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(57)【要約】
【課題】装置の製造コストを増やすことなく、印刷速度
を低減させずにカラー画像の連続印刷途中で画像調整を
行う技術を提供する。
【解決手段】画像形成装置１００は、制御部１０の制御
の下、画像形成部６０での連続印刷中に画像調整を行う
際に、中間転写ベルト上のトナー像間の複数に亘って、
画像調整パターンを順次形成し、センサでそのパターン
を検出して画像の調整を行う。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　画像形成すべき記録媒体を搬送する搬送部と、
　中間転写ベルトに各色のトナーを付着させたトナー像を形成し、前記搬送される記録媒
体へ転写してカラー画像を形成する画像形成部と、
　前記画像形成部で形成するカラー画像の調整用に呈される画像調整パターン画像に係る
画像データを格納する記憶部と、
　前記画像形成部で記録媒体上に順次画像を形成する連続印刷時の当該画像形成に係る前
記中間転写ベルト上の複数のトナー像間領域に亘って、前記記憶部に格納される画像デー
タに基づいて前記画像調整パターン画像を分割した画像調整用のトナー像を順次形成して
、前記画像形成部で記録媒体上に形成するカラー画像の調整を制御する制御部と、
　を備えることを特徴とする画像形成装置。
【請求項２】
　前記制御部は、前記連続印刷が終了した際に、前記複数のトナー像間領域に亘って、順
次形成した分割した画像調整用のトナー像の残りを形成して、前記画像形成部で記録媒体
上に形成するカラー画像の調整を制御することを特徴とする請求項１に記載の画像形成装
置。
【請求項３】
　前記記憶部に格納される画像調整パターン画像に係る画像データは、前記記録媒体へ付
着させるトナー量を調整する付着量調整パターン画像に係る画像データであり、
　前記制御部は、前記トナー像間に、前記画像データに基づいて分割した付着量調整用の
トナー像を形成して、前記画像形成部における記録媒体へのトナーの付着量を調整するこ
とを特徴とする請求項１又は２に記載の画像形成装置。
【請求項４】
　前記記憶部に格納される画像調整パターン画像に係る画像データは、前記記録媒体に形
成する画像の光量を調整する光量調整パターン画像に係る画像データであり、
　前記制御部は、前記トナー像間に、前記画像データに基づいて分割した光量調整用のト
ナー像を形成して、前記画像形成部が形成する画像の光量の調整を制御することを特徴と
する請求項１又は２に記載の画像形成装置。
【請求項５】
　前記記憶部に格納される画像調整パターン画像に係る画像データは、前記記録媒体に形
成する画像のγ値を調整するγ値調整パターン画像に係る画像データであり、
　前記制御部は、前記トナー像間に、前記画像データに基づいて分割したγ値調整用のト
ナー像を形成して、前記画像形成部が形成する画像のγ値の調整を制御することを特徴と
する請求項１又は２に記載の画像形成装置。
【請求項６】
　前記記憶部に格納される画像調整パターン画像に係る画像データは、前記記録媒体に形
成する画像の各色のずれを調整するレジストパターン画像に係る画像データであり、
　前記制御部は、前記トナー像間に、前記画像データに基づいて分割した各色のトナー付
着位置調整用のトナー像を形成して、前記画像形成部が形成する画像の各色のずれ具合を
制御することを特徴とする請求項１又は２に記載の画像形成装置。
【請求項７】
　前記記憶部に格納される画像調整パターン画像に係る画像データは、前記記録媒体に形
成する画像のトナー付着量、光量、γ値及び各色のずれ具合を調整する統合調整パターン
画像に係る画像データであり、
　前記制御部は、前記トナー像間に、前記統合調整パターン画像に基づいて分割した記録
媒体へ形成する画像調整用のトナー像を形成して、前記画像形成部が形成する画像の調整
を制御することを特徴とする請求項１又は２に記載の画像形成装置。
【請求項８】
　制御部の制御で行う画像形成方法であって、
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　中間転写ベルトに各色のトナーを付着させたトナー像を形成し、搬送される記録媒体へ
転写してカラー画像を形成する画像形成工程、
　前記画像形成工程で記録媒体上に順次画像を形成する連続印刷時の当該画像形成に係る
前記中間転写ベルト上の複数のトナー像間に亘って、予め記憶部に格納される前記画像形
成工程で形成するカラー画像の調整に呈される画像調整パターン画像に係る画像データに
基づいて、前記画像調整パターン画像を分割した画像調整用のトナー像を順次形成して、
前記画像形成工程で記録媒体上に形成するカラー画像を調整する調整工程、
　を有することを特徴とする画像形成方法。
【請求項９】
　前記調整工程は、前記連続印刷が終了した際に、前記複数のトナー像間に亘って、順次
形成した分割した画像調整用のトナー像の残りを形成して、前記画像形成工程で記録媒体
上に形成するカラー画像を調整することを特徴とする請求項８に記載の画像形成方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、画像形成装置及び画像形成方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、中間転写ベルトに静電潜像を形成し、その静電潜像にトナーを付着させて記録媒
体へ転写することで当該記録媒体上に画像を形成するプリンタなどの画像形成装置がある
。この画像形成装置では、記録媒体への画像形成をより早く美しく行うことが求められて
いる。
【０００３】
　画像形成装置において、美しいカラーの画像形成を行うためには、各色の印字位置やイ
ンクの塗布量を調整するなどの画像調整を行う必要がある。一般的な画像調整は、電源投
入時、一定枚数印刷時（例えば１００ページ印刷毎）、所定の時間経過時、装置の環境変
化時、トナーカートリッジやプリントユニット等の消耗品の交換時に行われている。
【０００４】
　この画像調整は、上述したタイミングで、現像、露光光量、感光体の感度のばらつき、
環境、耐久によるトナー帯電量変化によるベタ濃度の変化抑制を行うために行われている
。また、画像調整は、感光体静電特性（帯電特性、露光感度特性）、現像特性（効率、エ
ッジ強調性）、転写特性（忠実性、効率）の各変動（個体差、環境、耐久）によって発生
する細線再現性、白抜き再現性の変動を一定のレベルに補正するために行うものである。
また、画像調整は、画像形成する際の画像処理に必要な階調特性を得るためや、各色描画
位置のばらつき、変動によって発生する色ずれを補正するために実行される。
【０００５】
　この画像調整を行う場合、例えば記録媒体への連続印刷中の場合などは、現在印刷中の
ジョブを一時停止させて画像調整を行い、画像調整終了後に印刷を再開している。このた
め、連続印刷中に画像調整を行う場合は、すべての記録媒体へ画像形成を行うまでの時間
が長くなり、平均印刷速度の低下を招いていた。特に、大量の記録媒体へ画像形成を行う
際には、画像調整を複数回行うことがあり、画像調整にかかる時間が無視できないもので
あった。
【０００６】
　この画像調整にかかる時間を短縮する方法としては、画像調整センサを従来よりも多く
備えて画像調整処理を行うことが考えられる。例えば、特許文献１には、画像調整用のセ
ンサ４個を備え、４色同時に画像調整処理を行うことで画像調整にかかる処理時間を１色
分の処理時間に短縮する技術が開示されている。
【特許文献１】特開２００５－３１４０４号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
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【０００７】
　しかしながら、上記従来技術などでは、画像調整用のセンサを多く備える必要があるた
めコスト増加を招いてしまい、画像形成装置の販売時における価格競争力を失ってしまう
虞があった。
【０００８】
　本願発明の課題は、上記従来技術の問題に鑑みてなされたものであって、装置の製造コ
ストを増やすことなく、印刷速度を低減させずにカラー画像の連続印刷途中で画像調整を
行う技術を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　上記課題を解決するために、請求項１に記載の発明は、画像形成すべき記録媒体を搬送
する搬送部と、中間転写ベルトに各色のトナーを付着させたトナー像を形成し、前記搬送
される記録媒体へ転写してカラー画像を形成する画像形成部と、前記画像形成部で形成す
るカラー画像の調整用に呈される画像調整パターン画像に係る画像データを格納する記憶
部と、前記画像形成部で記録媒体上に順次画像を形成する連続印刷時の当該画像形成に係
る前記中間転写ベルト上の複数のトナー像間領域に亘って、前記記憶部に格納される画像
データに基づいて前記画像調整パターン画像を分割した画像調整用のトナー像を順次形成
して、前記画像形成部で記録媒体上に形成するカラー画像の調整を制御する制御部と、を
備えることを特徴とする。
【００１０】
　請求項２に記載の発明は、請求項１に記載の発明において、前記制御部は、前記連続印
刷が終了した際に、前記複数のトナー像間領域に亘って、順次形成した分割した画像調整
用のトナー像の残りを形成して、前記画像形成部で記録媒体上に形成するカラー画像の調
整を制御することを特徴とする。
【００１１】
　請求項３に記載の発明は、請求項１又は２に記載の発明において、前記記憶部に格納さ
れる画像調整パターン画像に係る画像データは、前記記録媒体へ付着させるトナー量を調
整する付着量調整パターン画像に係る画像データであり、前記制御部は、前記トナー像間
に、前記画像データに基づいて分割した付着量調整用のトナー像を形成して、前記画像形
成部における記録媒体へのトナーの付着量を調整することを特徴とする。
【００１２】
　請求項４に記載の発明は、請求項１又は２に記載の発明において、前記記憶部に格納さ
れる画像調整パターン画像に係る画像データは、前記記録媒体に形成する画像の光量を調
整する光量調整パターン画像に係る画像データであり、前記制御部は、前記トナー像間に
、前記画像データに基づいて分割した光量調整用のトナー像を形成して、前記画像形成部
が形成する画像の光量の調整を制御することを特徴とする。
【００１３】
　請求項５に記載の発明は、請求項１又は２に記載の発明において、前記記憶部に格納さ
れる画像調整パターン画像に係る画像データは、前記記録媒体に形成する画像のγ値を調
整するγ値調整パターン画像に係る画像データであり、前記制御部は、前記トナー像間に
、前記画像データに基づいて分割したγ値調整用のトナー像を形成して、前記画像形成部
が形成する画像のγ値の調整を制御することを特徴とする。
【００１４】
　請求項６に記載の発明は、請求項１又は２に記載の発明において、前記記憶部に格納さ
れる画像調整パターン画像に係る画像データは、前記記録媒体に形成する画像の各色のず
れを調整するレジストパターン画像に係る画像データであり、前記制御部は、前記トナー
像間に、前記画像データに基づいて分割した各色のトナー付着位置調整用のトナー像を形
成して、前記画像形成部が形成する画像の各色のずれ具合を制御することを特徴とする。
【００１５】
　請求項７に記載の発明は、請求項１又は２に記載の発明において、前記記憶部に格納さ



(5) JP 2008-26699 A 2008.2.7

10

20

30

40

50

れる画像調整パターン画像に係る画像データは、前記記録媒体に形成する画像のトナー付
着量、光量、γ値及び各色のずれ具合を調整する統合調整パターン画像に係る画像データ
であり、前記制御部は、前記トナー像間に、前記統合調整パターン画像に基づいて分割し
た記録媒体へ形成する画像調整用のトナー像を形成して、前記画像形成部が形成する画像
の調整を制御することを特徴とする。
【００１６】
　請求項８に記載の発明は、制御部の制御で行う画像形成方法であって、中間転写ベルト
に各色のトナーを付着させたトナー像を形成し、搬送される記録媒体へ転写してカラー画
像を形成する画像形成工程、前記画像形成工程で記録媒体上に順次画像を形成する連続印
刷時の当該画像形成に係る前記中間転写ベルト上の複数のトナー像間に亘って、予め記憶
部に格納される前記画像形成工程で形成するカラー画像の調整に呈される画像調整パター
ン画像に係る画像データに基づいて、前記画像調整パターン画像を分割した画像調整用の
トナー像を順次形成して、前記画像形成工程で記録媒体上に形成するカラー画像を調整す
る調整工程、を有することを特徴とする。
【００１７】
　請求項９に記載の発明は、請求項８に記載の発明において、前記調整工程は、前記連続
印刷が終了した際に、前記複数のトナー像間に亘って、順次形成した分割した画像調整用
のトナー像の残りを形成して、前記画像形成工程で記録媒体上に形成するカラー画像を調
整することを特徴とする。
【発明の効果】
【００１８】
　本発明によれば、装置の製造コストを増やすことなく、印刷速度を低減させずにカラー
画像の連続印刷途中で画像調整を行うことができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１９】
　以下、この発明の実施の形態について図を参照して説明するが、この発明は以下の実施
の形態に限定しない。また、この発明の実施の形態は発明の最も好ましい形態を示すもの
であり、発明の用途や用語はこれに限定するものではない。
【００２０】
　図１は、本発明である画像形成装置１００の機能的構成を模式的に示したブロック図で
ある。図２は、搬送部５０、画像形成部６０、定着部７０の構成を模式的に示した概念図
である。図３は、画像形成指示情報Ｘ１の内容を模式的に示した概念図である。図４（ａ
）は、中間転写ベルト６４における付着量調整用のパターン像を模式的に示す概念図であ
る。図４（ｂ）は、中間転写ベルト６４における光量調整用のパターン像を模式的に示す
概念図である。図４（ｃ）は、中間転写ベルト６４におけるγ特性調整用のパターン像を
模式的に示す概念図である。図４（ｄ）は、中間転写ベルト６４におけるレジスト調整用
のパターン像を模式的に示す概念図である。図４（ｅ）は、中間転写ベルト６４における
統合して画像を調整するパターン像を模式的に示す概念図である。図５、６は、画像形成
装置１００の動作を示すフローチャートである。図７は、中間転写ベルト６４における連
続印刷時のトナー像間を例示する概念図である。図８～１０は、中間転写ベルト６４にお
ける連続印刷時のトナー像間へのパターン画像の形成を例示する概念図である。図１１は
、中間転写ベルト６４における連続印刷終了後のパターン画像の形成を例示する概念図で
ある。
【００２１】
　先ず、プリンタやＦＡＸなどである画像形成装置１００の構成について説明する。図１
に示すように、画像形成装置１００は、制御部１０、操作部２０、表示部３０、記憶部４
０、搬送部５０、画像形成部６０、定着部７０、通信部８０を有し、上記各部はバス９０
により互いに通信可能に接続する構成である。なお、画像形成装置１００は、特に図示し
ない原稿画像を読み取るための画像読取部などを有し、コピー、スキャナなどのプリンタ
以外の各種機能を提供するＭＦＰ（Multi　Function　Peripheral）であってもよい。
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【００２２】
　制御部１０は、ＣＰＵ（Central　Processing　Unit）、ＲＯＭ（Read　Only　Memory
）、ＲＡＭ（Random　Access　Memory）などを備える。制御部１０は、ＣＰＵがＲＯＭや
記憶部４０に格納された各種制御プログラムや各種データをＲＡＭの作業領域に展開して
順次実行することで、各部の動作を制御して装置全体を統括制御する。
【００２３】
　具体的には、制御部１０は、通信部８０を介して入力される他の情報機器からのプリン
ト指示や操作部２０から入力されるプリント指示に基づいて、各部を制御することで画像
形成部６０における画像形成を行う。また、制御部１０は、記憶部４０などに格納される
画像調整用プログラムや画像調整用データを読み出して順次実行することで、後述する動
作処理により、画像形成部６０で記録媒体上に形成する画像の調整を制御する。この制御
部１０が実行する画像調整は、特に図示しない温度センサで計測される装置雰囲気の温度
変化、タイマで計測される前回の調整からの経過時間又は画像形成部６０での画像形成枚
数などに基づいたタイミングで開始される。
【００２４】
　操作部２０は、特に図示しない操作キーパネルや表示部３０の画面上に透明電極が格子
状に配置された感圧式（抵抗膜圧式）のタッチパネルなどであり、入力される操作信号を
制御部１０に出力する。操作部２０は、ＬＣＤ（Liquid　Crystal Display）などであり
、制御部１０からの表示制御に基づいた画像を表示する。
【００２５】
　記憶部４０は、磁気的、光学的記憶媒体、半導体等の不揮発性メモリなどで制御部１０
から読み書き可能に構成されており、画像形成部６０における画像調整に係るプログラム
やデータ、装置全体の各種制御プログラム、当該装置の設定情報、通信部８０から入力さ
れたデータなどを格納する。
【００２６】
　なお、記憶部４０は、上述した磁気的、光学的記憶媒体若しくは半導体メモリなどの記
憶媒体を着脱自在に装着するインターフェイスを有し、当該インターフェイスを介してデ
ータを読み書きする構成であってよい。この場合は、制御部１０の制御の下、装着された
記憶媒体に予め格納されたデータを読み出して、各種制御の実行、画像形成部６０での画
像形成、通信部８０から外部機器へのデータ転送などを行うことができる。
【００２７】
　搬送部５０は、後述する搬送機構と特に図示しない給紙トレイや排紙トレイなど有し、
制御部１０の制御の下、給紙トレイに格納されている記録媒体を画像形成部６０へ搬送し
、当該画像形成部６０で画像形成された記録媒体を排紙トレイへ排出する。
【００２８】
　画像形成部６０は、色ごとに、感光体ドラムに形成する静電潜像へトナーを付着させた
トナー像を中間転写ベルトへ重ね合わせて転写し、搬送部５０から搬送される記録媒体上
にカラー画像を形成する構成であり、いわゆる電子写真方式で記録媒体上にカラー画像を
形成する機能部である。定着部７０は、記録媒体上に形成されたトナー像を熱定着する処
理を実行することにより定着させる機能部である。
【００２９】
　通信部８０は、特に図示しない他の情報機器と通信を行うための通信回路や当該他の情
報機器が接続するネットワークに接続するための通信インターフェイスを有し、制御部１
０の制御の下、データ通信を行う機能部である。
【００３０】
　次に、搬送部５０、画像形成部６０、定着部７０の具体的構成について説明する。図２
に示すように、搬送部５０は、ループローラ５１、レジストローラ５２、転写ローラ５３
、第１反転ローラ５４、第２反転ローラ５５等の種々のローラで構成されている。
【００３１】
　搬送部５０は、特に図示しない給紙トレイから給紙された記録媒体を上記ループローラ



(7) JP 2008-26699 A 2008.2.7

10

20

30

40

50

５１、レジストローラ５２、転写ローラ５３等で搬送して画像形成部６０に供給し、画像
が形成されて定着部７０で定着後の記録媒体を排紙トレイなどに出力する。ループローラ
５１は、給紙トレイや後述する第２反転ローラ５５から搬送される記録媒体を画像形成部
６０側へ搬送する。レジストローラ５２は、ループローラ５１から搬送される記録媒体の
画像形成部６０への搬送タイミングを調整する。
【００３２】
　なお、搬送部５０は、両面印刷時には、定着部７０の下流側で排紙トレイなどとは別方
向に案内して、第１反転ローラ５４及び第２反転ローラ５５により記録媒体の表裏を反転
させて、再度画像形成部６０に供給するようになっている。また、レジストローラ５２に
は、ローラを清掃するためのローラクリーニング５６が当接されている。
【００３３】
　転写ローラ５３の上方には、画像形成部６０が設けられている。画像形成部６０には、
帯電電極６２や現像部６３等が設けられ、回転可能とされた感光ドラム６１が、本実施の
形態ではイエロー（Ｙ）、マゼンダ（Ｍ）、シアン（Ｃ）、ブラック（Ｋ）のそれぞれの
色トナーに対応して４ユニット設けられている。感光ドラム６１の周囲には、このほか、
図示しないＬＥＤ（Light　Emitting　Diode）アレイヘッド或いはＬＤ（Laser　Diode）
ユニットで構成される光書込部、クリーニング部等が設けられている。
【００３４】
　帯電電極６２は、感光ドラム６１表面に対してコロナ放電を行い、感光ドラム６１表面
を一様に帯電させるようになっている。また、現像部６３は、光書込部により感光ドラム
６１表面に形成された静電潜像に、感光ドラム６１と同極に帯電したトナーを付着させ、
トナー像を形成するようになっている。
【００３５】
　感光ドラム６１の表面に付着したトナー像は、４ユニットの感光ドラム６１に接するよ
うに配設された中間転写ベルト６４に転写されるようになっている。また、中間転写ベル
ト６４は、記録媒体とともに前記転写ローラ５３の間に挿通されるようになっており、転
写ローラ５３の押圧により中間転写ベルト６４上のトナー像が記録媒体に転写されるよう
になっている。
【００３６】
　中間転写ベルト６４には、クリーニングベルト６５が当接されており、中間転写ベルト
６４上に残存する余分なトナーを除去するようになっている。
【００３７】
　センサ６６は、中間転写ベルト６４に付着するトナー像の状態を計測する光学センサな
どであり、中間転写ベルト６４に付着する各色のトナー分量や付着位置などを検出して制
御部１０へ出力する。制御部１０では、センサ６６からの検出結果に基づいて、中間転写
ベルト６４に付着させるトナー量やトナー像の位置調整を行う。
【００３８】
　これにより、画像形成装置１００は、感光体静電特性（帯電特性、露光感度特性）、現
像特性（効率、エッジ強調性）、転写特性（忠実性、効率）などの変動によって発生する
細線再現性、白抜き再現性の変動を一定のレベルに調整することができる。
【００３９】
　転写ローラ５３の搬送方向下流側には、定着部７０が設けられている。定着部７０には
、定着ローラとして、記録媒体を加熱させるための加熱ローラ７１と記録媒体を加圧する
ための加圧ローラ７２とが配設されている。加熱ローラ７１と加圧ローラ７２の間のニッ
プ部に画像形成部６０により表面にトナー像が付着した記録媒体が搬送され、加熱ローラ
７１の熱で溶融されたトナーが記録媒体に固定され、加熱ローラ７１と加圧ローラ７２と
の押圧によりトナー像が記録媒体に定着されるようになっている。また、加熱ローラ７１
には、加熱ローラ７１の表面を清掃するためのクリーニングローラ７３が当接されている
。
【００４０】
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　この搬送部５０、画像形成部６０、定着部７０における記録媒体への画像形成や、画像
形成部６０の画像調整は、制御部１０からの制御コマンドに基づいて制御される。
【００４１】
　図３に示すように、画像形成指示情報Ｘ１は、管理番号Ｘ１１、画像データ格納アドレ
スＸ１２、印刷パターン種別Ｘ１３、画像調整パターン種別Ｘ１４、分割パターン番号Ｘ
１５、分割パターン番号Ｘ１６、分割パターン種別Ｘ１７などから構成される。
【００４２】
　管理番号Ｘ１１は、印刷するページ番号や画像調整などを管理するための識別番号であ
る。画像データ格納アドレスＸ１２は、制御部１０内のＲＡＭや記憶部４０にアクセスし
て管理番号Ｘ１１に係る画像データを取得するためのアドレス情報である。印刷パターン
種別Ｘ１３は、記録媒体への通常印刷を行うための「通常印刷パターン」の形成又は中間
転写ベルト６４の画像調整を行うための「画像調整パターン」の形成を指示する。
【００４３】
　画像調整パターン種別Ｘ１４は、印刷パターン種別Ｘ１３で「画像調整パターン」が指
示された際に有効になり、中間転写ベルト６４に形成する画像調整用のトナー像の種別を
指示する。具体的には、「付着量パターン」、「光量パターン」、「γ特性パターン」、
「レジストパターン」、「統合パターン」及びそれらパターンの分割の有無などを指示す
る。
【００４４】
　分割パターン番号Ｘ１５は、「画像調整パターン」の形成が指示され、パターンの分割
が有る際に有効になり、形成すべき分割されたパターンの開始番号が指示される。分割パ
ターン番号Ｘ１６は、「画像調整パターン」の形成が指示され、パターンの分割が有る際
に有効になり、形成すべき分割されたパターンの最後の番号、つまり終了番号が指示され
る。この分割パターン番号Ｘ１５、Ｘ１６の指示において、互いの番号が同値である場合
はその番号に係るパターンのみが形成され、異なる場合は途中の番号のパターンもまとめ
て形成される。
【００４５】
　分割パターン種別Ｘ１７は、「画像調整パターン」の形成が指示され、パターンの分割
が有る際に有効になり、分割パターン番号Ｘ１５、Ｘ１６に係るパターンが分割したパタ
ーンの先頭である「先頭パターン」、途中の「中間パターン」、最終である「最終パター
ン」のいずれの種別かを指示する。
【００４６】
　ここで、上述した制御コマンドなどに基づいて中間転写ベルト６４に形成される画像調
整パターンについて説明する。図４に示すように、画像調整パターンは、「付着量パター
ン」、「光量パターン」、「γ特性パターン」、「レジストパターン」、「統合パターン
」がある。図４に示す画像調整パターンは、Ｘ分割されたパターンを１～Ｘまで指定して
形成したものである。各々のパターンを形成するためのデータは、予め記憶部４０などに
アドレスを指定した読み出しが可能な画像データとして格納されている。分割したパター
ンの形成は、分割数に基づいて読み出しを開始するアドレスを調整して行う。なお、画像
調整パターンの分割は、連続したページ印刷時における中間転写ベルト６４のトナー像間
程度の間隙に収まるよう、分割数や分割する際の画像幅の上限などが工場出荷時などに予
め設定されている。
【００４７】
　なお、記憶部４０に格納される画像調整パターンに関する画像データは、上述した各種
パターン全ての情報を含む一つの画像データであってもよい。この場合、上述したように
画像データの読み出しアドレスを調整することで、各種パターンについて当該パターンを
分割したパターン画像の取得を可能とする構成でもよい。しかし、画像データの形態はこ
れに限られるものではなく、画像調整パターンごとに一つの画像データが設けられていて
もよい。この形態の場合も、各画像データの読み出しアドレスを調整することで各パター
ンを分割したパターン画像の取得を可能とする。さらに、記憶部４０に格納される画像デ
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ータは、各画像調整パターンが所定の画像幅で予め分割されたパターン画像ごとに一つの
画像データであってもよく、これら画像データを順次読み出すことで分割したパターン画
像の取得を可能とする構成であってもよい。
【００４８】
　図４（ａ）に示すように、付着量パターンは、イエロー（Ｙ）、マゼンダ（Ｍ）、シア
ン（Ｃ）、ブラック（Ｋ）のそれぞれの色の同形状のパターン像を現像バイアスを変化さ
せながら形成されるものである。制御部１０では、センサ６６でこのパターンを読み取り
、適切な現像バイアスを決定する。
【００４９】
　図４（ｂ）に示すように、光量パターンは、イエロー（Ｙ）、マゼンダ（Ｍ）、シアン
（Ｃ）、ブラック（Ｋ）のそれぞれの色の同形状のパターン像をＬＥＤ光量を変化させな
がら形成されるものである。制御部１０では、センサ６６でこのパターンを読み取り、潜
像画像を形成するためのＬＥＤの光量を適切なものに決定する。
【００５０】
　図４（ｃ）に示すように、γ特性パターンは、階調を変化させた同形状のγパターンが
形成されるものである。制御部１０では、センサ６６でこのパターンを読み取り、その読
み取り値から画像形成の際に参照される階調補正テーブルを適正な値に修正する。
【００５１】
　図４（ｄ）に示すように、レジストパターンは、各色の色ずれを補正する為に同形状の
種々のパターンを主走査／副走査／現像部６３のＬＥＤに係る動作周波数（ビデオ周波数
）を特定の値に設定して形成されるものである。制御部１０では、センサ６６でこのパタ
ーンを読み取り、適正な主走査／副走査／ビデオ周波数に修正する。
【００５２】
　図４（ｅ）に示すように、統合パターンは、上述した付着量パターン、光量パターン、
γ特性パターン、レジストパターンの全てが形成されるものである。制御部１０では、セ
ンサ６６でこのパターンを読み取り、全般的な画像調整を行う。なお、この統合パターン
は、調整すべき現像バイアス、光量、階調補正などにおける値の全域を調整するためのパ
ターンではなく、所定の値（閾値など）の一部の値を調整するために上述したパターンの
各々を簡略化したものであってもよい。
【００５３】
　次に、制御部１０が制御して行う画像形成装置１００の動作について詳細に説明する。
図５に示すように、制御部１０は、操作部２０や通信部８０からの印刷指示があるか否か
を判定する（ステップＳ１１）。制御部１０は、印刷指示がない場合はアイドル状態のま
ま待機する。このアイドル状態時に温度変化や所定時間を経過したことにより画像調整を
行う場合、制御部１０は従来の画像調整処理をおこなう。
【００５４】
　ステップＳ１１で印刷指示があった場合、制御部１０は、その印刷指示に基づいて、記
憶部４０などに格納されている画像形成すべきデータのアドレスや通常印刷である事を示
すフラグなどを管理番号Ｘ１１、Ｘ１２にセットして、ステップＳ１２～Ｓ２２に示すペ
ージ印刷を開始する。このページ印刷は、複数のページ印刷の指示があった場合、１ペー
ジごとに全てのページが印刷終了するまでループされる。
【００５５】
　制御部１０は、ページ印刷時において、印刷指示に基づいて画像形成部６０で１ページ
印刷を行い（ステップＳ１３）、画像調整実行中で有るか否かを判定する（ステップＳ１
４）。制御部１０は、画像調整実行中でない場合、印刷したページ数などを元に画像調整
を開始するか否かを判定し（ステップＳ１５）、開始しない場合は次のページを印刷する
ループへ移行する。
【００５６】
　画像調整を開始する場合、制御部１０は、「付着量パターン」、「光量パターン」、「
γ特性パターン」、「レジストパターン」、「統合パターン」のいずれか又は複数のパタ
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ーンを設定する（ステップＳ１６）。このパターンの設定は、調整すべき部分に応じて設
定すればよく、「付着量パターン」のみなどの一つのパターンを設定する場合、複数を設
定する場合、全てのパターンを設定する場合のいずれであってよい。制御部１０は、その
設定したパターンの中でページ印刷時における中間転写ベルト６４のトナー像間に形成す
る分割パターンの一つを選択し（ステップＳ１７）、その分割パターンをページ印刷のト
ナー像間に形成するための印刷コマンドを画像形成部６０に出力してセンサ６６で検出し
た値に基づいた画像調整を実行する（ステップＳ１８）。
【００５７】
　ステップＳ１４において画像調整実行中である場合、つまり、前のループ処理における
ステップＳ１５で画像調整が開始された場合、制御部１０は、ステップＳ１６で設定した
パターンの中で画像調整のために出力の選択をしていない分割パターンである「Ｎｅｘｔ
パターン」が有るか否かの判定を行い（ステップＳ１９）、ある場合はその「Ｎｅｘｔパ
ターン」の中の一つの分割パターンを選択し（ステップＳ２０）、ステップＳ１８と同様
に画像調整を実行する。また、制御部１０は、「Ｎｅｘｔパターン」が無い、つまり、ス
テップＳ１６で設定したパターンの全ての分割パターンで画像調整が行われた場合、画像
調整を終了する（ステップＳ２１）。
【００５８】
　図６に示すように、制御部１０は、上述したステップＳ１２～Ｓ２２のページ印刷が終
了した後、つまり、全てのページが印刷終了後、ステップＳ１４と同様に画像調整実行中
であるか否かを判定し（ステップＳ２３）、画像調整実行中でない場合はそのまま終了す
る。画像調整実行中である場合、制御部１０は、ステップＳ１９と同様に「Ｎｅｘｔパタ
ーン」が有るか否かを判定し（ステップＳ２４）、ある場合は画像調整のために出力の選
択をしていない残りの全分割パターンを選択し（ステップＳ２５）、その残りの分割パタ
ーンを形成するための印刷コマンドを画像形成部６０に出力してセンサ６６で検出した値
に基づいた画像調整を実行し（ステップＳ２６）、画像調整を終了する（ステップＳ２７
）。ステップＳ２４において「Ｎｅｘｔパターン」がない場合、制御部１０はそのまま画
像調整を終了する（ステップＳ２７）。
【００５９】
　画像形成装置１００は、制御部１０の制御の下、連続したページ印刷を行う。この連続
したページ印刷時には、レジストローラ５２で画像形成部６０へ記録媒体の搬送を調整し
ているため、図７に示すように、中間転写ベルト６４上のページ印刷に係るトナー像の間
にトナー像間領域ＳＰｎ、ＳＰｎ＋１が生じる。
【００６０】
　画像形成装置１００では、上述したステップＳ１２～Ｓ２２のページ印刷を行うことで
、図８に示すように、ページ１～Ｎに係るトナー像間領域ＳＰ１～ＳＰｎ－１に付着量を
調整するための分割付着量パターンＡ１～Ａｎ－１を形成した画像調整を行うことができ
る。なお、図８に例示した形態以外に、「光量パターン」、「γ特性パターン」、「レジ
ストパターン」、「統合パターン」のいずれを形成し、画像調整を行う形態であってよい
。
【００６１】
　同様に、画像形成装置１００では、図９に示すように、ページ１～Ｎに係るトナー像間
領域ＳＰ１～ＳＰｎ－１に付着量及び色ずれを補正する分割付着量パターンＡ１…分割レ
ジストパターンＤｘを形成した複数のパターンによる画像調整を行うことができる。なお
、図９に例示した形態以外に、いずれのパターンを組み合わせたものや全てのパターンを
形成し、画像調整を行う形態であってよい。
【００６２】
　また、画像形成装置１００では、図１０に示すように、画像調整実行中の間であるトナ
ー像間領域ＳＰ１～ＳＰｎ－３でだけ分割したパターン（分割付着量パターンＡ１…分割
レジストパターンＤｘ）を形成した画像調整を行うことができる。
【００６３】
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　また、画像形成装置１００では、ページ印刷終了後にステップＳ２３～Ｓ２７を行うこ
とで、図１１に示すように、トナー像間領域ＳＰ１～ＳＰｎ－３で分割したパターンを形
成した画像調整を行い、その画像調整が途中であるＮ－２ページで印刷が終了した後にも
残りの分割パターン（分割γ特性パターンＣｘ－１…分割レジストパターンＤｘ）を形成
した画像調整を行うことができる。
【００６４】
　以上のように、画像形成装置１００は、制御部１０の制御の下、画像形成部６０での連
続印刷中に画像調整を行う際に、中間転写ベルト６４上のトナー像間の複数に亘って、画
像調整パターンを順次形成し、センサ６６でそのパターンを検出して画像の調整を行う構
成である。このため、画像形成装置１００は、画像調整を効率よく行うために新たなセン
サを設けることなく、連続印刷の動作を止めずに、つまり、印刷速度を低減せずに、形成
すべきカラー画像の画像調整をおこなうことができる。
【００６５】
　また、画像形成装置１００は、連続印刷が終了した際に、トナー像間の複数に亘って順
次形成したパターン以外の残りの画像調整パターンを形成して画像調整を行う構成である
。このため、画像形成装置１００は、連続印刷中の画像調整が途中でその連続印刷が終了
した場合でも、全ての画像調整を確実に実行することができる。
【００６６】
　また、画像形成装置１００は、画像形成部６０での連続印刷中のトナー画像間の複数に
亘って、「付着量パターン」、「光量パターン」、「γ特性パターン」、「レジストパタ
ーン」、「統合パターン」のいずれか又は複数のパターンを分割したパターンを順次形成
して画像調整を行う構成である。このため、画像形成装置１００は、トナー付着量、画像
光量、γ特性、色ずれや、全般的な画像調整などを連続印刷中に速やかに行うことができ
る。
【００６７】
　なお、本実施の形態における記述は、本発明の一例を示すものであり、これに限定する
ものではない。本実施の形態における構成及び動作に関しては、本発明の趣旨を逸脱しな
い範囲で適宜変更が可能である。
【図面の簡単な説明】
【００６８】
【図１】本発明である画像形成装置１００の機能的構成を模式的に示したブロック図であ
る。
【図２】搬送部５０、画像形成部６０、定着部７０の構成を模式的に示した概念図である
。
【図３】画像形成指示情報Ｘ１の内容を模式的に示した概念図である。
【図４】（ａ）は、中間転写ベルト６４に形成される付着量パターンを模式的に示す概念
図であり、（ｂ）は、中間転写ベルト６４に形成される光量パターンを模式的に示す概念
図であり、（ｃ）は、中間転写ベルト６４に形成されるγ特性パターンを模式的に示す概
念図であり、（ｄ）は、中間転写ベルト６４に形成されるレジストパターンを模式的に示
す概念図であり、（ｅ）は、中間転写ベルト６４に形成される統合パターンを模式的に示
す概念図である。
【図５】画像形成装置１００の動作を示すフローチャートである。
【図６】画像形成装置１００の動作を示すフローチャートである。
【図７】中間転写ベルト６４における連続印刷時のトナー像間を例示する概念図である。
【図８】中間転写ベルト６４における連続印刷時のトナー像間への画像調整パターンの形
成を例示する概念図である。
【図９】中間転写ベルト６４における連続印刷時のトナー像間への画像調整パターンの形
成を例示する概念図である。
【図１０】中間転写ベルト６４における連続印刷時のトナー像間への画像調整パターンの
形成を例示する概念図である。
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【図１１】中間転写ベルト６４における連続印刷終了後の画像調整パターンの形成を例示
する概念図である。
【符号の説明】
【００６９】
１００　画像形成装置
１０　制御部
２０　操作部
３０　表示部
４０　記憶部
５０　搬送部
５１　ループローラ
５２　レジストローラ
５３　転写ローラ
５４　第１反転ローラ
５５　第２反転ローラ
５６　ローラクリーニング
６０　画像形成部
６１　感光ドラム
６２　帯電電極
６３　現像部
６４　中間転写ベルト
６５　クリーニングベルト
６６　センサ
７０　定着部
７１　加熱ローラ
７２　加圧ローラ
７３　クリーニングローラ
８０　通信部
９０　バス
Ａ１…Ａｘ　分割付着量パターン
Ｂ１…Ｂｘ　分割光量パターン
Ｃ１…Ｃｘ　分割γ特性パターン
Ｄ１…Ｄｘ　分割レジストパターン
Ｅ１…Ｅｘ　分割統合パターン
ＳＰ１…ＳＰｎ＋１　トナー像間領域
Ｘ１　画像形成指示情報
Ｘ１１　管理番号
Ｘ１２　画像データ格納アドレス
Ｘ１３　印刷パターン種別
Ｘ１４　画像調整パターン種別
Ｘ１５、Ｘ１６　分割パターン番号
Ｘ１７　分割パターン種別
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