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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　発熱層を有する定着回転体と、
　前記定着回転体と当接しニップ部を形成するとともに自らが駆動回転して該定着回転体
を回転させる加圧回転体と、
　前記定着回転体の温度を検出する温度センサと、
　前記定着回転体の近傍に配置され、前記温度センサの検出結果に基づいて前記発熱層を
誘導加熱する励磁コイルと、を備え、
　前記定着回転体を回転させつつ目標温度に温度維持するように加熱制御を行っている待
機時に、前記定着回転体の外周上で目標温度に対して所定の値以上の変動幅を有する周期
的な温度ムラが生じたとき、該定着回転体の回転速度を変更することを特徴とする定着装
置。
【請求項２】
　回転する前記定着回転体に対してある定点で該定着回転体の温度を定期的にまたは連続
して測定して、前記定着回転体の外周上の周期的な温度ムラを検出することを特徴とする
請求項１に記載の定着装置。
【請求項３】
　前記定着回転体を回転させつつ目標温度に温度維持するように加熱制御を行っている待
機時に、前記温度センサによる前記定着回転体の検出温度をＴ、前記定着回転体の目標温
度をＴｒeｆ、所定の差分値を△Ｔとしたとき、検出温度Ｔが目標温度Ｔｒeｆに到達後に
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、下記式（１）の関係を満たす回数が所定回数以上となったとき、前記定着回転体の回転
速度を変更することを特徴とする請求項１または２に記載の定着装置。
　　　｜Ｔ－Ｔｒeｆ｜　≧　△Ｔ　・・・（１）
【請求項４】
　前記定着回転体の回転速度の変更は、該定着回転体の回転周期をＳ（ｓｅｃ）、前記定
着回転体の加熱制御の応答速度をＬ（ｓｅｃ）としたとき、下記式（２）の関係を満たす
ように変更するものであることを特徴とする請求項１～３のいずれかに記載の定着装置。
　　　Ｓ　＞　Ｌ×４　・・・（２）
【請求項５】
　前記定着回転体の回転速度は、最大の回転速度Ｖmax、最小の回転速度Ｖmin、Ｖmaxと
Ｖminの間に少なくとも１つ設けられる中間の回転速度Ｖnが予め制御可能な回転速度とし
て設定されており、
　前記定着回転体の回転速度の変更は、変更前の前記定着回転体の回転速度が最小の回転
速度Ｖminである場合には、中間の回転速度Ｖnまたは最大の回転速度Ｖmaxに変更するも
のであることを特徴とする請求項１～３のいずれかに記載の定着装置。
【請求項６】
　前記定着回転体の回転速度は、最大の回転速度Ｖmax、最小の回転速度Ｖmin、Ｖmaxと
Ｖminの間に少なくとも１つ設けられる中間の回転速度Ｖnが予め制御可能な回転速度とし
て設定されており、
　前記定着回転体の回転速度の変更は、変更前の前記定着回転体の回転速度が最大の回転
速度Ｖmaxである場合には、中間の回転速度Ｖnまたは最小の回転速度Ｖminに変更するも
のであることを特徴とする請求項１～３のいずれかに記載の定着装置。
【請求項７】
　請求項１～６のいずれかに記載の定着装置を備え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、電磁誘導加熱方式の定着装置及び該定着装置を備える電子写真方式、静電記
録方式等を利用したＦＡＸ、プリンタ、複写機またはそれらの複合機等の画像形成装置に
関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　電磁誘導加熱方式（ＩＨ加熱方式）を採用した定着装置は、例えば励磁コイル（ＩＨコ
イルともいう）に高周波数の電流を流すことにより磁束を発生させ、発熱部材を誘導加熱
するよう構成されている。この構成によれば、発熱部材を直接発熱させるため、熱ローラ
定着方式のような予熱を必要とせず、定着部材を瞬時に所定の温度まで立ち上げることが
でき、ウォームアップタイムの短縮化及び省エネルギ化が達成できるという利点がある。
【０００３】
　しかし、その一方で、定着装置は熱容量が小さくなるように設計されており、特に定着
ローラ（定着回転体）の外部から加熱するＩＨ加熱方式の場合、定着ローラ周方向の温度
偏差（定点（ニップ部）における周期的な温度変動、温度リップルの変動幅ともいう）が
生じやすい。通紙時には記録媒体が熱を奪うため、その温度偏差が低減されるが、所定の
待機状態のときに非通紙状態で加熱回転させた場合には温度偏差が非常に大きくなり、そ
の状態で通紙を開始すると、画像内での光沢ムラやホットオフセットが発生する。
【０００４】
　この問題に対して、特許文献１，２では、温度センサ位置をＩＨコイルよりも回転方向
上流側に配置して、回転速度と制御応答速度の関係から、温度検知位置と加熱位置が一致
するように制御する手法が提案されている。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
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【０００５】
　しかしながら、高生産性の画像形成装置においては、定着ローラの回転速度が高速にな
るため、制御応答速度が追いつかない場合がある。一般的にＩＨ加熱方式の制御応答速度
は演算処理等により２００ｍｓｅｃ程度を要するが、回転速度が２ｒｐｓ以上になると、
２００ｍｓｅｃの間に１４０°以上回転することになる。このとき、レイアウト設計上、
温度センサとＩＨコイルを１４０°以上離して配置することは難しく、前述した定着ロー
ラにおける温度偏差の問題を解決することが困難である。
【０００６】
　本発明は、以上の従来技術における問題に鑑みてなされたものであり、電磁誘導加熱方
式の定着装置において、非通紙状態で定着回転体を加熱回転させながら所定の温度に維持
する待機時に、定着回転体上の温度リップルの変動幅を抑制して安定した温度維持制御が
可能な定着装置及び該定着装置を備え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】
【０００７】
　前記課題を解決するために提供する本発明は、以下の通りである。
〔１〕　発熱層を有する定着回転体（定着スリーブ２２）と、前記定着回転体と当接しニ
ップ部を形成するとともに自らが駆動回転して該定着回転体を回転させる加圧回転体（加
圧ローラ２３）と、前記定着回転体の温度を検出する温度センサ（定着サーモパイル３５
）と、前記定着回転体の近傍に配置され、前記温度センサの検出結果に基づいて前記発熱
層を誘導加熱する励磁コイル（励磁コイル３１）と、を備え、前記定着回転体を回転させ
つつ目標温度に温度維持するように加熱制御を行っている待機時に（Ｓ１０２）、前記定
着回転体の外周上で目標温度に対して所定の値以上の変動幅を有する周期的な温度ムラが
生じたとき（Ｓ１０３）、該定着回転体の回転速度を変更する（Ｓ１０４）ことを特徴と
する定着装置（定着装置２０、図１，図６，図１０）。
〔２〕　回転する前記定着回転体に対してある定点で該定着回転体の温度を定期的にまた
は連続して測定して、前記定着回転体の外周上の周期的な温度ムラを検出することを特徴
とする前記〔１〕に記載の定着装置（図８，図９）。
〔３〕　前記定着回転体を回転させつつ目標温度に温度維持するように加熱制御を行って
いる待機時に、前記温度センサによる前記定着回転体の検出温度をＴ、前記定着回転体の
目標温度をＴｒeｆ、所定の差分値を△Ｔとしたとき、検出温度Ｔが目標温度Ｔｒeｆに到
達後に、下記式（１）の関係を満たす回数が所定回数以上となったとき、前記定着回転体
の回転速度を変更することを特徴とする前記〔１〕または〔２〕に記載の定着装置（図６
）。
　　　｜Ｔ－Ｔｒeｆ｜　≧　△Ｔ　・・・（１）
〔４〕　前記定着回転体の回転速度の変更は、該定着回転体の回転周期をＳ（ｓｅｃ）、
前記定着回転体の加熱制御の応答速度をＬ（ｓｅｃ）としたとき、下記式（２）の関係を
満たすように変更するものであることを特徴とする前記〔１〕～〔３〕のいずれかに記載
の定着装置。
　　　Ｓ　＞　Ｌ×４　・・・（２）
〔５〕　前記定着回転体の回転速度は、最大の回転速度Ｖmax、最小の回転速度Ｖmin、Ｖ
maxとＶminの間に少なくとも１つ設けられる中間の回転速度Ｖnが予め制御可能な回転速
度として設定されており、前記定着回転体の回転速度の変更は、変更前の前記定着回転体
の回転速度が最小の回転速度Ｖminである場合には、中間の回転速度Ｖnまたは最大の回転
速度Ｖmaxに変更するものであることを特徴とする前記〔１〕～〔３〕のいずれかに記載
の定着装置。
〔６〕　前記定着回転体の回転速度は、最大の回転速度Ｖmax、最小の回転速度Ｖmin、Ｖ
maxとＶminの間に少なくとも１つ設けられる中間の回転速度Ｖnが予め制御可能な回転速
度として設定されており、前記定着回転体の回転速度の変更は、変更前の前記定着回転体
の回転速度が最大の回転速度Ｖmaxである場合には、中間の回転速度Ｖnまたは最小の回転
速度Ｖminに変更するものであることを特徴とする前記〔１〕～〔３〕のいずれかに記載
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の定着装置。
〔７〕　前記〔１〕～〔６〕のいずれかに記載の定着装置を備えることを特徴とする画像
形成装置（画像形成装置１、図１）。
【発明の効果】
【０００８】
　本発明の定着装置によれば、非通紙状態で定着回転体を加熱回転させながら所定の温度
に維持する待機時に、定着回転体の外周上で温度リップルの変動幅が所定の値以上となる
周期的な温度ムラを検知し、定着回転体の回転速度を変更して該定着回転体の外周に対す
る加熱のタイミングを変更するので、定着回転体上の温度リップルの変動幅を抑制するこ
とができ、安定した温度維持制御が可能となる。
　本発明の画像形成装置によれば、本発明の定着装置を備え、所定の待機時に該定着装置
における定着回転体をその外周上で温度ムラの少ない状態で保温するので、直後の画像形
成処理においても画像内での光沢ムラやホットオフセットを発生させることなく、良好な
画像を得ることができる。
【図面の簡単な説明】
【０００９】
【図１】本発明に係る画像形成装置の構成を示す断面概略図である。
【図２】本発明に係る定着装置の構成を示す概略図である。
【図３】図２の定着装置に用いる定着スリーブ及び定着ローラの構成を示す断面図である
。
【図４】定着スリーブの外周上における定着サーモパイルと励磁コイルの配置位置と、定
着サーモパイルの検知温度と励磁コイルへの入力電力の関係を示す図である。
【図５】従来の定着装置における非通紙待機モード時の定着スリーブの周方向の温度偏差
の発散状態を示す図である。
【図６】本発明の定着装置における非通紙待機モード時の制御フローである。
【図７】本発明の定着装置における非通紙待機モード時の定着スリーブの周方向の温度偏
差の発散抑制の状態を示す図である。
【図８】本発明の定着装置における励磁コイルと定着サーモパイルとニップ部の位置関係
の例（１）と、定着スリーブの回転速度と温度リップルの変動幅の関係を示す図である。
【図９】本発明の定着装置における励磁コイルと定着サーモパイルとニップ部の位置関係
の例（２）と、定着スリーブの回転速度と温度リップルの変動幅の関係を示す図である。
【図１０】本発明に係る定着装置の他の構成を示す断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１０】
　以下に、本発明に係る定着装置及び画像形成装置について説明する。
　まず、図１にて、本発明に係る画像形成装置全体の構成及び動作について説明する。
　図１において、１は画像形成装置としてのレーザープリンタの装置本体、３は画像情報
に基づいた露光光Ｌを感光体ドラム１８上に照射する露光部、４は装置本体１に着脱自在
に設置される作像部としてのプロセスカートリッジ、７は感光体ドラム１８上に形成され
たトナー像を記録媒体Ｐに転写する転写部、１０は出力画像が載置される排紙トレイ、１
１、１２は転写紙等の記録媒体Ｐが収納された給紙部、１３は記録媒体Ｐを転写部７に搬
送するレジストローラ、１５は主として給紙部１１、１２の記録媒体Ｐとは異なるサイズ
の記録媒体Ｐを搬送する際に用いる手差し給紙部、２０は記録媒体Ｐ上の未定着画像を定
着する定着装置を示す。
【００１１】
　図１を参照して、画像形成装置における、通常の画像形成時の動作について説明する。
　まず、露光部３（書込部）から、画像情報に基づいたレーザ光等の露光光Ｌが、プロセ
スカートリッジ４の感光体ドラム１８上に向けて発せられる。感光体ドラム１８は図中の
反時計方向に回転しており、所定の作像プロセス（帯電工程、露光工程、現像工程）を経
て、感光体ドラム１８上に画像情報に対応したトナー像が形成される。
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　その後、感光体ドラム１８上に形成されたトナー像は、転写部７で、レジストローラ１
３により搬送された記録媒体Ｐ上に転写される。
【００１２】
　一方、転写部７に搬送される記録媒体Ｐは、次のように動作する。まず、画像形成装置
１の複数の給紙部１１、１２のうち、１つの給紙部が自動又は手動で選択される（例えば
、最上段の給紙部１１が選択されたものとする）。なお、複数の給紙部１１、１２には、
それぞれ、異なるサイズの記録媒体Ｐや、搬送方向の異なる同一サイズの記録媒体Ｐが、
収納されている。
【００１３】
　そして、給紙部１１に収納された記録媒体Ｐの最上方の１枚が、搬送経路Ｋの位置に向
けて搬送される。その後、記録媒体Ｐは、搬送経路Ｋを通過してレジストローラ１３の位
置に達する。そして、レジストローラ１３の位置に達した記録媒体Ｐは、感光体ドラム１
８上に形成されたトナー像と位置合わせをするためにタイミングを合わせて、転写部７に
向けて搬送される。
【００１４】
　そして、転写工程後の記録媒体Ｐは、転写部７の位置を通過した後に、搬送経路を経て
定着装置２０に達する。定着装置２０に達した記録媒体Ｐは、定着スリーブ２２と加圧ロ
ーラ２３との間に送入されて、定着スリーブ２２から受ける熱と加圧ローラ２３から受け
る圧力とによってトナー像が定着される。トナー像が定着された記録媒体Ｐは、定着スリ
ーブ２２と加圧ローラ２３との間から送出された後に、出力画像として画像形成装置１の
本体から排出されて、排紙トレイ１０上に載置される。こうして、一連の画像形成プロセ
スが完了する。本画像形成装置１は単色の印刷用であるが、プロセスカートリッジ４をＫ
ＣＭＹの４色を設置して像を形成することで、フルカラーの印刷が可能となる。
【００１５】
　次に、図２，図３を参照して、画像形成装置１に設置される、本発明に係る定着装置２
０の構成・動作について詳述する。
　定着装置２０は、磁束発生手段としての誘導加熱部３０、発熱部材としての定着スリー
ブ２２、保持部材としての定着ローラ２１、加圧ローラ２３、等で構成される（図２）。
【００１６】
　ここで、発熱部材としての定着スリーブ２２は、厚さが３０～５０μｍの金属材料から
なる基材２２ａ上に耐熱弾性層２２ｂ、離型層２２ｃを順次形成したものであって、外径
が４０ｍｍになっている（図３）。
【００１７】
　定着スリーブ２２において、基材２２ａを形成する材料としては、鉄、コバルト、ニッ
ケル、又は、これらの合金、等の磁性金属材料を用いることができる。
　耐熱弾性層２２ｂは、シリコーンゴム等の弾性材料からなり、その厚さは１５０μｍに
なっている。これにより、熱容量がそれ程大きくなく、定着ムラのない良好な定着画像を
得ることができる。
　離型層２２ｃは、ＰＦＡ等のフッ素化合物をチューブ状に被覆したものであって、その
厚さは５０μｍになっている。離型層は、トナー像（トナー）Ｔが直接的に接する定着ス
リーブ２２表面のトナー離型性を高めるためのものである。
【００１８】
　また、保持部材としての定着ローラ２１は、ステンレス鋼等の金属材料からなる円筒状
のローラ芯金２１ａ上に、シリコーン発泡体からなる弾性層２１ｂが形成されたものであ
って、外径が約４０ｍｍになっている（図３）。このうち、弾性層２１ｂは、肉厚が９ｍ
ｍで、軸上におけるアスカー硬度が３０～５０度となるように形成されている。また、定
着ローラ２１は、定着スリーブ２２の内周面に当接して、薄肉の定着スリーブ２２をロー
ラ状に保持している。
【００１９】
　加圧ローラ２３は、アルミニウム、銅等の高熱伝導性金属材料からなるローラ芯金２３
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ａ上に、シリコーンゴム等の耐熱弾性層２３ｂ、離型層（不図示である）が順次形成され
たものであって、外径が４０ｍｍになっている（図２）。ここで、耐熱弾性層２３ｂは、
肉厚が２ｍｍとなるように形成されている。また、離型層は、ＰＦＡチューブを被覆した
ものであって、厚さが５０μｍになるように形成されている。加圧ローラ２３は、定着ス
リーブ２２を介して定着ローラ２１に圧接していて、その圧接部にニップ部を形成してい
る。そして、このニップ部に、記録媒体Ｐが搬送されることになる。
【００２０】
　磁束発生手段としての誘導加熱部３０は、励磁コイル３１、消磁コイル部３４、コア部
３２、コイルガイド３３（コイルハウジング）、等で構成される（図２）。
【００２１】
　ここで、励磁コイル３１は、定着スリーブ２２の外周の一部を覆うように配設されたコ
イルガイド３３上に細線を束ねたリッツ線を巻回して幅方向（図２の紙面垂直方向である
）に延設したものである。
【００２２】
　消磁コイル部３４は、記録媒体幅方向に相当する位置関係で対称に配置され、励磁コイ
ル３１上に重なって配置されている。対称の位置にある消磁コイル部３４同士の端は導線
で連結され、一つの電流路を構成している。消磁コイル部３４の両端は定着装置２０外の
不図示のリレーに接続されて閉回路を構成する。このとき、リレーは制御回路により開閉
制御され、消磁コイル部３４への通電をＯＮ／ＯＦＦする。
【００２３】
　また、コイルガイド３３は、耐熱性の高い樹脂材料等からなり、励磁コイル３１、消磁
コイル部３４を保持する。
【００２４】
　コア部３２は、フェライト等の強磁性体（比透磁率が２５００程度である）からなり、
定着スリーブ２２に向けて効率のよい磁束を形成するためにサイドコア３２ａ、センター
コア３２ｂ、アーチコア３２ｃが設けられている。また、コア部３２は、幅方向に延設さ
れた励磁コイル３１に対向するように設置されている。
【００２５】
　誘導加熱部３０は、定着スリーブ２２の周方向の一定領域を誘導加熱可能に配置されて
いる。図２では、誘導加熱部３０は、定着スリーブ２２の加圧ローラ２３当接するニップ
部とは反対側の約半周分を覆うように配置されている。
【００２６】
　また、加圧ローラ２３のローラ表面に接触して加圧ローラ２３の温度を検知する第１温
度検知手段としての加圧サーミスタ３６が設けられている。この加圧サーミスタ３６は、
加圧ローラ２３の表面温度を測定することにより、定着装置２０の蓄熱状態を検知するこ
とが可能である。
【００２７】
　また、定着スリーブ２２の周方向の所定位置には、該定着スリーブ２２の温度を非接触
で検知する第２温度検知手段である定着サーモパイル３５が設けられている。この定着サ
ーモパイル３５は、誘導加熱部３０による定着スリーブ２２の加熱状態を検知することが
可能であり、例えば、定着スリーブ２２の誘導加熱部３０で加熱される領域内の所定位置
（図２では加熱される領域の周方向中央部）に、定着サーモパイル３５を配置するとよい
。
【００２８】
　このように構成された定着装置２０は、次のように動作する。
　加圧ローラ用の駆動モータ２３ｍによって、加圧ローラ２３が図２の反時計方向に回転
駆動されると、定着スリーブ２２も時計方向に回転する。このとき、定着スリーブ２２を
保持する定着ローラ２１は、積極的に回転駆動されないことになる。そして、発熱部材及
び定着部材としての定着スリーブ２２は、誘導加熱部３０との対向位置で、誘導加熱部３
０から発生される磁束によって加熱される。
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【００２９】
　詳しくは、不図示の電源部から励磁コイル３１に１０ｋＨｚ～１ＭＨｚ（好ましくは、
２０ｋＨｚ～８００ｋＨｚである）の高周波交番電流を流すことで、励磁コイル３１に対
向する定着スリーブ２２の近傍に磁力線が双方向に交互に切り替わるように形成される。
このように交番磁界が形成されることで、定着スリーブ２２の基材２２ａ（発熱層）に渦
電流が生じて、基材２２ａはその電気抵抗によってジュール熱が発生して誘導加熱される
。こうして、定着スリーブ２２は、自身の基材２２ａの誘導加熱によって加熱される。
【００３０】
　誘導加熱部３０によって加熱された定着スリーブ２２の表面は、加圧ローラ２３とのニ
ップ部に達する。そして、搬送される記録媒体Ｐ上の、未定着トナー像Ｔ（トナー）を加
熱して溶融する。
【００３１】
　詳しくは、先に説明した作像プロセスを経てトナー像Ｔを担持した記録媒体Ｐが、ガイ
ド板２４に案内されながら定着スリーブ２２と加圧ローラ２３との間に送入される（矢印
Ｙ１の搬送方向の移動である）。そして、定着スリーブ２２から受ける熱と加圧ローラ２
３から受ける圧力とによってトナー像Ｔが記録媒体Ｐに定着され、分離板２５によって定
着スリーブ２２から分離されながら、記録媒体Ｐはニップ部から送出される。ニップ部を
通過した定着スリーブ２２表面は、その後に回転して再び誘導加熱部３０との対向位置に
達する。
【００３２】
　なお、小サイズ紙が連続通紙された場合には、消磁コイル部３４は、リレーが短絡（Ｏ
Ｎ）され、励磁コイル３１とは逆向きの磁場が発生し、消磁コイル部３４が配置された領
域の磁場が減少し、非通紙領域での定着スリーブ２２でのジュール熱の発生が抑制される
。
　このような一連の動作が連続的に繰り返されて、画像形成プロセスにおける定着工程が
完了する。
【００３３】
　また、定着装置２０は、定着装置２０における種々の動作を制御する定着制御装置４０
を備える（図２）。例えば、定着制御装置４０内に設けられた定着制御部４３は、定着装
置２０における加圧ローラ２３及び定着スリーブ２２が所定の回転速度あるいは記録媒体
Ｐの搬送速度が所定の速度となるように、加圧ローラ２３用の駆動モータ２３ｍの駆動を
制御可能に構成されている。
【００３４】
　また、定着制御装置４０における加熱制御に関する構成としては、誘電加熱部３０への
電力供給が定着制御装置４０により制御可能に構成されており、例えば誘導加熱部３０に
接続するＩＨ制御部４１が設けられ、また該ＩＨ制御部４１にはインバータ回路４２が備
えられ、制御手段である定着制御部４３が接続されている。また、定着制御部４３には、
加圧ローラ２３の温度を検知する加圧サーミスタ３６と、定着スリーブ２２の温度を検知
する定着サーモパイル３５が接続されている。さらに、ＩＨ制御部４１及び定着制御部４
３は、商用電源９０（例えば１００Ｖ、１５Ａ）に接続されている。
【００３５】
　ここで、定着制御部４３は、誘導加熱部３０の励磁コイル３１に電力供給するＩＨ制御
部４１の制御モードとして、電力制御モードと、温度制御モードとを有している。このう
ち、電力制御モードは、定着装置２０がある程度冷えた状態から定着処理が可能な状態に
するまでのウォームアップ時などのときに適用され、所定電力（例えば当該定着装置２０
に投入される最大電力）で励磁コイル３１への通電を行うことが好ましい。また、温度制
御モードは、画像形成処理時（定着処理時）や保温待機時などのときに適用され、定着サ
ーモパイル３５で検知される定着部材（定着スリーブ２２）の温度と該定着スリーブ２２
の目標温度との差分に応じて決定される励磁コイル３１への投入電力で、該励磁コイル３
１への通電を行うＰＩＤフィードバック制御（ＰＩ制御及びＰＤ制御を含むＰＩＤ（Ｐｒ
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ｏｐｏｒｔｉｏｎａｌ　Ｉｎｔｅｇｒａｌ　Ｄｅｒｉｖａｔｉｖｅ）制御）であることが
好ましい。
【００３６】
　また、定着制御部４３は、電力制御モード、温度制御モードの制御モードを切り替えて
励磁コイル３１への通電制御を行う機能を有する。すなわち、定着制御部４３は、誘導加
熱部３０の励磁コイル３１への通電開始の信号を受信した時、定着サーモパイル３５によ
り検知される定着部材（定着スリーブ２２）の温度が閾値温度以下のときには所定の一定
電力を連続して励磁コイル３１に投入する電力制御モードを選択し、定着スリーブ２２の
温度が閾値温度より大のときには前記定着サーモパイル３５で検知される定着スリーブ２
２の温度に基づいて決定される電力を励磁コイル３１に投入する温度制御モードを選択し
、この選択した制御モードに基づいてＩＨ制御部４１を制御して励磁コイル３１への通電
を行う。
【００３７】
　なお、「励磁コイル３１への通電開始の信号を受信した時」とは、ユーザの操作パネル
の操作あるいはパソコンからの通信などにより画像形成装置１に印刷要求があり、これに
基づいて定着装置２０の定着制御装置４０（定着制御部４３）に通電開始の指示があった
時である。
【００３８】
　すなわち、定着制御装置４０が画像形成装置１の電源ＯＮ、スリープ復帰、印刷ジョブ
等の信号を受信すると、定着スリーブ２２の温度を目標温度まで引き上げる、電力制御モ
ードによる励磁コイル３１への通電制御が行われる（ウォームアップ）。このときの加圧
ローラ２３及び定着スリーブ２２は、駆動系の負荷軽減を図るために、できるだけ低速で
回転される（最小の回転速度Ｖmin）。
【００３９】
　ついで、定着スリーブ２２の温度が目標温度に到達すると、「定着回転体（定着スリー
ブ２２）を回転させつつ目標温度に温度維持するように加熱制御を行っている待機時」と
なる。この場合における、定着スリーブ２２の回転速度制御と、励磁コイル３１への通電
制御について説明する。
【００４０】
　なお、「定着回転体（定着スリーブ２２）を回転させつつ目標温度に温度維持するよう
に加熱制御を行っている待機時」とは、定着装置２０としてウォームアップ（立ち上げ）
は終了しており、記録媒体Ｐの非通紙時であって、定着スリーブ２２が目標温度に維持さ
れるように、励磁コイル３１への通電制御及び加圧ローラ２３，定着スリーブ２２の駆動
制御が行われているときである（非通紙待機モード）。これは、例えば（１）定着装置２
０の立ち上げ後の印刷ジョブ待ちのとき、（２）定着スリーブ２２の温度（定着サーモパ
イル３５の検知温度）は目標温度に到達したが、加圧ローラ２３の温度（加圧サーミスタ
３６の検知温度）が所定の温度に到達しておらず、該加圧ローラ２３の温度が所定の温度
まで上がるのを待っているとき、（３）画像形成装置１におけるプロセスコントロールの
制御中のとき、（４）印刷ジョブ中の長い間隔の紙間のとき、（５）印刷ジョブ終了直後
のとき、などが当てはまる。
【００４１】
　まず、図４を参照しながら、定着装置２０における励磁コイル３１への通電制御を説明
する。図４（ａ）は、定着ローラ２１（定着スリーブ２２），励磁コイル３１、定着サー
モパイル３５の配置関係を示す断面図であり、図４（ｂ）は、定着サーモパイル３５の検
知温度と励磁コイル３１への入力電力の関係図である。
【００４２】
　定着装置２０において定着スリーブ２２の温度が目標温度に到達すると、温度制御モー
ドによる励磁コイル３１への通電制御が行われる。すなわち、定着サーモパイル３５で定
着スリーブ２２の温度を定期的にまたは連続して測定し、定着サーモパイル３５で検知さ
れる定着スリーブ２２の温度と該定着スリーブ２２の目標温度との差分に応じて励磁コイ
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ル３１への入力電力を定着制御部４３が算出し、算出された入力電力でＩＨ制御部４１か
ら励磁コイル３１への通電が行われる（ＰＩＤフィードバック制御）。
【００４３】
　具体的には、つぎの処理が行われる。
（Ｓ１１）定着サーモパイル３５がある時点ｔ１で定着ローラ２１の外周上の定点（例え
ば、図４（ａ）におけるＣ点）で定着スリーブ２２の最低温度Ｔ１を検知する。
（Ｓ１２）定着制御部４３は、最低温度Ｔ１に基づいて演算処理を行い、励磁コイル３１
への入力電力Ｅ１を算出し、電力Ｅ１の投入をＩＨ制御部４１に指示する。
（Ｓ１３）ＩＨ制御部４１から励磁コイル３１に電力Ｅ１で通電され、ある時点ｔ２で定
着ローラ２１の外周上の定点（図４（ａ）におけるＣ点）にある定着スリーブ２２対して
電力Ｅ１による誘導加熱が行われる。
【００４４】
　あるいは、つぎの処理が行われる。
（Ｓ２１）定着サーモパイル３５がある時点ｔ３で定着ローラ２１の外周上の定点（例え
ば、図４（ａ）におけるＣ点）で定着スリーブ２２の最高温度Ｔ２を検知する。
（Ｓ２２）定着制御部４３は、最高温度Ｔ２に基づいて演算処理を行い、励磁コイル３１
への入力電力Ｅ２を算出し、電力Ｅ２の投入をＩＨ制御部４１に指示する。
（Ｓ２３）ＩＨ制御部４１から励磁コイル３１に電力Ｅ２で通電され、ある時点ｔ３で定
着ローラ２１の外周上の定点（図４（ａ）におけるＣ点）にある定着スリーブ２２に対し
て電力Ｅ２による誘導加熱が行われる。
【００４５】
　ここで、例えば定着スリーブ２２の回転速度が２ｒｐｓのとき、定着スリーブ２２は５
００ｍｓｅｃで１回転するが、例えばステップＳ１１～Ｓ１３、Ｓ２１～Ｓ２３に要する
時間、すなわち一般的なＩＨ加熱方式の制御応答速度は２００ｍｓｅｃであることから、
定着制御装置４０において温度検知をしてから演算処理を行い、励磁コイル３１へ通電す
るまでに、定着スリーブ２２は１４４°回転することになる。詳しくは、時点ｔ１で図４
（ａ）においてＣ点で検知した定着スリーブ２２の最低温度に対応する電力Ｅ１の入力は
、時点ｔ１にＤ点とＡ点の間にあった定着スリーブ２２の部分に対して行われ、最高温度
位置の付近を加熱することになる（図４（ｂ））。また同様に時点ｔ３でＣ点で検知した
定着スリーブ２２の最高温度に対応する電力Ｅ２の入力は、時点ｔ３にＤ点とＡ点の間に
あった定着スリーブ２２の部分に対して行われ、最低温度位置の付近を加熱することにな
る。
【００４６】
　従来の定着装置では、このような通電制御が継続して行われることになり、その結果、
図５に示すように、温度リップルの変動幅が３０ｄｅｇまで発散し、そのまま記録媒体Ｐ
を通紙すると、画像内で光沢ムラやホットオフセットが発生する不具合となった。
【００４７】
　本発明は、この不具合を解決するものである。すなわち、定着回転体（定着スリーブ２
２）を回転させつつ目標温度に温度維持するように加熱制御を行っている待機時に、前記
定着回転体の外周上で目標温度に対して所定の値以上の変動幅を有する周期的な温度ムラ
が生じたとき、該定着回転体の回転速度を変更することを特徴とするものである。
【００４８】
　図６に、本発明に係る定着装置において、定着スリーブ２２を回転させつつ目標温度に
温度維持するように加熱制御を行っている待機時における制御フローを示す。
（Ｓ１０１）　定着制御装置４０が画像形成装置１の電源ＯＮ、スリープ復帰、印刷ジョ
ブ等の信号を受信すると、前述のように、電力制御モードによる励磁コイル３１への通電
制御を行い、定着スリーブ２２が目標温度（Ｔｒeｆ）に到達する。
（Ｓ１０２）　その後、非通紙待機モードになると、定着制御装置４０が定着スリーブ２
２を所定の回転速度（Ｖ１）で回転させつつ温度制御モードによる励磁コイル３１への通
電制御を行い、定着スリーブ２２の温度が目標温度に温度維持されるように加熱制御が行
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われる。
【００４９】
（Ｓ１０３）　同時に、定着制御装置４０は、定着サーモパイル３５により回転する定着
スリーブ２２に対してある定点（定着サーモパイル３５の測定点）で定着スリーブ２２の
温度Ｔを定期的にまたは連続して所定時間測定して、定着スリーブ２２の周方向の周期的
な温度ムラの変動幅（温度偏差）｜Ｔ－Ｔｒeｆ｜を検出し、該温度偏差｜Ｔ－Ｔｒeｆ｜
の最大値が所定の差分値△Ｔ以上となる回数が前記所定時間内で所定回数以上となるか否
かを判定する。すなわち、式（１）の関係を満たす回数が前記所定時間内で所定回数以上
となるか否かを判定する。
　　　｜Ｔ－Ｔｒeｆ｜　≧　△Ｔ　・・・（１）
【００５０】
　なお、温度偏差｜Ｔ－Ｔｒeｆ｜の最大値とは、定着スリーブ２２の最高温度Ｔｍａｘ
または最低温度Ｔｍｉｎと目標温度Ｔｒeｆとの差分値である。また、所定の差分値△Ｔ
は１０ｄｅｇ以下が好ましく、５ｄｅｇ以下であることがより好ましい。また、所定回数
は、１回でもよいが、誤判定を防止するために２回またはそれ以上の回数とするとよい。
【００５１】
（Ｓ１０４）　ステップＳ１０３でＹｅｓの場合、定着制御部４３は駆動モータ２３ｍの
駆動を調整して、加圧ローラ２３及び定着スリーブ２２の回転速度を回転速度Ｖ１から別
の回転速度Ｖ２に変更する。これにより、回転する定着スリーブ２２において例えば前記
ステップＳ１１～Ｓ１３、Ｓ２１～Ｓ２３によって誘導加熱が行われる位置が変更され、
電力Ｅ１による誘導加熱が行われる位置が最高温度Ｔｍａｘの位置ではなくなり、電力Ｅ
２による誘導加熱が行われる位置が最低温度Ｔｍｉｎの位置ではなくなることから、定着
スリーブ２２における温度リップルの変動幅が抑制されるようになる。
【００５２】
　加圧ローラ２３及び定着スリーブ２２の回転速度の変更が行われた後、定着処理が行わ
れる通紙モードの指示があるか否かの確認が行われ（Ｓ１０５）、通紙モードの指示がな
い場合（Ｓ１０５のＮｏ）、ステップＳ１０３に戻り、前述した制御が繰り返し行われる
。また、通紙モードの指示があった場合（Ｓ１０５のＹｅｓ）、図６に示す制御は終了し
、定着処理に必要な制御モードに移行する。
【００５３】
　また、ステップＳ１０３でＹｅｓの場合、加圧ローラ２３及び定着スリーブ２２の回転
速度の変更が行われることなく、定着処理が行われる通紙モードの指示があるか否かの確
認が行われ（Ｓ１０５）、通紙モードの指示がない場合（Ｓ１０５のＮｏ）、ステップＳ
１０３に戻り、前述した制御が繰り返し行われる。また、通紙モードの指示があった場合
（Ｓ１０５のＹｅｓ）、図６に示す制御は終了し、定着処理に必要な制御モードに移行す
る。
【００５４】
　ここで、前記加圧ローラ２３及び定着スリーブ２２の回転速度の変更は、変更前の回転
速度Ｖ１よりも減少させる（遅くする）ことと、変更前の回転速度よりも増加させる（速
くする）ことのいずれを行ってもよい。
【００５５】
　なおこのとき、変更前の回転速度Ｖ１が定着処理時の回転速度である場合に該変更前の
回転速度Ｖ１よりも増加させる（速くする）ように変更することは、定着装置２０の駆動
系の性能を向上させる必要があるため好ましくない。
【００５６】
　したがって、定着スリーブ２２の温度リップルの変動幅を小さくするためには、基本的
に定着スリーブ２２の回転を遅くする（回転速度を小さくする）ように定着スリーブ２２
の回転周期を調整するとよい。しかしながら一方で、非通紙待機モードでは通紙開始時の
温度落ち込みを小さくしすぐに定着処理が可能なように加圧ローラ２３側の蓄熱も考慮す
べきであり、そのためには定着スリーブ２２及び加圧ローラ２３の回転を速くして（回転
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速度を大きくして）定着スリーブ２２から加圧ローラ２３にある程度熱が伝わるようにす
る必要がある。本発明では、定着スリーブ２２の回転速度の変更は、定着スリーブ２２の
温度リップルの変動幅を抑制することを満たしつつ、加圧ローラ２３側の蓄熱が可能な回
転速度とすることが好適である。
【００５７】
　また、加圧ローラ２３及び定着スリーブ２２の回転速度の変更は、一度に目標の回転速
度に変更してもよいし、所定時間をかけて目標の回転速度に徐々に変更してもよい。
【００５８】
　このような定着スリーブ２２の回転速度の変更は、例えば、定着スリーブ２２の回転周
期をＳ（ｓｅｃ）、定着スリーブ２２の加熱制御の応答速度（前記ステップＳ１１～Ｓ１
３、Ｓ２１～Ｓ２３に要する時間）をＬ（ｓｅｃ）としたとき、下記式（２）の関係を満
たすように変更するものであることが好ましい。これにより、加熱制御の応答速度Ｌの４
倍よりも定着スリーブ２２の回転周期が長くなるので、定着サーモパイル３５の温度検知
位置０°に対して、定着スリーブ２２の周方向の回転角度＋９０°以内の近い位置を加熱
することになり、温度リップルの変動幅を減衰させることが可能となる。
　　　Ｓ　＞　Ｌ×４　・・・（２）
【００５９】
　あるいは、定着装置２０において予め制御可能な回転速度として設定されている複数の
回転速度の中から適宜選択し、該選択された回転速度に前記定着スリーブ２２の回転速度
を変更するようにしてもよい。これにより、すでに設定されている別の回転速度に変更す
るだけであるので、駆動系における回転速度制御システムを大幅に追加修正することなく
、定着スリーブ２２における温度リップルの変動幅を抑制することができるようになる。
【００６０】
　具体的には、まず定着装置２０において、定着スリーブ２２の回転速度として、ウォー
ムアップ時の回転速度が最小の回転速度Ｖminとして設定され、定着処理時の回転速度が
記録媒体Ｐの紙厚、紙種に対応して最大の回転速度Ｖmaxと、ＶmaxとＶminの間に少なく
とも１つ設けられる中間の回転速度Ｖnからなる複数の回転速度が予め制御可能な回転速
度として設定されている。より具体的には、最大の回転速度と、厚紙の記録媒体Ｐに対応
する回転速度と、ウォームアップ時の回転速度とが、Ｖmax、１／２Ｖmax、１／４Ｖmax
の関係となるように設定されている。
【００６１】
　ここで、定着スリーブ２２の回転速度の変更は、例えば変更前の定着スリーブ２２の回
転速度Ｖ１が最小の回転速度Ｖminである場合には、変更後の回転速度Ｖ２を中間の回転
速度Ｖnまたは最大の回転速度Ｖmaxに変更するものであることが好適である。すなわち、
（１）定着装置２０の立ち上げ後の印刷ジョブ待ちのとき、（２）定着スリーブ２２の温
度（定着サーモパイル３５の検知温度）は目標温度に到達したが、加圧ローラ２３の温度
（加圧サーミスタ３６の検知温度）が所定の温度に到達しておらず、該加圧ローラ２３の
温度が所定の温度まで上がるのを待っているとき、（３）画像形成装置１におけるプロセ
スコントロールの制御中のときなどには、まず定着スリーブ２２はウォームアップ時の回
転速度（１／４Ｖmax）で回転制御されているため、定着スリーブ２２の回転速度をＶmax
、１／２Ｖmaxのいずれかに変更するとよい。
【００６２】
　また、定着スリーブ２２の回転速度の変更は、変更前の定着スリーブ２２の回転速度Ｖ
１が最大の回転速度Ｖmaxである場合には、変更後の回転速度Ｖ２を中間の回転速度Ｖnま
たは最小の回転速度Ｖminに変更するものであることが好適である。すなわち、（２）定
着スリーブ２２の温度（定着サーモパイル３５の検知温度）は目標温度に到達したが、加
圧ローラ２３の温度（加圧サーミスタ３６の検知温度）が所定の温度に到達しておらず、
該加圧ローラ２３の温度が所定の温度まで上がるのを待っているとき、（３）画像形成装
置１におけるプロセスコントロールの制御中のとき、（４）印刷ジョブ中の長い間隔の紙
間のとき、（５）印刷ジョブ終了直後のときなどには、まず定着スリーブ２２は定着処理
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時の回転速度（例えばＶmax）で回転制御されているため、定着スリーブ２２の回転速度
を１／２Ｖmax、１／４Ｖmaxのいずれかに変更するとよい。
【００６３】
　図７に、本発明の定着装置において非通紙待機モードのときに、前述した定着スリーブ
２２の回転速度の変更制御を行った場合の定着スリーブ２２の温度変化を示す。
　ここでは、図５のように定着スリーブ２２の回転速度が２ｒｐｓのときに、定着スリー
ブ２２の温度リップルが拡散する傾向を示した場合を前記ステップＳ１０３において式（
１）（△Ｔ＝５ｄｅｇ）の関係を満たす回数が前記所定時間内で２回以上となることを検
出することで検知し、定着スリーブ２２の回転速度を０．５ｒｐｓに変更することを行っ
た。これにより、定着スリーブ２２は２０００ｍｓｅｃで１回転するようになり、前記制
御応答速度が２００ｍｓｅｃであるから、定着制御装置４０において温度検知をしてから
演算処理を行い、励磁コイル３１へ通電するまでに、定着スリーブ２２は３６°回転する
ことになる。したがって、時点ｔ１で図４（ａ）においてＣ点で検知した定着スリーブ２
２の最低温度に対応する電力Ｅ１の入力は、時点ｔ１にＣ点とＤ点の間にあった定着スリ
ーブ２２の部分に対して行われ、最低温度位置に近い領域を加熱することになる。また同
様に時点ｔ３でＣ点で検知した定着スリーブ２２の最高温度に対応する電力Ｅ２の入力は
、時点ｔ３にＣ点とＤ点の間にあった定着スリーブ２２の部分に対して行われ、最高温度
位置に近い領域を加熱することになる。その結果、図７に示すように、定着スリーブ２２
の周方向の温度偏差の発散が抑制され、温度リップルの変動幅が５ｄｅｇに収めることが
できる。
【００６４】
　なお、本発明は、定着ローラ２１の外周上における誘導加熱部３０（励磁コイル３１）
と定着サーモパイル３５の位置関係に関係なく適用することが可能である。
【００６５】
　ここで、まず図８を参照しながら、図２に示した定着装置２０の構成を前提とした定着
スリーブ２２の回転速度の変更について考える。
　図８（ａ）は、図２に示した定着装置２０の構成における励磁コイル３１と定着サーモ
パイル３５とニップ部の位置関係を示す模式図である。この場合、励磁コイル３１と定着
サーモパイル３５が定着ローラ２１の外周上の同じ位置（Ｂ点）にある。なお、励磁コイ
ル３１は定着スリーブ２２の周方向のある一定長さの領域を加熱するものであるが、ここ
ではその領域の周方向のある一定長さの中心点に配置されているものと仮定する。
【００６６】
　一般に、定着スリーブ２２の周方向の温度分布は１８０°回転移動した位置（すなわち
、図８（ａ）において対向する位置）で最高温度と最低温度が表れ、例えば図中Ｂ点で最
低温度のとき、Ｄ点（ニップ部の位置）で最高温度となる。また逆にＢ点で最高温度のと
き、Ｄ点で最低温度となる。
【００６７】
　このような構成において、図中定着サーモパイル３５がＢ点で定着スリーブ２２の温度
を検知してから加熱開始するまで１８０°回転する時間の遅れがあると、定着スリーブ２
２の周方向の温度偏差は発散して、定着スリーブ２２における温度リップルの変動幅は最
大となる。
【００６８】
　このときの定着スリーブ２２の回転速度をＶとすると、該定着スリーブ２２の回転速度
をＶよりも遅くするか、速くすることで温度リップルの変動幅を小さくすることができる
（図８（ｂ））。また、定着スリーブ２２の回転速度を２Ｖに変更すると、定着スリーブ
２２における温度検知位置と加熱位置が一致することになり、温度リップルの変動幅は最
小にすることができる。
【００６９】
　つぎに、図９を参照しながら、図２に示した定着装置２０とは異なる構成を前提とした
定着スリーブ２２の回転速度の変更について考える。
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　この場合の励磁コイル３１と定着サーモパイル３５とニップ部の位置関係として、図９
（ａ）に示すように、定着ローラ２１の外周上において励磁コイル３１はＤ点（ニップ部
）と対向する位置（Ｂ点）にあり、定着サーモパイル３５は励磁コイル３１（Ｂ点）とニ
ップ部（Ｄ点）との中間の位置（Ｃ点）にある。
【００７０】
　この場合も、定着スリーブ２２の周方向の温度分布は１８０°回転移動した位置（すな
わち、図９（ａ）において対向する位置）で最高温度と最低温度が表れることから、例え
ば図中Ｃ点で最低温度のとき、Ａ点で最高温度となり、また逆にＣ点で最高温度のとき、
Ａ点で最低温度となる。
【００７１】
　このような構成において、図中定着サーモパイル３５がＣ点で定着スリーブ２２の温度
を検知してから加熱開始するまで９０°回転する時間の遅れがあると、定着スリーブ２２
の周方向の温度偏差は発散して、定着スリーブ２２における温度リップルの変動幅は最大
となる。
【００７２】
　このときの定着スリーブ２２の回転速度をＶ／２とすると、該定着スリーブ２２の回転
速度をＶ／２よりも遅くするか、速くすることで温度リップルの変動幅を小さくすること
ができる（図９（ｂ））。また、定着スリーブ２２の回転速度を３Ｖ／２に変更すると、
定着スリーブ２２における温度検知位置と加熱位置が一致することになり、温度リップル
の変動幅は最小にすることができる。
【００７３】
　ところで、ここまで本発明として、「定着回転体を回転させつつ目標温度に温度維持す
るように加熱制御を行っている待機時に、前記定着回転体の外周上で目標温度に対して所
定の値以上の変動幅を有する周期的な温度ムラが生じたとき、該定着回転体の回転速度を
変更すること」について説明してきたが、「定着回転体の回転速度を変更すること」に替
えて、「定着回転体の温度制御の応答速度を変更すること」としてもよい。すなわち、図
２の定着装置２０において定着回転体（定着スリーブ２２）の回転速度に応じて、定着回
転体の半回転周期と制御応答速度（前述したステップＳ１１～Ｓ１３、Ｓ２１～Ｓ２３に
要する時間）が一致しないようにして、定着スリーブ２２における温度リップルの変動幅
を抑制するものである。
【００７４】
　具体的には、図６の制御フローにおいて、ステップＳ１０３でＹｅｓの場合、前記ステ
ップＳ１０４に替えて、定着スリーブ２２の回転周期Ｓ（ｓｅｃ）は変更せず、下記式（
３）の関係を満たすように制御応答速度Ｌ（ｓｅｃ）を遅らせることを行う。具体的には
、ステップＳ１２やＳ２２において、定着制御部４３が算出した電力の投入をＩＨ制御部
４１に指示するタイミングを遅らせる。なお、Ｌ＝２ＳやＬ＝３Ｓも考えられるが、極端
に加熱タイミングが遅くなるため好ましくない。
　　　Ｌ＝Ｓ・・・（３）
【００７５】
　これにより、例えば制御応答速度Ｌ（ｓｅｃ）を遅らせて、定着スリーブ２２における
定着サーモパイル３５の温度検知位置０°に対して、＋３６０°の位置、つまり１周分遅
れたタイミングで加熱すれば、温度検知位置と加熱位置を合わせることができ、効率的に
温度リップルを減衰させることができる。
【００７６】
　また、本発明の「定着回転体を回転させつつ目標温度に温度維持するように加熱制御を
行っている待機時に、前記定着回転体の外周上で目標温度に対して所定の値以上の変動幅
を有する周期的な温度ムラが生じたとき、該定着回転体の回転速度を変更すること」にお
ける「定着回転体の回転速度を変更すること」に替えて、「前記温度制御モードにおける
通電制御をフィードバック制御からフィードフォアード制御に変更すること」としてもよ
い。すなわち、定着サーモパイル３５の検知温度に対してＰＩＤフィードバック制御を行
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うために制御応答速度が生じており、この通電制御をフィードフォアード制御に変更して
制御遅れのない通電制御を行うものである。
【００７７】
　具体的には、図６の制御フローにおいて、ステップＳ１０３でＹｅｓの場合、前記ステ
ップＳ１０４に替えて、定着スリーブ２２の回転周期Ｓ（ｓｅｃ）は変更せず、励磁コイ
ル３１への通電量を一定とし、フィードフォーワード制御を行う。例えば、図２の定着装
置２０において、定着スリーブ２２を１６０℃に温度維持させたときの消費電力である３
００～４００Ｗの一定電力を入力し、定着ローラ２１、定着スリーブ２２、加圧ローラ２
３の熱拡散により、定着スリーブ２２の周方向温度偏差を収束させる。あるいは、このま
までは定着スリーブ２２の温度が目標温度から少しずつずれてくるため、一定周期で定着
サーモパイル３５で検知される定着スリーブ２２の温度に基づいて入力電力を修正するよ
うにするとよい。
　これにより、定着装置２０の蓄熱速度や、通紙開始時の温度落ち込みの悪化を最小にし
つつ、非通紙時における温度リップルを減衰させることができる。
【００７８】
　なお、これまで本発明を図面に示した実施形態をもって説明してきたが、本発明は図面
に示した実施形態に限定されるものではなく、他の実施形態、追加、変更、削除など、当
業者が想到することができる範囲内で変更することができ、いずれの態様においても本発
明の作用・効果を奏する限り、本発明の範囲に含まれるものである。
【００７９】
　例えば、本発明の実施形態の説明では、定着ローラ２１で支持された定着スリーブ２２
の外周に励磁コイル３１が配置された構成について記載したが、定着スリーブ２２の内周
側からセラミックヒータで定着スリーブ２２の所定位置を加熱する方式としてもよい。
【００８０】
　あるいは、図１０に示すように、発熱層を有し回転する無端状ベルトの定着スリーブ２
２と、定着スリーブ２２の外周面と当接する駆動ローラである加圧ローラ２３と、定着ス
リーブ２２の内周側に配置され、該定着スリーブ２２を介して加圧ローラ２３と当接して
ニップ部を形成する弾性体からなる当接部材２６と、定着スリーブ２２の温度を検出する
温度サーモパイル３５と、定着スリーブ２２の近傍に配置され、温度サーモパイル３５の
検出結果に基づいて前記発熱層を誘導加熱する励磁コイル３１と、を備える構成も本発明
の範囲に含まれる。
【符号の説明】
【００８１】
　１　　　画像形成装置
　３　　露光部
　４　　プロセルカートリッジ
　７　　転写部
　１０　　排紙トレイ
　１１，１２　　給紙部
　１３　　レジストローラ
　１５　　手差し給紙部
　１８　　感光体ドラム
　２０　　定着装置
　２１　　定着ローラ
　２１ａ　ローラ芯金
　２１ｂ　弾性層
　２２　　定着スリーブ
　２２ａ　基材
　２２ｂ　耐熱弾性層
　２２ｃ　離型層
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　２３　　加圧ローラ
　２３ａ　ローラ芯金
　２３ｂ　耐熱弾性層
　２３ｍ　　駆動モータ
　２４　　ガイド板
　２５　　分離板
　２６　　当接部材
　３０　　誘導加熱部
　３１　　励磁コイル
　３２　　コア部
　３２ａ　サイドコア
　３２ｂ　センターコア
　３２ｃ　アーチコア
　３３　　コイルガイド
　３４　　消磁コイル部
　３５　　定着サーモパイル
　３６　　加圧サーミスタ
　４０　　定着制御装置
　４１　　ＩＨ制御部
　４２　　インバータ回路
　４３　　定着制御部
　９０　　商用電源
　Ｋ　　搬送経路
　Ｌ　　露光光
　Ｐ　　記録媒体
　Ｔ　　トナー
【先行技術文献】
【特許文献】
【００８２】
【特許文献１】特開２００６－２５９６８３号公報
【特許文献２】特許第３９４９６４４号公報
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