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(57)【要約】
【課題】潜像担持体の周期的な表面移動速度変動を高精
度に抑制した後に何らかの要因で変動内容に変化が生じ
てもトナー消費なく変化後の表面移動速度変動を軽減す
る。
【解決手段】中間転写ベルトの表面に転写して形成した
複数の検知用パターンを検知して得たパターン検知デー
タからパターン間隔変動成分の振幅及び位相を求め、こ
れに基づいて感光体の表面移動速度変動を打ち消す回転
制御補正値１を生成する第１補正処理と、感光体の回転
に伴って周回移動する複数のスリットを検知して得た被
検知部検知データからスリット間隔変動成分の振幅及び
位相を求める処理を２度行い、先に行った処理に対する
後に行った処理の振幅及び位相の変化量を算出し、その
変化量を無くす回転制御補正値２を生成する第２補正処
理とを行い、回転制御補正値１、２を補正前の目標値に
重畳させる。
【選択図】図１４
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　回転する潜像担持体の表面上に潜像を書き込んだ後、該潜像にトナーを付着させて得た
トナー像を表面移動部材の表面上に担持された記録材に転写するか、又は該トナー像を表
面移動部材の表面へ転写した後に該表面移動部材上のトナー像を記録材に転写するかして
、記録材に画像を形成する画像形成装置において、
　上記潜像担持体の回転が目標値と一致するように該潜像担持体の駆動制御を行う駆動制
御手段と、
　上記潜像担持体の表面上に形成した潜像を現像して上記表面移動部材の表面に転写する
ことにより得られる、該表面移動部材の表面移動方向に沿って配列される複数の検知用パ
ターンを検知する第１検知手段と、
　上記潜像担持体の回転に伴って周回移動する複数の被検知部と、
　上記複数の被検知部が周回移動する移動経路上の特定地点を通過する被検知部を検知す
る第２検知手段と、
　上記複数の検知用パターンを形成して上記第１検知手段により該複数の検知用パターン
を検知して得たパターン検知データから、上記潜像担持体の周期的な表面移動速度変動を
示すパターン間隔変動成分の振幅及び位相を求め、該振幅及び位相に基づいて該表面移動
速度変動を打ち消すような第１補正値を生成する第１補正値生成手段と、
　上記潜像担持体が１周以上する所定時間内に上記第２検知手段が上記複数の被検知部を
検知して得た被検知部検知データから、上記潜像担持体の周期的な表面移動速度変動を示
す被検知部間隔変動成分の振幅及び位相を求める処理を行った後、所定のタイミングで該
処理を再度行い、先に行った上記処理で求めた振幅及び位相に対する後に行った上記処理
で求めた振幅及び位相の変化量を算出し、該変化量を無くすような第２補正値を生成する
第２補正値生成手段と、
　上記第１補正値及び上記第２補正値を補正前の上記目標値に重畳させることにより、上
記駆動制御手段が用いる目標値を補正する補正手段とを有することを特徴とする画像形成
装置。
【請求項２】
　請求項１の画像形成装置において、
　上記第１補正値生成手段は、上記複数の検知用パターンの先頭パターンから他の各パタ
ーンまでの時間間隔を計測したパターン検知データから上記パターン間隔変動成分の振幅
及び位相を求めた後、上記潜像担持体の回転角速度平均値をω0とし、該潜像担持体の回
転半径をＲとし、該潜像担持体の回転軸に直交する仮想平面上で該潜像担持体の表面上の
潜像書込位置及び転写位置と該潜像担持体の回転中心とをそれぞれ結んで得られる２つの
仮想線のなす角度をφとしたとき、該パターン間隔変動成分の振幅を２×Ｒ×ｓｉｎ（φ
／２）／ω0で除算し、該パターン間隔変動成分の位相をφ／２だけ遅らせた値を、上記
第１補正値として生成することを特徴とする画像形成装置。
【請求項３】
　請求項１の画像形成装置において、
　上記第１補正値生成手段は、上記複数の検知用パターンの互いに隣接する２つのパター
ン間の時間間隔を計測したパターン検知データから上記パターン間隔変動成分の振幅及び
位相を求めた後、上記潜像担持体の回転角速度平均値をω0とし、該潜像担持体の回転半
径をＲとし、該潜像担持体の表面上に各検知用パターンに対応する潜像を一定時間間隔で
順次形成する際の該一定時間間隔をＴｅとし、該潜像担持体の回転軸に直交する仮想平面
上で該潜像担持体の表面上の潜像書込位置及び転写位置と該潜像担持体の回転中心とをそ
れぞれ結んで得られる２つの仮想線のなす角度をφとしたとき、該パターン間隔変動成分
の振幅を－４×Ｒ×ｓｉｎ（φ／２）×ｓｉｎ（ω0×Ｔｅ／２）／ω0で除算し、該パタ
ーン間隔変動成分の位相を（φ－ω0×Ｔｅ）／２だけ遅らせた値を、上記第１補正値と
して生成するか、又は、該パターン間隔変動成分の振幅を－４×Ｒ×ｓｉｎ（φ／２）×
ｓｉｎ（ω0×Ｔｅ／２）で除算し、該パターン間隔変動成分の位相を（φ＋π－ω0×Ｔ
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ｅ）／２だけ遅らせた値を、上記第１補正値として生成することを特徴とする画像形成装
置。
【請求項４】
　請求項２又は３の画像形成装置において、
　上記潜像担持体は、駆動支持回転体を含む複数の支持回転体に掛け渡された無端状ベル
トで構成されており、
　上記第１補正値生成手段は、上記回転角速度平均値ω0及び上記回転半径Ｒとして、該
潜像担持体のベルト周長及び該潜像担持体の平均表面移動速度を用いて該潜像担持体を円
柱形状のものに換算したときの回転角速度平均値及び回転半径を用いることを特徴とする
画像形成装置。
【請求項５】
　請求項１乃至３のいずれか１項に記載の画像形成装置において、
　上記潜像担持体は、円柱形状であることを特徴とする画像形成装置。
【請求項６】
　請求項１乃至５のいずれか１項に記載の画像形成装置において、
　上記補正手段は、上記パターン検知データからパターン間隔変動成分の振幅及び位相を
求める際、又は、上記被検知部検知データから被検知部間隔変動成分の振幅及び位相を求
める際、その検知データから、上記潜像担持体の表面移動速度変動の周期をもつ、該表面
移動速度変動の位相と同相の同相成分及び該位相とは９０°ズレた直交成分とを求め、該
同相成分及び該直交成分を基に上記パターン間隔変動成分又は上記被検知部間隔変動成分
の振幅及び位相を求める直交検波処理を用いることを特徴とすることを特徴とする画像形
成装置。
【請求項７】
　請求項６の画像形成装置において、
　上記補正手段は、上記パターン検知データからパターン間隔変動成分の振幅及び位相を
求める際に上記直交検波処理を用いるものであり、
　上記検知用パターンは、上記潜像担持体の周長の自然数倍の範囲にわたって該潜像担持
体の表面上に等時間間隔で形成した潜像を現像して上記表面移動部材の表面に転写するこ
とにより得られるパターンからなることを特徴とする画像形成装置。
【請求項８】
　請求項６の画像形成装置において、
　上記補正手段は、上記パターン検知データからパターン間隔変動成分の振幅及び位相を
求める際に上記直交検波処理を用いるものであり、
　上記検知用パターンは、回転変動が該検知用パターンのパターン間隔の変動に寄与する
少なくとも１つの回転体の周長と上記潜像担持体の周長との公倍数の範囲にわたって該潜
像担持体の表面上に等時間間隔で形成した潜像を現像して上記表面移動部材の表面に転写
することにより得られるパターンからなることを特徴とする画像形成装置。
【請求項９】
　請求項６乃至８のいずれか１項に記載の画像形成装置において、
　上記検知用パターンは、上記潜像担持体の周期的な表面移動速度変動の一周期につき４
ＮＰ（ＮＰは自然数）個のパターンが形成されるように該潜像担持体の表面上に等時間間
隔で形成した潜像を現像して上記表面移動部材の表面に転写することにより得られるパタ
ーンからなることを特徴とする画像形成装置。
【請求項１０】
　請求項６の画像形成装置において、
　上記補正手段は、上記被検知部検知データから被検知部間隔変動成分の振幅及び位相を
求める際に上記直交検波処理を用いるものであり、
　上記複数の被検知部は、上記潜像担持体の一周にわたって等間隔に配置されており、
　上記被検知部検知データは、上記潜像担持体の複数回転周期にわたって上記第２検知手
段が上記被検知部を検知することにより得られる検知データからなることを特徴とする画
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像形成装置。
【請求項１１】
　請求項１０の画像形成装置において、
　上記潜像担持体の回転周期と該潜像担持体の駆動源の回転周期との比率が整数比となる
ように構成したことを特徴とする画像形成装置。
【請求項１２】
　請求項１０又は１１の画像形成装置において、
　上記複数の被検知部は、上記潜像担持体の周期的な表面移動速度変動の一周期につき４
ＮＰ（ＮＰは自然数）個が形成されていることを特徴とする画像形成装置。
【請求項１３】
　請求項１乃至１２のいずれか１項に記載の画像形成装置において、
　上記検知用パターンとは別に上記表面移動部材上に形成したホームトナーパターンを検
知するホーム検知手段を有し、
　上記パターン検知データは、該ホーム検知手段がホームトナーパターンを検知してから
各検知用パターンが上記第１検知手段により検知されるまでに経過した各時間データであ
ることを特徴とする画像形成装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、複写機、プリンタ、ファクシミリ等の画像形成装置に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　この種の画像形成装置には、表面移動する潜像担持体の表面上に潜像を書き込んだ後、
その潜像にトナーを付着させて得たトナー像を表面移動部材の表面上に担持された記録材
に転写するか、又はそのトナー像を表面移動部材の表面へ転写した後に該表面移動部材上
のトナー像を記録材に転写するかして、記録材に画像を形成するものがある。このような
画像形成装置としては、互いに異なる複数色の単色画像を互いに重ね合わせることでカラ
ー画像を得るものが知られている。このようなカラー画像形成装置においては、近年、高
画質化および高速化が要求されている。かかる要求に応え得るカラー画像形成装置として
は、例えば、各感光体ドラム（潜像担持体）上にそれぞれ形成した黒（Ｋ）、イエロー（
Ｙ）、マゼンタ（Ｍ）、シアン（Ｃ）の各単色画像を、記録材搬送ベルト（表面移動部材
）に担持搬送される記録材上へ互いに重なり合うように転写することで記録材上へカラー
画像を形成する直接転写方式のタンデム型画像形成装置が知られている。
【０００３】
　この直接転写方式のタンデム型画像形成装置では、記録材上における各単色画像の転写
位置が相対的にズレることによりユーザーの目視で確認できる色ズレが発生する場合があ
る。このような色ズレが発生すると、例えば、複数の単色画像が互いに重なることで形成
される細線画像がにじんで見えたり、複数の単色画像が互いに重なることで形成される背
景画像中に黒の文字画像を形成する場合にその文字画像の輪郭周辺に白抜けが発生したり
するといった画質劣化が起きる。また、色地領域において、帯状のように周期的に現れる
濃度ムラ、いわゆるバンディング現象も発生する。
【０００４】
　また、各感光体ドラム（潜像担持体）上にそれぞれ形成した黒（Ｋ）、イエロー（Ｙ）
、マゼンタ（Ｍ）、シアン（Ｃ）の各単色画像を中間転写ベルト（表面移動部材）上へ互
いに重なり合うように転写した後、中間転写ベルト上のカラー画像を記録材へ転写するこ
とにより、記録材上にカラー画像を形成する中間転写方式のタンデム型画像形成装置も知
られている。このような中間転写方式のタンデム型画像形成装置においても、直接転写方
式のタンデム型画像形成装置と同様に、中間転写ベルト１０上における各単色画像の転写
位置が相対的にズレることによりユーザーの目視で確認できる色ズレが発生する場合があ
る。
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【０００５】
　以上のようなユーザーの目視で確認できるほどの色ズレが発生するのは、個々の感光体
ドラムの表面移動速度が周期的に変動を生ずることにより、各感光体ドラム上の単色画像
の転写位置が相対的にズレることが主な原因である。このような感光体ドラムの周期的な
表面移動速度変動は、感光体ドラムの軸に設置された駆動伝達系の伝達誤差（歯車偏心、
歯累積ピッチ誤差による伝達誤差など）や、感光体ドラムを駆動伝達系から着脱可能にす
るために設けられたカップリングによる伝達誤差（軸傾き、軸心ずれによる）などの、感
光体ドラムへ伝達される回転駆動力の回転角速度変動によって顕著に表れる。
【０００６】
　このような感光体ドラムの周期的な表面移動速度変動を抑制して色ズレを補正し得るも
のとしては、特許文献１に記載された画像形成装置が知られている。この画像形成装置は
、各感光体ドラムの周期的な表面移動速度変動を認識して、このような周期的な表面移動
速度変動が発生しないように、個々の感光体ドラムの回転角速度を個別に微調整すること
で、各感光体ドラムの周期的な表面移動速度変動を抑制する。具体的には、各感光体ドラ
ム上に形成した複数の検知用パターン（トナー像）を、各色１つずつ順番に（Ｋ、Ｙ、Ｃ
、Ｍの順に）中間転写ベルト上に一列に並ぶように転写する。そして、これらの検知用パ
ターンを第１検知手段で順次検知し、その検知信号から感光体ドラム一回転周期をもつ感
光体ドラムの周期的な表面移動速度変動成分（検知情報）を検知し、その周期的な表面移
動速度変動を打消すように感光体ドラムの回転角速度を個別に微調整する。
【０００７】
　また、このような色ズレを補正し得る別のものとしては、特許文献２に記載された画像
形成装置が知られている。この画像形成装置は、各感光体ドラムの回転軸に、その感光体
ドラムの回転に伴って周回移動する複数の突起状の被検知部を環状に配設している。各感
光体ドラムには、上記被検知部の通過を検知する検知器（検知手段）が設置されている。
検知器は、感光体ドラムの回転に伴って検知領域を通過する被検知部を検知し、その検知
信号から感光体ドラム一回転周期と同じ周期をもつ感光体ドラムの周期的な回転速度変動
成分を検知し、その周期的な回転変動を打消すように感光体ドラムの回転角速度を個別に
微調整する。
【０００８】
【特許文献１】特開平１０－７８７３４号公報
【特許文献２】特開２００５－３１２２６２号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　しかしながら、上記特許文献１に記載された感光体ドラム駆動の微調整方法は、まず検
知用パターンを複数形成し、これらを検知して、その検知結果から調整値（補正値）を算
出するという調整工程が必要となる。この調整工程は、通常、感光体ドラムが画像形成装
置に組み付けられた後に１回だけ実施される。しかし、市場での稼動に伴い、歯車や軸受
けなどの駆動伝達部の磨耗変形や、温度変化や、画像形成装置の設置場所の変更などに伴
い、駆動伝達部を支持する筐体が変形して、感光体ドラム一回転周期と同じ周期をもつ表
面移動速度や回転速度変動（以下「速度変動」という。）の内容に変化が発生する。特に
、軸受け部の磨耗や筐体の歪みにより、感光体ドラム軸の歯車に傾きが発生すると感光体
一回転周期の速度変動は増加する。この結果、色ズレが発生してしまう。
　このような色ズレを抑制するためには、市場での稼働後にも調整工程を実施する必要が
生じる。しかし、この場合、検知用パターンを形成する際のトナー消費が問題となる。調
整工程において、パターン検知データからノイズ成分を除去し、環境経時で変化する速度
変動を高精度に検知するためには、感光体ドラムの複数回転分の検知用パターンを形成す
ることが望まれるので、そのトナー消費量は大きいものとなってしまう。
【００１０】
　一方、上記特許文献２に記載された感光体ドラム駆動の微調整方法は、複数の被検知部
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の設置位置の精度が問題となる。被検知部の設置位置誤差は、感光体ドラム一回転周期と
同じ周期をもつ速度変動の検知誤差として表れるからである。また、複数の被検知部を環
状に一体成形した部材を感光体ドラム軸に設置する場合には、その組付け誤差による偏心
も同様に感光体ドラム一回転周期と同じ周期の速度変動の検知誤差となる。このような検
知誤差は、色ズレを抑制できないばかりか、増加させる要因となる。このような被検知部
の設置位置精度の問題が存在するため、感光体ドラム側面のフランジ部や歯車側面のフラ
ンジ部にプラスチック成形等で安価に構成した被検知部のような、設置位置精度が比較的
悪い低コストな被検知部を利用することが困難であった。そのため、被検知部の設置位置
精度の問題を解消するためには、金属円盤部材にエッジングして高精度に形成された被検
知部などの高コストな被検知部を利用する必要があった。
【００１１】
　本発明は、以上の背景に鑑みなされたものであり、その目的とするところは、潜像担持
体へ伝達される回転駆動力の回転角速度変動によって生じる潜像担持体の周期的な表面移
動速度変動を高精度に抑制するとともに、その抑制後に何らかの要因で当該表面移動速度
変動の内容に変化が生じても、トナーを消費することなく変化後の表面移動速度変動を軽
減することができる画像形成装置を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
　上記目的を達成するために、請求項１の発明は、回転する潜像担持体の表面上に潜像を
書き込んだ後、該潜像にトナーを付着させて得たトナー像を表面移動部材の表面上に担持
された記録材に転写するか、又は該トナー像を表面移動部材の表面へ転写した後に該表面
移動部材上のトナー像を記録材に転写するかして、記録材に画像を形成する画像形成装置
において、上記潜像担持体の回転が目標値と一致するように該潜像担持体の駆動制御を行
う駆動制御手段と、上記潜像担持体の表面上に形成した潜像を現像して上記表面移動部材
の表面に転写することにより得られる、該表面移動部材の表面移動方向に沿って配列され
る複数の検知用パターンを検知する第１検知手段と、上記潜像担持体の回転に伴って周回
移動する複数の被検知部と、上記複数の被検知部が周回移動する移動経路上の特定地点を
通過する被検知部を検知する第２検知手段と、上記複数の検知用パターンを形成して上記
第１検知手段により該複数の検知用パターンを検知して得たパターン検知データから、上
記潜像担持体の周期的な表面移動速度変動を示すパターン間隔変動成分の振幅及び位相を
求め、該振幅及び位相に基づいて該表面移動速度変動を打ち消すような第１補正値を生成
する第１補正値生成手段と、上記潜像担持体が１周以上する所定時間内に上記第２検知手
段が上記複数の被検知部を検知して得た被検知部検知データから、上記潜像担持体の周期
的な表面移動速度変動を示す被検知部間隔変動成分の振幅及び位相を求める処理を行った
後、所定のタイミングで該処理を再度行い、先に行った上記処理で求めた振幅及び位相に
対する後に行った上記処理で求めた振幅及び位相の変化量を算出し、該変化量を無くすよ
うな第２補正値を生成する第２補正値生成手段と、上記第１補正値及び上記第２補正値を
補正前の上記目標値に重畳させることにより、上記駆動制御手段が用いる目標値を補正す
る補正手段とを有することを特徴とするものである。
　また、請求項２の発明は、請求項１の画像形成装置において、上記第１補正値生成手段
は、上記複数の検知用パターンの先頭パターンから他の各パターンまでの時間間隔を計測
したパターン検知データから上記パターン間隔変動成分の振幅及び位相を求めた後、上記
潜像担持体の回転角速度平均値をω0とし、該潜像担持体の回転半径をＲとし、該潜像担
持体の回転軸に直交する仮想平面上で該潜像担持体の表面上の潜像書込位置及び転写位置
と該潜像担持体の回転中心とをそれぞれ結んで得られる２つの仮想線のなす角度をφとし
たとき、該パターン間隔変動成分の振幅を２×Ｒ×ｓｉｎ（φ／２）／ω0で除算し、該
パターン間隔変動成分の位相をφ／２だけ遅らせた値を、上記第１補正値として生成する
ことを特徴とするものである。
　また、請求項３の発明は、請求項１の画像形成装置において、上記第１補正値生成手段
は、上記複数の検知用パターンの互いに隣接する２つのパターン間の時間間隔を計測した
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パターン検知データから上記パターン間隔変動成分の振幅及び位相を求めた後、上記潜像
担持体の回転角速度平均値をω0とし、該潜像担持体の回転半径をＲとし、該潜像担持体
の表面上に各検知用パターンに対応する潜像を一定時間間隔で順次形成する際の該一定時
間間隔をＴｅとし、該潜像担持体の回転軸に直交する仮想平面上で該潜像担持体の表面上
の潜像書込位置及び転写位置と該潜像担持体の回転中心とをそれぞれ結んで得られる２つ
の仮想線のなす角度をφとしたとき、該パターン間隔変動成分の振幅を－４×Ｒ×ｓｉｎ
（φ／２）×ｓｉｎ（ω0×Ｔｅ／２）／ω0で除算し、該パターン間隔変動成分の位相を
（φ－ω0×Ｔｅ）／２だけ遅らせた値を、上記第１補正値として生成するか、又は、該
パターン間隔変動成分の振幅を－４×Ｒ×ｓｉｎ（φ／２）×ｓｉｎ（ω0×Ｔｅ／２）
で除算し、該パターン間隔変動成分の位相を（φ＋π－ω0×Ｔｅ）／２だけ遅らせた値
を、上記第１補正値として生成することを特徴とするものである。
　また、請求項４の発明は、請求項２又は３の画像形成装置において、上記潜像担持体は
、駆動支持回転体を含む複数の支持回転体に掛け渡された無端状ベルトで構成されており
、上記第１補正値生成手段は、上記回転角速度平均値ω0及び上記回転半径Ｒとして、該
潜像担持体のベルト周長及び該潜像担持体の平均表面移動速度を用いて該潜像担持体を円
柱形状のものに換算したときの回転角速度平均値及び回転半径を用いることを特徴とする
ものである。
　また、請求項５の発明は、請求項１乃至３のいずれか１項に記載の画像形成装置におい
て、上記潜像担持体は、円柱形状であることを特徴とするものである。
　また、請求項６の発明は、請求項１乃至５のいずれか１項に記載の画像形成装置におい
て、上記補正手段は、上記パターン検知データからパターン間隔変動成分の振幅及び位相
を求める際、又は、上記被検知部検知データから被検知部間隔変動成分の振幅及び位相を
求める際、その検知データから、上記潜像担持体の表面移動速度変動の周期をもつ、該表
面移動速度変動の位相と同相の同相成分及び該位相とは９０°ズレた直交成分とを求め、
該同相成分及び該直交成分を基に上記パターン間隔変動成分又は上記被検知部間隔変動成
分の振幅及び位相を求める直交検波処理を用いることを特徴とするものである。
　また、請求項７の発明は、請求項６の画像形成装置において、上記補正手段は、上記パ
ターン検知データからパターン間隔変動成分の振幅及び位相を求める際に上記直交検波処
理を用いるものであり、上記検知用パターンは、上記潜像担持体の周長の自然数倍の範囲
にわたって該潜像担持体の表面上に等時間間隔で形成した潜像を現像して上記表面移動部
材の表面に転写することにより得られるパターンからなることを特徴とするものである。
　また、請求項８の発明は、請求項６の画像形成装置において、上記補正手段は、上記パ
ターン検知データからパターン間隔変動成分の振幅及び位相を求める際に上記直交検波処
理を用いるものであり、上記検知用パターンは、回転変動が該検知用パターンのパターン
間隔の変動に寄与する少なくとも１つの回転体の周長と上記潜像担持体の周長との公倍数
の範囲にわたって該潜像担持体の表面上に等時間間隔で形成した潜像を現像して上記表面
移動部材の表面に転写することにより得られるパターンからなることを特徴とするもので
ある。
　また、請求項９の発明は、請求項６乃至８のいずれか１項に記載の画像形成装置におい
て、上記検知用パターンは、上記潜像担持体の周期的な表面移動速度変動の一周期につき
４ＮＰ（ＮＰは自然数）個のパターンが形成されるように該潜像担持体の表面上に等時間
間隔で形成した潜像を現像して上記表面移動部材の表面に転写することにより得られるパ
ターンからなることを特徴とするものである。
　また、請求項１０の発明は、請求項６の画像形成装置において、上記補正手段は、上記
被検知部検知データから被検知部間隔変動成分の振幅及び位相を求める際に上記直交検波
処理を用いるものであり、上記複数の被検知部は、上記潜像担持体の一周にわたって等間
隔に配置されており、上記被検知部検知データは、上記潜像担持体の複数回転周期にわた
って上記第２検知手段が上記被検知部を検知することにより得られる検知データからなる
ことを特徴とするものである。
　また、請求項１１の発明は、請求項１０の画像形成装置において、上記潜像担持体の回



(8) JP 2009-223083 A 2009.10.1

10

20

30

40

50

転周期と該潜像担持体の駆動源の回転周期との比率が整数比となるように構成したことを
特徴とするものである。
　また、請求項１２の発明は、請求項１０又は１１の画像形成装置において、上記複数の
被検知部は、上記潜像担持体の周期的な表面移動速度変動の一周期につき４ＮＰ（ＮＰは
自然数）個が形成されていることを特徴とするものである。
　また、請求項１３の発明は、請求項１乃至１２のいずれか１項に記載の画像形成装置に
おいて、上記検知用パターンとは別に上記表面移動部材上に形成したホームトナーパター
ンを検知するホーム検知手段を有し、上記パターン検知データは、該ホーム検知手段がホ
ームトナーパターンを検知してから各検知用パターンが上記第１検知手段により検知され
るまでに経過した各時間データであることを特徴とするものである。
【００１３】
　本発明において、第１補正値は、潜像担持体上に実際の作像工程と同様にトナーで形成
した複数の検知用パターンの検知結果から把握される潜像担持体の周期的な表面移動速度
変動を打ち消すものである。この第１補正値に基づく補正は、多数の検知用パターンを利
用することで潜像担持体の周期的な表面移動速度変動を高精度に抑制することができるが
、トナーを消費するため、現実的には頻繁に行うことができないという欠点がある。
　一方、第２補正値は、潜像担持体の回転に伴って周回移動する複数の被検知部の検知結
果から把握される潜像担持体の周期的な表面移動速度変動を打ち消すものである。この第
２補正値に基づく補正は、複数の被検知部の設置位置について高い精度が要求され、この
設置位置精度が悪いと、潜像担持体の周期的な表面移動速度変動を精度良く抑制すること
ができない。そのため、複数の被検知部の設置位置精度を高めるためにコストが高騰する
という欠点がある。
【００１４】
　本発明は、第１補正値と第２補正値という２つの補正値を用いて補正を行うことで、こ
れらの補正の欠点を互いに補い、その欠点を克服するものである。
　すなわち、本発明によれば、第１補正値による補正を行った後に何らかの要因で潜像担
持体の周期的な表面移動速度変動の内容に変化が生じた場合、後述するように、その変化
後の表面移動速度変動を第２補正値による補正によって軽減することができる。これによ
り、第１補正値による補正を頻繁に行わなくても、潜像担持体の周期的な表面移動速度変
動による画質劣化を抑制できるので、第１補正値による補正の欠点が解消される。
　また、本発明によれば、第１補正値による補正を行った後に潜像担持体の周期的な表面
移動速度変動の内容に変化が生じた場合でも、複数の被検知部の設置位置精度が低い状態
で、その変化分を精度良く抑制することが可能となる。
　詳しく説明すると、まず、第２検知手段が複数の被検知部を検知して得た被検知部検知
データから潜像担持体の周期的な表面移動速度変動を示す被検知部間隔変動成分の振幅及
び位相を求める処理を行う。その後、所定のタイミングで再び同じ処理を行う。これによ
り、先に行った処理時の振幅及び位相と、その処理を行ってからある程度の時間が経過し
た後の処理時の振幅及び位相とを、得ることができる。そして、先の処理で求めた振幅及
び位相に対し、後の処理で求めた振幅及び位相の変化量を算出する。これにより、先の処
理から後の処理までの期間に発生した潜像担持体の周期的な表面移動速度変動の変化の量
を把握することができる。このようにして把握される変化量は、先の処理結果に対する後
の処理結果の相対値であり、被検知部の設置位置の誤差は反映されない。したがって、被
検知部の設置位置精度が悪くても、先の処理から後の処理までの期間に発生した潜像担持
体の周期的な表面移動速度変動の変化量を精度よく把握することができる。その結果、こ
の変化量を無くすような第２補正値に基づく補正により、先の処理から後の処理までの期
間に発生した潜像担持体の周期的な表面移動速度変動の変化分を精度良く抑制することが
できる。
　そして、複数の被検知部の設置位置精度が低い状態では、先の処理の時点で既に生じて
いる表面移動速度変動については精度よく抑制することができないが、本発明では、先の
処理の時点で既に生じている表面移動速度変動については、第１補正値による補正で高精
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度に抑制できる。よって、第２補正値による補正の欠点が解消される。
【発明の効果】
【００１５】
　本発明においては、第１補正値による補正によって、潜像担持体へ伝達される回転駆動
力の回転角速度変動によって生じる潜像担持体の周期的な表面移動速度変動を高精度に抑
制するとともに、その抑制後に何らかの要因で当該表面移動速度変動の内容に変化が生じ
ても、第２補正値による補正によってトナーを消費することなく変化後の表面移動速度変
動を軽減することができるという優れた効果が奏される。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１６】
　以下、本発明を、中間転写方式のタンデム型画像形成装置に適用した一実施形態につい
てと、トナーパターン検知及び補正手法について説明する。
　本実施形態における画像形成装置では、ラダー状のトナー画像からなる複数の検知用パ
ターンの検知結果に基づいて感光体駆動モータの制御数値を補正する第１補正処理と、感
光体ドラム（潜像担持体）の回転に伴って周回移動する複数の被検知部である被検知用マ
ーク又はスリット部の検知結果に基づいて感光体駆動モータの制御数値を補正する第２補
正処理とを行う。
　以下、本発明を適用する画像形成装置の基本構成及び基本動作について説明した後、第
１補正処理及び第２補正処理の内容をこの順に説明し、最後に、これらの２つの補正処理
を用いた動作処理について説明する。
【００１７】
〔全体説明〕
　図１は、本発明を適用する画像形成装置の主要構成を示す概略構成図である。
　なお、本画像形成装置を複写機やプリンタなどの製品として用いる場合には、必要に応
じて、図示の主要構成に加えて、用紙を大量に保持する給紙テーブルを設置したり、スキ
ャナ部や原稿自動搬送装置（ＡＤＦ）を設置したりする。
【００１８】
　図１に示すように、本実施形態の画像形成装置は、表面移動部材としての中間転写体で
ある無端状ベルトからなる中間転写ベルト１０が設けられている。この中間転写ベルト１
０は、４つの支持回転体としての支持ローラ７、８、１１、１２に掛け渡されており、図
中反時計回り方向に表面移動する。本実施形態においては、これら４つの支持ローラのう
ちの支持ローラ８が駆動ローラである。また、図示しないが、これら４つの支持ローラの
うち支持ローラ７の図中左側には、画像転写後に中間転写ベルト１０上に残留する残留ト
ナーを除去する中間転写ベルトクリーニング装置が設けられている。また、４つの支持ロ
ーラのうち支持ローラ１１と支持ローラ１２との間に張り渡したベルト部分には、そのベ
ルト表面移動方向に沿って、イエロー（Ｙ）、シアン（Ｃ）、マゼンタ（Ｍ）、黒（Ｋ）
の４つの画像形成ユニットが並べて配置されている。各画像形成ユニットには、図中時計
方向に回転駆動する潜像担持体としての感光体ドラム２と、ドラム駆動ギヤ３２と、バイ
アスローラ６とが設けられている。また、各画像形成ユニットは、感光体ドラム２の周り
に、図示しない帯電装置、現像装置及びクリーニング装置なども備えている。これらの画
像形成ユニットは、使用するトナーの色が異なる以外は互いに同一の構成となっている。
　バイアスローラ６は、中間転写ベルト１０を挟んで感光体ドラム２の対向する位置に配
置されており、中間転写ベルト１０はバイアスローラ６によって各感光体ドラム２に当接
されている。各ドラム駆動ギヤ３２上にはそれぞれマーキング４が設けられていて、これ
らのマーキング４はそれぞれドラムポジションセンサ２０によって検知される。各ドラム
ポジションセンサ２０の検知結果に基づき、各感光体ドラム２の回転位置を把握できる。
【００１９】
　また、本画像形成装置には、中間転写ベルト１０の表面に対向する位置に、その中間転
写ベルト１０に形成される検知用パターンを検知する第１検知手段としてのパターンセン
サ４０が設けられている。本実施形態では、２つのパターンセンサ４０が、中間転写ベル
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ト１０の表面移動方向に対して直交する方向（以下、「ベルト幅方向」という。）に並べ
て配置されている。なお、パターンセンサ４０の個数に制限はない。センサ設置数に応じ
て、検知データの精度向上、検知動作時間の短縮、主走査変動の検知が可能となる。
　例えば、センサを４つに増やすことで、同色の同様な検知パターンを４箇所のセンサで
検知するので計測精度の向上が可能である。また、４色それぞれの検知パターンをそれぞ
れのセンサで検知することで１回の動作で４色の計測ができるため時間短縮となる。また
、ベルト幅方向に４箇所のデータから主走査方向のズレも同時に検知できる。
　また、本画像形成装置には、４つの画像形成ユニットの下方に、潜像形成手段としての
露光装置１が設けられている。
　また、本画像形成装置には、中間転写ベルト１０を挟んで駆動ローラ８と対向する位置
に、第２転写手段としての二次転写ローラ１３が設けられている。この二次転写ローラ１
３は、駆動ローラ８に向けて中間転写ベルト１０へ押し当てられるように設けられている
。二次転写ローラ１３と中間転写ベルト１０との間のニップ部（二次転写部）には図中下
方から所定のタイミングで記録材としてのシートが搬送されてくる。そして、二次転写ロ
ーラ１３により中間転写ベルト１０上の画像がシートに転写される。なお、第２転写手段
としては、転写ベルトや非接触式のチャージャを利用したものであってもよい。
　また、本画像形成装置には、この二次転写ローラの図中上方に、図示しない定着装置が
設けられている。この定着装置は、シート上に転写された画像をシートへ定着するための
定着処理を行うものである。
【００２０】
　次に、本画像形成装置の画像形成動作について説明する。
　本画像形成装置を複写機として用いる場合、まず、原稿を、図示しない原稿自動搬送装
置の原稿台上にセットするか、原稿自動搬送装置を開いてスキャナ部のコンタクトガラス
上にセットして原稿自動搬送装置を閉じてそれで押さえるかする。その後、不図示のスタ
ートスイッチを押すと、原稿自動搬送装置に原稿をセットした場合であれば、その原稿が
搬送されてコンタクトガラス上へと移動した後、スキャナ部の走査ユニットが駆動する。
　コンタクトガラス上に原稿をセットした場合であれば、スキャナ部の走査ユニットが駆
動する。走査ユニットが走行すると同時に光源から光が原稿面に照射され、その反射光が
結像レンズを通して読取センサによって受光されて原稿内容が読み取られる。そして、読
み取った原稿内容に基づく画像情報を用いて以下の画像形成を行う。
　また、本画像形成装置をプリンタとして用いる場合、パソコンやデジタルカメラ等の外
部機器から画像情報を受信し、その画像情報を用いて以下の画像形成を行う。
【００２１】
　上述した原稿の読取処理や画像情報の受信処理に並行して、図示しない駆動源である駆
動モータで駆動ローラ８を回転駆動させる。これにより、中間転写ベルト１０が図中反時
計回り方向に表面移動するとともに、この表面移動に伴って他の支持ローラ（従動ローラ
）が連れ回り回転する。また、これと同時に、個々の画像形成ユニットにおいて感光体ド
ラム２を回転駆動させる。そして、各感光体ドラム２上に、イエロー、シアン、マゼンタ
、黒の色別情報を用いてそれぞれ露光現像し、これらを各現像装置でそれぞれ現像するこ
とにより単色のトナー画像（単色画像）を形成する。その後、各感光体ドラム２上の単色
トナー画像を中間転写ベルト１０上に互いに重なり合うように順次転写して、中間転写ベ
ルト１０上に合成カラー画像を形成する。
【００２２】
　このような画像形成に並行して、二次転写部に対して所定のタイミングでシートを搬送
する。詳しくは、給紙カセットからシートを繰り出し、分離ローラで１枚ずつ分離して給
紙路に入れ、搬送ローラで搬送してレジストローラに突き当てて止める。または、給紙ロ
ーラを回転して手差しトレイ上のシートを繰り出し、分離ローラで１枚ずつ分離して手差
し給紙路に入れ、同じくレジストローラに突き当てて止める。そして、中間転写ベルト１
０上の合成カラー画像が二次転写部に到達するタイミングを合わせてレジストローラを回
転し、二次転写部へシートを送り込む。なお、レジストローラは一般的には接地されて使
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用されることが多いが、シートの紙粉除去のためにバイアスを印加するようにしてもよい
。二次転写部では、二次転写ローラ１３に印加される二次転写バイアスの作用によって中
間転写ベルト１０上の合成カラー画像がシート上に転写される。画像転写後のシートは、
定着装置へ送り込まれ、この定着装置で熱と圧力が加えられて転写画像が定着される。定
着後のシートは、図示しない排出ローラから排紙トレイ上に排出されてスタックされる。
【００２３】
　なお、本画像形成装置を用いて、単色の画像を形成することもできる。例えば黒の単色
画像を形成する場合には、図示しない接離手段により、イエロー、シアン、マゼンタのカ
ラー３色の感光体ドラム２から中間転写ベルト１０を離すようにし、これら３色の感光体
ドラム２を一時的に駆動停止にしておくのが好ましい。
【００２４】
　次に、各感光体ドラム２のドラム駆動装置について説明する。
　図２は、本実施形態における感光体ドラム２を駆動するドラム駆動装置の一例を示す説
明図である。なお、イエロー、シアン、マゼンタ、黒の各感光体ドラムについてのドラム
駆動装置は同様の構成である。
　本実施形態において、感光体ドラム２の回転軸（ドラム軸）は、図示しない画像形成装
置本体のフレームに回転自在に軸支されている。本実施形態のドラム駆動装置は、ステッ
ピングモータやＤＣサーボモータ等からなる駆動モータ３３と、駆動モータ３３のモータ
軸に設けられたモータ軸ギヤ３４と、駆動軸上に固着されていてモータ軸ギヤ３４と噛み
合うドラム駆動ギヤ３２と、この駆動軸とドラム軸とを連結するカップリング３１とから
構成されている。
【００２５】
　本実施形態では、減速機構がモータ軸ギヤ３４とドラム駆動ギヤ３２とからなる１段減
速機構である。これは、部品点数を少なくし低コスト化を図るためと、ギヤ伝達における
歯形誤差や偏心による伝達誤差の要因を少なくするためである。また、このように１段減
速機構としたことで、高い減速比を設定すると必然的に感光体ドラム２のドラム軸上にあ
るドラム駆動ギヤ３２が、感光体ドラム２の径より大きな大口径ギヤとなる。このように
ドラム駆動ギヤ３２として大口径ギヤを用いることにより、感光体ドラム２上で換算した
ドラム駆動ギヤ３２の単一ピッチ誤差が小さくなり、副走査方向の印字濃度ムラ（バンデ
ィング）の影響が少なくなる効果も得られる。なお、減速比は、感光体ドラム２の目標回
転速度とモータ特性において、高効率で高回転精度が得られる速度領域より決定される。
本実施形態におけるモータ軸ギヤ３４とドラム駆動ギヤ３２との間の減速比は１：２０で
ある。
【００２６】
　また、駆動モータ３３のモータ軸には、ロータリーエンコーダ３５が取り付けられてい
る。このロータリーエンコーダ３５によって駆動モータ３３の回転状態を検知し、その検
知信号をコントローラ３７を介して駆動モータ３３のモータ駆動回路３６にフィードバッ
クし、駆動モータ３３の回転速度が所望の速度となるように制御している。なお、駆動モ
ータ３３として速度センサ又はエンコーダを内蔵したものを用いれば、ロータリーエンコ
ーダ３５を省略することができる。モータ内蔵型の速度センサとしては、例えばプリント
コイル式の周波数発電機（ＦＧ）を用いることができ、内蔵型エンコーダとしては、例え
ばＭＲセンサ等を用いることができる。
【００２７】
　モータ駆動回路３６は、駆動モータ３３に所定の駆動電流を出力する。ロータリーエン
コーダ３５はモータの回転角速度（あるいは回転角変位）を検知し、その検知結果をコン
トローラ３７に出力する。本実施形態の駆動モータ３３は、ＤＣブラシレスモータである
ＤＣサーボモータを採用している。このＤＣサーボモータは、Ｕ、Ｖ、Ｗの３相スター結
線されたコイルとロータとを有する。さらに、ロータの位置検知部として、ロータの磁極
を検知する３個のホール素子を備え、それらの出力端子はモータ駆動回路３６に接続され
ている。また、ＭＲセンサを内蔵したＤＣサーボモータの場合、ロータの周上に着磁した
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磁気的パターンとＭＲセンサとからなる回転速度検知部（速度情報検知部）を有し、その
出力端子をコントローラ３７に接続する。モータ駆動回路３６は、ハイ側トランジスタと
ロー側トランジスタとを各３個備え、それぞれコイルのＵ、Ｖ、Ｗに接続されている。モ
ータ駆動回路３６はホール素子が発生するロータ位置信号により、ロータの位置を特定し
、相切替信号を生成する。相切替信号は、モータ駆動回路３６の各トランジスタをオンオ
フ制御し、励磁する相を順次切り替えることにより、ロータを回転させる。
【００２８】
　また、コントローラ３７は、ロータリーエンコーダ３５（ＭＲセンサ内蔵型の場合には
上記回転速度検知部）により検知される回転速度情報と目標回転速度情報とを比較し、検
知されたモータ軸の回転速度が目標回転速度となるように、ＰＷＭ信号を生成して出力す
る。ＰＷＭ信号はアンドゲートによりモータ駆動回路３６の相切替信号とアンドされ、駆
動電流のチョッピングを行い、駆動モータ３３の回転速度を制御する。
　このようなコントローラ３７は、ロータリーエンコーダ３５又は上記回転速度検知部の
出力パルス信号と制御目標値出力部３８の出力パルス信号の位相や周波数を比較する公知
のＰＬＬ制御回路系で構成することができる。制御目標値出力部３８は、予め設定された
感光体ドラムの一回転周期の回転速度変動成分を補正する目標回転速度に応じて周波数変
調したパルス信号を出力する。コントローラ３７は、アナログ回路ではなくデジタル回路
でもよい。デジタル処理の場合、ロータリーエンコーダ３５又は上記回転速度検知部の出
力波形の周期を計測し、回転角速度を算出する。または、ロータリーエンコーダ３５又は
上記回転速度検知部の出力パルス数をカウントし、任意の時間内に計測されたカウント値
から回転角速度を算出する。なお、回転角速度ではなく回転角変位を制御する位置制御系
を採用する場合、ロータリーエンコーダ３５又は上記回転速度検知部の出力パルス数をカ
ウントし、回転角の変位量を算出する。そして、制御目標値出力部からの目標データとの
差分を算出し、その差分が小さくなるように駆動モータ３３を駆動する。一般にＰＩＤ制
御器などが組込まれ、制御対象の感光体ドラム２が目標回転速度に対して、偏差やオーバ
ーシュート、発振が無いように調整されてモータ駆動回路３６へＰＷＭ信号が出力される
。
【００２９】
〔第１補正処理〕
　次に、各感光体ドラム２の回転駆動制御に関する第１補正処理について説明する。
　本実施形態では、各感光体ドラム２を駆動する駆動モータ３３として、ＤＣブラシレス
モータであるＤＣサーボモータを用いている。各感光体ドラム２を駆動する場合、次の２
つの要因によって各感光体ドラム２の表面移動速度変動が個別に発生し、その結果、各感
光体ドラム２上の単色トナー画像を各中間転写ベルト１０上に重なり合うように転写する
際にその転写位置が相対的にズレて色ズレが発生する。このような色ズレを発生させる第
１の要因は、トルクリップル等によるモータ回転変動が発生することにより感光体ドラム
２へ伝達される回転角速度が変動し、これにより各感光体ドラム２の表面移動速度が変動
して、各感光体ドラム上のトナーが転写される中間転写ベルト１０上の転写位置が理想位
置からベルト表面移動方向（副走査方向）へズレること（以下、単に「位置ズレ」という
。）である。第２の要因は、ドラム駆動装置のギヤ（ドラム駆動ギヤ３２を含む）の累積
ピッチ誤差やドラム駆動ギヤ３２の回転軸偏心等により感光体ドラム２へ伝達される回転
角速度が変動し、これにより各感光体ドラム２の表面移動速度が変動して生じる位置ズレ
である。
【００３０】
　第１の要因に係る感光体ドラム２の表面移動速度変動については、モータ軸に取り付け
られたロータリーエンコーダ３５の検知結果を用いた上述のフィードバック制御により十
分に抑制することができる。
　第２の要因による感光体ドラム２の表面移動速度変動については、検知用パターンの検
知結果に基づいて感光体ドラム２の一回転周期で発生する表面移動速度変動成分の振幅及
び位相を求め、その結果から駆動モータ３３の回転角速度を制御することにより抑制する
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。この制御の詳細については後述する。
【００３１】
　次に、転写位置調整用パターンの検知方法について説明する。
　図３は、各画像形成ユニットによって形成された中間転写ベルト１０上の転写位置調整
用パターン４４を検知するパターン検知機構を示す説明図である。なお、図３では、便宜
上、パターンセンサ４０が図１に示した配置位置とは異なる位置に設置されている。
　本実施形態のパターンセンサ４０は、中間転写ベルト１０の画像領域におけるベルト幅
方向両端部分に各々１組ずつ配置された照明用光源のＬＥＤ素子４１と、反射光を受光す
る受光素子４２と、１対の集光レンズ４３とから構成されている。ＬＥＤ素子４１は、中
間転写ベルト１０上の転写位置調整用パターン４４を検知するために必要な反射光を作り
出すための光量をもつものである。また、受光素子４２は、中間転写ベルト１０上の転写
位置調整用パターン４４で反射した光が集光レンズ４３を通過して入射する位置に配置さ
れており、多数の受光画素を直線状に配列したライン型受光素子としてのＣＣＤで構成さ
れている。
【００３２】
　本実施形態のように、パターンセンサ４０を中間転写ベルト１０の画像領域におけるベ
ルト幅方向の両端部分にそれぞれ１つずつ配設することで、主走査方向（感光体ドラム２
や中間転写ベルト１０の表面移動方向に対して直交する方向）のレジスト調整、副走査方
向（感光体ドラム２や中間転写ベルト１０の表面移動方向）のレジスト調整、主走査方向
の倍率誤差の調整、主走査方向に対する走査ラインの傾きの調整等が可能となる。
【００３３】
　図４は、転写位置調整用パターン４４の一例を示す説明図である。
　この転写位置調整用パターン４４は、図４に示すように、黒、シアン、マゼンタ、イエ
ローの各色トナー像を副走査方向に対して約４５°傾けて所定ピッチで並列させたシェブ
ロンパッチと呼ばれるラインパターンにより構成される。この転写位置調整用パターン４
４は、中間転写ベルト１０の画像領域におけるベルト幅方向の両端部分に、それぞれ形成
される。このような転写位置調整用パターン４４をパターンセンサ４０で読み取ることで
、中間転写ベルト１０の表面移動に応じて基準色である黒と残り３つのカラー色との検知
時間差を検知する。具体的には、図中右から順に、イエロー、マゼンタ、シアン、黒、黒
、シアン、マゼンタ、イエローの順に形成したラインパターンを、パターンセンサ４０で
順次読み取ることで、基準色である黒の検知時刻と残り３つのカラー色との検知時刻との
差（検知時間差）ｔｋｙ、ｔｋｍ、ｔｋｃを求める。そして、求めた各検知時間差と理想
値との差より、黒に対する各カラー色の副走査レジストのズレ量を求める。また、パター
ンセンサ４０の検知結果から、同じ色について傾き角の異なる２つのラインパターンの検
知時間差ｔｋ、ｔｃ、ｔｍ、ｔｙを求め、求めた各検知時間差と理想値との差より、各色
の主走査レジストのズレ量を求める。
【００３４】
　走査ラインの傾き量は、ベルト幅方向両端部分にそれぞれ形成した１組の検知用パター
ン４５間における副走査レジスト差から求めることができる。このように求めた走査ライ
ンの傾き量に基づいて、トロイダルレンズの傾き調整手段を駆動して走査ラインの傾きを
補正する。
　副走査レジストを補正する場合、各検知値の平均から副走査レジストのズレ量を求め、
ポリゴンミラー１面おき、つまり一走査ラインピッチを単位として副走査方向における書
出しタイミングを合わせる。または、感光体ドラム２の駆動モータ３３の平均回転角速度
を調整し、感光体ドラム２の表面上における書込位置と転写位置との間のドラム回転所要
時間を調整することで補正する。
【００３５】
　図５は、上述した第２の要因による感光体ドラム２の表面移動速度変動を抑制するため
に用いる検知用パターン４５の一例を示す説明図である。
　この検知用パターン４５は、黒、シアン、マゼンタ、イエローのうち１色のトナー像を
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主走査方向に長尺なパターンを副走査方向に沿って所定ピッチで並列させたパターンによ
り構成される。この検知用パターン４５を構成する各パターンを、形成されたパターン順
にパターンセンサ４０で順次検知していき、任意の基準タイミングからの検知時間ｔｋ０
１、ｔｋ０２、ｔｋ０３、・・・を求める。これを、各色ごとに行う。本実施形態では、
中間転写ベルト１０の幅方向両端部分に互いに異なる２つの色の検知用パターンをそれぞ
れ形成することで、同時に２つの色についてパターンセンサ４０による検知が可能である
。すなわち、本実施形態の場合、検知動作を２回繰り返すことで、４色すべての検知を完
了することができ、検知時間の短縮化が図れる。また、本実施形態においては、検知用パ
ターン４５が単色のパターンで構成されているため、そのパターン間隔を非常に短くする
ことができる。その結果、より高精度な検知が可能となる。
【００３６】
　図６は、ドラム駆動装置の電気的なハードウエア構成を示すブロック図である。
　図３に示したパターンセンサ４０を含む検知センサ部５１で得られた信号は、ＡＭＰ５
２によって増幅された後、図４に示した転写位置調整用パターン４４や図５に示した検知
用パターン４５の信号成分のみがフィルタ５３を通過する。フィルタ５３を通過した信号
は、Ａ／Ｄ変換器５４によってアナログデータからデジタルデータへと変換される。デー
タのサンプリングは、サンプリング制御部５６によって制御され、サンプリングされたデ
ータはＦＩＦＯメモリ５５に格納される。検知用パターン４５の検知が終了した後、格納
されたデータはＩ／Ｏポート５７を介してデータバス６３によりＣＰＵ５８及びＲＡＭ６
０にロードされ、ＣＰＵ５８で上述した種々のズレ量を算出するための演算処理を行う。
【００３７】
　まず、ＣＰＵ５８は、図４に示した転写位置調整用パターン４４の検知信号から求めた
各種補正量に基づき、スキュー補正、主走査レジストの変更、副走査レジストの変更及び
倍率誤差に基づく画像周波数の変更を実行すべく、中間転写ベルト１０の駆動源である図
示しないステッピングモータの駆動及び書込制御に対してその設定変更を行う。書込制御
は、主走査レジスト及び副走査レジストの制御と共に、出力周波数を非常に細かく設定で
きるデバイス、例えばＶＣＯ（ｖｏｌｔａｇｅ　ｃｏｎｔｒｏｌｌｅｄ　ｏｓｃｉｌｌａ
ｔｏｒ）を利用したクロックジェネレータ等を各色について備えている。本実施形態の画
像形成装置では、その出力を画像クロックとして用いている。
【００３８】
　次に、本実施形態においては、図５に示した検知用パターン４５の検知信号から求めた
補正値で、感光体ドラム一回転周期で発生する位置ズレ量が小さくなるように駆動モータ
３３の駆動制御値を補正し、その補正後の駆動制御値を制御目標値出力部３８に設定する
。制御目標値出力部３８は、各感光体ドラム２のコントローラ３７に回転速度目標信号（
デジタルデータ又はパルス列信号）を出力する。
【００３９】
　また、ＣＰＵ５８は、検知センサ部５１からの検知信号を適当なタイミングでモニタし
ており、中間転写ベルト１０及び検知センサ部５１のＬＥＤ素子４１の劣化等が起こって
も、検知用パターン４５を確実に検知することができるように、発光量制御部６４によっ
て発光量を制御し、これにより、検知センサ部５１の受光素子４２からの受光信号のレベ
ルが常に一定となるようにしている。
　また、ＲＯＭ５９には、種々のズレ量を演算するためのプログラムを始め、各種のプロ
グラムが格納してある。また、アドレスバス６１によって、ＲＯＭアドレス、ＲＡＭアド
レス、各種入出力機器の指定を行っている。
【００４０】
　次に、本発明の特徴部分である、上述した第２の要因による感光体ドラム２の表面移動
速度変動を抑制するための構成及び動作について説明する。
　本実施形態においては、上述した第２の要因による感光体ドラム２の表面移動速度変動
を抑制するためのパターンとして、図５に示した専用の検知用パターン４５を用いる。各
色の検知用パターン４５は、それぞれ、中間転写ベルト１０の表面移動方向に沿って多数
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連続して（例えば、感光体ドラム複数回転分）形成され、サンプリングされる。なお、検
知用パターン４５をそれぞれ単色パターンとしたのは、多色の多重転写による検知用パタ
ーンの劣化（逆転写によるトナー像の崩れ）を避けて、高精度にパターン検知を行うため
である。多重転写によるパターン劣化が問題とならない場合、Ｋ、Ｙ、Ｍ、Ｃの４色のパ
ターンを、副走査方向に沿って互いに平行に交互に形成しても良い。
【００４１】
　また、図５に示すように、中間転写ベルト１０の表面移動方向におけるサンプリングパ
ターン長Ｐａは、感光体ドラム２の周期的な回転変動周期の整数倍の長さに設定されてい
る。パターン長の設定においては、中間転写ベルト上に検知用パターン４５を形成及び検
知する際に発生する他の周期的な回転変動も考慮する必要がある。ここでいう他の周期変
動としては、中間転写ベルト１０の駆動ローラの回転周期、それらを駆動伝達する歯車の
ピッチ誤差や偏心成分、更には中間転写ベルト１０の蛇行、中間転写ベルト１０の周方向
にわたる厚み偏差分布等、様々な周波数成分にわたる。検知データには、これらの周波数
すべてが重畳されており、その中から、感光体ドラム一回転周期をもつ変動成分を高精度
に検知する必要がある。パターン個々の間隔Ｐｓは等間隔になるように設定されている。
高精度な検知を実現するには、間隔Ｐｓを短く設定し、密なパターン群が必要になる。し
かし、実際には形成可能なパターン幅や演算時間等の関係から、パターン間隔Ｐｓが決定
される。
【００４２】
　例えば、感光体ドラム一回転周期の変動成分の他に、駆動ローラ８の回転周期の変動成
分がパターンの位置ズレに大きく影響する場合、駆動ローラ８の回転周期も考慮してサン
プリングパターン長Ｐａを設定する。本実施形態の感光体ドラムの直径が４０ｍｍ、駆動
ローラ８の直径が３０ｍｍであるとすると、中間転写ベルトの表面移動距離に換算した感
光体ドラムと駆動ローラの回転周期は、それぞれ、１２５．７ｍｍと９４．２ｍｍとなる
。この両数値の公倍数をサンプリングパターン長Ｐａに設定する。ここでは、最小公倍数
となる３７７ｍｍをパターン長Ｐａと設定した。このパターン長Ｐａに対して等間隔にな
るようにパターン間隔Ｐｓが設定される。これによって、後述する感光体ドラム一回転周
期の変動成分の振幅、位相数値の算出が、駆動ローラ８の変動成分の影響を受けずに高精
度に検知することができる。これは、後述する振幅、位相数値の算出において、理論上、
駆動ローラ８の変動成分を含む演算項がちょうどゼロとなることを利用している。同様に
、中間転写ベルト１０の周方向の厚み偏差分布により回転周期変動が発生するときには、
感光体ドラム回転周期の整数倍で、ベルト一周に最も近いパターン長を設定することで、
中間転写ベルト１０の周期変動の影響を低減することができる。
　また、駆動ローラ８の駆動源であるモータ回転周期の変動成分のように、感光体ドラム
一回転周期と１０倍以上と大きく離れている変動成分については、検知データのデジタル
処理において、ローパスフィルタで除去することが可能となる。
【００４３】
　また、中間転写ベルト駆動系においてフィードバック制御を搭載することは、上記感光
体ドラム一回転周期をもつ変動成分の検知精度を高める上で有効な手段である。例えば、
中間転写ベルト１０の表面移動に伴って回転する支持ローラ１２の回転軸にロータリーエ
ンコーダを設置する。このロータリーエンコーダから出力される回転情報を基に、ロータ
リーエンコーダからの出力（回転角速度）が一定となるように中間転写ベルト１０の図示
しない駆動モータの回転を制御する。これにより、駆動ローラ８や駆動伝達系の誤差、駆
動ローラ８と中間転写ベルト１０の裏面との間のすべりによるベルト速度変動が大幅に抑
制される。よって、上述した残存する他の周期変動としては、支持ローラ１２の回転周期
によるものとなる。これは、主に、支持ローラ１２の偏心やエンコーダの取付け偏心によ
って発生する。したがって、サンプリングパターン長Ｐａを支持ローラ１２の回転周期と
感光体ドラム一回転周期の公倍数周期にすることで高精度な検知が可能となる。
【００４４】
　各感光体ドラム２に関する検知用パターン４５のサンプリング動作およびこれに基づく
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補正動作を行う場合、図６に示すＣＰＵ５８によって、図１に示したマーキング４をドラ
ムポジションセンサ２０が検知した時などの所定タイミングで各部に指令が出され、ＲＯ
Ｍ５９に設定されている各感光体ドラム２の検知用パターン４５の画像データを各々対応
する画像形成ユニットに順次出力し始める。このとき、通常の画像形成モード（プリント
モード）と全く同じ動作で実行される。これにより、各画像形成ユニットは、この検知用
パターンの画像データに基づいて各々検知用パターンを形成し、中間転写ベルト１０に順
次転写して、中間転写ベルト１０上にパターン群を形成する。そして、検知用パターンの
検知センサ部５１による検知結果は、上述したようにサンプリング制御部５６に設定され
た所定のサンプリング周期で、ＡＤ変換器５４で変換された離散データとして、ＦＩＦＯ
５５に格納される。ＦＩＦＯ５５に格納されたデータは、受光素子のパターン反射光量に
応じた出力信号の数値である。この数値は、トナー色やパターンのトナー濃度により変化
する。本実施形態では、検知用パターンの通過検知タイミングを精度良く認識することが
望まれる。そこで、予め設定した閾値によるパターン検知の判別ではなく、数値のピーク
認識によるパターン通過検知を行う。これによって、特に本実施形態の特徴である位置ズ
レ量をより高精度に検知することができる。その理由は、感光体ドラムの表面移動速度変
動による検知用パターンの崩れによる影響を受けにくいからである。以下にその詳細を述
べる。
【００４５】
　図７（ａ）乃至（ｄ）は、感光体ドラム２の表面移動速度と中間転写ベルト１０上に転
写した検知用パターン４５のトナー濃度分布との関係を示す説明図である。
　図７（ａ）は、感光体ドラム２と中間転写ベルト１０との転写部の模式図である。感光
体ドラム２と中間転写ベルト１０との接触面において、感光体ドラム２と中間転写ベルト
１０とは互いに接触しながらも、トナーやベルト又は感光体表層の潤滑剤、潤滑層の影響
でスリップしながら、それぞれ独立した速度Ｖｏ、Ｖｂで移動している。図７（ｂ）は、
感光体ドラム２上に形成した検知用パターンにおいて、横軸に各パターンの間隔（距離）
をとり、縦軸にトナー濃度をとったグラフである。本実施形態では、一定のトナー濃度で
、パターン間隔ＰａＮでパターン像が形成される。
【００４６】
　ここで、感光体ドラム２の表面移動速度Ｖｏが中間転写ベルト１０の表面移動速度Ｖｂ
に対して速い場合（Ｖｏ＞Ｖｂ）、図７（ｂ）に示した検知用パターンを中間転写ベルト
１０上に転写した後の検知用パターンは、図７（ｃ）に示すようになる。この場合、転写
部において感光体ドラム２の表面が中間転写ベルト１０の表面を追い越すようになるため
、中間転写ベルト１０上におけるパターン間隔ＰａＨは、感光体ドラム上におけるパター
ン間隔ＰａＮよりも短くなる。また、図中Ｔｗで示したパターン濃度の広がり部分は、感
光体ドラム２と中間転写ベルト１０との速度差によるパターン崩れによる濃度分布を示し
ている。これは、転写部において、感光体ドラム２と中間転写ベルト１０とが高いトナー
転写率を確保するために２ｍｍ近くのニップ部を有しているため、トナー像が両者にこす
れるように転写し、速度差に応じて集積しているトナーが崩されるためである。
　一方、感光体ドラム２の表面移動速度Ｖｏが中間転写ベルト１０の表面移動速度Ｖｂに
対して遅い場合（Ｖｏ＜Ｖｂ）、図７（ｂ）に示した検知用パターンを中間転写ベルト１
０上に転写した後の検知用パターンは、図７（ｄ）に示すようになる。この場合、中間転
写ベルト１０上におけるパターン間隔ＰａＬは、感光体ドラム２上におけるパターン間隔
ＰａＮよりも長くなる。また、図７（ｃ）に示した場合と同様に、Ｔｗで示したパターン
濃度の広がり部分も発生する。
【００４７】
　本実施形態では、感光体ドラム２の表面移動速度変動により変動するパターン間隔Ｐａ
Ｈ、ＰａＬを高精度に検知することが望まれる。上述したように感光体ドラム２の表面移
動速度変動により、中間転写ベルト１０との速度差が周期的に変化し、検知用パターンの
濃度分布の広がりも周期的に変化する。ここで、閾値を設定してパターン端部を認識する
手法では、パターン崩れの影響で、端部でない部分を検知してしまうという問題や、パタ
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ーン濃度が閾値を超えず認識できないという問題が発生する。そこで、本実施形態では、
パターン濃度のピーク値をパターン検知タイミングとする。具体的には、ＣＰＵ５８は、
既定のサンプリング周期で格納されたトナー濃度と相関の高いＦＩＦＯ５５の信号データ
群からパターン濃度のピークを認識して、そのタイミング（データ番号）データをＲＡＭ
６０に格納する。これによって、より正確なパターン間隔ＰａＨ、ＰａＬを認識すること
ができる。
【００４８】
　このようにして認識したパターン間隔の検知データ（以下、「パターン検知データ」と
いう。）は、ＲＡＭ６０に格納される。このパターン検知データは、感光体ドラム２の回
転周期で変動したものとなる。本実施形態では、その変動成分の振幅と位相を検知する。
検知する手法としては、全データの平均値をゼロとして、変動値のゼロクロス又はピーク
値から、その変動成分の振幅と位相を検知する手法が挙げられる。しかし、この手法では
、検知データがノイズの影響を大きく受けるため、誤差が大きく実用的でない。そこで、
本実施形態では、パターン検知データから感光体ドラム２の回転周期で発生している変動
成分の振幅と位相を直交検波によるデータ処理（直交検波処理）で算出する手法を用いる
。直交検波処理とは、通信分野の復調回路に用いられている公知の信号解析技術である。
【００４９】
　図８は、直交検波処理の基本構成部分を示すブロック図である。
　上述したパターン検知データは、形成されたパターン順に任意の基準タイミングから検
知した時刻までの経過時間（ｔｋ０１、ｔｋ０２、ｔｋ０３、・・・）に基づくデータで
ある。よって、パターン検知データは、変動成分が重畳している単調増加のデータ群とな
る。そこで、このパターン検知データから増加傾向（傾き）分を除いてパターン変動デー
タとする。増加傾向（傾き）分は、データ群から最小二乗法により求めることができ、倍
率補正数値として扱われる。このパターン変動データが入力信号１２０として用いられる
。発振器１２１は、検知したい周波数成分、ここでは、感光体ドラム一回転周期の周波数
（ωｏ／２π）で、かつ、検知用パターン形成時に用いた任意の基準タイミングに基づく
位相で発振して、第１乗算器１２３ａと９０°位相シフト器１２２に出力する。感光体ド
ラム２の回転周期（２π／ωｏ）は、感光体ドラム２のドラム駆動ギヤ３２上のマーキン
グ４の検知信号間隔を計測することで正確に求めることができる。第１乗算器１２３ａは
、入力信号１２０と発振器１２１から出力された発振周波数の信号とを乗算し、第２乗算
器１２３ｂは、入力信号１２０と９０°位相シフト器１２２から出力された信号とを乗算
する。すなわち、乗算器１２３ａ、１２３ｂによって、入力信号１２０を感光体ドラムの
同相成分（Ｉ成分）の信号と直交成分（Ｑ成分）の信号に分離しており、第１乗算器１２
３ａからの出力がＩ成分であり、第２乗算器１２３ｂからの出力がＱ成分である。
【００５０】
　第１ＬＰＦ１２６ａは、第１乗算器１２３ａで乗算された信号について低周波帯域の信
号のみを通過させる。本実施形態においては、発振周期（２π／ωｏ）の整数倍周期分の
データ、ここではパターン長Ｐａ分のデータを平滑化するローパスフィルタを設計する。
第２ＬＰＦ１２６ｂも同様である。このようにパターン長Ｐａ分のデータを平滑化するこ
とで、上述した誤差要因となる駆動ローラ８の回転周期成分は平滑化処理で相殺されゼロ
となる。そして、振幅演算部１２４は、２つの入力（Ｉ成分とＱ成分）に対応する振幅ａ
（ｔ）を算出する。また、位相演算部１２５は、２つの入力に対応する位相ｂ（ｔ）を算
出する。このａ（ｔ）とｂ（ｔ）が感光体ドラム２の周期変動の振幅と任意の基準タイミ
ングからの位相角である。なお、モータ軸ギヤ３４の回転周期の変動成分の振幅と位相を
検知したい場合には、発振周期ωｏを高次成分のモータ回転周期に設定して同様の処理を
行えばよい。
【００５１】
　このようにしてパターン検知データの変動成分の振幅と位相の算出を直交検波処理を用
いて行うことで、変動値のゼロクロスやピーク検知による手法に比べて、ずっと少ないパ
ターン検知データから変動成分の振幅と位相の算出が可能となる。特に、感光体ドラム一
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回転周期に検知パターンが４ＮＰ個（ＮＰは自然数）となるようにパターン間隔Ｐｓを設
定することで、少ないパターン数で高精度な振幅と位相の算出が可能となる。これは、４
ＮＰ個の検知パターンの位置関係が変動成分に対して、最も差の大きな位置関係となるこ
とから感度が最も高くなるためである。例えば、４個のパターンの場合、それぞれが、変
動のゼロクロスとピーク位置に相当する。このため、同じ４個の他のパターン間隔よりも
検知感度が高い。４個のパターンの位相がずれても検知感度が高い位置関係となっている
ことには変わりない。
【００５２】
　このように検知された感光体ドラム一回転周期の変動成分の振幅と位相のデータを基に
、ＣＰＵ５８は、各感光体ドラム２の駆動制御補正値を算出し、制御目標値出力部３８に
送信する。この駆動制御補正値は、この変動成分に相当する感光体ドラムの表面移動速度
変動を打消すように、各感光体ドラム２の回転角速度を個別に微調整する値である。つま
り、図７に示したように、感光体ドラム２の表面移動速度が速くて平均より短いパターン
間隔ＰａＨが検知されたタイミングでは感光体ドラム２の駆動速度を遅くなるように補正
し、感光体ドラムが遅くて長いパターン間隔ＰａＬが検知されたタイミングでは感光体ド
ラム２の駆動速度を速くするように補正する。
【００５３】
　ここで、上述したパターン変動データから算出された感光体ドラム一回転周期の変動成
分の振幅と位相のデータは、感光体ドラムの露光ポイントＳＰにおける感光体ドラムの表
面移動速度速度変動と、感光体ドラム２の表面上における転写位置である転写ポイントＴ
Ｐにおける感光体ドラムの表面移動速度速度変動の２つの影響が重畳して表れる中間転写
ベルト１０上のパターン間隔の変動に基づいて得られるものである。
　そこで、図９に示すような、任意に設定された感光体ドラム２上の露光ポイントＳＰと
転写ポイントＴＰとの間の位相差角度φを持つ構成において、感光体ドラム一回転周期を
もつ感光体ドラムの表面移動速度変動を引き起こす感光体ドラム２の回転角速度変動と、
中間転写ベルト１０上のパターン間隔との関係を示し、上述したパターン検知データに基
づくパターン変動データから、適切な駆動制御補正値を導出する手法について説明する。
【００５４】
　ドラムポジションセンサ２０がマーキング４を検知したタイミングを基準に、一定時間
間隔で感光体ドラム２上の露光ポイントＳＰに検知用パターンの潜像を書き込む。このと
き、感光体ドラム回転角速度ωが下記の式（１）であったとする。
【数１】

【００５５】
　上記式（１）において、右辺第２項のΔωｃｏｓ（ω0ｔ0＋α）は、ドラムポジション
センサ２０がマーキング４を検知したタイミングを基準に、任意の時間ｔ0における感光
体ドラム一回転周期と同じ周期をもつ回転角速度変動分を示している。具体的には、主と
して、感光体ドラム２の軸に設置されたドラム駆動ギヤ３２の偏心等に起因する回転変動
分を示している。αはドラムポジションセンサ２０がマーキング４を検知したタイミング
を基準とした周期変動の位相を示す。このときの感光体ドラム２の表面移動速度ＶSPは、
感光体ドラムの半径をＲとすると、下記の式（２）となる。
【数２】

【００５６】
　また、露光ポイントＳＰで、一定間隔の微小時間δｔにて形成される任意の２パターン
の微小パターン間隔δＰ0は、下記の式（３）となる。



(19) JP 2009-223083 A 2009.10.1

10

20

30

40

50

【数３】

　これらの検知用パターンは、感光体ドラム２が角度φだけ回転するのに要する時間Ｔφ

が経過した後に中間転写ベルト１０上に転写される。ここでいう角度φは、図９に示すよ
うに、感光体ドラム回転中心と露光ポイントＳＰとを結ぶ仮想線と、感光体ドラム回転中
心と転写ポイントＴＰとを結ぶ仮想線とのなす角である。
【００５７】
　検知用パターンが中間転写ベルト１０へ転写されるときの感光体ドラムの角速度ωφは
、下記の式（４）となる。
【数４】

　式（４）の右辺第２項は、検知用パターンの転写時における感光体ドラム一回転周期の
変動成分であるから、潜像書込時からＴφ時間後を示す位相差はφとなる。このときの感
光体ドラム２の表面移動速度ＶTRは、下記の式（５）となる。
【数５】

【００５８】
　また、中間転写ベルト１０の表面移動速度は、感光体ドラム２の平均表面移動速度と一
致しているとし、Ｖｂ＝Ｒω0とすると、感光体ドラム２上のパターン間隔は、感光体ド
ラムの表面移動速度が中間転写ベルト１０の表面移動速度よりも速いと短くなり、遅いと
長くなる。したがって、中間転写ベルト１０上に転写された微小パターン間隔δＰは、下
記の式（６）となる。

【数６】

　ただし、Ｐｎ＝Ｒω0δｔである。
【００５９】
　ここで、変動成分Δωは、平均角速度ω0に対して十分小さいことから、上記式（６）
は下記の式（７）に近似することができる。
【数７】

　さらに、式（７）は、下記の式（８）に変形することができる。
【数８】

　式（８）は、一定間隔の微小時間δｔに形成された２つのパターンが中間転写ベルト１
０上に転写された後の微小パターン間隔を示している。
【００６０】
　検知用パターンの潜像形成タイミングが実際の一定時間間隔である場合、露光ポイント
ＳＰにて微小時間δｔでない一定時間間隔Ｔｅにてパターン書込みを行い、転写後に中間
転写ベルト上の受光素子４２で検知用パターンの通過タイミングを検知して、中間転写ベ
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ルト１０上のパターン検知タイミングを認識する。ここまで、ドラムポジションセンサ２
０がマーキング４を検知したタイミングを基準としている。そのタイミングに書き込まれ
た検知用パターンが中間転写ベルト上の受光素子４２で検知される。図５（ｂ）に示すよ
うに、検知用パターン４５の先頭パターンｔｋ０１の位置を基準（０）として、時間Ｔｅ
Ｎ（Ｎ：自然数）に書き込まれたＮ番目のパターンまでの間隔Ｐｃ_Ｎは、下記の式（９
）となる。
【数９】

　この式（９）から下記の式（１０）が得られる。
【数１０】

 
【００６１】
　ただし、式（１０）中のＣは、下記の式（１１）に示すものである。

【数１１】

 
【００６２】
　このように、一定時間間隔Ｔｅにて書き込まれたパターン群は、中間転写ベルト上にて
、式（１０）にて示されるパターン間隔となり、受光素子で検知される。上述したＲＡＭ
６０に格納されるパターン検知データ（時間データ）は、中間転写ベルト１０の表面移動
速度数値から中間転写ベルト上の位置に換算される。または、パターン検知データ（時間
データ）は、感光体ドラムの平均回転速度から感光体ドラム上の位置に換算される。式（
１０）中の右辺第１項は、パターン検知データの傾きに相当し、倍率誤差の検知に用いら
れる。パターン変動データからは、上述した直交検波処理を用いて感光体ドラム一回転周
期で発生する、先頭パターンを基準とした余弦波の変動成分の振幅と位相を算出する。こ
の変動成分は、式（１０）中の右辺第２項に相当し、その振幅Ａと位相Ｂは、それぞれ、
下記の式（１２）及び式（１３）に相当する。なお、式（１０）中の右辺第３項であるＣ
は、定常偏差であり、同右辺第２項の周期変動のゼロレベルを振幅方向にバイアスを持た
せるだけであり、直交変換によって検知される振幅と位相には影響しない。

【数１２】

 
【００６３】
【数１３】
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　式（１２）及び式（１３）は、感光体ドラム回転周期のパターン変動データの振幅Ａ、
位相Ｂと感光体ドラムの回転角速度変動の振幅Δω、位相αとの関係を示している。よっ
て、パターン変動データから得られた振幅Ａ、位相Ｂから感光体ドラムの回転角速度変動
成分の振幅Δω、位相αを求め、感光体ドラムの回転角速度変動成分を打消すように駆動
制御する。
【００６４】
　感光体ドラム一回転周期の変動成分は、上述した式（１）中の第２項で示される感光体
ドラム２の回転角速度変動に起因するものである。よって、この感光体ドラム２の回転角
速度変動を補正する駆動制御補正数値は、式（１）の第２項を反転した補正数値となるよ
うにする。したがって、駆動制御補正数値の設定は、パターン検知データから直交検波処
理で算出された式（１２）及び式（１３）に相当する振幅及び位相の数値より、振幅に対
して｛２×Ｒ×ｓｉｎ（φ／２）／ω0｝で除算し、位相に対して｛φ／２＋π｝だけ遅
らせた値が感光体ドラム２の周期変動の検知値であるから、感光体ドラムの周期変動を補
正する回転制御補正値は式（１２）式の振幅に対して｛２×Ｒ×ｓｉｎ（φ／２）／ω0

｝で除算し、式（１３）の位相により｛φ／２＋π｝だけ遅らせ、それにさらにπだけ遅
らせた位相、つまり、結果的にφ／２だけ遅らせた（－φ／２の減算した）位相である。
つまり、感光体回転角速度制御に用いる回転角速度制御目標値は、式（１４）に示す関数
ωrefとなる。
【数１４】

　この補正に用いる数値は、画像形成ユニットの構成から予め算出しておくことができる
。これによって、感光体ドラム一回転周期で発生する角速度変動を打消すように駆動モー
タ３３の回転角速度が制御され、感光体ドラム２は一定の回転角速度で回転する。
【００６５】
　ちなみに、図２のコントローラ３７が位置制御系、つまり、ロータリーエンコーダ３５
の出力パルスのカウントから回転角変位を検知して制御する場合、制御目標値出力部３８
には、目標回転角変位を設定する必要がある。この場合、感光体ドラム２の回転角速度ω
の式（１）を積分した下記の式（１５）に示す感光体ドラムの回転角θから、変動成分（
第２項）を打消すように回線制御補正値を算出する。
【数１５】

 
【００６６】
　
　そして、感光体ドラム２の回転角変位を補正する回転制御補正値は、式（１５）の第２
項を反転した値となるようにする。パターン変動データから、直交検波処理で得られた感
光体ドラム一回転周期で発生する、先頭パターンを基準とした余弦波の変動成分の振幅Ａ
と位相Ｂを用いて、回転制御補正値を設定する。振幅Ａ、位相Ｂと感光体ドラムの回転角
変動成分（式（１５）の第２項）との関係より、式（１６）に示す回転角制御目標関数θ

refで感光体回転角制御を実施する。
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【数１６】

 
【００６７】
　式（１０）は、図５（ｂ）に示すように先頭パターンとＮ番目パターンとの間隔を表し
ている。この他にパターン間隔の計測方法として、隣り合う２つのパターン間隔を計測す
る方法がある。図５（ｂ）の矢印Ｐｒ_１、Ｐｒ_２、Ｐｒ_Ｎで示すように隣接パターン
間隔を計測する。
　隣接パターン間隔の計測結果をパターン検知データとすることで、先頭パターン基準の
パターン検知データと比較してデータ容量を小さくすることができる。センサ４０部をパ
ターンが通過した時の経過時刻は基準タイマーのカウント数により認識される。１μｓｅ
ｃの基準タイマーを使用した場合は、１μｓｅｃ単位のカウント値が時間データとなる。
先頭パターン基準のパターン間隔計測の場合、パターン長Ｐａに依存して、カウント値は
増大する。一方、隣接パターン間隔計測の場合、設定された書込み時の隣接パターン間隔
に依存するためカウント値は比較的小さく、ある範囲に収まる。カウント値が小さいこと
は、直交検波処理においても演算過程におけるオーバーフローの防止にもなる。高分解能
な基準タイマーを使用した場合には、隣接パターン間隔計測の利点はより顕著となる。
【００６８】
　以下に隣接パターン間隔の計測結果に基づく、感光体ドラム２の回転制御補正値につい
て説明する。
　式（１０）に示した先頭パターン基準としたＮ番目のパターンまでの間隔Ｐｃ_Ｎから
、Ｎ番目のパターンと隣接するＮ－１番目のパターンとの間隔を示すＰｒ_Ｎを導出する
と、式（１７）となる。

【数１７】

　式（１７）を変形すると、式（１８）となる。
【数１８】

　このように、一定時間間隔Ｔｅにて書き込まれたパターン群の隣接パターン間隔は、中
間転写ベルト上にて、式（１８）にて示されるパターン間隔となり、受光素子で検知され
る。先頭パターン基準のパターン間隔Ｐｃ_Ｎは、パターン位置情報であったが、隣接パ
ターン間隔は先頭基準のパターン間隔Ｐｃ_Ｎの差分情報であるため、隣接パターン間の
平均速度情報である。
　上述したＲＡＭ６０に格納される隣接パターン間隔のパターン検知データ（時間データ
）は、中間転写ベルト１０の表面移動速度から中間転写ベルト上の位置に換算される。ま
たは、感光体ドラムの平均回転速度から感光体ドラム上の位置に換算される。パターン変
動データからは、上述した直交検波処理を用いて感光体ドラム一回転周期で発生する、先
頭パターンを基準とした余弦波の変動成分の振幅Ａ’と位相Ｂ’を算出する。振幅Ａ’と
位相Ｂ’はそれぞれ式（１９）、式（２０）で表される。
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【数１９】

 
【００６９】
【数２０】

 
【００７０】
　得られた振幅Ａ’、位相Ｂ’数値から、感光体ドラムの回転角速度制御目標関数を導出
する。感光体ドラムの回転角速度変動を示す式（１）第２項を打消す感光体ドラムの回転
角速度制御目標関数ωref’は、式（２１）となる。

【数２１】

　式（１４）に示した、先頭パターン基準のパターン間隔を計測した検知データに基づく
感光体ドラム回転角速度制御目標関数と、式（２１）に示す隣接パターン間隔を計測した
検知データに基づく制御目標関数を比較すると、パターン書込み時の隣接パターン間の感
光体回転角ω0Ｔｅに関する係数や項が式（２１）に存在する。隣接パターン間隔を計測
した場合には、隣接パターン間隔の平均速度情報となるため、真の速度とは誤差が生じる
。そのため、感光体ドラム速度制御関数に変換する場合には、書込み時の隣接パターン間
の感光体回転角ω0Ｔｅを考慮して補正する必要がある。
【００７１】
　同様に、感光体ドラムの回転角制御目標関数を導出する。式（１５）の第２項を打消す
感光体ドラムの回転角制御目標関数θref’は、式（２２）となる。

【数２２】

 
【００７２】
　ここまでは、ドラムポジションセンサ２０がマーキング４を検知したタイミングを基準
として検知用パターンを書込み、その後、この検知用パターンが中間転写ベルト１０に転
写された後に受光素子４２で検知される位置を基準として、その検知用パターンの通過タ
イミングを検知した。しかし、中間転写ベルト１０の表面移動速度が不安定であったり、
温度変化による駆動ローラ径の膨張、収縮等が原因で平均表面移動速度が不確定であった
りする場合、パターン検知基準の認識に誤差が生じてしまう。そこで、別途、基準となる
ホームトナーマークを検知パターン群とは別に形成するとよい。このホームトナーマーク
を基準に中間転写ベルト１０上の検知用パターンの通過タイミングを検知する。この場合
、ホームトナーマークの書込みタイミングと、ドラムポジションセンサ２０がマーキング
４を検知したタイミングとの位相関係を認識しておき、駆動制御補正時の位相値に反映さ
せる必要がある。
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【００７３】
　本実施形態によれば、感光体ドラム２上の露光ポイントＳＰと転写ポイントＴＰとの位
置関係（露光ポイントＳＰと転写ポイントＴＰとの位相差回転角φ）がどのような関係で
あっても、中間転写ベルト１０上にて検知されたパターン検知データから、感光体ドラム
２の表面移動速度変動を補正する駆動制御補正値を高精度に求めることができる。
【００７４】
　なお、上記特許文献１に記載された従来技術のように、露光ポイントＳＰと転写ポイン
トＴＰとの位相差角度を実際のφとは異なる１８０°に設定して駆動制御補正数値を算出
して制御する場合の誤差は、式（１０）にそれぞれφと１８０°とを代入して得られるパ
ターン変動値の差分から求めることができる。具体例として、感光体ドラム半径Ｒを２０
ｍｍとし、回転角速度の変動率（Δω／ω0）を０．１％とし、αを０とした場合、位相
差角度φとして２．５３ｒａｄ（１４５°）と３．１４ｒａｄ（１８０°）とを代入した
ときのグラフは、図１０に示すとおりである。このグラフには、これらの差分（ＥＲＲＯ
Ｒ）も示してある。このように、露光ポイントＳＰと転写ポイントＴＰとの位相差角度が
３５°だけ異なる場合、回転角速度の変動率が０．１％という小さいものであっても最大
で約１２μｍのパターン変動量の差が発生することがわかる。この差が従来技術の手法を
用いた場合の制御補正誤差となる。本実施形態によれば、このような誤差が発生すること
がなく、高精度に制御補正することができる。
【００７５】
　また、ここまでは、感光体ドラム一回転周期をもつ感光体ドラムの回転角速度変動成分
に起因する感光体ドラム表面移動速度変動に関して説明したが、その他の原因に起因する
感光体ドラムの表面移動速度変動に対しても、同様に駆動制御補正数値を求めることがで
きる。例えば、駆動モータ軸プーリと感光体ドラム軸プーリとの間にタイミングベルトが
張架された駆動伝達機構の場合、そのタイミングベルトの回転周期ωｔｂと、露光ポイン
トＳＰと転写ポイントＴＰとの位相差角度φをタイミングベルトの回転周期に換算したφ
ｔｂとを代入して上述と同様の処理をすればよい。この場合、タイミングベルト上にマー
キングとドラムポジションセンサが必要であるが、感光体ドラム軸プーリとタイミングベ
ルトとの間にすべりが無ければ、ドラム軸プーリに設置されたマーキングの検知タイミン
グからタイミングベルトの回転の基準タイミングを設定してもよい。
【００７６】
〔第２補正処理〕
　次に、各感光体ドラム２の回転駆動制御に関する第２補正処理について説明する。
　まず、感光体ドラム軸一回転周期と同じ周期をもつ速度変動を検知するための検知機構
について、図１１及び図１２を用いて説明する。
　感光体ドラム軸１１２を中心に環状に配設されたスリット型の被検知部とその通過を検
知する第２検知手段としての検知器１１４の構成は、図１１に示すように感光体ドラムの
両端のどちらに設置しても良いし、図１２に示すようにドラム駆動ギヤ３２側に設置して
も良い。ただし、本実施形態のようにカップリング３１が設けられている場合（図２参照
）は、ドラム駆動ギヤ３２の軸と感光体ドラム軸との間の軸心位置誤差による回転伝達誤
差を本補正処理により抑制することができるように、図１１に示すように感光体ドラムの
両端のどちらかに設置するのが望ましい。また、図１に示したドラムポジションセンサ２
０と検知器１１４を同一のものとし、被検知部の１箇所をマーキング４として利用しても
よい。複数の被検知部の１箇所をマーキング４として利用する場合、当該１箇所について
は他の箇所とはスリット形状が異なるようにするとか、他の箇所とはスリット間隔が異な
るようにするとか、そういった工夫をすればよい。
【００７７】
　被検知部が配設された回転板は、感光体ドラム軸１１２を中心に回転するように固定さ
れているか、感光体ドラム２と一体となって回転するように感光体ドラム２の側面に設置
されている。または、ドラム駆動ギヤ３２側の場合は歯車側面に設置されている。例えば
、感光体ドラムと一体にして設ける場合は、図１１に示すように、感光体ドラム２のフラ
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ンジ１１１に被検知部としてのスリット１１３Ａを設ける。また、ドラム駆動ギヤ３２に
設ける場合は、図１２に示すように、歯車３２の端面フランジに、被検知部としてのスリ
ット１１３Ｂが設けられる。
【００７８】
　検知器１１４は、スリット片の間に形成されるスリット１１３Ａ，１１３Ｂと各スリッ
ト片のエッジの通過を検知するもので、発光素子と受光素子で構成され、各スリット片に
よる光の遮断の有無を検知する構成である。その他の構成としては、スリット片を光反射
マークで形成し、その光反射マークからの反射光を受光素子で受光することで検知する反
射型の構成としてもよい。また、被検知部を磁性体で形成し、検知器を磁気センサとした
構成で、被検知部の通過を磁気的に検知する構成でもよい。
【００７９】
　本実施形態において、被検知部は、少ないスリットとエッジ数で高感度に感光体ドラム
一回転周期変動が検知できるように、中心角が互いに９０度ずつズレて配設された４つの
スリット１１３Ａ，１１３Ｂで構成されている。もちろん、感光体一周につき４つ以上配
設されたスリット１１３Ａ，１１３Ｂで構成してもよい。
【００８０】
　本実施形態では、スリット１１３Ａ，１１３Ｂとエッジの通過検知データ（被検知部検
知データ）を基に、感光体ドラム２の回転周期変動を検知するために、駆動モータ３３か
ら感光体ドラム２までの伝達機構では、図２に示したモータ軸ギヤ３４とドラム駆動ギヤ
３２との歯数比は整数であることが望ましい。後述する直交検波処理による感光体ドラム
一回転周期の変動成分の振幅、位相数値の算出が、モータ軸ギヤ３４の変動成分の影響を
受けずに高精度に検知することができるためである。
【００８１】
　以下、図１に示したドラムポジションセンサ２０と検知器１１４を同一のものとし、被
検知部のスリット１箇所をマーキング４として利用した構成について、図１３を用いて説
明する。
　図１３は、感光体ドラムに設けられたスリット１１３Ａ，１１３Ｂと、これを検知器１
１４で検知したときの検知結果との関係を説明するための説明図である。
　本実施形態では、４つのスリットのうちの１箇所を、他のスリットよりもスリット幅が
広くなるように構成している。なお、図１３では、便宜上、３箇所のスリット１１３Ａ，
１１３Ｂの形状は略正方形で示し、残り１箇所のスリット幅を略長方形で示している。駆
動モータ３３が目標値付近で等速回転になると、当該１箇所のスリットの通過を示す検知
器１１４からの出力信号（パルス信号）のパルス時間幅は、他のスリットのパルス時間幅
と比較して明らかに大きくなる。したがって、予め設定した基準パルス時間幅に対して大
きなパルス時間幅を検知したら、ホーム位置を通過したと判定できる。つまり、マーキン
グ４を検知したこととなる。このように、感光体ドラム２の回転変動で生じるパルス時間
幅の変動に対して十分大きなスリット幅を設けることで、ホーム位置の判別が可能となる
。
【００８２】
　次に、スリット１１３Ａ，１１３Ｂと検知器１１４を用いて感光体ドラム一回転周期の
変動を算出する工程について説明する。
　まず、駆動モータ３３が目標回転角速度に達し、画像形成装置本体からの感光体ドラム
一回転周期の変動検知指令があると、検知器１１４の出力パルス信号のサンプリングを実
施する。出力パルス信号をサンプリングするための電気的なハードウェアは、上述した第
１補正処理と同様のもの、具体的には図６に示した構成の一部を第２補正処理用に設計し
たものを用いる。このとき、その一部の構成を、図６に示した第１補正処理のものと共用
してもよい。検知器１１４の出力パルス信号のサンプリングでは、ホーム位置を基準にス
リット通過検知時刻Ｔｓ０１、Ｔｓ０２、Ｔｓ０３・・・を第１補正処理の場合と同様に
ＲＡＭ６０に格納する。サンプリングするデータ数は検知精度を高めるために複数回転分
とするのが望ましい。
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【００８３】
　ＲＡＭ６０に格納された各感光体ドラムのスリット通過間隔の検知データ（被検知部検
知データ。以下「スリット検知データ」という。）を基に、各感光体ドラム２の回転速度
変動成分の振幅と位相を検知する。本実施形態では、第２補正処理も、第１補正処理の場
合と同様に、図８に示した直交検波処理を用いて振幅と位相を検知する。具体的には、ま
ず、スリット検知データを基に、各スリット間の角速度を算出する。次に、算出した角速
度データから平均角速度を算出し、これを各スリット間の角速度から除算することで、各
スリット間の角速度変動データを得る。このスリット間角速度変動データが図８の直交検
波処理の入力信号として用いられる。直交検波処理の出力信号としては、ホーム位置を基
準とした感光体ドラム一回転変動の振幅と位相が得られる。本実施形態では、このスリッ
ト検知データのサンプリングと直交検波処理を２回実施することで、１回目と２回目の間
における環境変化等によって変化した感光体ドラム回転変動分を認識する。
【００８４】
〔第１補正処理と第２補正処理に基づく補正動作〕
　本実施形態では、上述した２つの補正処理を併用することで、初期時から存在する位置
ズレだけでなく、初期時以降に生じる位置ズレによる画質劣化も抑制することもできる。
　まず、装置の製造工程（又はメンテナンスによる部品交換時）に１回だけ検知用パター
ン４５のサンプリング動作およびこれに基づく補正動作（第１補正処理）を実行するよう
に設定されている。これは、感光体ドラム一回転周期で発生する位置ズレの変動成分で、
感光体ドラム、駆動伝達歯車、カップリングの部品精度及び組付け精度に起因するものを
補正する。しかし、この補正後も、機内温度の変化や画像形成装置に外力が加わることに
より、各画像形成ユニット自身の位置や大きさ、更には各画像形成ユニット内の部品の位
置や大きさが微妙に変化することがある。このうち、機内温度の変化や外力は避けられな
いものであり、例えば、紙詰まりの復帰、本画像形成装置の移動などの日常的な作業が、
本画像形成装置へ外力を加えることとなる。そして、本画像形成装置に機内温度の変化や
外力が作用すると、各色の画像形成ユニットで形成される画像の位置合わせ具合が悪化す
る。このように、初期時以後の要因によって位置ズレが発生して高画質を維持することが
困難となる場合がある。
【００８５】
　そこで、本実施形態では、第１補正処理を行った直後に１回、スリット検知データのサ
ンプリング動作を実行し、基準用のスリット検知を行う。そして、画像形成装置の電源投
入時、紙詰まりの復帰動作後、その他の所定のタイミングで、または、画像形成モード時
に随時、必要に応じて、再度、スリット検知データのサンプリング動作を実施し、比較用
のスリット検知を行う。これにより、２つのサンプリング結果を比較することで、その期
間内における感光体ドラム一回転周期の変動成分の経時変化を認識でき、その経時変化分
を補正することができる。
【００８６】
　図１４は、本実施形態における補正動作の流れを示すフローチャートである。
　この補正動作は、感光体ドラムの交換、着脱や駆動部周辺の修理、交換が行われた時、
画像形成装置の電源投入時、紙詰まりの復帰動作後、その他の所定のタイミングで、開始
される。まず、Ｓ１２１にて過去に第１補正処理を実施したか否かを判断する。この判断
は、例えば、ＲＡＭ６０にパターン検知データが記憶されているか、又は、ＲＯＭ５９に
パターン検知データから算出した振幅、位相データが記憶されているかを確認することで
行う。これらのデータ領域は、感光体ドラムの交換、着脱や駆動部周辺の修理、交換が行
われた際にデータ消去を実施するように設定されている。このため、工場出荷時や感光体
ドラムの交換時などに、まだ第１補正処理が実施されていない場合には（Ｓ１２１のＮｏ
）、トナーパターン検知及び回転制御補正値１（第１補正値）の算出が実施される（Ｓ１
２２）。このＳ１２２で算出される回転制御補正値１とは、上記式（１４）の第２項を示
す。計測したパターン間隔が、基準パターンからの累積間隔か隣接パターン間隔で、また
、駆動モータの制御系が角速度制御か角変位制御かで、回転制御補正値１は、上記式（１
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４）、上記式（１６）、上記式（２１）、上記式（２２）のいずれかの第２項に変形され
る。
【００８７】
　次に、Ｓ１２３にて、過去に基準用のスリット検知データのサンプリングを実施したか
否かを判断する。この判断は、例えば、ＲＡＭ６０やＲＯＭ５９に１回目のスリット検知
データ、又は、スリット検知データに基づく振幅、位相データが記憶されているかを確認
して判断する。基準のスリット検知データに関するデータ領域は、第１補正処理を実施す
る際に消去するように設定されている。このため、基準用のスリット検知動作中に画像形
成装置が停止しない限り、第１補正処理（Ｓ１２２）の実施後には、基準用のスリット検
知及びこれに基づく感光体ドラム回転周期変動の振幅、位相値（基準の振幅、位相値）の
算出処理が実施される（Ｓ１２４）。なお、Ｓ１２２におけるパターン検知と、Ｓ１２４
におけるスリット検知は、同時に実施してもよい。基準のスリット検知データに基づいて
算出される振幅、位相値は、基準データとしてＲＯＭ６０に記憶される。
【００８８】
　その後、回転制御補正値１を用いて、感光体ドラムの回転制御に用いる回転制御目標値
を算出する（Ｓ１２８）。これにより、その後の画像形成動作では、回転制御補正値１に
より補正された回転制御目標値を用いて感光体ドラム２の回転制御を行うことになる。
【００８９】
　一方、画像形成装置の電源投入時や紙詰まりの復帰動作後などのタイミングでは、Ｓ１
２１にて過去に第１補正処理が実施されていると判断される。この場合、基準用のスリッ
ト検知も既に実施しているので（Ｓ１２３のＹｅｓ）、今回は比較用のスリット検知を実
施し、そのスリット検知データに基づいて振幅、位相値を算出する（Ｓ１２５）。その後
、基準のスリット検知データに基づく振幅、位相値に対する、今回のスリット検知データ
に基づいて振幅、位相値の変化量を求める。具体的には、基準の振幅、位相値をもつ三角
関数と、今回の振幅、位相値をもつ三角関数との差を求める。このとき、基準用および比
較用（今回）のスリット検知動作時に、駆動モータ３３の制御目標値に第１補正処理の回
転制御補正値１が反映されている場合は、それぞれ反映された回転制御補正値１による補
正分を減じておく。つまり、基準用および比較用（今回）のスリット検知データに基づく
振幅、位相値を、一定角速度ω0で感光体ドラム２が駆動された時の値に戻す。このよう
な処理で得られた三角関数の差が、基準用のスリット検知から今回のスリット検知までの
間に環境変化等によって生じた感光体ドラムの周期変動に変化量に相当する。第２補正処
理では、この変化量を打消すような回転制御補正値２（第２補正値）を算出する（Ｓ１２
６）。
【００９０】
　以上より求めた回転制御補正値１と回転制御補正値２を用いて、感光体ドラムの回転制
御に用いる回転制御目標値を算出する（Ｓ１２７）。例えば、Ｓ１２６で得られた２つの
三角関数の差の振幅、位相値がそれぞれＥとＦであるとしたとき、回転制御目標値１を上
記式（１４）から算出した場合の回転制御目標値は、式（２３）となる。
【数２３】

　上記式（２３）の第２項は、第１補正処理において得られる振幅Ａと位相Ｂに基づく回
転制御補正値１であり、上記式（２３）の第３項は、第２補正処理において得られる変化
量の振幅Ｅと位相Ｆに基づく回転制御補正値２である。
【００９１】
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　以上より、本実施形態によれば、初期時の感光体ドラム一回転周期で発生する速度変動
を回転制御補正値１により高精度に抑制した上で、その後の基準用のスリット検知から２
回目のスリット検知までの間に発生する感光体ドラム一回転周期の速度変動の変化を回転
制御補正値２により抑制することができる。よって、初期時以降に感光体ドラム一回転周
期の速度変動に変化が生じても、第１補正処理を実施せずに、すなわち、トナーを消費す
ることなく、感光体ドラム２を一定の回転角速度で回転させることができる。
【００９２】
〔変形例１〕
　次に、上記実施形態の一変形例（以下、本変形例を「変形例１」という。）について説
明する。
　図１５は、本変形例１の画像形成ユニットを示す説明図である。
　上記実施形態では、潜像担持体がドラム形状の感光体である場合を例示して説明したが
、本発明は、潜像担持体が露光ポイントＳＰと転写ポイントＴＰとをもつ表面移動部材で
あれば適用可能である。よって、例えば、本変形例１のように、無端状ベルト形状の感光
体であっても適用できる。本変形例１における感光体ベルト１０３は、３つの支持ローラ
に張架され、そのうちの１つである駆動ローラによって、中間転写ベルト１０５と同一方
向で無端走行されるようになっている。また、感光体ベルト１０３は最も下方に位置した
ローラ部分で中間転写ベルト１０５に接触している。感光体ベルト１０３の周囲には、感
光体ベルト１０３を所定の電位に帯電させる帯電チャージャ１０２、帯電された表面を画
像信号に基づきレーザー光１０１で露光して静電潜像を形成する図示しない露光装置、静
電潜像に帯電したトナーを供給して現像する現像装置１００、及び、トナー像を中間転写
ベルト１０５上に転写する転写ローラ１０４が順に配設されている。なお、転写ローラ１
０４は、中間転写ベルト１０５の内側に配置され、感光体ベルト１０３の最下端のローラ
に対向した位置に設けられている。また、中間転写ベルト１０５上に形成された検知用パ
ターンはパターンセンサ１０６にて検知用パターンの通過が検知される。このような感光
体ベルト１０３においては、駆動ローラの偏心や感光体ベルト１０３の厚み偏差分布によ
り感光体ベルト１０３の表面移動速度変動が発生する。ここでも同様に感光体ベルト一回
転周期の表面移動速度変動を補正したい場合には、感光体ベルト１０３の回転角速度ωｏ

ｂと感光体ベルト一回転周期に対するレーザー光１０１の露光ポイントＳＰと中間転写ベ
ルト１０５が接している転写ポイントＴＰとの位相差回転角φｏｂとから、駆動制御補正
値を求めることができる。ちなみに、上述した感光体ドラムの半径Ｒ及び回転角速度ωに
相当するパラメータは、感光体ベルト１０３の周長と表面移動速度とから設定することが
できる。
　また、感光体ベルト１０３の内周面上に被検知部Ｃが等間隔に４箇所設置され、検知器
１１４Ｃも同様にベルト内周に設置されている。
【００９３】
　なお、本実施形態では、中間転写方式のタンデム型画像形成装置を例に挙げて説明した
が、本発明は直接転写方式のタンデム型画像形成装置であっても同様に適用することがで
きる。
　また、感光体ドラム等の潜像担持体を１つしか備えていない画像形成装置であっても、
本発明は同様に適用することができる。特に、モノクロ画像形成装置では、色ズレという
い不具合は生じないが、感光体ドラムの周期的な表面移動速度の変動による位置ズレによ
って画像が伸び縮みする画像歪みは発生する。本発明は、このような画像歪みも抑制でき
るので、本発明をモノクロ画像形成装置に適用することは有益である。
【００９４】
　以上、本実施形態に係る画像形成装置は、回転する潜像担持体としての感光体ドラム２
の表面上に潜像を書き込んだ後、その潜像にトナーを付着させて得たトナー像を表面移動
部材としての中間転写ベルト１０の表面へ転写した後に中間転写ベルト１０上のトナー像
を記録材としてのシートに転写してシートに画像を形成する画像形成装置である。そして
、感光体ドラム２の回転が目標値と一致するように感光体ドラム２の駆動制御を行う駆動
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制御手段と、感光体ドラム２の表面上に形成した潜像を現像して中間転写ベルト１０の表
面に転写することにより得られる、中間転写ベルト１０の表面移動方向に沿って配列され
る複数の検知用パターン４５を検知する第１検知手段としてのパターンセンサ４０と、感
光体ドラム２の回転に伴って周回移動する複数の被検知部としてのスリット１１３Ａ，１
１３Ｂと、複数のスリット１１３Ａ，１１３Ｂが周回移動する移動経路上の特定地点を通
過するスリット１１３Ａ，１１３Ｂを検知する第２検知手段としての検知器１１４と、所
定のタイミングで複数の検知用パターン４５を形成してパターンセンサ４０により複数の
検知用パターン４５を検知して得たパターン検知データから、感光体ドラム２の周期的な
表面移動速度変動を示すパターン間隔変動成分（パターン変動データ）の振幅及び位相を
求め、その振幅及び位相に基づいて当該表面移動速度変動を打ち消すような第１補正値で
ある回転制御補正値１を生成する第１補正値生成手段と、感光体ドラム２が１周以上する
所定時間内に検知器１１４が複数のスリット１１３Ａ，１１３Ｂを検知して得た被検知部
検知データであるスリット検知データから、感光体ドラム２の周期的な表面移動速度変動
を示す被検知部間隔変動成分の振幅及び位相を求める処理を行った後、この処理を再度行
い、先に行った上記処理（基準用の処理）で求めた振幅及び位相に対する後に行った上記
処理（今回の処理）で求めた振幅及び位相の変化量を算出し、その変化量を無くすような
第２補正値である回転制御補正値２を生成する第２補正値生成手段と、回転制御補正値１
及び回転制御補正値２を補正前の目標値（目標回転角速度）に重畳させることにより駆動
制御手段が用いる目標値を補正する補正手段とを有する。これにより、初期時の感光体ド
ラム一回転周期で発生する速度変動を回転制御補正値１により高精度に抑制した上で、そ
の後の基準用のスリット検知から今回のスリット検知までの間に発生する感光体ドラム一
回転周期の速度変動の変化分を回転制御補正値２により抑制することができる。よって、
初期時以降に感光体ドラム一回転周期の速度変動に変化が生じても、第１補正処理を実施
せずに、すなわち、トナーを消費することなく、感光体ドラム２を一定の回転角速度で回
転させることができる。
　また、本実施形態において、上記第１補正値生成手段は、複数の検知用パターン４５の
先頭パターンから他の各パターンまでの時間間隔を計測したパターン検知データからパタ
ーン間隔変動成分の振幅及び位相を求めた後、感光体ドラム２の回転角速度平均値をω0

とし、感光体ドラム２の回転半径をＲとし、感光体ドラム２の回転軸に直交する仮想平面
上で感光体ドラム２の表面上の潜像書込位置及び転写位置と感光体ドラム２の回転中心と
をそれぞれ結んで得られる２つの仮想線のなす角度をφとしたとき、パターン間隔変動成
分の振幅を２×Ｒ×ｓｉｎ（φ／２）／ω0で除算し、パターン間隔変動成分の位相をφ
／２だけ遅らせた値を、上記回転制御補正値１として生成する。このような構成により、
位相差角度φがどのような角度であっても、検知用パターン４５の検知結果から、感光体
ドラム２へ伝達される回転駆動力の回転角速度変動によって生じる感光体ドラム２の周期
的な表面移動速度変動を打ち消すような適正な補正値を算出できる。その結果、この補正
値を適正に算出するために感光体ドラム２上の露光ポイントＳＰと転写ポイントＴＰとの
位置関係が制限されるということはなく、レイアウトの自由度が増す。
　また、本実施形態において、更に、感光体ドラム２の表面上に各検知用パターン４５に
対応する潜像を一定時間間隔で順次形成する際の該一定時間間隔をＴｅとしたとき、第１
補正値生成手段は、パターン間隔変動成分の振幅を－４×Ｒ×ｓｉｎ（φ／２）×ｓｉｎ
（ω0×Ｔｅ／２）／ω0で除算し、パターン間隔変動成分の位相を（φ－ω0×Ｔｅ）／
２だけ遅らせた値を、上記回転制御補正値１として生成するか、又は、パターン間隔変動
成分の振幅を－４×Ｒ×ｓｉｎ（φ／２）×ｓｉｎ（ω0×Ｔｅ／２）で除算し、パター
ン間隔変動成分の位相を（φ＋π－ω0×Ｔｅ）／２だけ遅らせた値を、上記回転制御補
正値１として生成してもよい。この場合も、上記した回転制御補正値１の生成方法と同様
に、位相差角度φがどのような角度であっても、検知用パターン４５の検知結果から、感
光体ドラム２へ伝達される回転駆動力の回転角速度変動によって生じる感光体ドラム２の
周期的な表面移動速度変動を打ち消すような適正な補正値を算出できる。その結果、この
補正値を適正に算出するために感光体ドラム２上の露光ポイントＳＰと転写ポイントＴＰ
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との位置関係が制限されるということはなく、レイアウトの自由度が増す。しかも、隣接
パターン間隔を計測することで、検知データ容量を上記した回転制御補正値１の生成方法
の場合に比較して小さくすることができる。特に、パターン間隔の計測する際の基準タイ
マーの分解能を上げた場合はこの差が顕著となる。このようにデータ容量を小さくできる
ので、その後の処理（直交検波処理等）でのオーバーフローの発生を防止できる。
　また、上記変形例１で説明したように、感光体ドラム２として、駆動支持回転体を含む
複数の支持回転体に掛け渡された無端状ベルトからなる感光体ベルト１０３を用いる場合
、上記第１補正値生成手段は、回転角速度平均値ω0及び回転半径Ｒとして、感光体ベル
ト１０３のベルト周長及び感光体ベルト１０３の平均表面移動速度を用いてこの感光体ベ
ルト１０３を円柱形状のものに換算したときの回転角速度平均値及び回転半径を用いる。
これにより、感光体ドラム２として感光体ドラムを用いる場合に比べて装置レイアウトの
自由度が高い感光体ベルトを用いても、感光体ベルト１０３の周期的な表面移動速度変動
をキャンセルし、位置ズレを抑制することができる。なお、感光体ベルト１０３を用いた
場合、ベルト周方向にわたるベルト厚み偏差があると表面移動速度変動が発生するが、そ
の表面移動速度変動も検知用パターン４５４５の検知結果から認識でき、補正制御するこ
とができる。
　一方、感光体ドラム２として円柱形状である感光体ドラム２を用いる場合、ベルト状の
ものに比べて、周辺に設置される現像、転写、クリーニング等による負荷変動に対する剛
性が高いため、高精度な画像形成が可能である。また、感光体ドラム軸上に設置された歯
車やそれに連結するタイミングベルト等の駆動伝達系の伝達誤差に起因する感光体ドラム
の回転変動を検知用パターン検知により認識し、補正制御することができる。
　また、本実施形態では、上記補正手段は、直交検波処理を用いてパターン変動データの
振幅及び位相を求める。これにより、変動値のゼロクロスやピーク検知による手法に比べ
て、高精度に変動の振幅と位相を求めることができる。
　なお、回転制御補正値１の算出にあたって直交検波処理を用いる場合、検知用パターン
４５として、感光体ドラム２の周長の自然数倍の範囲にわたって感光体ドラム２の表面上
に等時間間隔で形成した潜像を現像して中間転写ベルト１０の表面に転写することにより
得られるパターンを用いると、より高精度な回転制御補正値１を得ることができる。
　また、回転制御補正値１の算出にあたって直交検波処理を用いる場合には、検知用パタ
ーン４５として、回転変動が検知用パターン４５のパターン間隔の変動に寄与する少なく
とも１つの回転体である駆動ローラ８の周長と感光体ドラム２の周長との公倍数の範囲に
わたって感光体ドラム２の表面上に等時間間隔で形成した潜像を現像して中間転写ベルト
１０の表面に転写することにより得られるパターンを用いると、より高精度な回転制御補
正値１を得ることができる。
　また、回転制御補正値１の算出にあたって直交検波処理を用いる場合には、検知用パタ
ーン４５として、感光体ドラム２の周期的な表面移動速度変動の一周期につき４ＮＰ（Ｎ
Ｐは自然数）個のパターンが形成されるように感光体ドラム２の表面上に等時間間隔で形
成した潜像を現像して中間転写ベルト１０の表面に転写することにより得られるパターン
を用いると、最も感度良くパターン変動データの振幅及び位相を求めることができる。こ
れにより、少ないデータ数（パターン数）で効率良く変動成分の検知が可能となる。
　また、回転制御補正値２の算出にあたって直交検波処理を用いる場合には、複数のスリ
ット１１３Ａ，１１３Ｂを感光体ドラム２の一周にわたって等間隔に配置し、スリット検
知データとして、感光体ドラム２の複数回転周期にわたって検知器１１４がスリット１１
３Ａ，１１３Ｂを検知することにより得られる検知データを用いると、より高精度な回転
制御補正値２を得ることができる。
　この場合、感光体ドラム２の回転周期と感光体ドラム２の駆動源の回転周期との比率が
整数比となるように構成すれば、スリット検知データから直交検波処理を用いて変動成分
の振幅と位相を演算する場合に、演算するデータがモータの変動成分（ノイズ成分）の自
然数倍周期となるので、理論上演算結果の誤差がなく、感光体の周期変動に関する変動成
分を高精度に検知することができる。
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　また、回転制御補正値２の算出にあたって直交検波処理を用いる場合には、複数のスリ
ット１１３Ａ，１１３Ｂを、感光体ドラム２の周期的な表面移動速度変動の一周期につき
４ＮＰ（ＮＰは自然数）個形成することで、最も感度良くパターン変動データの振幅及び
位相を求めることができる。これにより、少ないデータ数（スリット数）で効率良く変動
成分の検知が可能となる。
　また、上記検知用パターン４５とは別に中間転写ベルト１０上に形成したホームトナー
パターンを検知するホーム検知手段としてのパターンセンサ４０を設け、上記検知データ
として、パターンセンサ４０がホームトナーパターンを検知してから各検知用パターン４
５がパターンセンサ４０により検知されるまでに経過した各時間データを用いるようにし
てもよい。検知用パターン４５の検知結果から得られたパターン検知データと感光体ドラ
ム２の回転角度との位相関係を把握すべく、感光体ドラム２の軸上のマークの検知タイミ
ングを用いると、中間転写ベルトの表面移動速度変動により誤差が生じやすい。これに対
し、上述したように、ホームトナーパターンを形成してこれを検知することで当該位相関
係を把握するようにすれば、パターン検知データと感光体ドラム２の回転角度との位相関
係を高精度に把握することができる。
【図面の簡単な説明】
【００９５】
【図１】本発明を適用する画像形成装置の主要構成を示す概略構成図である。
【図２】同画像形成装置の感光体ドラムを駆動するドラム駆動装置の一例を示す説明図で
ある。
【図３】各画像形成ユニットによって形成された中間転写ベルト上のパターンを検知する
パターン検知機構を示す説明図である。
【図４】転写位置調整用パターンの一例を示す説明図である。
【図５】（ａ）及び（ｂ）は、感光体ドラムの周期的な表面移動速度変動を抑制するため
に用いる検知用パターン４５の一例を示す説明図である。
【図６】ドラム駆動装置の電気的なハードウエア構成を示すブロック図である。
【図７】（ａ）乃至（ｄ）は、感光体ドラムの表面移動速度と中間転写ベルト上に転写し
た検知用パターン４５のトナー濃度分布との関係を示す説明図である。
【図８】直交検波処理の基本構成部分を示すブロック図である。
【図９】駆動制御補正値を導出する手法を説明するための説明図である。
【図１０】特許文献１に記載された従来技術を用いて補正値を求めた結果を示すグラフで
ある。
【図１１】スリットを感光体ドラムの端部に配設した例を示す概略構成図である。
【図１２】スリットをドラム駆動ギヤに配設した例を示す概略構成図である。
【図１３】感光体ドラムに設けられたスリットと、これを検知器で検知したときの検知結
果との関係を説明するための説明図である。
【図１４】同画像形成装置における回転制御目標値の補正動作の流れを示すフローチャー
トである。
【図１５】変形例１の画像形成ユニットを示す説明図である。
【符号の説明】
【００９６】
　１　露光装置
　２，８５，９１，９２　感光体ドラム
　４　マーキング
　８　駆動ローラ
　１０，１０５　中間転写ベルト
　２０　ドラムポジションセンサ
　３１　カップリング
　３２　ドラム駆動ギヤ
　３３　駆動モータ
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　３４　モータ軸ギヤ
　３５　ロータリーエンコーダ
　３６　モータ駆動回路
　３７　コントローラ
　３８　制御目標値出力部
　４０，１０６　パターンセンサ
　４４　転写位置調整用パターン
　４５　検知用パターン
　１０３　感光体ベルト
　１１１　フランジ
　１１２　感光体ドラム軸
　１１３Ａ，１１３Ｂ　スリット
　１１４　検知器

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】
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