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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　電子写真方式による画像形成プロセスにより形成したトナー像を中間転写ベルト上に形
成し、該トナー像を転写媒体に転写することで画像を出力する画像形成装置であって、
　バイアスを変化させることで得る段階的に濃度の異なるパッチからなり、濃度ずれにつ
いてのフィードバック調整を行うための濃度検出用トナーパターン、地汚れが発生するプ
ロコン用パターン、及び、前記中間転写ベルトをクリーニングするクリーニング手段の性
能を維持するためのブレード捲れ防止用トナーパターン、を前記中間転写ベルト上に形成
するトナーパターン形成部と、
　前記プロコン用パターンの形成後に生じる制御不能な地汚れの位置を検出する地汚れ位
置検出部とを有し、
　前記トナーパターン形成部は、前記濃度検出用トナーパターンの形成後に、前記汚れを
検出した位置の付近に地汚れによって多少パターンが汚れていても問題のない前記ブレー
ド捲れ防止用パターンを形成することを特徴とする画像形成装置。
【請求項２】
　前記トナーパターン形成部が形成する前記濃度検出用トナーパターンと前記ブレード捲
れ防止用パターンとの間隔は、設定により調整可能であることを特徴とする請求項１記載
の画像形成装置。
【請求項３】
　前記トナーパターン形成部が形成する前記ブレード捲れ防止用パターンの前記中間転写
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ベルト搬送方向長さは、設定により調整可能であることを特徴とする請求項１または２に
記載の画像形成装置。
【請求項４】
　前記トナーパターン形成部は、前記濃度検出用トナーパターン及び前記ブレード捲れ防
止用パターンの形成後に、前記濃度検出用トナーパターンとは別のトナーパターンを形成
することを特徴とする請求項１から３のいずれか１項に記載の画像形成装置。
【請求項５】
　前記トナーパターン形成部は、前記ブレード捲れ防止用パターンと前記濃度検出用トナ
ーパターンとは別のトナーパターンとを、所定の間隔をもって形成することを特徴とする
請求項４記載の画像形成装置。
【請求項６】
　前記画像形成装置は、複数色のカラートナー像を前記中間転写ベルト上に重ね合わせる
ことにより単一のフルカラー画像を形成する画像形成装置であり、
　前記濃度検出用トナーパターンとは別のトナーパターンは、複数色のカラートナー像の
位置あわせを行うためのトナーパターンであることを特徴とする請求項４または５に記載
の画像形成装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、画像形成装置に関し、特に、中間転写体上にトナーパターンを形成し、該ト
ナーパターンを読み取ることでフィードバック制御を行う画像形成装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、画像形成装置の分野においては、作像方式として電子写真方式のが広く用いられ
ている。電子写真方式とは、感光体上に静電潜像を形成し、現像装置により該静電潜像か
らトナー像を形成し、該トナー像を用紙上に転写することで画像形成処理を行う方式であ
る。
【０００３】
　また、近年では、タンデム方式と呼ばれる画像形成装置が広く採用されている。タンデ
ム方式とは、イエロ（Ｙ）、マゼンタ（Ｍ）、シアン（Ｃ）、ブラック（Ｋ）各色毎に感
光体、現像装置などを含んだ作像ユニットを用紙の進行方向に直列配置し、カラー画像を
形成する方式である。
【０００４】
　このようなタンデム方式を採用した画像形成装置は、現像機切り替え方式を採用してい
る画像形成装置と比較してプリント生産性が高いので、近年の画像形成装置においては主
流となっている。
【０００５】
　しかし、このようなタンデム方式のカラー画像形成装置においては、各作像ユニットが
独立しているため、各光走査装置における光走査位置のずれ等に要因により各作像ユニッ
ト間で転写位置のずれすなわち色ずれが生じ、画質の著しい低下が発生することがある。
また、各作像ユニットにおいて、作像濃度が異なってしまい、画質の著しい低下が発生す
ることがある。
【０００６】
　それゆえ、タンデム方式の画像形成装置においては、所定の期間毎に色ずれ、濃度ずれ
を検出し補正を行う必要がある。
【０００７】
　色ずれの検出は「色合わせ用パターン」というトナーパターン（図４）、濃度ずれの検
出は「プロコン用パターン」というのトナーパターン（図３）を用いて行われる。これら
のトナーパターンは、各色トナー像パッチ群からなり、中間転写ベルト等の移動体上に形
成される。
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【０００８】
　これらのトナーパターンを光学センサで読み込み、演算処理部においてトナーパッチの
位置・濃度を演算し、各色間の色ずれ量・濃度ずれ量を検出し、そのずれ量に応じて各色
の画像書き込みタイミング調整・濃度調整を行うことで、色ずれの検出・補正を行う。
【０００９】
　トナーパターンを形成することで補正処理を行う画像形成装置としては、特許文献１の
技術が知られている。特許文献１で提案される画像形成装置は、中間転写ベルト等の移動
体の全面に色ずれ補正パターンを形成する際に、前記色ずれ補正パターンの各色マークの
間隔を検知毎に小さくして補正パターンを形成する。これにより、色ずれ補正を高精度に
行うことが可能となっている。
【００１０】
　また、近年では、中間転写ベルトをクリーニングするためのクリーニング装置のクリー
ニング性能を維持するために、トナーパターンとしてブレード捲れ防止用パターンを形成
する画像形成装置が知られている。
【００１１】
　ブレード捲れ防止用パターンとは、中間転写ベルトとクリーニング装置のクリーニング
ブレードとの摩擦力が上がることにより生じるクリーニングブレードの捲れを抑制・防止
するためのトナーパターンであり、中間転写ベルトとクリーニングブレードとのエッジ部
にトナーを供給する。これにより、トナーが潤滑剤として作用し、クリーニングブレード
の捲れの発生が抑制される。
【００１２】
　このようなブレード捲れ防止用パターンを形成する画像形成装置に関する技術としては
、特許文献２の技術が知られている。特許文献２で提案される画像形成装置は、非画像部
に付着したトナー濃度を感光体ドラムの両端部、中央部に設置した反射型フォトセンサに
より検知し、転写紙サイズに応じてクリーニングブレード捲れ防止用パターンを形成する
。これにより、クリーニングブレードエッジ部への供給トナー量を適切な量にすることが
可能となり、クリーニング不良・ブレード捲れを防止することが可能となっている。
【特許文献１】特開２００４－４６００１号公報
【特許文献２】特開２００５－２３４３５８号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１３】
　上記の補正パターンのうち、濃度ずれを検出するプロコン用パターンは、図４に示すよ
うに段階的に濃度を異ならせたパターンであるので、該パターンの形成の際には段階的に
現像・帯電のバイアスを変化させる必要がある。
【００１４】
　このバイアス値は通常印刷時に使用するバイアス値とは異なるので、プロコン用パター
ンの最後のパッチを形成した後に通常印刷用のバイアス値に戻すことになるが、この際に
電子写真方式の特性から『地汚れ』（帯状のトナー汚れ）が生じてしまう。図８に、プロ
コン用パターン形成の後に生じる地汚れを示す。
【００１５】
　プロコン用パターンの次に作成するトナーパターンが、例えばフィードバック調整用の
パターンである色合わせ用パターンである場合には、この地汚れをクリーニングした後で
色合わせ用パターンを形成する必要がある。何故なら、誤って該地汚れを光学センサにお
いて検知してしまった場合、この検知に基づいて位置補正を行うので、補正画像において
大幅な位置ずれが生じてしまうからである。
【００１６】
　他方、汚れていても不都合のないトナーパターン形成の場合に、上記のようなクリーニ
ング動作の意味がなく時間の無駄であり、生産性が低下してしまう。
【００１７】
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　本発明は上記問題点に鑑みてなされたものであり、濃度ずれを検出するためのパターン
であるプロコン用パターンの形成の後に生じる地汚れによる不都合を回避することのでき
る画像形成装置を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１８】
　請求項１記載の発明は、電子写真方式による画像形成プロセスにより形成したトナー像
を中間転写ベルト上に形成し、該トナー像を転写媒体に転写することで画像を出力する画
像形成装置であって、バイアスを変化させることで得る段階的に濃度の異なるパッチから
なり、濃度ずれについてのフィードバック調整を行うための濃度検出用トナーパターン、
地汚れが発生するプロコン用パターン、及び、前記中間転写ベルトをクリーニングするク
リーニング手段の性能を維持するためのブレード捲れ防止用トナーパターン、を前記中間
転写ベルト上に形成するトナーパターン形成部と、前記プロコン用パターンの形成後に生
じる制御不能な地汚れの位置を検出する地汚れ位置検出部とを有し、前記トナーパターン
形成部は、前記濃度検出用トナーパターンの形成後に、前記汚れを検出した位置の付近に
地汚れによって多少パターンが汚れていても問題のない前記ブレード捲れ防止用パターン
を形成することを特徴とする。
【００１９】
　請求項２記載の発明は、請求項１記載の画像形成装置において、前記トナーパターン形
成部が形成する前記濃度検出用トナーパターンと前記ブレード捲れ防止用パターンとの間
隔は、設定により調整可能であることを特徴とする。
【００２０】
　請求項３記載の発明は、請求項１または２に記載の画像形成装置において、前記トナー
パターン形成部が形成する前記ブレード捲れ防止用パターンの前記中間転写ベルト搬送方
向長さは、設定により調整可能であることを特徴とする。
【００２１】
　請求項４記載の発明は、請求項１から３のいずれか１項に記載の画像形成装置において
、前記トナーパターン形成部は、前記濃度検出用トナーパターン及び前記ブレード捲れ防
止用パターンの形成後に、前記濃度検出用トナーパターンとは別のトナーパターンを形成
することを特徴とする。
【００２２】
　請求項５記載の発明は、請求項４記載の画像形成装置において、前記トナーパターン形
成部は、前記ブレード捲れ防止用パターンと前記濃度検出用トナーパターンとは別のトナ
ーパターンとを、所定の間隔をもって形成することを特徴とする。
【００２３】
　請求項６記載の発明は、請求項４または５に記載の画像形成装置において、前記画像形
成装置は、複数色のカラートナー像を前記中間転写ベルト上に重ね合わせることにより単
一のフルカラー画像を形成する画像形成装置であり、前記濃度検出用トナーパターンとは
別のトナーパターンは、複数色のカラートナー像の位置あわせを行うためのトナーパター
ンであることを特徴とする。
【発明の効果】
【００２５】
　本発明の画像形成装置においては、プロコン用パターンの形成後に生じる制御不能な地
汚れの位置を検出し、濃度検出用パターンの形成後に、汚れを検出した位置の付近に地汚
れによって多少パターンが汚れていてもその目的が達成できるブレード捲れ防止用パター
ンを形成するので、余計なクリーニング処理を実行する待ち時間がなくなり高いパフォー
マンス性を達成できる。また、ブレード捲れ防止用パターンの後に他のトナーパターンを
形成しても、該トナーパターンに地汚れがかからなくなるので正確・良好な補正を実現す
ることが可能となる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２６】
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　以下、本発明の画像形成装置について、実施の形態に即して説明する。
【００２７】
　＜画像形成装置＞
　まず、図１を参照して、本実施形態に係る画像形成装置の構成について説明する。
【００２８】
　図１に示す画像形成装置１０は、イエロ（Ｙ）、マゼンタ（Ｍ）、シアン（Ｃ）、ブラ
ック（Ｋ）の各色毎のトナー像をそれぞれ形成し、これを重ね合わせることでフルカラー
の画像を形成するタンデム型の画像形成装置であり、原稿台１１と、読み取り装置１２と
、光走査装置１３と、感光体ドラム１４（ＹＭＣＫ）と、帯電ローラ１５（ＹＭＣＫ）と
、現像装置１６（ＹＭＣＫ）と、ドラムクリーニング装置１７（ＹＭＣＫ）と、中間転写
ベルト１８と、光学センサ１９と、転写ベルトクリーニング装置２０と、転写ローラ２１
と、定着装置２２と、給紙ローラ２３と、給紙トレイ２４と、排紙ローラ２５と、排紙ト
レイ２６と、を有して構成される。
【００２９】
　原稿台１１は、印刷を予定する原稿、すなわち読み取りの対象となる原稿を載せるため
の台である。原稿台１１の下面はコンタクトガラスから形成される。
【００３０】
　読み取り装置１２は、原稿台１１に載せられた原稿を読み取る装置であり、原稿に対し
コンタクトレンズ越しにレーザ光を照射し、該原稿からの反射光を受光することで原稿内
容を読み取る。
【００３１】
　光走査装置１３は、読み取り装置１２で読み取った原稿内容に基づいて、書き込み用の
レーザ光を各色に対応する感光体ドラム１４に照射する。
【００３２】
　感光体ドラム１４（ＹＭＣＫ）は、ＹＭＣＫ各色毎に設けられたドラム形状の像担持体
である。各感光体ドラム１４は、同一径であり、中間転写ベルト１８に等間隔で圧接され
ている。
【００３３】
　なお、この感光体ドラム１４の周囲近傍には、ドラム回転方向に沿って、帯電装置１５
、現像装置１６、中間転写ベルト１８、ドラムクリーニング装置１７、除電装置（不図示
）が配設されている。また、光走査装置１３からの書き込み用のレーザ光は、帯電装置１
５と現像装置１６の間において感光体ドラム１４上に照射される。
【００３４】
　帯電装置１５（ＹＭＣＫ）は、各色感光体ドラム１４毎に非接触に配設されたローラ形
状の装置であり、感光体ドラム１４の表面を帯電させる。帯電装置１５により帯電された
感光体ドラム１４表面に光走査装置１３から書き込み用のレーザ光が照射されると、感光
体ドラム１４上に各色に対応した静電潜像が形成される。
【００３５】
　現像装置１６（ＹＭＣＫ）は、各感光体ドラム１４に現像ローラを接触させて配設され
た装置であり、各色対応の感光体ドラム１４に対応した色のトナー（現像剤）を保持する
。作像時には、感光体ドラム１４にトナーを供給し、感光体ドラム１４に形成された静電
潜像を現像する。静電潜像は、トナーで現像されることによりトナー像となる。
【００３６】
　ドラムクリーニング装置１７（ＹＭＣＫ）は、各感光体ドラム１４にブレード（クリー
ニングブレード）を接触させて配設された装置であり、中間転写ベルト１８へのトナー像
の転写後に感光体ドラム１４上に残留している残留トナー・紙片等を除去・回収し、感光
体ドラム１４の表面をクリーニングする。
【００３７】
　また、ドラムクリーニング装置１７と帯電装置１５の間には不図示の除電装置が設けら
れている。除電装置は、感光体ドラム１４の表面を除電する。
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【００３８】
　中間転写ベルト１８は、各感光体ドラム１４の表面に形成された各色トナー像を順次重
ね合わせて転写するための無端ベルトである。各色トナー像が順次重ね合わせられること
で中間転写ベルト１４上にはフルカラー画像が形成される。
【００３９】
　光学センサ１９は、中間転写ベルト１８に非接触に配設された装置であり、画像形成装
置１０のメンテナンス用のテストパターンとして形成されるトナーパターンの検出を行う
。具体的には、『プロコン用パターン』『色合わせ用パターン』などのことである。これ
らのトナーパターンについては、後で詳述する。
【００４０】
　転写ベルトクリーニング装置２０は、中間転写ベルト１８にブレード（クリーニングブ
レード）を接触させて配設された装置であり、給紙される記録紙へのトナー像の転写後に
中間転写ベルト１８上に残留している残留トナー、あるいは、トナーパターンを除去・回
収し、中間転写ベルト１８の表面をクリーニングする。
【００４１】
　転写ローラ２１は、中間転写ベルト１８上に形成されたカラー画像を、給紙トレイ２４
から搬送される記録紙上に転写する。定着装置２２は、記録紙上に転写されたカラー画像
を記録紙に熱定着させる。
【００４２】
　給紙ローラ２３は、記録紙を給紙する。給紙トレイ２４は、記録紙を記録紙サイズ毎に
格納する。排紙ローラ２５は、カラー画像の熱定着された記録紙を画像形成装置１０の機
外に排紙する。排紙トレイ２６は、排紙された記録紙を載せるためのトレイである。
【００４３】
　なお、感光体ドラム１４は、すべて同一の方向に回転する。また、中間転写ベルト１８
は、感光体ドラム１４の回転方向とは逆の方向で移動し、転写ローラ２１は中間転写ベル
ト１８とは逆の方向（感光体ドラム１４と同一の回転方向）で回転する。図１では、感光
体ドラム１４および転写ローラ２１は反時計回りに回転し、中間転写ベルト１８は時計回
りに回転する。
【００４４】
　＜システム構成＞
　次に、図２を参照して、本実施形態の画像形成装置のシステム構成について説明する。
【００４５】
　画像形成装置は、中央制御部３０と、書き込み制御部４０と、操作入力受付部５０と、
を有して構成される。
【００４６】
　中央制御部３０は、画像形成装置１０の全体的な制御を行う部であり、ＣＰＵ３１と、
ＲＯＭ３２と、ＲＡＭ３３と、不揮発ＲＡＭ３４と、ＩＯ制御部３５と、を有して構成さ
れる。
【００４７】
　ＣＰＵ（Central Processing Unit）３１は、ＲＯＭ３２に記憶されているプログラム
をＲＡＭに展開し、該展開されたプログラムに従って、データ処理や演算処理などの各種
処理を実行する。
【００４８】
　ＲＯＭ（Read Only Memory）は、不揮発性メモリであり、ＣＰＵ３１が各種演算や制御
を行うための各種プログラム、データ、パラメータ等を格納する。
【００４９】
　ＲＡＭ（Random Access Memory）は、プログラムやデータの書き込みを自在に行うこと
のできるメモリであり、ＣＰＵが各種の処理を実行する上で必要なワーキングエリアを提
供する。
【００５０】
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　不揮発ＲＡＭ３４は、制御、タイミングなどの調整値や登録した複写モード設定などを
格納するメモリである。不揮発性のメモリゆえ、画像形成装置１０の電源を落としても、
その設定値は保持される。
【００５１】
　ＩＯ制御部２５は、画像形成装置１０に設けられている各センサ５１からの入力に基づ
いて、負荷５２を制御する。
【００５２】
　書き込み制御部４０は、主走査カウンタ４１と、副走査カウンタ４２と、を有して構成
され、主走査カウンタ４１及び副走査カウンタ４２の出力するカウント値に基づいて、読
み込みデータ（読み取り装置１２で読み込んだ原稿内容）に対応した静電潜像を形成する
ように、光走査装置１３の書き込み動作の制御を行う。また、ＣＰＵ３１から指示された
トナーパターンに対応した静電潜像を形成するように、光走査装置１３の書き込み動作の
制御を行う。
【００５３】
　なお、主走査カウンタ４１は、主走査方向の同期信号でクリアされ、画素クロックに同
期してカウントし該カウント値を出力する。副走査カウンタ４２は、ＣＰＵ３１による出
力指示によりクリアされ、主走査方向の同期信号に同期してカウントし該カウント値を出
力する。
【００５４】
　操作入力受付部５０は、外部からの操作入力の受け付ける。
【００５５】
　＜トナーパターン＞
　次に、図３～図６を参照して、本実施形態の画像形成装置１０においてメンテナンス用
のテストパターンとして形成されるトナーパターンについて説明する。なお、トナーパタ
ーンには、『プロコン用パターン』『色合わせ用パターン』のような光学センサ１９で検
出して形成画像の精度をフィードバック調整するためのパターン、『トナー濃度調整用パ
ターン』および『ブレード捲れ防止用パターン』がある。
【００５６】
　まず、図３を参照して、プロコン用パターンについて説明する。プロコン用パターンは
、画像濃度を調整するために用いるパターンである。図に３に示すように、中間転写ベル
ト１８搬送方向に沿って、濃度を段階的に異ならせた（段階的に濃度を上げた）矩形のパ
ッチが形成されている。
【００５７】
　なお、イエロ・マゼンタ・シアン・ブラックの各色のパッチが重なることがないように
列を異ならせて形成される。
【００５８】
　このプロコン用のパターンは、主走査カウンタ４１及び副走査カウンタ４２に基づいて
、主走査開始位置～主走査終了位置／副走査開始位置～副走査終了位置を設定することで
得ることができる。
【００５９】
　次に、図４を参照して、色合わせ用パターンについて説明する。色合わせ用パターンは
、各色静電潜像・トナー像の位置ずれを補正するためのパターンである。図４に示すよう
に、中間転写ベルト１８搬送方向に沿って、主走査方向（ベルト幅方向）に平行なパッチ
群と、主走査方向に対して４５度の角度を有するパッチ群と、が交互に形成されている。
【００６０】
　なお、各パッチ群には、イエロ（Ｙ）パッチ、マゼンタ（Ｍ）パッチ、シアン（Ｃ）パ
ッチ、ブラック（Ｋ）パッチの各色で構成される。また、各パッチ群は、端部と中央部に
形成される。
【００６１】
　この色合わせ用のパターンのうち、ベルト幅方向に平行なパッチ群については、主走査
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カウンタ４１及び副走査カウンタ４２に基づいて、主走査開始位置～主走査終了位置／副
走査開始位置～副走査終了位置を設定することで得ることができる。また、主走査方向に
対して４５度の角度を有するパッチ群については、主走査カウンタ４１と副走査カウンタ
４２の下位の特定数ビット値の一致する点を設定することで得ることができる。
【００６２】
　次に、図５を参照して、トナー濃度調整用パターンについて説明する。トナー濃度調整
用パターンは、特定色のトナーについての濃度を調整するためのパターンである。図５に
示すように、中間転写ベルト１８のベルト幅ぎりぎりの矩形ベタ画像が形成される。この
パターンにより該トナーを消費することで濃度を調整する。
【００６３】
　なお、該パターンのベルト搬送方向の長さについては、濃度調整の度合い、すなわち、
消費したいトナー量に応じて変動する。また、濃度調整の必要性の有無およびその調整量
については、各色現像装置１６に設けられたトナー量センサからの検出信号に基づいて判
断される。
【００６４】
　このトナー濃度調整用パターンは、主走査カウンタ４１及び副走査カウンタ４２に基づ
いて、主走査開始位置～主走査終了位置／副走査開始位置～副走査終了位置を設定するこ
とで得ることができる。
【００６５】
　次に、図６を参照して、ブレード捲れ防止用パターンについて説明する。ブレード捲れ
防止用パターンは、転写ベルトクリーニング装置２０のクリーニングブレードに対して一
定量のトナーを付着させることによって、トナーを潤滑剤として該ブレードと中間転写ベ
ルト１８の摩擦の上昇を軽減し該ブレードの捲れを防止するためのパターンである。
【００６６】
　図６に示すように、中間転写ベルト１８上にベルト幅ぎりぎりの矩形のベタ画像が形成
される。なお、ブレード捲れ防止用パターンは、各色トナーをベルト搬送方向に連続させ
て形成される。
【００６７】
　なお、該パターンのベルト搬送方向の長さについては、転写ベルトクリーニング装置２
０のクリーニングブレードの維持、すなわち捲れ防止を達成できる程度に応じて変動する
。
【００６８】
　このトナー濃度調整用パターンは、主走査カウンタ４１及び副走査カウンタ４２に基づ
いて、主走査開始位置～主走査終了位置／副走査開始位置～副走査終了位置を設定するこ
とで得ることができる。
【００６９】
　なお、上記のトナーパターンの作成、すなわち、主走査・副走査の開始／終了位置、作
成する色の指定およびパターン出力開始の指示は、ＣＰＵ３１において任意に変更可能で
あるので、主走査・副走査の幅、開始位置（タイミング）、各パターンの作成順は任意に
設定することが可能となっている。
【００７０】
　＜トナーパターンの形成方式＞
　次に、本実施形態の画像形成装置１０におけるトナーパターンの形成方式について説明
する。本実施形態の画像形成装置１０においては、プロコン用パターンの後に、ブレード
捲れ防止用パターンを形成する。
【００７１】
　以下、図７を参照して、具体的に説明する。図７において、Ａはプロコン用パターンを
、Ｂは、ブレード捲れ防止用パターンを、Ｃは色合わせ用パターンを示す。また、Ｄは、
プロコン用パターン形成後に生じる、制御不能な汚れである『地汚れ』を示す。
【００７２】
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　ブレード捲れ防止用パターンは、転写ベルトクリーニング装置２０のクリーニングブレ
ードに対し一定量のトナーを付着させることで、該ブレードと中間転写ベルト１８との摩
擦の上昇を抑え、該ブレードの捲れを防止することを目的とするので、多少パターンが汚
れていてもその目的を達成することができる。
【００７３】
　そこで、ＣＰＵ３１は、地汚れが発生するプロコン用パターンの後に、ブレード捲れ防
止用パターンを形成するように、書き込み制御部４０を制御する。このように制御するこ
とにより、余計なクリーニング処理を実行する待ち時間がなくなるので、画像形成装置の
パフォーマンス性を向上させることが可能となる。
【００７４】
　なお、ブレード捲れ防止用パターンの形成位置については、地汚れの付近に形成するよ
うにする。地汚れの位置の検出については、一度プロコン用パターンのみを形成し、これ
に付随して生じる地汚れを光学センサ１９で検出することで行う。
【００７５】
　プロコン用パターンとブレード捲れ防止用パターンとの間隔は、調整することが可能と
なっている。具体的には、ＣＰＵ３１によって、プロコン用パターンの副走査終了位置を
基準に、ブレード捲れ防止用パターンの副走査開始位置を調整することにより行う。これ
により、地汚れの位置が不定な場合にも、これに応じてブレード捲れ防止用パターンを的
確な位置に形成することが可能となる。
【００７６】
　また、ブレード捲れ防止用パターンの中間転写ベルト搬送方向の長さについては、転写
ベルトクリーニング装置２０のクリーニングブレードの維持、すなわち捲れ防止を達成で
きる程度に応じて調整する。これにより、適切なトナー量を転写ベルトクリーニング装置
２０のクリーニングブレードに対して与えることが可能となる。
【００７７】
　また、ＣＰＵ３１は、ブレード捲れ防止用のパターンの後に、他のトナーパターンを形
成するように書き込み制御部４０を制御する。例えば、図７に示すような色合わせ用パタ
ーンである。このように制御することにより、色合わせ用パターンに地汚れがかからなく
なるので正確な位置合わせ補正を行うことが可能となる。
【００７８】
　なお、ブレード捲れ防止用パターンと色合わせ用パターンの間は、所定の間隔を保つよ
うに調整する。すなわち、ブレード捲れ防止用パターンがベルト搬送方向に長くなった（
短くなった）場合に、その長くなった（短くなった）分だけ色合わせ用パターンの形成を
遅らせる（早める）。このように制御することにより、色合わせ用パターンとブレード捲
れ防止用パターンとが重ならなくなり、精度の良いトナーパターン形成が可能となる。ま
た、無駄のないトナーパターン形成が可能となる。
【００７９】
　なお、ブレード捲れ防止用パターンと色合わせ用パターンとの間隔を所定の値に保つ制
御は、ブレード捲れ防止用パターンの副走査終了位置と色合わせ用パターンの副走査開始
位置との間隔を所定に保つことにより達成することができる。
【００８０】
　もちろん、ブレード捲れ防止用パターンの後に形成するのは、色合わせ用パターンでは
なく、トナー濃度調整用パターン（図５参照）であっても良い。
【００８１】
　＜作像動作＞
　本実施形態の画像形成装置１０における作像動作（画像形成動作）について説明する。
【００８２】
　原稿台１１に読み取り対象（コピー対象）となる原稿が置かれ、コピー開始のスイッチ
が押下されたことを操作入力受付部５０において検知すると、ＣＰＵ３１は、読み取り装
置１２に原稿の読み取り処理を実行させる。読み取り処理は、読み取り装置１２に、原稿
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台１１に置かれた原稿にレーザ光を照射させ、該原稿からの反射光を受光させて原稿内容
を読み取らせることで行う。
【００８３】
　次に、ＣＰＵ３１は、読み取った原稿内容（画像データ）に基づいて書き込み制御部４
０を制御する。書き込み制御部４０は、該画像データに基づいて光走査装置１３を制御し
、各色感光体ドラム１４に書き込み用のレーザ光を照射する。
【００８４】
　該レーザ光が帯電装置１５により帯電した感光体ドラム１４上に照射されると、感光体
ドラム１４上に各色毎に対応した静電潜像が形成される。
【００８５】
　感光体ドラム１４上に形成された静電潜像は、感光体ドラム１４に対応して配設されて
いる現像装置により現像されトナー像となる。該トナー像は、中間転写ベルト１８上に順
次重ねて転写され、これにより中間転写ベルト１８上にフルカラー画像が形成される。
【００８６】
　中間転写ベルト１８上に形成されたフルカラー画像は、転写ローラ２１により記録紙上
に転写され、定着装置２２により該記録紙上に熱定着される。熱定着後、カラー画像が熱
定着された記録紙すなわち印刷物は排紙ローラ２５により画像形成装置１０の機外の排紙
トレイ２６に排紙される。
【００８７】
　なお、中間転写ベルト１８へのトナー像転写後に感光体ドラム１４上に付着している残
留トナー等は、ドラムクリーニング装置１７により除去・回収される。また記録紙へのト
ナー像の転写後に中間転写ベルト１８上に残留している残留トナー等は、転写ベルトクリ
ーニング装置２０により除去・回収される。
【００８８】
　＜調整動作＞
　次に、本実施形態の画像形成装置１０における調整動作について説明する。なお、ここ
でいう調整動作とは、上述のトナーパターンを形成することで行う調整処理のことである
。
【００８９】
　まず、ＣＰＵ３１は、適切なタイミングにおいて、所定のトナーパターンを形成するよ
うに書き込み制御部４０を制御する。書き込み制御部４０は、該トナーパターンの出力指
示に基づいて光走査装置１３を制御し、各色感光体ドラム１４に書き込み用のレーザ光を
照射する。
【００９０】
　該レーザ光が帯電装置１５により帯電した感光体ドラム１４上に照射されると、感光体
ドラム１４上に各色毎に対応した静電潜像が形成される。
【００９１】
　感光体ドラム１４上に形成された静電潜像は、感光体ドラム１４に対応して配設されて
いる現像装置により現像されトナー像となる。該トナー像は、中間転写ベルト１８上に順
次重ねて転写され、これにより中間転写ベルト１８上にフルカラーのトナーパターンが形
成される。
【００９２】
　中間転写ベルト１８上に形成されたトナーパターンのうち、『プロコン用パターン』『
色合わせ用パターン』については、途中に設けられている光学センサ１９により検出され
る。検出結果はＣＰＵ３１に送られフィードバックされる。
【００９３】
　光学センサ１９を通過後、トナーパターンは、転写ベルトクリーニング装置２０のクリ
ーニングブレードにより除去・回収される。
【００９４】
　なお、上記のトナーパターンを形成することで行う調整処理は、画像形成装置１０の電
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ンターバルにおいて行う。
【００９５】
　＜付記事項＞
　上述の実施形態は本発明の好適な実施形態の一例を示すものにすぎず、本発明の実施の
形態を限定する趣旨のものではない。よって、本発明は上述の実施形態に限定されること
はなく、その要旨を逸脱しない範囲内において種々の変形実施を行うことが可能である。
【００９６】
　例えば、上記実施形態においては、タンデム型の画像形成装置に特化して説明をしてい
るが、タンデム型の画像形成装置に限らず、例えば、作像ユニット（感光体・現像装置な
ど）が１つしかない１ドラム方式の画像形成装置においても適用可能である。
【図面の簡単な説明】
【００９７】
【図１】画像形成装置の構成を示す図である。
【図２】画像形成装置のシステム構成を示す図である。
【図３】プロコン用パターンを説明するための図である。
【図４】色合わせ用パターンを説明するための図である。
【図５】トナー濃度調整用パターンを説明するための図である。
【図６】ブレード捲れ防止用パターンを説明するための図である。
【図７】本実施形態のトナーパターンの形成方式を説明するための図である。
【図８】従来の問題点を説明するための図である。
【符号の説明】
【００９８】
　１０　　画像形成装置
　１８　　中間転写ベルト
　１９　　光学センサ
　２０　　転写ベルトクリーニング装置
　３１　　ＣＰＵ
　４０　　書き込み制御部
　４１　　主走査カウンタ
　４２　　副走査カウンタ
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