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(57)【要約】
【課題】　トナー像を保持して移動する無端ベルト状の
像保持部材の表面に形成されたトナー像を読取センサー
によって読み取るようにした画像形成装置において、像
保持部材の表面におけるトナー像が読取センサーによっ
て精度よく読み取られると共に、像保持部材が傷つくの
が防止されるようにする。
【解決手段】　トナー像を保持して移動する無端ベルト
状の像保持部材21と、この像保持部材の表面にトナー像
を形成するトナー像形成手段10A～10Dと、このトナー像
形成手段によって像保持部材の表面に形成されたトナー
像を読み取る読取センサー9とを備えた画像形成装置に
おいて、読取センサーと対向する像保持部材の裏面側に
、像保持部材を読取センサー側に付勢するように当接す
るバックアップ部材24を設け、このバックアップ部材の
像保持部材と当接する面24aを低摩擦性軟質材料で構成
した。
【選択図】　図４
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　トナー像を保持して移動する無端ベルト状の像保持部材と、この像保持部材の表面にト
ナー像を形成するトナー像形成手段と、このトナー像形成手段によって上記の像保持部材
の表面に形成されたトナー像を読み取る読取センサーとを備えた画像形成装置において、
上記の読取センサーと対向する像保持部材の裏面側に、この像保持部材を読取センサー側
に付勢するようにして当接するバックアップ部材が設けられ、このバックアップ部材にお
ける像保持部材と当接する面が低摩擦性軟質材料で構成されていることを特徴とする画像
形成装置。
【請求項２】
　請求項１に記載の画像形成装置において、上記の低摩擦性軟質材料が起毛された繊維材
料で構成されていることを特徴とする画像形成装置。
【請求項３】
　請求項１又は請求項２に記載の画像形成装置において、上記のバックアップ部材が無端
ベルト状の像保持部材の幅方向両側部に設けられていることを特徴とする画像形成装置。
【請求項４】
　請求項１～請求項３の何れか１項に記載の画像形成装置において、上記の像保持部材の
表面に色彩の異なるトナー像を形成するトナー像形成手段が複数設けられていることを特
徴とする画像形成装置。
【請求項５】
　請求項１～請求項４の何れか１項に記載の画像形成装置において、上記のトナー像形成
手段にトナー像が形成される感光体が設けられ、上記の像保持部材が上記の感光体からト
ナー像が転写される中間転写ベルトであることを特徴とする画像形成装置。
【請求項６】
　請求項５に記載の画像形成装置において、上記の中間転写ベルトの内周側に設けられて
中間転写ベルトを回転駆動させる回転ローラと、上記の感光体に形成されたトナー像を中
間転写ベルトに一次転写させる一次転写部材とが、中間転写ベルトの幅方向両側に設けら
れた一対のフレームに取り付けられた中間転写ユニットを用い、上記の一対のフレーム間
に架け渡すように設けた取付部材に、上記のバックアップ部材が取り付けられてなること
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、これらの複合機などの画像形成装置に係
り、特に、トナー像を保持して移動する無端ベルト状の像保持部材と、この像保持部材の
表面にトナー像を形成するトナー像形成手段と、このトナー像形成手段によって上記の像
保持部材の表面に形成されたトナー像を読み取る読取センサーとを備えた画像形成装置に
おいて、上記の読取センサーによって像保持部材の表面に形成されたトナー像を精度よく
読み取ることができるようにすると共に、上記の像保持部材が傷つくのを防止するように
した点に特徴を有するものである。
【背景技術】
【０００２】
　複写機，プリンタ，ファクシミリ、これらの複合機などの画像形成装置においては、従
来から、トナー像を保持して移動する像保持部材、例えば、トナー像が形成される感光体
や、感光体に形成されたトナー像が転写される中間転写体において、像保持部材にトナー
像が適切に形成されるように制御するため、像保持部材の表面に所定パターンのトナー像
を形成し、このトナー像を読取センサーによって読み取ることが行われている。
【０００３】
　特に、近年においては、上記のような像保持部材に複数の色彩のトナー像を形成してフ
ルカラーの画像形成を行うにあたり、各色のトナー像が精度よく重なり合うように画像形



(3) JP 2009-14956 A 2009.1.22

10

20

30

40

50

成のタイミングを制御するため、像保持部材の表面に形成された各色のトナー像を読取セ
ンサーによって読み取ることが行われている。
【０００４】
　また、このようなフルカラーの画像形成を行う画像形成装置としては、複数の感光体に
それぞれ色彩の異なるトナー像を形成し、各感光体に形成された各色彩のトナー像を無端
ベルト状の中間転写ベルトの表面に一次転写させて、この中間転写ベルトの表面にフルカ
ラーのトナー像を形成し、このように形成されたフルカラーのトナー像を中間転写ベルト
から記録媒体に二次転写させるようにしたものが広く利用されている。
【０００５】
　ここで、このようなフルカラーの画像形成装置において、上記の中間転写ベルトの表面
に形成された各色のトナー像を読取センサーによって読み取るにあたり、この読取センサ
ーと中間転写ベルトの表面に形成されたトナー像との距離や角度等が変動すると、正確な
トナー像の読み取りが行えなくなり、適切な画像制御が行えなくなるという問題があった
。
【０００６】
　このため、従来においては、特許文献１に示されるように、読取センサーと対向する位
置において、中間転写ベルトの背面側に当接する背面当接部材を設け、この背面当接部材
によって読取センサーと中間転写ベルトの表面に形成されたトナー像との距離や角度等が
変動するのを抑制するようにしたものが提案されている。
【０００７】
　ここで、この特許文献１においては、上記のように中間転写ベルトの背面側に当接する
背面当接部材として、中間転写ベルトの背面側に当接する面が平滑面である板状の部材を
設けるようにしたものや、回転可能な一対のローラを所要間隔を介して設けるようにした
ものが提案されている。
【０００８】
　しかし、上記のような板状の背面当接部材を用いた場合、この背面当接部材の面全体に
中間転写ベルトが適切に接触されず、読取センサーと対向する位置において、中間転写ベ
ルトが波打って、読取センサーと中間転写ベルトの表面に形成されたトナー像との距離や
角度等が変動したり、板状の背面当接部材との接触によって中間転写ベルトが傷ついたり
するという問題があった。
【０００９】
　また、上記の背面当接部材として、回転可能な一対のローラを所要間隔を介して設けた
場合には、各ローラの回転中心や取付位置のずれ等によって、読取センサーと中間転写ベ
ルトの表面に形成されたトナー像との距離や角度等が変動する等の問題があった。
【００１０】
　また、従来においては、特許文献２に示されるように、読取センサーと対向する位置に
おいて、中間転写ベルトの背面側に当接するように弾性部材を設け、この弾性部材によっ
て読取センサーと中間転写ベルトの表面に形成されたトナー像との距離や角度等が変動す
るのを抑制するようにしたものが提案されている。
【００１１】
　ここで、この特許文献２においては、上記のように中間転写ベルトの背面側に当接する
ように設ける弾性部材として、スポンジ、ゴム、プラスチック等を用いることが提案され
ている。
【００１２】
　しかし、スポンジ等からなる弾性部材を中間転写ベルトの背面側に当接させた場合、中
間転写ベルトの駆動時にこの弾性部材が変形して、読取センサーと中間転写ベルトの表面
に形成されたトナー像との距離や角度等が変動したり、この弾性部材と中間転写ベルトと
の間の摩擦によって、中間転写ベルトの駆動にむらが発生したりする等の問題があった。
【特許文献１】特開平１１－２２０５８６号公報
【特許文献２】特開２０００－２７５９７７号公報
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【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１３】
　本発明は、上記の中間転写ベルトのようにトナー像を保持して移動する無端ベルト状の
像保持部材を用い、この像保持部材の表面に形成されたトナー像を読取センサーによって
読み取るようにした画像形成装置における上記のような問題を解決することを課題とする
ものである。
【００１４】
　すなわち、本発明においては、上記のような画像形成装置において、上記の像保持部材
の表面に形成されたトナー像を読取センサーによって精度よく読み取ることができるよう
にすると共に、上記の像保持部材が傷つくのを防止することを課題とするものである。
【課題を解決するための手段】
【００１５】
　本発明に係る画像形成装置においては、上記のような課題を解決するため、トナー像を
保持して移動する無端ベルト状の像保持部材と、この像保持部材の表面にトナー像を形成
するトナー像形成手段と、このトナー像形成手段によって上記の像保持部材の表面に形成
されたトナー像を読み取る読取センサーとを備えた画像形成装置において、上記の読取セ
ンサーと対向する像保持部材の裏面側に、この像保持部材を読取センサー側に付勢するよ
うにして当接するバックアップ部材を設け、このバックアップ部材における像保持部材と
当接する面を低摩擦性軟質材料で構成するようにした。
【００１６】
　ここで、バックアップ部材が像保持部材と当接する面に用いる上記の低摩擦性軟質材料
としては、例えば、起毛された繊維材料等を用いることができる。
【００１７】
　また、本発明における画像形成装置においては、無端ベルト状の像保持部材をバランス
よく保持させるため、上記のバックアップ部材を無端ベルト状の像保持部材の幅方向両側
部に設けることが好ましい。
【００１８】
　また、本発明における画像形成装置においては、上記の像保持部材の表面に色彩の異な
るトナー像を形成するトナー像形成手段を複数設け、上記の像保持部材の表面にフルカラ
ーのトナー像を形成させるようにすることができる。
【００１９】
　また、トナー像を保持して移動する上記の無端ベルト状の像保持部材としては、例えば
、無端ベルト状になったベルト感光体や中間転写ベルトが用いられる。
【００２０】
　そして、上記の無端ベルト状の像保持部材が中間転写ベルトである場合には、上記のト
ナー像形成手段にトナー像が形成される感光体を設け、この感光体に形成されたトナー像
を像保持部材である中間転写ベルトに転写させるようにする。
【００２１】
　また、上記の無端ベルト状の像保持部材が中間転写ベルトである場合において、読取セ
ンサーと対向する像保持部材の裏面側に、この像保持部材を読取センサー側に付勢するよ
うにして当接するバックアップ部材を設けるにあたっては、上記の中間転写ベルトの内周
側に設けられて中間転写ベルトを回転駆動させる回転ローラと、上記の感光体に形成され
たトナー像を中間転写ベルトに一次転写させる一次転写部材とが、中間転写ベルトの幅方
向両側に設けられた一対のフレームに取り付けられた中間転写ユニットを用い、上記の一
対のフレーム間に設けた取付部材に、上記のバックアップ部材を取り付けるようにするこ
とができる。
【発明の効果】
【００２２】
　本発明の画像形成装置においては、トナー像を保持して移動する無端ベルト状の像保持
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部材の表面にトナー像形成手段によりトナー像を形成し、このように像保持部材の表面に
形成されたトナー像を読取センサーによって読み取るにあたり、上記の読取センサーと対
向する像保持部材の裏面側にバックアップ部材を設け、このバックアップ部材によって像
保持部材を読取センサー側に付勢するようにしたため、読取センサーと対向する位置にお
いて像保持部材が波打ったりすることなく、バックアップ部材に沿った平坦な状態になり
、像保持部材と読取センサーとの間の距離や角度が一定した状態で維持されるようになる
。
【００２３】
　また、本発明の画像形成装置においては、上記のようにバックアップ部材における像保
持部材と当接する面を低摩擦性軟質材料で構成するようにしたため、このバックアップ部
材との接触によって像保持部材が傷ついたり、バックアップ部材との接触による摩擦によ
って像保持部材の移動にむらが発生したりすることがなく、像保持部材がこのバックアッ
プ部材に当接されながら安定して移動されるようになる。
【００２４】
　この結果、本発明の画像形成装置においては、上記の像保持部材が傷ついたりすること
がなく、この像保持部材の表面に形成されたトナー像が読取センサーによって精度よく読
み取られるようになり、長期にわたって安定した画像制御が行えるようになる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２５】
　次に、この発明の実施形態に係る画像形成装置を添付図面に基づいて具体的に説明する
。なお、本発明に係る画像形成装置は、下記の実施形態に示したものに限定されず、その
要旨を変更しない範囲において適宜変更して実施できるものである。
【００２６】
　この実施形態においては、トナー像を保持して移動する無端ベルト状の像保持部材とし
て中間転写ベルトを用いた画像形成装置について説明する。
【００２７】
　ここで、この実施形態の画像形成装置においては、図１に示すように、その装置本体１
内に、トナー像形成手段として、４つのイメージングカートリッジ１０Ａ～１０Ｄを装着
させるようにしている。
【００２８】
　ここで、上記の各イメージングカートリッジ１０Ａ～１０Ｄにおいては、回転するドラ
ム状の感光体１１と、この感光体１１の表面を帯電させる帯電装置１２と、帯電された感
光体１１の表面に画像情報に応じた露光を行って感光体１１の表面に静電潜像を形成する
露光装置１３と、上記の感光体１１の表面に形成された静電潜像にトナーを供給してトナ
ー像を形成する現像装置１４と、上記の感光体１１の表面に形成されたトナー像を中間転
写ベルト２１に転写させた後における感光体１１の表面にクリーニングブレード１５ａを
圧接させて感光体１１の表面に残留するトナー等の残留物を除去する第１クリーニング装
置１５が設けられている。
【００２９】
　そして、この実施形態に係る画像形成装置において、フルカラーの画像形成を行うにあ
たっては、上記の各イメージングカートリッジ１０Ａ～１０Ｄにおける各現像装置１４に
、黒色，黄色，マゼンダ色，シアン色の異なった色彩のトナーを収容させ、各イメージン
グカートリッジ１０Ａ～１０Ｄにおいて、各感光体１１の表面にそれぞれの色彩のトナー
像を形成するようにしている。
【００３０】
　次いで、このように各イメージングカートリッジ１０Ａ～１０Ｄにおける各感光体１１
の表面に形成された各色彩のトナー像を、回転ローラ２２に架け渡されて回転移動する中
間転写ベルト２１の表面に、各感光体１１とこの中間転写ベルト２１を介して対向するよ
うにして設けられたローラ状の各一次転写部材２３により順々に転写させて、この中間転
写ベルト２１の表面にフルカラーのトナー像を形成するようにしている。
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【００３１】
　そして、このように中間転写ベルト２１の表面に形成されたフルカラーのトナー像をロ
ーラ状になった二次転写部材５の位置に導くようにする一方、給紙ローラ３により記録媒
体Ｓを給紙し、タイミングローラ４によってこの記録媒体Ｓを適当なタイミングで、フル
カラーのトナー像が形成された中間転写ベルト２１と二次転写部材５との間に導き、中間
転写ベルト２１の表面に形成された上記のフルカラーのトナー像をこの記録媒体Ｓに転写
させるようにしている。
【００３２】
　次いで、このようにフルカラーのトナー像が転写された記録媒体Ｓを定着装置６に導き
、上記のフルカラーのトナー像を記録媒体Ｓに定着させた後、この記録媒体Ｓを排紙ロー
ラ７により排紙させるようにしている。
【００３３】
　また、上記のように中間転写ベルト２１の表面に形成されたフルカラーのトナー像を記
録媒体Ｓに転写させた後、この中間転写ベルト２１の表面に第２クリーニング装置８に設
けられたクリーニングブレード８ａを圧接させて、記録媒体Ｓに転写されずに中間転写ベ
ルト２１の表面に残ったトナー等の残留物を中間転写ベルト２１から除去するようにして
いる。
【００３４】
　ここで、この実施形態の画像形成装置においては、上記の中間転写ベルト２１の表面に
形成される各色のトナー像が精度よく重なり合うようにして画像形成のタイミングを制御
するため、上記の各イメージングカートリッジ１０Ａ～１０Ｄにより中間転写ベルト２１
の表面に所定パターンのトナー像を形成し、このトナー像を読取センサー９によって読み
取るにあたり、図１に示すように、中間転写ベルト２１の移動方向の最下流側に位置する
一次転写部材２３と上記の二次転写部材５と対向する回転ローラ２２との間において、中
間転写ベルト２１の表面と所要間隔を介した位置に読取センサー９を設けると共に、この
読取センサー９と対向する中間転写ベルト２１の裏面側に、この中間転写ベルト２１を読
取センサー９側に付勢するようにして当接するバックアップ部材２４を設け、このバック
アップ部材２４が中間転写ベルト２１と当接する面を低摩擦性軟質材料で構成するように
している。
【００３５】
　ここで、このように読取センサー９と対向する中間転写ベルト２１の裏面側に、この中
間転写ベルト２１を読取センサー９側に付勢するようにして当接するバックアップ部材２
４を設けるにあたり、この実施形態においては、図２に示すように、上記の回転ローラ２
２と一次転写部材２３とが中間転写ベルト２１の幅方向両側に設けられた一対のフレーム
２５に取り付けられた中間転写ユニット２０を用いるようにしている。
【００３６】
　そして、図２及び図３に示すように、上記の中間転写ベルト２１の移動方向の最下流側
に位置する一次転写部材２３と上記の二次転写部材５と対向する回転ローラ２２との間に
おいて、上記の一対のフレーム２５間に架け渡すように取付部材２６を設けている。
【００３７】
　また、この取付部材２６に対して、上記の中間転写ベルト２１の幅方向両側部の位置に
おいて、それぞれバックアップ部材２４を、取付部材２６よりも読取センサー９側に突出
すると共に中間転写ベルト２１の移動方向下流側に突出するようにして取り付け、さらに
この一対のバックアップ部材２４の中間に、補助部材２７を、上記のバックアップ部材２
４と同様に、取付部材２６よりも読取センサー９側に突出すると共に中間転写ベルト２１
の移動方向下流側に突出するようにして取り付けている。なお、この補助部材２７が読取
センサー９側に突出する量及び中間転写ベルト２１の移動方向下流側に突出する量は、上
記のバックアップ部材２４の場合よりも若干も小さくなるようにし、中間転写ベルト２１
がバックアップ部材２４に張った状態で接触するようにしている。
【００３８】
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　また、上記のようにバックアップ部材２４を取付部材２６に取り付けるにあたっては、
このバックアップ部材２４が中間転写ベルト２１と接触する表面に、起毛された繊維材料
等の低摩擦性軟質材料、例えば千代田インテグレ社製のシーアイセーム（商品名）からな
る表面部材２４ａを用い、この表面部材２４ａをプラスチック等の剛性の支持部材２４ｂ
を介して取付部材２６に取り付けるようにしている。なお、上記の補助部材２７の材質に
ついては特に限定されないが、中間転写ベルト２１が接触した場合に、この中間転写ベル
ト２１が傷ついたり、中間転写ベルト２１との間における摩擦が高くなったりするのを防
止するため、図示していないが、上記のバックアップ部材２４と同様に構成することが好
ましい。
【００３９】
　そして、上記のようにバックアップ部材２４を設け、中間転写ベルト２１を読取センサ
ー９側に付勢するようにして当接させると、読取センサー９と対向する位置において中間
転写ベルト２１が波打ったりすることなく、バックアップ部材２４に沿った平坦な状態に
なり、中間転写ベルト２１と読取センサー９との間の距離や角度が一定した状態で維持さ
れるようになる。
【００４０】
　また、上記のようにバックアップ部材２４が中間転写ベルト２１と接触する表面に、起
毛された繊維材料等の低摩擦性軟質材料からなる表面部材２４ａを用いると、このバック
アップ部材２４との接触によって中間転写ベルト２１が傷ついたり、バックアップ部材２
４との接触による摩擦によって中間転写ベルト２１に駆動むらが発生したりするというこ
とがなく、中間転写ベルト２１がこのバックアップ部材２４に当接されながら安定して移
動され、中間転写ベルト２１の表面に形成された所定パターンのトナー像を上記の読取セ
ンサー９によって適切に読み取ることができるようになる。
【００４１】
　また、この実施形態の画像形成装置においては、上記のように一対のバックアップ部材
２４の中間に、補助部材２７を取付部材２６よりも読取センサー９側に突出すると共に中
間転写ベルト２１の移動方向下流側に突出するようにして取り付けているため、中間転写
ベルト２１が一対のバックアップ部材２４の間で波打った状態になっても、この中間転写
ベルト２１が上記の補助部材２７に接触して波打った状態が緩和されると共に、中間転写
ベルト２１が上記の取付部材２６に衝突して傷ついたりするのも防止されるようになる。
【００４２】
　なお、この実施形態の画像形成装置においては、中間転写ベルト２１の移動方向の最下
流側に位置する一次転写部材２３と上記の二次転写部材５と対向する回転ローラ２２との
間において、読取センサー９を中間転写ベルト２１の表面と所要間隔を介して設けると共
に、この読取センサー９と対向する中間転写ベルト２１の裏面側にバックアップ部材２４
を設けるようにしたが、読取センサー９及びバックアップ部材２４を設ける位置は特に限
定されない。
【００４３】
　例えば、図５に示すように、読取センサー９及びこの読取センサー９と対向する中間転
写ベルト２１の裏面側に設けるバックアップ部材２４を、上記の二次転写部材５と対向す
る回転ローラ２２よりも中間転写ベルト２１の移動方向下流側に設け、上記のように中間
転写ベルト２１の表面に形成してトナー像を、中間転写ベルト２１から離隔された上記の
二次転写部材５を通過させて読取センサー９の位置に導き、上記のバックアップ部材２４
によって中間転写ベルト２１を読取センサー９側に付勢させた状態で、この中間転写ベル
ト２１の表面に形成されたトナー像を上記の読取センサー９によって読み取るようにする
ことも可能である。
【図面の簡単な説明】
【００４４】
【図１】本発明の一実施形態に係る画像形成装置を示し、トナー像を保持して移動する無
端ベルト状の像保持部材に中間転写ベルトを用いた画像形成装置の概略説明図である。
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【図２】同実施形態の画像形成装置において、中間転写ベルトを設ける中間転写ユニット
における一対のフレーム間に、一対のバックアップ部材と補助部材とを取付部材によって
取り付けた状態を示した概略底面図である。
【図３】同実施形態の画像形成装置において、上記の中間転写ユニットにおける一対のフ
レーム間に設けられた取付部材に、一対のバックアップ部材と補助部材とを取り付けた状
態を示した部分説明図である。
【図４】同実施形態の画像形成装置において、中間転写ベルトに形成されたトナー像を上
記のバックアップ部材と対向する位置において読取センサーによって読み取る状態を示し
た部分説明図である。
【図５】同実施形態の画像形成装置において、上記の読取センサー及びバックアップ部材
を設ける位置を変更させた変更例の部分説明図である。
【符号の説明】
【００４５】
　１　装置本体
　３　給紙ローラ
　４　タイミングローラ
　５　二次転写部材
　６　定着装置
　７　排紙ローラ
　８　第２クリーニング装置
　８ａ　クリーニングブレード
　９　読取センサー
　１０Ａ～１０Ｄ　イメージングカートリッジ
　１１　感光体
　１２　帯電装置
　１３　露光装置
　１４　現像装置
　１５　第１クリーニング装置
　１５ａ　クリーニングブレード
　２０　中間転写ユニット
　２１　中間転写ベルト（像保持部材）
　２２　回転ローラ
　２３　一次転写部材
　２４　バックアップ部材
　２４ａ　表面部材
　２４ｂ　支持部材
　２５　フレーム
　２６　取付部材
　２７　補助部材
　Ｓ　記録媒体



(9) JP 2009-14956 A 2009.1.22

【図１】 【図２】

【図３】

【図４】

【図５】



(10) JP 2009-14956 A 2009.1.22

フロントページの続き

Ｆターム(参考) 2H200 FA09  GA12  GA23  GA47  GB12  HA02  HB12  JA02  JC03  JC07 
　　　　 　　        JC09  JC12  JC15  JC17  JC20  LA11  LA30  LB02  LB13  MA02 
　　　　 　　        MC05  PB16  PB36 


	biblio-graphic-data
	abstract
	claims
	description
	drawings
	overflow

