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Printer 
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要  旨  _________________________________________________  

製品カタログやダイレクトメールのオンデマンド印刷を実現するカラープロダクションプ

リンターには，幅広い用紙において，オフセット印刷機と同等の高精細な画像，高精度な表

裏画像見当（レジストレーション）が求められている．本報は，用紙と画像の位置を高精度

に合わせるリコー独自のレジストレーション技術を紹介する．本技術は，紙姿勢を非接触で

検知するセンサーを配置し，紙の傾きであるスキューと，紙の位置ずれであるシフト量を検

出し，検知結果を基に，画像を紙に転写する直前に配置された搬送ローラが回動およびスラ

イド移動することで，紙姿勢誤差を補正する．補正動作では，フィードフォワード制御と

フィードバック制御を組み合わせることで，従来の用紙先端突き当てによるレジストレー

ション方式と比較し，より幅広い紙種に対し高精度で安定したレジストレーションを実現し

た． 

ABSTRACT  _________________________________________________  

In electrophotographic printers, image to sheet registration is one of the important requirements for 

ensuring print quality close to offset printing. This paper describes the mechatronics design of a sheet 

registration device using a steerable and sliding roller and the control system of such a device. The 

device is placed upstream from the image transfer station along the sheet feeding path and precisely 

controls the longitudinal, lateral, and skew directions of the sheet until it reaches the image transfer 

station. The lateral and skew position error of the sheet is determined by using two Contact Image 

Sensors (CIS) to detect the side edge. The steerable and sliding roller is rotated and shifted to correct 

the sheet position error. This paper proposes a new Feed Forward (FF) and Feed Back (FB) sequential 

control method for reducing the variations in sheet position caused by transfer errors from feed rollers. 

Experimental results verified that the steerable and sliding roller using the proposed control method is 

able to fulfill the performance requirements for practical application. 
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1. はじめに 

製品をプロモーションするための販促カタログや

ダイレクトメール（DM）などの多くは，オフセッ

ト印刷機で生産されている．これらの印刷物はエン

ドユーザに向けての商品となるため基本の画像品質

（濃度安定，高精細）のほか，紙に対する画像位置

精度も要求される．画像位置精度が低いと1枚毎に

画像位置がばらつくため，カタログ冊子の見開き

ページの左右画像がずれてしまう．また，DMを複

数，面付けした印刷物の場合，余白裁断時に画像端

部が切り落とされてしまう．オフセット印刷機は，

専任者が版胴と搬送される紙の位置をあらかじめ機

械で調整して画像位置精度を確保している．一方，

弊社の印刷業界向けの電子写真方式やインクジェッ

ト方式のプロダクションプリンタ1)では，カタログ，

DM，1枚1枚に異なる画像が出力でき，エンドユー

ザ毎に最適なプロモーションが展開できるが，1枚

毎にばらつく画像位置を高精度に自動調整する必要

がある．1枚毎に画像位置がばらつくのは，給紙ト

レイにセットされた紙の位置ばらつきや給紙搬送や

両面印刷で再給紙する搬送中に紙姿勢が変化するた

めで，搬送直交方向にずれる（シフト）や回転方向

に傾く（スキュー）がある．用紙と画像との位置を

合わせるには，紙または画像を他方に合わせて移動

調整させる必要があるが，電子写真方式では，用紙

送りに先立って画像形成が開始されるため，形成さ

れた画像位置へ紙を正確に移動させる技術が必要で

ある． 

従来，弊社のプロダクションプリンタでは，1枚

毎にばらつく紙の先端面を矯正部品に突き当てて矯

正し，画像に位置を合わせるメカニカルレジスト機

構を搭載してきた2)．しかし，用紙の厚さで剛性が

変化し，コート紙や和紙では搬送ローラと紙の摩擦

変化で補正精度が低下する問題があり，更なる高精

度化が求められている． 

そこで，業界初となる回動およびスライド可能な

搬送ローラを用いた紙姿勢の制御技術を開発した．

1枚ずつ高速で搬送される紙のシフトとスキューを，

搬送中に検知し，紙姿勢に基づき，あらかじめ搬送

ローラを回動，スライドさせておき，フィードフォ

ワード（FF）で補正する制御と，補正動作時に生

じる姿勢変動を低減することを目的に，搬送ローラ

が紙を挟持，搬送中に検知した紙姿勢に基づき，

フィードバック（FB）で補正する制御を組み合わ

せた制御系設計を行い，実験によりその有効性を確

認した． 

 

2. 搬送紙の姿勢補正機構 

2-1 姿勢補正方式の比較 

電子写真方式の画像形成部への紙搬送の模式図を

Fig. 1に示す．イエロー，シアン，マゼンダ，ブ

ラック，各色感光体ドラムで画像形成され，転写ベ

ルト上に順次重ね合わされたカラー画像は，レジス

トローラから搬送された紙に2次転部で転写され，

その後，定着される．プロダクションプリンタの給

紙装置では，紙同士が強力に吸着しているコート紙

でも，紙収納部の紙束から1枚ずつを分離搬送する

ためにエア給紙方式が多く採用されている．このエ

ア分離する際に姿勢がばらつき，搬送経路において

も姿勢が変動してしまう．おおよそ±5 mmのシフ

ト，±1.5°のスキューの範囲で1枚毎にばらつく紙

姿勢を±0.1 mmのシフト，±0.03°のスキュー以下

にレジストローラで補正する必要がある． 

この補正機構としては，従来から，Fig. 2に示す

紙端部の突き当てによる補正方式がある．搬送中の

紙側面部をガイド部品に当接させてスキューを補正

する方式（Fig. 2 (a)）や，搬送経路上に開閉可能な

ゲート部品を設け，紙先端面を突き当ててスキュー

を補正し，搬送ローラを搬送直交方向にスライドし

て補正する方式（Fig. 2 (b)）がある．これらの方式

は紙端面が部品に接触する際の当接力が，紙種（紙

剛性や表面性）で大きく変化し，ユーザーが使用す

る様々な紙種で要求される補正精度を達成するのは

困難であることが多い． 
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そこで，紙姿勢を搬送ローラで制御する方式が提

案されている．1つは，Fig. 3 (a)のローラ速度差に

よる補正がある3-5)．そのほか，Fig. 3 (b)のボールコ

ロや搬送コロの搬送方向を可変する方式が提案され

ている6)．これらの方式は，紙の2点において，速

度や方向が異なる搬送力を与え，紙姿勢を補正する．

紙剛性が低い薄紙では，しわが発生しやすく，紙剛

性が高い厚紙では，2点の搬送力が干渉し，補正精

度に影響するという課題がある． 

 

 

Fig. 1 Sheet feeding pass for a typical electro- 
photographic printer. 

 

 

Fig. 2 Mechanical methods for sheet registration. 

 

 

Fig. 3 Sheet feeding roller control methods for sheet 
registration. 

2-2 搬送ローラの回動およびスライド機構 

そこで，本研究では紙種によらず安定した補正精

度が見込まれるFig. 3 (c)の方式を採用した7)． 

この方式は搬送ローラ自体を図中矢印方向の2自

由度に移動して補正するものである．補正動作時の

紙の移動を妨げる図示していない他の搬送ローラは

紙とのニップを解除する機構を有し，ニップ解除後

も搬送ローラのゴム材と紙が接触しないように搬送

経路を構成する． 

Fig. 4にプリンタ紙搬送への本補正方式の適用形

態を示す．紙搬送経路上に紙端部を検知するセンサ

（CIS）を3ヶ所に配置し，フィードローラで給紙

搬送される紙姿勢を上流側2個のCISで検出する．

その後，回動，スライド可能なステアリングローラ

にて紙姿勢を補正するが，下流側2個のCISで紙姿

勢を確認しながら補正を続け，画像が紙に転写され

る転写ローラへ紙先端が到達する前までに，補正動

作が完了する．Fig. 5にステアリングローラの駆動

機構を示す側面図(a)と上面図(b)を示す．シフトと

スキューを補正するため，搬送モータに加え，それ

ぞれを補正するためのステアリングモータとスライ

ディングモータを設置している．それぞれのモータ

はタイミングベルトを含む減速機構で偏心カムを回

転させる．ステアリングローラを保持したユニット

筐体は，ステアリングシャフトを回転中心にステア

リングカムの回転によって，図中矢印方向に回動す

る．また，ステアリングシャフトは，スライドカム

の回転によって，シフト方向にスライドする機構と

なっており，ステアリングローラのユニット筐体が

本体筐体に対しステアリングシャフトを軸に回動と

スライドの2自由度に移動できる． 
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Fig. 4 Schematic diagram of the proposed sheet 
registration device. 

 

 
Fig. 5 Steerable and sliding roller unit and driving 

mechanism. 

3. 搬送紙の姿勢センシング 

3-1 高精度なラインセンサの選定 

紙姿勢の計測方式は，CCDカメラ撮像やレー

ザー走査などの方式が複数あるが，プリンタ装置の

紙搬送経路に搭載するための省スペース，搬送中の

紙姿勢を検出するために複数箇所にセンサ設置可能

な低コストが要求される．そこで，スキャナ装置向

けに量産されている密着イメージセンサ（Contact 

Image Sensor (CIS)）を適用した．Fig. 6にCISの構成

とその評価装置の概略図を示す．Fig. 6 (a)に示すよ

うにCISは計測面に紙を密着させて，紙から反射す

るLED光源からの光をレンズアレイを通してイメー

ジセンサで読取る．CISの光学系は，紙が計測面に

接触した状態を前提に設計されている．高速搬送中

でばたつく紙の端部を高精度かつ高応答に検出する

ため，以下の検討を行った8)． 

・ 紙姿勢の検出精度で優位な量産CISの選定 

・ 紙端部を高精度に判定するためのアルゴリズム

の設計指針探索 

まず，量産されているCISの中から，色紙や厚紙

など様々な紙種で紙搬送時のばたつきが生じても安

定して紙姿勢が検知できるタイプを選定する．仕様

が異なる複数の量産CISに対して，紙搬送時の主要

な誤差因子についてロバスト評価を行い比較する．

Fig. 6 (b)に示すように，検出対象の紙片を固定した

台ごと自動リニアステージに載せて，CISの画素配

列方向に移動と停止を繰り返し，停止させた位置

（設定位置）でのCIS計測結果と設定位置の差を計

測誤差として評価した． 

CISを紙端部検出用センサとして使用するにあ

たっての主要な誤差因子とその水準は，紙種：N

（6水準），CIS-紙間GAP：O（3水準），紙姿勢とし

て各軸（X, Y, Z）方向の傾き：P（3水準），Q（3

水準），R（3水準）とした．解析の便宜上，空因子

1，2を設定し，直交表L18に各誤差因子を割り付け

て，紙姿勢の検出ばらつきの評価実験を行った．実

験結果を要因効果図で示す（Fig. 7，Fig. 8）．3種の
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CISのうち，CIS_type1の誤差分散の値が約10倍大き

く，図を2つに分けた．3種のCISの中ではCIS_type3

の誤差分散が最も小さいことが把握できた．この結

果からCIS_type1は搬送中の紙端検知には不向きで，

type3を採用することが望ましいことが分かった．

また，CISの仕様によらず，CIS-紙間GAPが最も影

響の大きい誤差因子であることも把握できた． 

 

 

Fig. 6 CIS experimental setup. 

 
Fig. 7 Graphs of Factorial Effects (CIS_type1). 

 
Fig. 8 Graphs of Factorial Effects (CIS_type2, 3). 

3-2 紙端部の判定アルゴリズム 

紙端部位置を算出するアルゴリズムは，イメージ

センサの感度補正やフィルタ処理，エッジ判定など

の機能の組み合わせとなる．品質工学の手法を活用

してアルゴリズムを最適化する知見を得る．アルゴ

リズムの機能をA，B，C，D，Eと5つに分け，各処

理内容の違いを水準として直交表L16に割り付けた．

なお，各機能の演算がお互いに影響し合っているか

を確認するため，交互作用列も表に割り付けた．こ

の結果をFig. 9に示す．CISと紙間GAP，つまり紙の

ばたつきに対して優位な各機能の最適な水準と，交

互作用が大きい機能の組み合わせの有無を把握でき

た．この結果から，感度補正の水準A2やエッジ判

定方法C1などを採用する，紙のばたつきに影響を

受けにくいアルゴリズムの設計指針が得られた．そ

の後，選定したアルゴリズムの組み合わせを用いて，

CISデータから紙端部を算出した際の計測誤差を別

途評価し，所望の精度が得られる見込みができた． 

 

 

Fig. 9 Graphs of Factorial Effects (algorithm). 
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4. 搬送紙の姿勢補正制御 

4-1 補正シーケンス 

本研究で開発した紙搬送中に姿勢を補正する一連

の動作をFig. 10にて説明する．まず，フィードロー

ラで搬送されている紙の端部を2ヶ所のCIS1，2で

検出して紙姿勢（シフト，スキュー）を導出する 

(a)．次に，紙姿勢に基づいて，ステアリングロー

ラを回動，シフト移動させて，紙先端面とステアリ

ングローラ軸が平行となるようにして紙を受け入れ

る (b)．ステアリングローラが紙をニップした後，

搬送しながら，ステアリングローラの回動角度，ス

ライド位置を基準位置に戻す (c)．この動作よって

紙姿勢は補正される．しかし，ステアリングローラ

ユニットの部品精度による補正誤差や，ローラが紙

をニップした際に紙姿勢が変動，補正動作中の紙の

追従変動などの補正誤差が生じる．そこで，補正誤

差を抑制するために，再度，紙姿勢を2ヶ所のCIS2，

3で検出しながらステアリングローラの位置を微修

正するフィードバック制御を行う (d)．このフィー

ドバック制御は，下流の転写ローラに紙先端がニッ

プする直前まで実行される．これによって，紙姿勢

は高精度に補正されて転写ローラに進入していく． 

 

 

Fig. 10 Sheet position control sequences. 
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4-2 フィードフォワード制御 

フィードフォワード制御となる姿勢の補正シーケ

ンス（Fig. 10 (a) (b) (c)）について詳細に説明する．

本機構は，紙姿勢のシフト，スキュー誤差を同時に

ステアリングローラで補正する．Fig. 11にステアリ

ングローラがスキュー補正のために回動した時の紙

の移動を示す．回動中心から離れた紙の側面位置は

シフト方向にも移動する．そのため，CIS1，2で検

知したシフト，スキュー誤差をそのままステアリン

グローラの回動動作量とシフト動作量とすると補正

誤差が生じる．Fig. 12にCIS1，2による紙姿勢検知

の模式図を示す．CIS2の下流側に設置された紙検

知センサで紙先端の通過を検知する．この紙先端検

知点と，同時にCIS1，2で紙の側面2ヶ所の位置を

計測することで紙の3点位置が決まり，紙姿勢が判

定できる． 

Fig. 12の点線と実線が示すように，検知された紙

姿勢は保持されたまま搬送移動することを前提に，

CIS1，2の紙姿勢の検知データから迎え動作時の回

動，シフト動作量の算出理論式を導出する．まず，

以下に各パラメータの定義を示す． 

a：CIS設置位置（原点）から回動中心までの距離 

b：CIS1，2間距離 

c：紙側面検知点と紙先端検知点の距離 

紙側面検知点は，CIS1，2の中央位置とする． 

𝐿 , 𝐿 ：各CISの紙の側面位置の検知データ 

𝐿′：CIS設置位置からの紙側面の目標ラインまで

の距離 

 

Fig. 11 Displacement of side detection point by steering. 

 

Fig. 12 Side and Front-end detection point in registration 
device geometry. 

Fm：ステアリングローラが紙先端をニップして

から補正動作開始までの紙の搬送距離 

(x,y)：ステアリングローラ回動中心を基準として

紙側面検知点の位置座標 

 

まず，Fig. 12点線枠の紙姿勢を検知すると，CIS

検知データより紙側面検知点でのCIS原点基準のシ

フト量，スキュー量は以下となる． 

𝐿 0.5 𝐿 𝐿    (1) 

  

次に，Fig. 12実線枠に示すように，補正開始時の

紙側面検知点の位置(x1,y1)は以下となる． 

𝑥 𝑎 𝐿    (3) 

𝑦 𝑐 𝐹     (4) 

Fig. 11で示した回動動作により，紙側面検知点の

位置が(x2,y2)へ移動することを考慮すると，紙側面

の位置が目標ラインに移動するための回動量𝑅 と

とシフト量𝑋 は以下となる． 

𝑅 1 ∙ 𝜃 ≅ 1 ∙ 𝑡𝑎𝑛 𝜃  (5) 

𝑋 𝑎 𝐿' 𝑥 𝑐𝑜𝑠𝜃 𝑦 𝑠𝑖𝑛𝜃  (6) 

上記理論式に従いフィードフォワード制御となる

姿勢の補正シーケンスを実行することで紙姿勢は目

標姿勢へ移動する． 

tan 𝜃
𝐿1 𝐿2

𝑏
 (2) 
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4-3 フィードバック制御 

紙姿勢のフィードバック制御系のブロック図を

Fig. 13に示す．Ref_ffは，式 (5)， (6)に基づく，

フィードフォワード制御の目標値である．Cufは，

フィードフォワード制御器でステアリングユニット

の振動を励起しないよう最適なS字起動を行うフィ

ルタ処理である．Puはステアリングユニットの駆

動機構で，入力がモータ指令値，出力がFig. 5に示

したエンコーダ出力値である．Ppはステアリング

ローラに対する紙姿勢で，CISによって検出された

紙姿勢が出力となる．ステアリングユニットの制御

は速度制御器Cuvと位置制御器Cupで構成され，紙

姿勢の制御は位置制御器Cppで構成されている． 

 

 

Fig. 13 Control system block diagram. 

5. 制御効果検証 

Fig. 14，15に紙姿勢誤差がスキュー量0.025 rad（≑

1.4°），シフト量-1 mmの紙に対して補正動作を実行

した場合のスキュー，シフトの補正推移の一例を示

す．Fig. 10 (a)のCIS1，2で紙姿勢が検出された時刻

を0とした．この時に検知したスキュー状態のまま，

紙はステアリングローラへ搬送され，ステアリング

ローラはFig. 10 (b)の動作を行う．紙がステアリン

グローラにニップした後，Fig. 10 (c)のフィード

フォワード制御が実行された紙のスキューは大幅に

低減される．また，シフトは時刻0では-1 mmであ

るが，スキューした状態で搬送されるためマイナス

側に増加するように検知される．ステアリングによ

るシフト変動を考慮してFig. 10 (b)のシフト動作量

は少ないが，Fig. 10 (c)のフィードフォワード制御

が実行された紙のシフトは大幅に低減していること

から，先の理論式が成立していることが分かる．し

かし，ステアリングローラにニップする際の紙姿勢

の変動や，厚手のコート紙，700 mm長の紙種でス

テアリングローラ動作に紙が追従できず補正後の姿

勢誤差は大きくばらつくため，Fig. 10 (d)のフィー

ドバック制御が実行される．ここでは，CIS2，3で

紙姿勢が検知される． 

 

 

Fig. 14 Measured sheet skew (angular position). 

 

Fig. 15 Measured sheet shift (lateral position). 

このフィードバック制御により，紙のスキューの

誤差は更に抑制され，制御目標範囲で安定して，転
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写ローラへ搬送されている．このような補正動作は

シフト方向でも同様に確認することができた．また，

様々な紙種においても制御効果を確認することがで

きた． 

 

6. 結論 

本開発では，プリンタの紙搬送機構において，1

枚毎にばらつく紙姿勢（シフト，スキュー）を搬送

中に高精度に補正制御する技術を開発した．紙を

ニップ搬送するローラユニットを回動，スライドさ

せる2自由度の駆動機構を開発し，搬送中の紙の端

部を非接触で高精度，高速に検出するCISを用いた

検出アルゴリズムを開発した．また，補正制御手法

として，事前に検知した紙姿勢に基づき高速にロー

ラユニットを駆動し紙姿勢補正するフィードフォ

ワード制御と，補正誤差を抑制し更に高精度化する

フィードバック制御を適用し，その有効性を確認し

た．これにより，オンデマンドカラー印刷で要求さ

れているコート紙，長尺紙など幅広い紙種において，

従来困難であった高精度なレジストレーションを小

型機で実現することができ，製品カタログや製品

パッケージ，ダイレクトメールなどの提供に大きく

貢献できる． 
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