achieves quadruple 

productivity in less space. 
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 1．背景と目的 

1-1 背景 

1-1-1 製品バラエティーの増加 

複写機及びプリンター等で使用するサプライは，デ

ジタル化，カラー化，用途拡大に伴い，物量の増加と

ともに，製品バラエティが増加の傾向にある． 

ＯＰＣドラムは複写機及びプリンター製品の仕様に

あわせ，耐久性，プリント速度に対応して口径，長さ，

塗膜処方及び膜厚と種類も増加している．10年前と現

在の品種数と物量を比較すると，品種数は1.6倍に増え，

少量品種の物量の割合も50％から70％と少量多品種化

が大きく進んできた（Fig.1)．また，今後，小口径品種

を中心に物量増加も見込まれている． 

 

Fig.1 An increase in product variety． 

1-2 従来技術の課題 

1-2-1 大量生産設備の問題点と課題 

従来のＯＰＣドラム生産プロセスは大型生産設備で，

一度で大量に塗工する生産方式を行ってきた． 

しかしながら，少量多品種化が加速していく環境に

おいて，大量生産設備での感光体生産プロセスでは，

重厚長大な大型設備は設備投資コストが高く，及びク

リーン空調容積が広い事で空調電力量が大きい，品種

切替回数の増加により稼動率が低下する，製造要員が

多い，大口径用生産設備で小口径を生産するムダがあ

る，また競合他社との生産物量の絶対量差（生産ロッ

ト差）により大量生産設備でのコスト優位性が低下す

る，といった問題を抱えていた． 

また，過去に大量生産型設備を海外に導入した際に

は，設備が大型な為に日本での組付け，調整，試運転

を実施せず，海外拠点現地での直接立上げを行った．

この結果，品質安定までに1年も要するといった問題が

発生した． 

この為，ＯＰＣドラムの生産プロセスには物量変動，

及び，多品種化にタイムリーに対応できるものづくり

が課題となる． 

1-3 目的 

1-3-1 『小さく・安く・運べ・即稼動する・環境

に優しい』ＯＰＣドラム生産設備の開発 

大量生産品種は従来の大量生産設備を活用し安く作る

方式と，少量生産品種は小型な設備でムダを無くし少量

でも安く作る方式を，商品の生涯物量変化に応じてタイ

ムリーかつフレキシブルに大量生産設備と少量生産設備

を選定する事で，低コストで生産できると考えた． 

そして，『小さく・安く・運べ・即稼動する・環境

に優しい』ＯＰＣドラム生産設備を開発し，小量生産

設備にて，品種及び物量に合わせて生産品種，生産体

制をフレキシブルに変更することで品種切り替えのム

ダ低減，在庫の低減等を図り，低コストものづくりに

貢献できる事を目的とする． 

 

 2．技術 

2-1 ＯＰＣドラムコンパクトラインの概要説明 

ＯＰＣとは有機光半導体の略で，ＯＰＣドラムは複

写機・プリンター等の電子写真プロセスにおける重要

なキーパーツで（Fig.2），3層品はアルミニウム製の

導電性支持体（アルミ素管）の上に機能性塗膜を3層塗

工した物である．（Fig.3） 

ＯＰＣドラムの生産フローは，投入したアルミ素管

を洗浄後にＵＬ層，ＣＧＬ層，ＣＴＬ層と3層塗工をお

こない，外観検査，フランジ組付け等の仕上げ工程へ

と流れ製品化される．各塗工工程では，塗工後に乾燥，

冷却を行う事で塗膜を形成する． 
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Fig.2 Positioning of ＯＰＣ drum． 

 

Fig.3 Layer constitution of ＯＰＣ drum． 

ＯＰＣドラムコンパクトラインは，アルミ素管洗浄

から3層塗工を行う生産設備であり，ＯＰＣドラムを低

コストで生産する為に，『小さく・安く・運べ・即稼

動する・環境に優しい』をコンセプトに技術を開発し，

ラインを完成させた． 

主な開発した技術およびそのポイントとしては，以

下となる． 

①局所クリーン技術 

ＯＰＣドラム塗工工程は，従来は塗膜形成を行って

いる生産設備内のエリアのみならず，設備外の作業者

が作業を行う作業エリアまで含めた全体をクリーン空

調する事で品質確保を行っていた為，クリーン空調の

電力量が非常に多く，大型空調機の導入により設備コ

ストが高いという問題があった． 

これを，塗膜形成エリアのみの局所クリーン化とし

た事でクリーン空調エリアを削減し，空調機の小型化

により電力量削減，動燃費，設備投資の低コスト化を

達成した． 

②洗剤レス洗浄技術 

アルミ素管の脱脂洗浄に，従来は中性洗剤を用いて

いたが，劣化した中性洗剤を産業廃棄物として処理す

る事が必要であり，また脱脂洗浄後に素管上に付着し

た中性洗剤を落とす濯ぎ工程の負荷が大きい為に，濯

ぎ工程が長くなるという問題があった． 

これを，洗剤を使用しない無害な電解水での洗浄方

法を確立した事で，産業廃棄物レスや，工程の短縮及

び設備の小型化，低コスト化を達成した． 

③高効率乾燥技術 

塗膜の乾燥工程は，従来は熱風の流れる炉内に据え

置きし乾燥を行う熱風乾燥方式により塗膜内の溶剤揮

発及び塗膜の硬化を行っていた． 

熱風乾燥工程は，乾燥時間が長時間掛かるとともに，

工程スペースが広い，電力量が多いといった問題が

あった． 

これを，熱風乾燥方式に代わる新たな乾燥方式を開

発する事で，乾燥時間の大幅な短縮，電力量削減，動

燃費，設備投資の低コスト化，小型化を達成した． 

 

尚，この独自技術に関して多数の特許出願による権

利化をおこなっている． 

以下で技術の詳細を説明する． 

2-2 局所クリーン技術 

ＯＰＣドラムの塗膜表面及び塗膜内部に異物が付着

していると，出力画像に異物付着箇所が黒点となる等

の異常となり画像不良となる．この為，ＯＰＣドラム

生産工程ではクリーン環境で生産を行いＯＰＣ塗膜へ

の異物の付着を防止している． 

クリーン環境は，ＨＥＰＡフィルター等の高精度

フィルターを通過した空調エアーを給気し，排気する

事で，空間内を清浄な空気で置換し作る事ができる．

また，クリーン環境を作る為には室内の置換回数を30

～200回/ｈと多くする為に処理風量の多い大型空調機

が必要となり，電力量がＯＰＣ生産での使用量の6割を

占め，設備導入コストが全体の3割と高い． 

ＯＰＣドラムの塗工では，塗工液に有機溶剤を使用

している為，塗工設備内は塗工中の設備，塗工したＯ

ＰＣドラムより揮発した有機溶剤蒸気が充満する．こ

の有機溶剤蒸気から作業者の安全，健康を守り作業環

境を確保する為，塗工設備を可能な限り密閉構造とす

る事と，Fig.4の様に塗工設備内の室圧を設備外の作業
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エリアに対し，数Pa負圧となるように塗工設備内外の

給排気風量のバランス調整を実施し，有機溶剤蒸気が

作業エリアに漏れない様にしている． 

 

 

Fig.4 Existing current of air control． 

しかしながら，クリーンルームの 大の発塵源は人

と言われており，作業者が外部より入出する際に外部

より付着し持ち込む異物，衣服の繊維，毛髪，頭垢

等々がクリーンルーム内で発塵してしまう．この異物

は数Pa陰圧となる様に設定した塗工設備内に流れ込み

設備内の清浄度を悪化してしまう． 

この為，本来ＯＰＣドラム生産にクリーン環境が必

要なのは塗膜形成を行うエリア（塗膜形成エリア）の

みであるはずが作業エリアもクリーン環境にする必要

となり，それにともない大型空調機の導入，エアシャ

ワー，パスＢＯＸの設置および室内の気流をダウンフ

ローとする為のグレーティング構造の建屋仕様となり，

設備導入維持コストが非常に高くなるといった問題が

ある．また，作業者がクリーン着を着用する必要があ

る． 

ＯＰＣドラム生産工程におけるクリーン環境の要求

は，塗膜形成エリアをクリーンとし，作業エリアへの

有機溶剤蒸気漏れを防ぎ，作業エリアから塗工設備内

への異物の進入を防ぐ事が求められる．この要件を満

たす為に，塗工設備内と作業エリアの間の気流制御を

行った局所クリーンを開発した． 

本開発した気流制御は，作業エリアに対し塗膜形成

エリアを数Pa陽圧に保ったまま，有機溶剤蒸気が作業

エリアに漏れる事を防ぐ様に行ったもので，給気，排

気の位置，形状をＣＦＤ（流体解析シミュレーショ

ン）により 適化し，塗膜形成エリア内を層流ダウン

フローの気流とすることで，塗膜形成エリアに送気す

る空調機のみを清浄化できる置換回数とし，作業エリ

アに送気する空調機は温度管理できる程度まで置換回

数を減らした状態とした．結果，塗膜形成エリアの清

浄度および作業環境の確保を実現し，作業者は一般衣

の着用が可能となった． 

この効果として，クリーン空調設備コストが1/10，

電力量及び動燃費を1/22と大幅に削減する事ができた．

また，クリーンエリアを塗膜形成エリアのみとし，ス

ペースを狭く局所にした事と気流を 適化し層流ダウ

ンフローとした事で，空調立上げからクリーン清浄度

立上げに要する時間が1/4となり（Fig.5），設備保全等

により塗膜形成エリアの扉を開放しクリーン環境を破

壊した後も短時間で清浄度立上げが完了し，設備稼働

率を落とさずして生産開始する事ができた． 

 

 

Fig.5 Cleanliness degree change in booth． 

2-3 洗剤レス洗浄技術 

ＯＰＣドラムの塗工では塗工前のアルミ素管に異物，

油分，切削バリが付着していると塗工欠陥となる為，

これらを洗浄して除去することが必要となる． 

洗浄工程は，油分，異物を除去する脱脂工程，脱脂

工程で用いた洗浄液を純水にて洗い落とす濯ぎ工程，

水分を蒸発させる乾燥工程からなる． 

従来，脱脂工程には中性洗剤の化学的洗浄力と超音

波の物理的洗浄力の組合わせにて洗浄を行っていた． 

中性洗剤を用いた際，汚れを取り込んだ中性洗剤は

永久的に使用ができない為，劣化した中性洗剤は定期
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的に産業排気物として廃棄が必要となり，また脱脂洗

浄後にアルミ素管上に付着した中性洗剤を落とす濯ぎ

工程の負荷が大きい為に濯ぎ工程が長くなる，及び濯

ぎ水に中性洗剤が混じる為廃棄に排水処理設備が必要

となる，といった問題がある． 

この問題を解決する為に，無害で産業廃棄物レスが

可能かつ濯ぎ工程の短縮が見込める洗浄溶媒として，

アルカリ性の電解水に着目した． 

アルカリ洗浄は，洗浄力を上げるためにはｐＨ値を

上げ強アルカリにする必要がある． 

しかしながら，強アルカリでアルミ素管を洗浄する

と表面がエッチングされ，表面状態が変化し抵抗が変

化する為，ＯＰＣドラムの機能である電気的特性に影

響をおよぼす．よって弱アルカリでの洗浄となり，従

来の洗浄方式で洗浄溶媒を代えたのみでは，洗浄力が

低下してしまうといった課題があった． 

アルカリ水による化学的洗浄力を補う為に組合わせ

る物理的洗浄力として，ブラシ，超音波，ウォーター

ジェット，バブリング，バブルジェット，スポンジ，

等より，洗浄力，設備投資コスト，ランニングコスト，

設置スペースから総合的に判断し，ブラシ洗浄を選定

した． 

ブラシ洗浄の条件は品質工学にてブラシの形状，線

径及びブラシとアルミ素管との接触条件，アルカリ水

ｐＨ値，温度，供給方法を 適化し，短時間でアルカ

リ水の濯ぎが可能なバブリング濯ぎを開発した事で，

弱アルカリ水で洗浄機能とＯＰＣドラムの電気的特性

の両立を実現した． 

この効果として，濯ぎ工程を短縮する事で設置ス

ペース1/2，産業廃棄物レス，排水処理設備の削減をす

る事ができた． 

2-4 高効率乾燥技術 

ＯＰＣドラムの塗膜形成において，乾燥工程は塗工

された塗膜中の有機溶剤の蒸発と熱硬化性の樹脂を硬

化させる為に必要である．この乾燥は，塗膜中の残留

溶剤量や樹脂の硬化状態により，ＯＰＣドラムの電気

的特性が顕著に変化する為，品質確保が可能な条件設

定範囲が狭い． 

従来は，熱風の流れる炉内にＯＰＣドラムを据え置

きし，熱風による対流伝熱により塗膜を加熱し乾燥を

行う熱風乾燥方式を実施していた． 

空気は熱伝達率が低い為，短時間に塗膜を昇温させ

る事は不得意であり，短時間に昇温を行う為には，熱

風の温度を上げ温度勾配を大きくするか，もしくは風

速を上げる等で熱伝達率を上げる必要がある． 

しかしながら熱風乾燥は塗膜表面から熱が伝達する

為，温度勾配を大きくする，もしくは風速を上げ急速

に昇温を行うと，塗膜内部の有機溶剤の蒸発が進む前

に塗膜表面が先に乾燥し，いわゆる皮張り状態となっ

てしまう．この状態になると塗膜内部の有機溶剤蒸気

が表面を通過する事の妨げとなり，塗膜表面に突起状

の気泡欠陥が発生したり，塗膜中の残留溶剤量が上昇

し電気特性に影響を及ぼす事となり，プリントアウト

画像の異常原因となる． 

この為，従来の熱風乾燥は，時間をかけて昇温し，

昇温後も長時間放置していた．結果，乾燥工程に要す

る時間が長く，ＯＰＣドラム生産の洗浄から3層塗工を

完了する迄の生産時間（生産リードタイム）の1/3を要

し，使用電力量が多く，設備が大きかった．また，他

工程との生産タクトバランスをとる為に，熱風乾燥炉

内の在籍数を増やして対応したり，このことにより工

程間仕掛かり量が多く同期化1コ流し生産ができていな

い，といった問題があった． 

この問題を解決する為に，電気特性が現状と同等以

上であり，短時間で乾燥が可能で，省エネで小型な，

熱風乾燥方式に変わる新たな乾燥方式の開発を実施し

た． 

様々な乾燥手段より目標達成の可能性，安全性を評

価し，2つの手段に絞込み予備実験を実施した． 

結果，Fig.6の様にA案にて現状同等の電気特性と気

泡欠陥の抑制ができた．そして，昇温条件等の加熱条

件を品質工学で 適化する事で乾燥時間を1/10（Fig.7)

にする事ができた． 
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Fig.6 Electric characteristic． 

 

Fig.7 Quality of the drying． 

開発当初は，熱風乾燥方式は，一定温度の雰囲気に

ＯＰＣドラムを放置する方式の為，ＯＰＣドラム1本内

での温度差は小さいのに対し，新規乾燥手段は温度差

が1本内で数十度発生し乾燥ムラとなるといった課題が

発生したが，独自の温度制御均一化技術により熱風乾

燥同等の温度差に抑制した． 

この効果として，乾燥時間短縮により生産リードタ

イム1/2，電力量1/2，設置スペース1/3とする事ができ

た． 

 

 3．結論及び展開 

3-1 ＯＰＣドラムコンパクトライン開発の効果 

洗剤レス洗浄技術，局所クリーン化技術を展開した

感光体1本取りのコンパクトラインを開発し，2004年

より海外生産拠点にて量産を開始した，その後，更に

生産性向上を目的とした高効率乾燥技術，生産設備を

解体せずに輸送を可能としたモジュール化設計を展開

し，初期の1本取りのコンパクトラインと同等スペース

以下で生産性が4倍のフレキシブルコンパクトラインを

開発，量産化した． 

この開発により，従来の大量生産設備と比較し，長

さ1/6，設置スペース1/16と小型で，ＯＰＣドラム製造

コスト1/2，設備投資コスト1/5と安く，産業廃棄物レ

ス，ＣＯ２排出量1/8と環境に優しい生産設備を構築し

た．（Fig.8) 

また，生産スピードは大量生産設備の1/4であるが，

在庫量低減，少量多品種生産への対応として大量生産

設備で1日に2回品種切り替え生産を行ったと想定する

と，生産性は同等となった． 

 

 

Fig.8 OPC compact line． 

また，モジュール化設計は洗浄工程，ＵＬ塗工工程，

ＣＧＬ塗工工程，ＣＴＬ塗工工程の工程毎に移動，運

搬を解体レスで可能な設計とした．これは，各モ

ジュール毎に1台の車輪の付いたベース上に設備，局所

クリーンブース，制御盤を一体化したモジュール構造

となり制御は独立化した．またモジュールが解体せず

にコンテナに入る大きさの為，海外生産拠点での立上

げの際もモジュール内を解体レスで輸出を行う事がで

きた． 

結果，海外生産拠点での立上げに対し，国内で組付

け，調整，試運転，品質確認を実施後にモジュール単

位に分割して輸出を行い，現地ではモジュール間の設

置調整及び1次ユーティリティー（1次電源，圧縮空気，

空調，水 etc）の繋ぎ込みのみとし，従来の海外立上
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げに対し設備立上げリードタイムを1/15に短縮し，簡

単に運べ，即稼動する生産ラインを実現した． 

3-2 ＯＰＣドラムコンパクトライン技術の展開 

ＯＰＣドラムコンパクトラインで確立された洗剤レ

ス洗浄技術，局所クリーン技術は，リコー国内外のＯ

ＰＣドラム生産拠点へ水平展開され，電力量削減，Ｃ

Ｏ２排出量削減，産業廃棄物削減に大きな効果を上げ

ている． 

 

 4．今後の展開 

ＯＰＣドラムコンパクトラインの開発により，生産

ネック工程であった乾燥工程の生産能力を10倍等の大

きな成果を上げたが，大量生産型大型ラインと生産能

力を比較すると1/4と少量生産品対応の生産設備である． 

今後は，現在の生産ネック工程の塗工工程に対し生

産性向上を図り，ＯＰＣドラムコンパクトラインでの

生産対象領域を更に広げていく活動を進めていき，よ

りフレキシブルな生産を可能とすることで世界一のも

のづくりを目指していく． 

 

 


