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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数のローラと、
　該複数のローラに掛け渡され回転駆動可能な中間転写ベルトと、
　該中間転写ベルトの表側に配設された少なくとも１つの像担持体に対向する位置で、該
中間転写ベルトの裏側から、該中間転写ベルトに対向する少なくとも１つの転写部材と、
を備えた転写装置であって、
　上記複数のローラは、少なくとも２つの支持ローラと１つのバックアップローラとを含
み、
　上記中間転写ベルト進行方向上流側または下流側から順に、上記少なくとも２つの支持
ローラのうちの１つと、上記転写部材と、上記１つのバックアップローラと、該少なくと
も２つの支持ローラのうちの他の１つと、が配置され、
　上記転写部材と上記１つのバックアップローラとを回動可能に支持する支持部材と、上
記像担持体に対する上記中間転写ベルトの位置を調整する位置調整手段と、をさらに備え
、
　上記転写部材を挟んで上記１つのバックアップローラとは反対側の位置に、上記支持部
材に支持されて上記中間転写ベルトに当接する補助ローラを備え、
　上記位置調整手段は、上記中間転写ベルトに所定の張力が付与され該中間転写ベルトと
上記像担持体とが接触した接触状態と、該中間転写ベルトに所定の張力が付与され該像担
持体から該中間転写ベルトを離間させた第一離間状態と、該像担持体から該中間転写ベル
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トを該第一離間状態よりも大きく離間させた第二離間状態との各状態を取り得るように、
該像担持体に対する該中間転写ベルトの位置を調整可能であり、
　上記補助ローラは、上記位置調整手段により上記接触状態から上記第一離間状態へと状
態が変化したとき、上記中間転写ベルトへの巻き付き量が増大するように構成され、
　上記第一離間状態で、上記中間転写ベルトへの潤滑剤の自動塗布が行われることを特徴
とする転写装置。
【請求項２】
　請求項１の転写装置において、
　上記第一離間状態で、転写動作の待機が行われ、
　上記第二離間状態で、画像形成装置本体から当該転写装置、上記中間転写ベルト又は上
記像担持体のいずれかが着脱されることを特徴とする転写装置。
【請求項３】
　請求項１又は２の転写装置において、
　上記支持部材を移動させることで上記転写部材と上記１つのバックアップローラとが連
動して移動し、上記像担持体に対する上記中間転写ベルトの位置を調整可能であることを
特徴とする転写装置。
【請求項４】
　複数のローラと、
　該複数のローラに掛け渡され回転駆動可能な中間転写ベルトと、
　該中間転写ベルトの表側に配設されたブラック画像を担持する１つのブラック像担持体
に対向する位置で、該中間転写ベルトの裏側から該中間転写ベルトに対向する１つの転写
部材と、
　該中間転写ベルトの表側に配設されたカラー画像を担持する複数のカラー像担持体に対
向する位置で、該中間転写ベルトの裏側から該中間転写ベルトに対向する複数の転写部材
と、を備えた転写装置であって、
　上記複数のローラは、少なくとも２つの支持ローラと２つのバックアップローラとを含
み、
　上記中間転写ベルト進行方向上流側または下流側から順に、上記少なくとも２つの支持
ローラのうちの１つと、上記２つのバックアップローラのうちの１つと、上記複数の転写
部材と、上記１つの転写部材と、該２つのバックアップローラのうちの他の１つと、該少
なくとも２つの支持ローラのうちの他の１つと、が配置され、
　上記２つのバックアップローラのうちの１つと上記複数の転写部材とを支持する支持部
材と、上記１つの転写部材と該２つのバックアップローラのうちの他の１つとを支持する
支持部材と、上記ブラック像担持体に対する上記中間転写ベルトの位置、及び上記複数の
カラー像担持体に対する該中間転写ベルトの位置をそれぞれ調整する２つの位置調整手段
と、をさらに備え、
　上記転写部材を挟んで上記バックアップローラとは反対側の位置に、上記支持部材に支
持されて上記中間転写ベルトに当接する補助ローラを備え、
　上記２つの位置調整手段のうちの一方は、上記中間転写ベルトに所定の張力が付与され
上記ブラック像担持体と該中間転写ベルトとが接触した接触状態と、該中間転写ベルトに
所定の張力が付与され該ブラック像担持体から該中間転写ベルトを離間させた第一離間状
態と、該ブラック像担持体から該中間転写ベルトを該第一離間状態よりも大きく離間させ
た第二離間状態との各状態を取り得るように、該ブラック像担持体に対する該中間転写ベ
ルトの位置を調整可能であり、
　上記補助ローラは、上記位置調整手段により上記接触状態から上記第一離間状態へと状
態が変化したとき、上記中間転写ベルトへの巻き付き量が増大するように構成され、
　上記第一離間状態で、上記中間転写ベルトへの潤滑剤の自動塗布が行われることを特徴
とする転写装置。
【請求項５】
　請求項４の転写装置において、
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　上記第一離間状態で、転写動作の待機が行われ、
　上記第二離間状態で、画像形成装置本体から当該転写装置、上記中間転写ベルト又は上
記像担持体が着脱されることを特徴とする転写装置。
【請求項６】
　請求項４又は５の転写装置において、
　上記２つの位置調整手段のそれぞれが、上記２つの支持部材をそれぞれ移動させること
で、上記２つのバックアップローラのうちの１つと上記複数の転写部材とが連動して移動
し、または、上記１つの転写部材と該２つのバックアップローラのうちの他の１つとが連
動して移動し、上記複数のカラー像担持体に対する上記中間転写ベルトの位置、または、
上記ブラック像担持体に対する該中間転写ベルトの位置を調整可能であることを特徴とす
る転写装置。
【請求項７】
　請求項６の転写装置において、
　上記ブラック像担持体と上記中間転写ベルト、及び、上記複数のカラー像担持体と該中
間転写ベルトが、いずれも接触状態のときに、上記２つのバックアップローラと、上記１
つの転写部材と上記複数の転写部材とが略同一平面上で上記中間転写ベルトに対向するこ
とを特徴とする転写装置。
【請求項８】
　請求項１乃至７のいずれかの転写装置において、
　上記接触状態における上記中間転写ベルトの上記バックアップローラへの巻き付き量が
、該中間転写ベルトの上記支持ローラへの巻き付き量よりも小さいことを特徴とする転写
装置。
【請求項９】
　請求項１乃至８のいずれかの転写装置において、
　上記支持部材は、上記中間転写ベルト幅方向と略平行に設けられた回転支点を有し、
　該回転支点は、上記転写部材を挟んで上記バックアップローラと反対側にあることを特
徴とする転写装置。
【請求項１０】
　請求項１乃至９のいずれかの転写装置において、
　上記支持部材を移動可能に支持する第一カムと第二カムとを備え、
　上記接触状態では、該第一カムの上死点で該支持部材が支持され、
　上記第一離間状態では、該第二カムの上死点で該支持部材が支持され、
　上記第二離間状態では、該第一カムまたは該第二カムの下死点で該支持部材が支持され
るように構成したことを特徴とする転写装置。
【請求項１１】
　請求項１０の転写装置において、
　上記第一カムを自動で駆動する自動駆動手段と、
　上記第二カムを手動で駆動する手動駆動手段と、を備えたことを特徴とする転写装置。
【請求項１２】
　請求項１１の転写装置において、
　上記自動駆動手段は、モータあるいはソレノイドを用いて構成されていることを特徴と
する転写装置。
【請求項１３】
　請求項１乃至１２のいずれかの転写装置において、
　上記第二離間状態の上記中間転写ベルトの張力は上記第一離間状態の上記中間転写ベル
トの張力よりも低いことを特徴とする転写装置。
【請求項１４】
　少なくとも１つの像担持体と、該像担持体上の潜像を形成する潜像形成手段と、該潜像
を現像して可視像化する少なくとも１つの現像手段と、該現像手段で可視像化された該像
担持体上の画像を回転駆動された中間転写ベルト上に転写する転写装置と、を備えた画像
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形成装置であって、
　上記転写装置として、請求項１乃至１３のいずれかの転写装置を備えたことを特徴とす
る画像形成装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、像担持体に形成された画像を中間転写ベルトに転写する転写装置及びその転
写装置を備えた複写機、プリンタ、ファクシミリ等の画像形成装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、この種の画像形成装置では、一般に、像担持体上に形成された静電潜像を現像装
置によってトナー画像とした後、被転写体に転写し、定着装置により定着する方法が採用
されている。また、カラー複写機やカラープリンター等のカラー画像を形成可能な画像形
成装置では、カラー現像装置によってブラック（Ｂｌａｃｋ）、シアン（Ｃｙａｎ）、マ
ゼンタ（Ｍａｇｅｎｔａ）、イエロー（Ｙｅｌｌｏｗ）の各カラートナー画像を形成した
後、中間転写ベルトに順次に中間転写して重ね合わせ、得られたカラートナー画像を被転
写体の転写紙に転写し、定着手段で定着することによって、カラー画像が形成される。
【０００３】
　上記従来のカラー画像を形成可能な画像形成装置の転写装置では、中間転写ベルトを張
架する複数の支持ローラの取り付け誤差や支持ローラの支持部材が変形することにより支
持ローラ間の平行度に誤差が生じ、中間転写ベルトがベルト幅方向に移動しながら走行す
る所謂蛇行が発生する場合がある。中間転写ベルトの蛇行が発生すると画像のゆがみやカ
ラー画像の色ずれとなり画像品質が劣化する。従って画像形成装置の高画質化には中間転
写ベルトの蛇行を防止する技術が重要である。
【０００４】
　中間転写ベルトの蛇行を防止する従来技術としては、中間転写ベルトを張架する支持ロ
ーラのうち少なくとも１本を傾動可能に支持するステアリングローラとし、センサにより
検出されるベルト端部の位置情報に基づいてステアリングローラを傾動させることで中間
転写ベルトの蛇行を制御する蛇行制御方法が知られている（特許文献１参照）。このよう
な蛇行制御方法においては、中間転写ベルト表面とステアリングローラとの接触抵抗によ
り中間転写ベルトの主走査方向位置を制御するため、蛇行制御の安定性は両者の接触抵抗
を決定する要因であるベルト張力に敏感である。
【０００５】
　また、上記カラー画像を形成可能な画像形成装置の転写装置において、中間転写ベルト
及び感光体の長寿命化のために、ブラックトナーのみを使用して画像を形成するモノクロ
印刷モード時は、シアン、マゼンタ、イエロートナーを使用して画像を形成する感光体と
中間転写ベルトとを離間させる技術が知られている。また、更なる長寿命化のために、画
像形成動作終了時に全ての感光体と中間転写ベルトとを離間させる技術も知られている。
画像形成終了時に感光体と中間転写ベルトとを離間させてからそれらの回転駆動を停止す
ることで、感光体及び中間転写ベルトの回転駆動の停止動作中の線速差によるキズ・磨耗
を防止することができると考えられる。
【０００６】
　また、画像形成装置の大型化よる中間転写ベルトの長大化に伴い、中間転写ベルト表面
に自動で潤滑剤を塗布するため、中間転写ベルトが全ての感光体から離間した状態で中間
転写ベルトを駆動させ、ベルトクリーニング部が備えている潤滑剤を中間転写ベルト表面
に塗布する潤滑剤塗布モードを備えている転写装置も知られている。また、中間転写ベル
トのクリーニング性を向上させるため、中間転写ベルトが全ての感光体から離間した状態
で中間転写ベルトを逆転駆動させる転写装置も知られている。これらの転写装置において
は、中間転写ベルトと全ての感光体とが離間した状態で中間転写ベルトが駆動される。上
記潤滑剤塗布は、初めて画像形成装置を使用するときや中間転写ベルト交換後に初めて装
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置を使用するときに主に行われる。従来は、メンテナンス担当者等が手作業で潤滑剤を塗
っていたが、長大な中間転写ベルトや奥行きの長さの大きい中間転写ベルトの場合、手作
業では困難であるため、潤滑剤の自動塗布機能が採用されるようになった。
【０００７】
　上述のように感光体から中間転写ベルトを離間させるためには中間転写ベルトを張架す
るローラを移動させる必要がある。このとき中間転写ベルトの進行経路が変化し、ベルト
張力が変動する。ベルト張力が変動すると次のような問題が発生するおそれがある。
　例えば、中間転写ベルトの蛇行を防止するために上記ステアリングローラを備えた装置
では、ベルト張力が変動すると中間転写ベルト表面とステアリングローラとの接触抵抗が
変化するため、中間転写ベルトの主走査方向位置の制御に制御不良が生じるおそれがある
。
　また、モノクロ画像とカラー画像とが混在する画像情報が画像形成装置に入力された場
合、モノクロ印刷モードとカラー印刷モードとが切り替わる際の中間転写ベルトの進行経
路の変化によるベルト張力の変動により、ベルトの走行速度が乱されることで画像の歪み
や色ずれが発生するおそれがある。
　また、中間転写ベルトに潤滑剤を自動塗布するために中間転写ベルトと全ての感光体と
が離間した状態で中間転写ベルトを駆動する装置では、ベルト張力が不足することで中間
転写ベルトが撓み、中間転写ベルト表面と他部品との接触によるキズが発生するおそれが
ある。また、従来、全ての感光体から中間転写ベルトが離間した離間位置は１箇所だけで
あったため、例えば、潤滑剤を自動塗布するために全ての感光体から中間転写ベルトが離
間した離間位置で中間転写ベルトや転写装置又は感光体を交換していた。しかし、この離
間位置では中間転写ベルトと感光体との間隙が狭いので、交換に伴って中間転写ベルト表
面が感光体や他部品に接触してキズが発生するおそれがあった。
【０００８】
　特許文献２には、モノクロ印刷モード時とカラー印刷モード時とにおける中間転写ベル
トの張力の変動を小さく抑えて張力の安定化を図るための転写ユニットを備えた画像形成
装置が開示されている。この画像形成装置では、表面にカラー画像が形成される複数の感
光ドラムから、これらに対向して配設された複数の転写ローラを離間させる動作に連動さ
せて転写ベルトの張力を調整するリンク部材が設けられている。このリンク部材が移動す
ることによって、テンションローラを付勢するバネの長さがモノクロ印刷モード時とカラ
ー印刷モード時とで大きく変化せず、中間転写ベルトの張力の変動を小さく抑えるように
構成されている。
【発明の概要】
【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２に記載の画像形成装置には次のような問題がある。すな
わち、この画像形成装置では、カラー感光ドラムに対するカラー転写ローラの接離動作に
よってバネで付勢されたテンションローラが移動し、このテンションローラの移動に連動
してリンク部材も移動して中間転写ベルトの張力を調整している。そのため、接離駆動を
行う駆動部品にかかる負荷が大きいという問題がある。
　また、上記特許文献２に記載の画像形成装置は、ブラック転写ローラの位置が固定され
移動しないため、ブラック感光ドラムから中間転写ベルトを離間させることはできない構
成であり、全ての感光体ドラムから中間転写ベルトを離間させた状態で回転駆動して潤滑
剤を自動塗布する場合について記載されていない。また、中間転写ベルトや転写装置又は
像担持体を交換する場合などに生じるキズの防止についても何ら記載されていない。
【００１０】
　本発明は以上の背景に鑑みてなされたものであり、その目的とするところは、中間転写
ベルトに所定の張力が付与されて中間転写ベルトが駆動される中間転写ベルトと像担持体
とが接触した接触状態から、中間転写ベルトが駆動される像担持体から中間転写ベルトを
離間させた離間状態に切り換えるときに、像担持体と中間転写ベルトとの接離駆動時の負
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荷の増大を抑制しつつ中間転写ベルトの張力変動を抑制して中間転写ベルトの主走査方向
位置の制御不良や中間転写ベルトの弛み・スリップを防止することができるとともに、転
写装置、中間転写ベルト又は像担持体の交換時においては中間転写ベルト表面のキズの発
生を防ぐことができる転写装置及びその転写装置を備えた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】
【００１１】
　上記目的を達成するために、請求項１の発明は、複数のローラと、該複数のローラに掛
け渡され回転駆動可能な中間転写ベルトと、該中間転写ベルトの表側に配設された少なく
とも１つの像担持体に対向する位置で、該中間転写ベルトの裏側から、該中間転写ベルト
に対向する少なくとも１つの転写部材と、を備えた転写装置であって、上記複数のローラ
は、少なくとも２つの支持ローラと１つのバックアップローラとを含み、上記中間転写ベ
ルト進行方向上流側または下流側から順に、上記少なくとも２つの支持ローラのうちの１
つと、上記転写部材と、上記１つのバックアップローラと、該少なくとも２つの支持ロー
ラのうちの他の１つと、が配置され、上記転写部材と上記１つのバックアップローラとを
回動可能に支持する支持部材と、上記像担持体に対する上記中間転写ベルトの位置を調整
する位置調整手段と、をさらに備え、上記転写部材を挟んで上記１つのバックアップロー
ラとは反対側の位置に、上記支持部材に支持されて上記中間転写ベルトに当接する補助ロ
ーラを備え、上記位置調整手段は、上記中間転写ベルトに所定の張力が付与され該中間転
写ベルトと上記像担持体とが接触した接触状態と、該中間転写ベルトに所定の張力が付与
され該像担持体から該中間転写ベルトを離間させた第一離間状態と、該像担持体から該中
間転写ベルトを該第一離間状態よりも大きく離間させた第二離間状態との各状態を取り得
るように、該像担持体に対する該中間転写ベルトの位置を調整可能であり、上記補助ロー
ラは、上記位置調整手段により上記接触状態から上記第一離間状態へと状態が変化したと
き、上記中間転写ベルトへの巻き付き量が増大するように構成され、上記第一離間状態で
、上記中間転写ベルトへの潤滑剤の自動塗布が行われ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の転写装置において、上記第一離間状態で、転写動
作の待機が行われ、上記第二離間状態で、画像形成装置本体から当該転写装置、上記中間
転写ベルト又は上記像担持体のいずれかが着脱され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又は２の転写装置において、上記支持部材を移動さ
せることで上記転写部材と上記１つのバックアップローラとが連動して移動し、上記像担
持体に対する上記中間転写ベルトの位置を調整可能であることを特徴とするものである。
　また、請求項４の発明は、複数のローラと、該複数のローラに掛け渡され回転駆動可能
な中間転写ベルトと、該中間転写ベルトの表側に配設されたブラック画像を担持する１つ
のブラック像担持体に対向する位置で、該中間転写ベルトの裏側から該中間転写ベルトに
対向する１つの転写部材と、該中間転写ベルトの表側に配設されたカラー画像を担持する
複数のカラー像担持体に対向する位置で、該中間転写ベルトの裏側から該中間転写ベルト
に対向する複数の転写部材と、を備えた転写装置であって、上記複数のローラは、少なく
とも２つの支持ローラと２つのバックアップローラとを含み、上記中間転写ベルト進行方
向上流側または下流側から順に、上記少なくとも２つの支持ローラのうちの１つと、上記
２つのバックアップローラのうちの１つと、上記複数の転写部材と、上記１つの転写部材
と、該２つのバックアップローラのうちの他の１つと、該少なくとも２つの支持ローラの
うちの他の１つと、が配置され、上記２つのバックアップローラのうちの１つと上記複数
の転写部材とを支持する支持部材と、上記１つの転写部材と該２つのバックアップローラ
のうちの他の１つとを支持する支持部材と、上記ブラック像担持体に対する上記中間転写
ベルトの位置、及び上記複数のカラー像担持体に対する該中間転写ベルトの位置をそれぞ
れ調整する２つの位置調整手段と、をさらに備え、上記転写部材を挟んで上記バックアッ
プローラとは反対側の位置に、上記支持部材に支持されて上記中間転写ベルトに当接する
補助ローラを備え、上記２つの位置調整手段のうちの一方は、該中間転写ベルトに所定の
張力が付与され該ブラック像担持体と該中間転写ベルトとが接触した接触状態と、該中間
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転写ベルトに所定の張力が付与され該ブラック像担持体から該中間転写ベルトを離間させ
た第一離間状態と、該ブラック像担持体から該中間転写ベルトを該第一離間状態よりも大
きく離間させた第二離間状態との各状態を取り得るように、該ブラック像担持体に対する
該中間転写ベルトの位置を調整可能であり、上記補助ローラは、上記位置調整手段により
上記接触状態から上記第一離間状態へと状態が変化したとき、上記中間転写ベルトへの巻
き付き量が増大するように構成され、上記第一離間状態で、上記中間転写ベルトへの潤滑
剤の自動塗布が行われ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４の転写装置において、上記第一離間状態で、転写動
作の待機が行われ、上記第二離間状態で、画像形成装置本体から当該転写装置、上記中間
転写ベルト又は上記像担持体が着脱され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４又は５の転写装置において、上記２つの位置調整手
段のそれぞれが、上記２つの支持部材をそれぞれ移動させることで、上記２つのバックア
ップローラのうちの１つと上記複数の転写部材とが連動して移動し、または、上記１つの
転写部材と該２つのバックアップローラのうちの他の１つとが連動して移動し、上記複数
のカラー像担持体に対する上記中間転写ベルトの位置、または、上記ブラック像担持体に
対する該中間転写ベルトの位置を調整可能であ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の転写装置において、上記ブラック像担持体と上記
中間転写ベルト、及び、上記複数のカラー像担持体と該中間転写ベルトが、いずれも接触
状態のときに、上記２つのバックアップローラと、上記１つの転写部材と上記複数の転写
部材とが略同一平面上で上記中間転写ベルトに対向す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１乃至７のいずれかの転写装置において、上記接触状
態における上記中間転写ベルトの上記バックアップローラへの巻き付き量が、該中間転写
ベルトの上記支持ローラへの巻き付き量よりも小さい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１乃至８のいずれかの転写装置において、上記支持部
材は、上記中間転写ベルト幅方向と略平行に設けられた回転支点を有し、該回転支点は、
上記転写部材を挟んで上記バックアップローラと反対側にあ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１乃至９のいずれかの転写装置において、上記支持
部材、上記第１の支持部材及び上記第２の支持部材それぞれを移動可能に支持する第一カ
ムと第二カムとをそれぞれ備え、上記接触状態では、該第一カムの上死点で該支持部材が
支持され、上記第一離間状態では、該第二カムの上死点で該支持部材が支持され、上記第
二離間状態では、該第一カムまたは該第二カムの下死点で該支持部材が支持されるように
構成したことを特徴とするものである。
　また、請求項１１の発明は、請求項１０の転写装置において、上記第一カムを自動で駆
動する自動駆動手段と、上記第二カムを手動で駆動する手動駆動手段と、を備えたことを
特徴とするものである。
　また、請求項１２の発明は、請求項１１の転写装置において、上記自動駆動手段は、モ
ータあるいはソレノイドを用いて構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のいずれかの転写装置において、上記第
二離間状態の上記中間転写ベルトの張力は上記第一離間状態の上記中間転写ベルトの張力
よりも低いことを特徴とするものである。
　また、請求項１４の発明は、少なくとも１つの像担持体と、該像担持体上の潜像を形成
する潜像形成手段と、該潜像を現像して可視像化する少なくとも１つの現像手段と、該現
像手段で可視像化された該像担持体上の画像を回転駆動された中間転写ベルト上に転写す
る転写装置と、を備えた画像形成装置であって、上記転写装置として、請求項１乃至１３
のいずれかの転写装置を備えたことを特徴とするものである。
【発明の効果】
【００１２】
　本発明によれば、中間転写ベルトに所定の張力が付与されて中間転写ベルトが駆動され
る中間転写ベルトと像担持体とが接触した接触状態と、中間転写ベルトに所定の張力が付
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与されて中間転写ベルトが駆動される像担持体から中間転写ベルトを離間させた第一離間
状態とを取り得るように、像担持体に対する中間転写ベルトの位置を調整することができ
る。このように接触状態との間で切り換えることができる第一離間状態は、中間転写ベル
トに所定の張力が付与された状態であるので、その切り換え時における中間転写ベルトの
ベルト張力の変動を小さく、中間転写ベルトの主走査方向位置の制御不良や、中間転写ベ
ルトの弛み・スリップを防止することができる。また、上記接触状態と第一離間状態との
間の切り換えに連動して中間転写ベルトの張力を調整するようなリンク部を設ける必要が
ないので、像担持体と中間転写ベルトとの接離駆動時の負荷の増大を抑制することができ
る。しかも、上記第一離間状態とは別に、像担持体から中間転写ベルトを第一離間状態よ
りも大きく離間させた第二離間状態を取り得るように、像担持体に対する中間転写ベルト
の位置を調整することができる。この第一離間状態とは別の第二離間状態において、転写
装置や中間転写ベルト又は像担持体を交換することができるため、像担持体や他の部品と
の接触による中間転写ベルト表面のキズの発生を防ぐことができる。
【図面の簡単な説明】
【００１３】
【図１】本発明の実施形態に係る転写装置を備えた画像形成装置の全体の一構成例を示す
概略構成図である。
【図２】同転写装置の一構成例を示す模式的な構成図である。
【図３】同転写装置の接触状態から第一離間状態への移動動作を模式的に示す説明図であ
る。
【図４】同転写装置の第一離間状態から第二離間状態への移動動作を模式的に示す説明図
である。
【図５】同転写装置の接触・離間動作の手順の一例を示すフローチャートである。
【図６】他の実施形態に係る転写装置の位置調整手段を模式的に示す図であり、（ａ）は
接触状態、（ｂ）は第一離間状態、（ｃ）は第二離間状態をそれぞれ示す。
【図７】さらに他の実施形態に係る転写装置の位置調整手段を模式的に示す図であり、（
ａ）は接触状態、（ｂ）は第一離間状態、（ｃ）は第二離間状態をそれぞれ示す。
【発明を実施するための形態】
【００１４】
　以下、図面を参照して本発明の実施の形態について詳細に説明する。
　図１は、本発明の実施形態に係る画像形成装置（複写機）の概略構成図である。図１に
おいて、この画像形成装置は、複写機本体１００と、この複写機本体１００を載置する給
紙テーブル２００と、複写機本体１００上に取り付けられたスキャナ３００と、このスキ
ャナ３００上に取り付けられた原稿自動搬送装置（ＡＤＦ）４００とから主として構成さ
れている。
【００１５】
　複写機本体１００には、潜像担持体としてイエロー、シアン、マゼンタ、ブラックの各
色のトナーに対応した感光体ドラム４０Ｙ、４０Ｃ、４０Ｍ及び４０Ｋが設けられている
。各感光体ドラム４０の周囲には帯電、現像、クリーニング等の電子写真プロセスを実行
する各手段が配置され、これによって各画像形成ユニット１８が形成されている。画像形
成ユニット１８は４つ並列されており、これによってタンデム型画像形成部２０が形成さ
れている。
【００１６】
　なお、以下の説明において、上記感光体ドラムのように各色について用いる同種の部材
や装置の符号には、イエロー、シアン、マゼンタ、ブラックそれぞれに対応する添え字Ｙ
、Ｍ、Ｃ、Ｋを付す。また、複数の色に対応する部材や装置について符号を記載する場合
、必要に応じて、感光体ドラム４０Ｙ、Ｍ、Ｃ、Ｋのように共通する番号部分を省略する
。
【００１７】
　各画像形成ユニット１８の現像装置６１においては、それぞれ上記４種のトナーを含ん
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だ現像剤が用いられる。現像装置６１は、現像剤担持体が現像剤を担持、搬送して、感光
体ドラム４０との対向位置において交互電界が印加されて感光体ドラム４０上の潜像を現
像する。交互電界を印加することで現像剤を活性化させ、トナーの帯電量分布をより狭く
することができ、現像性を向上させることができる。現像装置６１を感光体ドラム４０と
共に一体に支持し、画像形成装置本体に対して着脱自在に形成してプロセスカートリッジ
とすることができる。このプロセスカートリッジは、この他に帯電手段、クリーニング手
段を含んだものとすることもできる。
【００１８】
　図１において、タンデム型画像形成部２０の上部には、画像情報に基づいて感光体ドラ
ム４０をレーザ光又はＬＥＤ光により露光して潜像を形成する露光装置２１が設けられて
いる。また、タンデム型画像形成部２０の感光体ドラム４０と対向する下方位置には、無
端状のベルト部材からなる中間転写ベルト１０が配置されている。中間転写ベルト１０は
複数の支持ローラ１４Ａ、１４Ｂ、１５及び１６によって支持されている。中間転写ベル
ト１０を介して感光体ドラム４０と相対する隣接位置には、感光体ドラム４０上に形成さ
れた各色のトナー像を中間転写ベルト１０に転写する１次転写装置６２が配置されている
。中間転写ベルト１０には、その表面に残留するトナーを取り除くためにクリーニング装
置１７が設けられている。クリーニング装置１７は、例えばファーブラシ又はウレタンゴ
ムで形成されたクリーニングブレードを中間転写ベルト１０に当接させて、中間転写ベル
ト１０に付着している２次転写残トナーを掻き取る。
【００１９】
　中間転写ベルト１０の下方には、中間転写ベルト１０表面に重ね合わせて形成されたト
ナー像を、給紙テーブル２００の給紙トレイ４４から搬送されてくる転写紙に一括転写す
る２次転写装置が配置されている。２次転写装置は、後述する図２に示したように、転写
部材としての２次転写ローラ２３と、この２次転写ローラ２３を中間転写ベルト１０に接
離可能に支持する支持部材としての図示しない支持プレートとから主として構成されてい
る。この支持プレートは図示省略した支持軸を中心として回転可能に構成されており、こ
れによって中間転写ベルト１０と２次転写ローラ２３とが接離可能になっている。２次転
写装置は２次転写ローラ２３を中間転写ベルト１０を介してバックアップローラを兼ねる
支持ローラ１６に押し当て、中間転写ベルト１０上のトナー像を図示省略した転写紙に転
写する。２次転写装置に隣接するように定着装置２５が設けられており、定着装置２５は
転写紙上の画像を定着する。定着装置２５は、無端ベルトである定着ベルト２６と、この
定着ベルト２６に押し当てられる加圧ローラ２７とから主として構成されている。２次転
写装置及び定着装置２５の下方には、転写紙を反転する反転装置が配置されている。反転
装置は、転写紙の両面に画像を記録すべく転写紙を反転させる。
【００２０】
　上記構成の画像形成装置は、次のように動作する。
　先ず、図１において、原稿自動搬送装置４００の原稿台３０上に原稿をセットするか、
又は原稿自動搬送装置４００を開いてスキャナ３００のコンタクトガラス３２上に原稿を
セットし、原稿自動搬送装置４００を閉じる。この状態で、図示省略した起動スイッチを
押すと、原稿自動搬送装置４００に原稿をセットしたときは、原稿を搬送してコンタクト
ガラス３２上へと移動した後、他方コンタクトガラス３２上に原稿をセットしたときは直
ちにスキャナ３００が駆動し、第一走行体３３および第二走行体３４を走行させる。そし
て、第一走行体３３で光源から光を発射するとともに原稿面からの反射光を受け、これを
第二走行体３４に向けて反射し、第二走行体３４のミラーで反射光を更に反射して結像レ
ンズ３５を通して読み取りセンサ３６に入射させ、読み取りセンサ３６で原稿内容を読み
取る。
【００２１】
　また、装置の起動スイッチを押すことによって、図示省略した駆動モータを駆動させて
支持ローラ１４Ａ、１５、１６の１つを回転駆動し、他の２つの支持ローラを従動回転さ
せ、これによって中間転写ベルト１０を回動させる。支持ローラ１４Ｂは、図２に示すよ
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うに、支持ローラ１４Ａ、１５、１６とともに中間転写ベルト１０に掛け渡されており、
ベルトの表側に位置し、ベルト表側からベルトへ張力を与えている。そして、中間転写ベ
ルト１０の回転駆動と同時に、各画像形成ユニット１８において、帯電器によって感光体
ドラム４０を一様に帯電し、次いでスキャナ３００の読取り内容に応じて露光装置２１か
らレーザやＬＥＤ等による書込み光Ｌを照射して帯電した各感光体ドラム４０上に静電潜
像を形成する。静電潜像が形成された感光体ドラム４０に現像装置６１からトナーを供給
し、静電潜像を可視像化し、各感光体ドラム４０上にそれぞれブラック・イエロー・マゼ
ンタ・シアンの単色画像を形成する。単色画像を順次１次転写装置６２によって中間転写
ベルト１０上に重なるように１次転写し、中間転写ベルト１０上に合成カラー画像を形成
する。画像転写後の感光体ドラム４０の表面は、感光体クリーニング装置によって残留ト
ナーを除去し、除電装置で除電して再度の画像形成に備える。
【００２２】
　起動スイッチを押すことにより、また給紙テーブル２００の給紙ローラ４２の１つが選
択されて回転し、ペーパーバンク４３に多段に設けられた給紙カセット４４の１つから転
写紙（シート）を繰り出し、分離ローラ４５で１枚ずつ分離して給紙路４６に挿入し、搬
送ローラ４７で搬送して複写機本体１００内の給紙路４８に導き、レジストローラ４９に
突き当てて停止させる。一方、シートが手差される場合は、給紙ローラ５０を回転して手
差しトレイ５１上のシートを繰り出し、分離ローラ５２で１枚ずつ分離して手差し給紙路
５３に挿入し、同様にレジストローラ４９に突き当てて停止させる。次に、中間転写ベル
ト１０上の合成カラー画像にタイミングを合わせてレジストローラ４９を回転し、中間転
写ベルト１０と２次転写装置との間にシートを送り込み、２次転写装置で転写してシート
上にカラー画像を転写する。
【００２３】
　２次転写ローラ２３を通過した未定着トナー像を担持したシートを、搬送方向下流側の
定着装置２５へ搬送し、定着装置２５で熱と圧力とを加えて転写画像を永久画像として定
着する。画像定着後のシートは、切換爪５５で切り換えて排出ローラ５６によって排出し
、排紙トレイ５７上にスタックするか、又は切換爪５５で切り換えてシート反転装置に導
入し、ここで反転して再び転写位置へと導き、裏面にも画像を記録し、その後、排出ロー
ラ５６で排紙トレイ５７上に排出する。このとき、画像転写後の中間転写ベルト１０上に
残留する残留トナーをクリーニング装置１７で除去し、タンデム画像形成部２０による再
度の画像形成に備える。
【００２４】
　次に、本実施形態の特徴部分である中間転写装置の構成について詳述する。
　図２は、図１の画像形成装置における中間転写装置の拡大図である。モノクロ画像を作
像する感光体ドラム４０Ｋ上のトナー像を中間転写ベルト１０上へ転写する転写部材とし
ての転写ローラ６２Ｋと、カラー画像を作像する複数の感光体ドラム４０Ｙ、Ｍ、Ｃ上の
トナー像を中間転写ベルト１０上へ転写する複数の転写部材としての転写ローラ６２Ｙ、
Ｍ、Ｃとを備えている。また、転写ローラ６２Ｋと感光体ドラム４０Ｋとの接触・離間状
態を制御する位置調整手段Ｋ７０と、転写ローラ６２Ｙ、Ｍ、Ｃと感光体ドラム４０Ｙ、
Ｍ、Ｃとの接触・離間状態を制御する位置調整手段ＹＭＣ７１と、を備えている。
【００２５】
　なお、以下の説明において、ブラック用の感光体ドラム４０Ｋに対する転写ローラ６２
Ｋの位置を調整する位置調整手段及びそれに関連する部材の名称の末尾には、位置調整手
段Ｋのように添え字「Ｋ」を付し、カラー用の感光体ドラム４０Ｙ、Ｍ、Ｃに対する転写
ローラ６２Ｙ、Ｍ、Ｃの位置を調整する位置調整手段及びそれに関連する部材の名称の末
尾には、位置調整手段ＹＭＣのように添え字「ＹＭＣ」を付し、互いに区別できるように
している。
【００２６】
　上記位置調整手段Ｋ７０は、支持部材Ｋ８１と、第一カムＫ７２と、第二カムＫ７４と
で構成されている。支持部材Ｋ８１は、平板状もしくは矩形のフレーム形状であって、転
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写ローラ６２Ｋと下流側バックアップローラ７５とを固定して回動可能に支持している。
支持部材Ｋ８１は、転写ローラ６２Ｋよりベルト進行方向上流側の位置でベルト内側に在
る回転支点８２を中心に回動可能である。中間転写ベルト１０に対して位置固定された２
つの支持ローラ１４Ａ、１５の間に転写ローラ６２Ｋと下流側バックアップローラ７５を
配置した構成なので、支持部材Ｋ８１によって転写ローラ６２Ｋと下流側バックアップロ
ーラ７５との位置調整を容易に行うことができる。本実施形態では、支持部材Ｋ８１が回
転支点８２を中心として回動することで転写ローラ６２Ｋと下流側バックアップローラ７
５とが連動して移動し、感光体ドラム４０Ｋに対する中間転写ベルト１０の位置を調整可
能である。下流側バックアップローラ７５は、転写ローラ６２Ｋよりも中間転写ベルト１
０の進行方向に対して下流側に備えられており、１次転写部におけるニップ量を各色で同
一とするためのローラである。
【００２７】
　また、図２に示すように、第一カムＫ７２と第二カムＫ７４とは、支持部材Ｋ８１より
も図中の下方に設けられている。図２に示す状態は、第一カムＫ７２が上死点で支持部材
Ｋ８１を支持しており、中間転写ベルト１０を感光体ドラム４０Ｋに接触させる接触状態
を示している。第一カムＫ７２と第二カムＫ７４とを回転することによって、支持部材Ｋ
８１が回転支点８２を中心として回動し、これに連動して転写ローラ６２Ｋと下流側バッ
クアップローラ７５とを移動させることができる。そして、第一カムＫ７２と第二カムＫ
７４との回転停止位置をそれぞれ制御することによって、２段階の回動動作（接触状態か
ら第一離間状態、第一離間状態から第二離間状態の２動作）を行うことができる。第一段
階の回動動作によって、感光体ドラム４０Ｋから中間転写ベルト１０を離間させて第一離
間状態とする動作を行い、さらに第二段階の回動動作によって第二離間状態として、下流
側バックアップローラ７５の巻きつき量を減少させてベルト張力を低下させる動作を、順
次行うことが可能である。なお、第一カムＫ７２と第二カムＫ７４とは、互いに横に並べ
て配設するが、上下方向において第二カムＫ７４を第一カムＫ７２よりも下側であって、
第一カムＫ７２の下死点の位置よりも第二カムＫ７４の上死点の位置が上になるように配
設する。このように配設することにより、支持部材Ｋ８１は、接触状態では第一カムＫ７
２の上死点で、第一離間状態では第二カムＫ７４の上死点で、第二離間状態では第一カム
Ｋ７２または第二カムＫ７４の下死点で、それぞれ支持される。
【００２８】
　なお、以下の説明において、上記接触状態、第一離間状態及び第二離間状態それぞれに
おける中間転写ベルトや転写ローラ等の位置を、「接触位置」、「第一離間位置」及び「
第二離間位置」という。
【００２９】
　図３は、転写ローラ６２を移動させることによって中間転写ベルト１０が感光体ドラム
４０から離間した第一離間状態を示す中間転写装置の拡大図である。モノクロ画像を作像
する感光体ドラム４０Ｋに対向する位置に配設された転写ローラ６２Ｋについて説明する
。転写ローラ６２Ｋを図２に示す接触位置から図３に示す第一離間位置に遷移させるため
には、図示しないモータ又はソレノイド等の駆動手段の駆動力により上死点の位置にある
第一カムＫ７２を１８０度回転させて下死点の位置で停止させる。すると、第一カムＫ７
２の回転に伴って、ベルト張力及び自重により支持部材Ｋ８１は回転支点８２を中心とし
て転写ローラ６２Ｋ及び下流側バックアップローラ７５とともに図中時計回り方向に回動
する。そして、支持部材Ｋ８１は、第一カムＫ７２が下死点に到達する前に、第二カムＫ
７４の上死点に当接して位置決めされる。
【００３０】
　図４は、転写ローラ６２をさらに移動させて中間転写ベルト１０を感光体ドラム４０か
ら図３に示す第一離間状態よりも更に離すように離間させた第二離間状態を示す中間転写
装置の拡大図である。モノクロ画像を作像する感光体ドラム４０Ｋに対向する位置に配設
された転写ローラ６２Ｋについて説明する。転写ローラ６２Ｋを図３に示す第一離間位置
から図４に示す第二離間位置に遷移させるためには、図示しないレバーを手動で操作する
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ことにより、第二カムＫ７４を１８０度回転させて下死点の位置で停止させる。第二カム
Ｋ７４の回転に伴って、ベルト張力及び自重により支持部材Ｋ８１は回転支点８２を中心
として転写ローラ６２Ｋ及び下流側バックアップローラ７５とともに図中時計回り方向に
さらに回動する。そして、支持部材Ｋ８１は、第一カムＫ７２の下死点の位置で位置決め
される。この第二離間位置では、第一離間位置よりも中間転写ベルト１０が感光体ドラム
４０から離間した位置となる。なお、支持部材Ｋ８１を第二離間位置で支持するのは、第
一カムＫ７２の下死点に限らず、第二カムＫ７４の下死点であってもよい。
【００３１】
　このように第一カムＫ７２を回動することで、支持部材Ｋ８１に支持された転写ローラ
６２Ｋが移動し、接触位置と第一離間位置との位置制御が可能であり、第二カムＫ７４を
回動することで、第一離間位置と第二離間位置との位置制御が可能である。また、下流側
バックアップローラ７５も支持部材Ｋ８１に伴って移動し、接触位置、第一離間位置及び
第二離間位置に位置制御される。
【００３２】
　また、上記位置調整手段ＹＭＣ７１は、図２に示すように、支持部材ＹＭＣ８３と第一
カムＹＭＣ７６と第二カムＹＭＣ７７とで構成されている。支持部材ＹＭＣ８３は、平板
状もしくは矩形のフレーム形状であって、転写ローラ６２Ｙ、Ｍ、Ｃと上流側バックアッ
プローラ７８とを固定して回転可能に支持している。支持部材ＹＭＣ８３は、転写ローラ
６２Ｙよりベルト進行方向下流側の位置でベルト内側に在る回転支点８４を中心に回動可
能である。中間転写ベルト１０に対して位置固定された２つの支持ローラ１４Ａ、１５の
間に転写ローラ６２Ｙ、Ｍ、Ｃと上流側バックアップローラ７８を配置した構成なので、
支持部材ＹＭＣ８３によって転写ローラ６２Ｙ、Ｍ、Ｃと上流側バックアップローラ７８
との位置調整を容易に行うことができる。本実施形態では、支持部材ＹＭＣ８３が回転支
点ＹＭＣ８４を中心として回動することで転写ローラ６２Ｙ、Ｍ、Ｃと上流側バックアッ
プローラ７８とが連動して移動し、感光体ドラム４０Ｙ、Ｍ、Ｃに対する中間転写ベルト
１０の位置を調整可能である。上流側バックアップローラ７８は、転写ローラ６２Ｃより
も中間転写ベルト１０の進行方向に対して上流側に備えられており、１次転写部における
ニップ量を各色で同一とするためのローラである。
【００３３】
　また、第一カムＹＭＣ７６と第二カムＹＭＣ７７とは、支持部材ＹＭＣ８３よりも図中
の下方に設けられている。図２に示す状態は、第一カムＹＭＣ７６が上死点で支持部材Ｙ
ＭＣ８３を支持しており、中間転写ベルト１０を感光体ドラム４０Ｙ、Ｍ、Ｃに接触させ
る接触状態を示している。第一カムＹＭＣ７６と第二カムＹＭＣ７７とを回転することに
よって、支持部材ＹＭＣ８３が回転支点ＹＭＣ８４を中心として回動し、これに連動して
転写ローラ６２Ｙ、Ｍ、Ｃと上流側バックアップローラ７８とを移動させることができる
。そして、第一カムＹＭＣ７６と第二カムＹＭＣ７７との回転停止位置をそれぞれ制御す
ることによって、２段階の回動動作（接触状態から第一離間状態、第一離間状態から第二
離間状態の２動作）を行うことができる。第一段階の回動動作によって、感光体ドラム４
０Ｙ、Ｍ、Ｃから中間転写ベルト１０を離間させる動作を行い、さらに第二段階の回動動
作によって上流側バックアップローラ７８の巻きつき量を減少させてベルト張力を低下さ
せる動作を、順次行うことが可能である。なお、第一カムＹＭＣ７６と第二カムＹＭＣ７
７とは、互いに横に並べて配設するが、上下方向において第二カムＹＭＣ７７を第一カム
ＹＭＣ７６よりも下側であって、第一カムＹＭＣ７６の下死点の位置よりも第二カムＹＭ
Ｃ７７の上死点の位置が上になるように配設する。このように配設することにより、支持
部材ＹＭＣ８３は、接触状態では第一カムＹＭＣ７６の上死点で、第一離間状態では第二
カムＹＭＣ７７の上死点で、第二離間状態では第一カムＹＭＣ７６または第二カムＹＭＣ
７７の下死点で、それぞれ支持される。
【００３４】
　転写ローラ６２Ｙ、Ｍ、Ｃを図２に示す接触位置から図３に示す第一離間位置に遷移さ
せるためには、図示しないモータ又はソレノイド等の駆動手段の駆動力により上死点の位
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置にある第一カムＹＭＣ７６を１８０度回転させて下死点の位置で停止させる。すると、
第一カムＹＭＣ７６の回転に伴って、ベルト張力及び自重により支持部材ＹＭＣ８３は回
転支点ＹＭＣ８４を中心として転写ローラ６２Ｙ、Ｍ、Ｃ及び上流側バックアップローラ
７８とともに図中反時計回り方向に回動する。そして、支持部材ＹＭＣ８３は、第一カム
ＹＭＣ７６が下死点に到達する前に、第二カムＹＭＣ７７の上死点に当接して位置決めさ
れる。
【００３５】
　また、転写ローラ６２Ｙ、Ｍ、Ｃを図３に示す第一離間位置から図４に示す第二離間位
置に遷移させるためには、図示しないレバーを手動で操作することにより、第二カムＹＭ
Ｃ７７を１８０度回転させて下死点の位置で停止させる。第二カムＹＭＣ７７の回転に伴
って、ベルト張力及び自重により支持部材ＹＭＣ８３は回転支点ＹＭＣ８４を中心として
転写ローラ６２Ｙ、Ｍ、Ｃ及び上流側バックアップローラ７８とともに図中反時計回り方
向にさらに回動する。そして、支持部材ＹＭＣ８３は、第一カムＹＭＣ７６の下死点の位
置で位置決めされる。この第二離間位置では、第一離間位置よりも中間転写ベルト１０が
感光体ドラム４０Ｙ、Ｍ、Ｃから離間した位置となる。なお、支持部材ＹＭＣ８３を第二
離間位置で支持するのは、第一カムＹＭＣ７６の下死点に限らず、第二カムＹＭＣ７７の
下死点であってもよい。
【００３６】
　このように第一カムＹＭＣ７６を回動することで、支持部材ＹＭＣ８３に支持された転
写ローラ６２Ｙ、Ｍ、Ｃが移動し、接触位置と第一離間位置との位置制御が可能であり、
第二カムＹＭＣ７７を回動することで、第一離間位置と第二離間位置との位置制御が可能
である。また、上流側バックアップローラ７８も支持部材ＹＭＣ８３に伴って移動し、接
触位置、第一離間位置及び第二離間位置それぞれに位置制御される。
　また、本実施形態では、接触状態で、２つのバックアップローラ７５、７８と、ブラッ
ク用転写ローラ６２Ｋ及び複数のカラー用転写ローラ６２Ｃ、Ｍ、Ｙとが略同一平面上で
中間転写ベルト１０に当接している。２つのバックアップローラ７５、７８があることで
、全ての感光体ドラム４０Ｙ、Ｍ、Ｃ、Ｋ及び転写ローラ６２Ｙ、Ｍ、Ｃ、Ｋを使用して
印刷を行うとき（フルカラー印刷時）の各転写ニップ量を同一にすることができる。特に
、図２に示すように、上流側バックアップローラ７８は、感光体ドラム４０Ｃの上流側で
中間転写ベルト１０が支持ローラ１５側に傾斜することを防ぎ、下流側バックアップロー
ラ７５は、感光体ドラム４０Ｋの下流側で中間転写ベルト１０が支持ローラ１４Ａ側に傾
斜することを防いでいる。
　また、本実施形態では、回転支点Ｋ８２及び回転支点ＹＭＣ８４が、ブラック用転写ロ
ーラ６２Ｋとカラー用転写ローラ６２Ｙ、Ｍ、Ｃとの間にある構成なので、ブラック画像
形成部分（感光体ドラム４０Ｋ、転写ローラ６２Ｋ）またはカラー画像形成部分（感光体
ドラム４０Ｙ、Ｍ、Ｃ、転写ローラ６２Ｙ、Ｍ、Ｃ）のいずれか一方を離間状態とするこ
とも容易である。
【００３７】
　次に、本実施形態の特徴部分である中間転写装置の動作について詳述する。
　図５は、動作の手順を示すフローチャートである。まず、複写機本体１００は、第一カ
ムＫ７２及び第一カムＹＭＣ７６を下死点に回動し、第一離間位置に原点復帰させ、待機
する（ステップＳ１）。画像形成装置に画像形成装置にカラー画像印刷情報が入力される
と（ステップＳ２）、位置調整手段Ｋ７０を構成する駆動手段の駆動力により第一カムＫ
７２が回動し、転写ローラ６２Ｋ及び下流側バックアップローラ７５は接触位置に位置決
めされる。また、位置調整手段ＹＭＣ７１を構成する駆動手段の駆動力により第一カムＹ
ＭＣ７６が回動し、複数の転写ローラ６２Ｙ、Ｍ、Ｃ、及び上流側バックアップローラ７
８は接触位置に位置決めされる（ステップＳ３、Ｓ４）。この接触位置にてカラー画像の
作像処理が行われる（ステップＳ５）。連続印刷のときは引き続きカラー画像の作像を行
い（ステップＳ６でＹｅｓ）、カラー画像の形成が終了すると（ステップＳ６でＮｏ）、
中間転写ベルト１０と複数の感光体ドラム４０Ｙ、Ｍ、Ｃ、Ｋの回動を停止させる前に、
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位置調整手段Ｋ７０を構成する駆動手段の駆動力により第一カムＫ７２が回動し、転写ロ
ーラ６２Ｋ及び下流側バックアップローラ７５は第一離間位置に位置決めされる（ステッ
プＳ８）。また、同時に位置調整手段ＹＭＣ７１を構成する駆動手段の駆動力により第一
カムＹＭＣ７６が回動し、複数の転写ローラ６２Ｙ、Ｍ、Ｃ及び上流側バックアップロー
ラ７８は第一離間位置に位置決めされる（ステップＳ８）。そして、次の画像印刷情報の
入力まで待機（ステップＳ９でＹｅｓ）、もしくは終了となる（ステップＳ９でＮｏ）。
【００３８】
　一方、画像形成装置にモノクロ画像印刷情報が入力されると（ステップＳ１０でＹｅｓ
）、位置調整手段Ｋ７０を構成する駆動手段の駆動力により第一カムＫ７２が回動し、転
写ローラ６２Ｋ及び下流側バックアップローラ７５は接触位置に位置決めされる（ステッ
プＳ１１、Ｓ１２）。このとき位置調整手段ＹＭＣ７１は動作せず、複数の転写ローラ６
２Ｙ、Ｍ、Ｃ及び上流側バックアップローラ７８は、第一離間位置に位置制御された状態
でモノクロ画像の作像は行われる。
【００３９】
　接触位置でモノクロ画像の作像が行われる（ステップＳ１３）。連続印刷のときは引き
続きモノクロ画像の作像を行い（ステップＳ１４でＹｅｓ）、モノクロ画像の作像が終了
すると（ステップＳ１４でＮｏ）、位置調整手段Ｋ７０を構成する駆動手段の駆動力によ
り第一カムＫ７２が回動し、転写ローラ６２Ｋ及び下流側バックアップローラ７５は第一
離間位置に位置決めされる（ステップＳ１５、Ｓ８）。
【００４０】
　また、中間転写ベルト１０の表面にクリーニング装置１７（図１参照）が備えている潤
滑剤を自動で塗布するために潤滑剤塗布モードが選択されると（ステップＳ１６でＹｅｓ
）、位置調整手段Ｋ７０及び位置調整手段ＹＭＣ７１は、転写ローラ６２Ｙ、Ｍ、Ｃ、Ｋ
を第一離間位置に位置制御させた状態で、中間転写ベルト１０の駆動が行われ、ベルト表
面に潤滑剤が塗布されるる（ステップＳ１７）。
【００４１】
　第一離間位置は、中間転写装置あるいは感光体装置の着脱性に関係なく、転写ローラ６
２Ｙ、Ｍ、Ｃ、Ｋと感光体ドラム４０Ｙ、Ｍ、Ｃ、Ｋとが接近する位置に設定しており、
中間転写ベルト１０と感光体ドラムＹ、Ｍ、Ｃ、Ｋとの接触・離間動作中に発生する中間
転写ベルト１０の走行経路の変動が小さい。これにより、ベルト張力の変動を抑制するこ
とが可能であり、中間転写ベルト１０に所定の張力が付与され、中間転写ベルト１０の蛇
行制御を安定させ、また、モノクロ画像とカラー画像が混在する画像情報が画像形成装置
に入力された場合、モノクロ印刷モードとカラー印刷モードとが切り替わる際の中間転写
ベルトの進行経路の変化によるベルト張力の変動により、ベルトの走行速度が乱されるこ
とによる画像の歪みや色ずれを防止することが可能である。また、中間転写ベルト駆動中
のベルトの弛みやスリップを防止することが可能である。
　なお、１つの印刷動作の終了後に次の印刷を待つまでの間（待機状態）に第一離間状態
とするとよい。これにより、感光体ドラム４０Ｙ、Ｍ、Ｃ、Ｋと中間転写ベルト１０とが
接触することによる部材の磨耗や劣化を防止することが可能である。なお、第一離間状態
では接触状態と比べてベルト張力の変動は小さい。そのため、次の印刷動作の実行時に張
力を大きく増加させる必要もなく、張力変動により転写装置への負荷がかかることも防止
できる。
【００４２】
　画像形成装置を構成する感光体ドラム４０Ｙ、Ｍ、Ｃ、Ｋ、転写ローラ６２Ｙ、Ｍ、Ｃ
、Ｋ及び中間転写ベルト１０といった部品を交換する際には、画像形成装置より中間転写
装置、あるいは感光体装置を着脱する必要がある（ステップＳ１８でＹｅｓ）。この際、
上記位置調整手段Ｋ７０を構成する図示しないレバーを手動操作することで、第二カムＫ
７４が回動し、転写ローラ６２Ｋ及び下流側バックアップローラ７５は第一離間位置から
第二離間位置に位置決めされる（ステップＳ１９、Ｓ２０）。また、上記位置調整手段Ｙ
ＭＣ７１に設けられた図示しないレバーを手動操作することで、第二カムＹＭＣ７７が回
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動し、複数の転写ローラ６２Ｙ、Ｍ、Ｃ、及び上流側バックアップローラ７８は第一離間
位置から第二離間位置に位置決めされる（ステップＳ１９、Ｓ２０）。この第二離間位置
で、中間転写ベルト１０等の着脱を行う（ステップＳ２１）。
【００４３】
　第二離間位置はベルト張力が変動することにより中間転写ベルト１０の蛇行制御が不安
定になることに関係なく、中間転写ベルト１０と複数の感光体ドラム４０Ｙ、Ｍ、Ｃ、Ｋ
とが大きく離間するように設定されているため、中間転写装置と感光体装置との着脱性が
非常に良好である。そして、着脱後には、図示しないレバーを手動操作し、第二カムＫ７
４と第二カムＹＭＣ７７とを回動させて、複数の転写ローラ６２Ｙ、Ｍ、Ｃ、Ｋと２つの
バックアップローラ７５、７８とを第一離間位置に復帰させる（ステップＳ２２、Ｓ８）
。
【００４４】
　以上のように、本実施形態の転写装置によれば、転写ローラ６２Ｋ及び下流側バックア
ップローラ７５を接触位置、第一離間位置及び第二離間位置のそれぞれに位置制御する位
置調整手段Ｋ７０と、複数の転写ローラ６２Ｙ、Ｍ、Ｃ及び上流側バックアップローラ７
８を接触位置、第一離間位置及び第二離間位置のそれぞれに位置制御する位置調整手段Ｙ
ＭＣ７１とを備えている。
【００４５】
　上記転写ローラ６２Ｋ及び下流側バックアップローラ７５は位置調整手段Ｋ７０を構成
する駆動手段の駆動力により接触位置と第一離間位置とへ位置制御される。また前記転写
ローラ６２Ｋ及び下流側バックアップローラ７５は位置調整手段Ｋ７０を構成するレバー
を手動操作することで第二離間位置へ位置制御される。
【００４６】
　また、上記複数の転写ローラ６２Ｙ、Ｍ、Ｃ及び上流側バックアップローラ７８は位置
調整手段ＹＭＣ７１を構成する駆動手段の駆動力により接触位置と第一離間位置とへ位置
制御される。また、前記複数の転写ローラ６２Ｙ、Ｍ、Ｃ及び上流側バックアップローラ
７８は位置調整手段ＹＭＣ７１を構成するレバーを手動操作することで第二離間位置へ位
置制御される。
　なお、接触状態及び第一離間状態となるのは印刷時及び印刷待機時なので、画像形成装
置の通常の使用形態（画像形成装置の電源オンの状態で印刷と待機動作を何度も繰り返す
ケース）を考えれば、駆動手段により自動で位置調節するのが好ましい。これに対して、
第二離間状態にするのは転写装置や感光体ドラムの着脱時であり、主に転写ベルトや感光
体ドラムの交換などの装置のメンテナンス時などを想定している。第二離間状態への位置
調節動作は、接触状態と第一離間状態との間の位置調整動作に比べてきわめて頻度が低い
ため、装置の製造コストなどを考慮して駆動手段は設けず、手動で調節するのが好ましい
。
【００４７】
　第一離間位置は中間転写装置、あるいは感光体装置の着脱性に関係なく転写ローラ６２
と感光体ドラム４０とが接近する位置に設定しており、中間転写ベルト１０と感光体ドラ
ム４０Ｙ、Ｍ、Ｃ、Ｋとの接触・離間動作中に発生する中間転写ベルト１０の走行経路の
変動が小さいため、ベルト張力の変動を抑制することが可能であり、中間転写ベルト１０
に所定の張力が付与される。
【００４８】
　このため、中間転写ベルト１０の主走査方向位置制御に狂いが生じることや、中間転写
ベルト１０駆動中のベルトの弛みやスリップを防止することが可能である。
【００４９】
　また、第二離間位置はベルト張力が変動することにより中間転写ベルト１０の蛇行制御
が不安定になることに関係なく、中間転写ベルト１０と複数の感光体ドラム４０Ｙ、Ｍ、
Ｃ、Ｋとが大きく離間するように設定されているため、中間転写装置（特に、中間転写ベ
ルト１０、支持ローラ１４Ａ、１４Ｂ、１５、１６）と感光体装置の着脱性が非常に良好
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である。
【００５０】
　本実施形態に係る構成では、接触状態と第一離間状態とで、転写ローラ６２Ｙ、Ｍ、Ｃ
、Ｋ及び下流側バックアップローラ７５、上流側バックアップローラ７８の移動距離が小
さく設定されている。下流側バックアップローラ７５、上流側バックアップローラ７８は
、支持ローラ１４Ａ、１５と比較して中間転写ベルト１０への巻きつき量が小さく、ベル
ト張力により受ける力も小さい。そのため、接離を行う駆動部品（第一カムＫ７２、第一
カムＹＭＣ７６）にかかる負荷が小さい。また、接触状態と第一離間状態とでベルト張力
の変動を小さく設定することができる。
　また、第一離間状態と第二離間状態とで、転写ローラ６２Ｙ、Ｍ、Ｃ、Ｋ及び下流側バ
ックアップローラ７５、上流側バックアップローラ７８が移動する距離が大きく設定され
ている。第二離間状態は、ベルト張力を確保する必要は無く、感光体ドラム４０と中間転
写ベルト１０との距離を大きく離間させる位置に設定されており、感光体ドラム４０と中
間転写ベルト１０との着脱性に優れる。なお、図４に示すように、本実施形態に係る構成
では第二離間状態でバックアップローラ７５、７８へのベルト巻きつき量を減少させるこ
とにより、中間転写ベルト１０の張力を大きく低下させている。したがって、中間転写ベ
ルト１０、転写ローラ６２、支持ローラ１４Ａ、１４Ｂ、１５、１６、バックアップロー
ラ７５、７８等を含む、中間転写転写装置を感光体ドラム４０Ｙ、Ｍ、Ｃ、Ｋから離した
後、さらに各ローラから中間転写ベルト１０を取り外す動作も容易におこなうことができ
る。
　また、本実施形態では、中間転写ベルト１０は、ベルト表側から支持する支持ローラ１
４Ｂを離したのちに各ローラと着脱可能な構成である。第二離間状態で中間転写ベルト１
０のベルト張力は大きく低下しているので、手動または自動により支持ローラ１４Ｂを離
すのは容易である。支持ローラ１４Ｂを離した後、緩んだ状態の中間転写ベルト１０を他
のローラから離せば中間転写ベルト１０の取り外しが完了する。ベルトの取り付けは取り
外しと逆の手順で行えばよい。
【００５１】
　図６は、本発明の他の実施形態に係る転写装置の離間状態を模式的に示す図であり、（
ａ）は接触状態、（ｂ）は第一離間状態、（ｃ）は第二離間状態をそれぞれ示す。この実
施形態は、転写ローラ６２Ｋよりも中間転写ベルト１０の進行方向上流側の位置に補助ロ
ーラ９１を有する点が、上記図１～４に示す実施形態と異なる。補助ローラ９１は回転支
点８２と転写ローラ６２Ｋとの間で回転支点８２寄りの位置に、支持部材Ｋ８１によって
回動可能に支持されている。図６（ａ）に示す接触状態では、補助ローラ９１と転写ロー
ラ６２Ｋとが、中間転写ベルト１０に巻きつくことなく当接している。これに対して、図
６（ｂ）及び（ｃ）に示す各離間状態では、補助ローラ９１が中間転写ベルト１０に巻き
ついている。
　これらの状態では補助ローラ９１が回転支点８２のすぐ上方で中間転写ベルト１０を支
持するので、回転支点８２と中間転写体ベルト１０とが接触することは無い。このように
補助ローラ９１を設けることによって、回転支点８２と各ローラとの配置の自由度が増す
。また、転写ローラ６２Ｋが補助ローラ９１と下流側バックアップローラ７５との間に位
置し、かつ、これらが図６（ａ）～（ｃ）に示すように、一直線上に並んだ位置関係を保
持しつつ連動して移動するため、転写ローラ６２Ｋが中間転写ベルト１０に巻きつくこと
が無い。転写精度に影響する転写ローラ６２Ｋに対してベルト巻きつきによる負荷がかか
ることが無いため、転写ローラ６２Ｋの支持軸の歪みや変形を防ぐことができる。
【００５２】
　ここで、図６（ａ）～（ｃ）を参照して感光体ドラム４０Ｋと転写ローラ６２Ｋとの離
間距離の設定例を示す。回転支点８２から下流側バックアップローラ７５までの距離を例
えば２００ｍｍ、回転支点８２から転写ローラ６２Ｋまでの距離を例えば１３０ｍｍとし
、図６（ａ）に示すように接触状態を設定する。この接触状態から第一カムＫ７２を１８
０度回動させて支持部材Ｋ８１と第一カムＫ７２との接触位置を略鉛直下方に移動させ、
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支持部材Ｋ８１を第二カムＫ７４の上死点に当接させる。この状態が図６（ｂ）に示すよ
うに、第一離間状態である。このときの感光体ドラム４０Ｋと転写ローラ６２Ｋとの離間
距離Ｄ１は、例えば４ｍｍである。
さらに第一離間状態から第二カムＫ７４を１８０度回動させて支持部材Ｋ８１と第二カム
Ｋ７４との接触位置を略鉛直下方に移動させ、支持部材Ｋ８１を第一カムＫ７２の下死点
に当接させる。この状態が図６（ｃ）に示すように、第一離間状態よりも離間量が大きな
第二離間状態である。このときの感光体ドラム４０Ｋと転写ローラ６２Ｋとの離間距離Ｄ
２は、例えば１７ｍｍである。
　中間転写ベルト１０への下流側バックアップローラ７５の巻きつき量及び中間転写ベル
ト１０のベルト張力は、接触状態で最も大きく、次いで、第一離間状態、第二離間状態の
順に大きい。第一離間状態では離間距離Ｄ１が例えば４ｍｍと小さく設定されており、接
触状態と比べたときの下流側バックアップローラ７５の巻きつき量やベルト張力の差は小
さい。これに対して第二離間状態では離間距離Ｄ２が例えば１７ｍｍと大きく設定されて
おり、下流側バックアップローラ７５のベルトへの巻きつき量は小さくなり、ベルト張力
も小さくなる。
【００５３】
　なお、本実施形態では、ブラックの１次転写部の支持部材Ｋ８１に補助ローラ９１を設
けた構成について説明したが、さらにカラー側の１次転写部の支持部材ＹＭＣ８３に補助
ローラを設けてもよい。
【００５４】
　図７は、本発明の更に他の実施形態に係る転写装置の位置調整手段を模式的に示す図で
あり、（ａ）は接触状態、（ｂ）は第一離間状態、（ｃ）は第二離間状態をそれぞれ示す
。この実施形態は、支持部材Ｋ９２は１つの回転支点を中心に回動する構成ではなく、支
持部材Ｋ９２全体が中間転写ベルト１０から離れるように移動可能な構成である点が、上
記図１～４に示す実施形態と異なる。支持部材Ｋ９２は、転写ローラ６２Ｋと下流側バッ
クアップローラ７５とを回動可能に支持しつつ、図示しないリニアガイドにより鉛直上下
方向に移動可能に配設されている。支持部材Ｋ９２の下方には、２つの第一カムＫ７２が
互いに鉛直方向の位置が水平となるように配設されている。同様に２つの第二カムＫ７４
が互いに鉛直方向の位置が水平となるように配設されている。２つの第二カムＫ７４は２
つの第一カムＫ７２よりも下側であって、第二カムＫ７４の上死点位置が第一カムＫ７２
の下死点位置よりも上側になるように配設されている。
【００５５】
　そして、支持部材Ｋ９２の下方に設けられた２つの第一カムＫ７２及び２つの第二カム
Ｋ７４を回動させて、接触状態のベルトと平行状態を保って支持部材Ｋ９２を移動させ、
図７（ａ）に示す接触状態から、図７（ｂ）及び（ｃ）に示すような第一離間状態及び第
二離間状態にさせる。このような構成でも感光体ドラム４０Ｋと中間転写ベルト１０との
離間量を上記実施形態と同じように調整することが可能である。
【００５６】
　また、この他の実施形態では、ブラックの１次転写部の支持部材Ｋ９２を平行状態を保
って上下方向に移動させる構成について説明したが、さらにカラー側の１次転写部の支持
部材をこのように構成してもよい。
【００５７】
　また、以上説明した各実施形態のほか、本発明の特許請求の範囲に示した内容で様々な
構成とすることが可能である。
　例えば、感光体ドラム４０Ｋについては接触状態、第一離間状態及び第二離間状態に調
整可能とし、感光体ドラム４０Ｃ、Ｍ、Ｙ（カラー感光体）については接触状態及び第一
離間状態にのみ調整可能とした構成にしてもよい。
　また、感光体ドラム４０Ｃ、Ｍ、Ｙ、Ｋの４つが同一平面に並ぶタンデム構成に対して
、本発明の位置調整手段を設けずに、感光体ドラム４０Ｋのみを有するモノクロ画像形成
装置に対して同様の位置調整手段を設けてもよい。
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　また、複数の感光体ドラム４０Ｃ、Ｍ、Ｙ、Ｋをそれぞれ支持するバックアップローラ
を独立して設けて、４つの感光体ドラムがそれぞれ独立して離間するよう構成してもよい
。
　また、上述の実施形態では２つのカムを順次回動させることによって３つの状態に変化
させたが、これに限らず、位置調整手段として単一の部材を使用して、単一の部材により
３つの状態に変化させる構成としてもよい。
　また、第一カム、第二カムは手動、自動のどちらで回動させてもよく、例えば第一カム
及び第二カムを共に自動で回動させてもよい。
　また、第二離間状態でベルト張力を全く有しない状態として中間転写ベルトをそのまま
着脱可能としてもよい。あるいは、第二離間状態ではベルト張力を有する状態として、さ
らに支持ローラ等を移動させることによりベルト張力をさらに低下させた後、中間転写ベ
ルトを着脱可能としてもよい。
　また、上述の他の実施形態では、支持部材Ｋ９２が鉛直方向に移動可能な構成であるが
、移動方向はこれに限らず、たとえば図７（ａ）に示す接触状態から右下方向または左下
方向に支持部材Ｋ９２を移動可能な構成としてもよい。
【００５８】
　以上、本実施形態によれば、複写機本体１００にモノクロ画像あるいはカラー画像の印
刷情報が入力され、作像が開始すると、上記モノクロ画像転写手段の位置調整手段を構成
するモータあるいはソレノイドの駆動力により上記第一カムＫ７２が回動することで、転
写ローラ６２Ｋは接触位置へ移動して位置決めされ、接触状態になる。印刷情報による作
像が終了すると、上記モノクロ画像転写手段の位置調整手段を構成するモータあるいはソ
レノイドの駆動力により上記第一カムＫ７２が回動することで、転写ローラ６２Ｋは第一
離間位置へ移動して位置決めされ、第一離間状態になる。また、複写機本体１００より中
間転写装置あるいは感光体装置を着脱する際は、上記位置調整手段を構成するレバーある
いはボタンの手動操作により上記第二カムＫ７４を回動することで、転写ローラ６２Ｋを
第一離間位置から第二離間位置へ移動して位置決めされ、第二離間状態になる。
【００５９】
　また、上記モノクロ画像転写手段の位置調整手段は、複数の１次転写部のニップ条件を
一定にするためにモノクロ画像を中間転写ベルト１０上へ転写する転写ローラ６２Ｋより
も中間転写ベルト進行方向下流側に配置された下流側バックアップローラ７５の位置も同
時に位置制御可能である構成としてもよい。
【００６０】
　このとき下流側バックアップローラ７５は上記モノクロ画像転写手段の位置調整手段に
より、中間転写ベルト１０が複数の感光体ドラム４０Ｙ、Ｍ、Ｃ、Ｋの配列方向と水平に
接触するように支持する接触位置と、中間転写ベルト１０と感光体ドラム４０Ｋとが離間
する第一離間位置と、中間転写ベルト１０と感光体ドラム４０Ｋとが前記第一離間位置よ
りも大きく離間する第二離間位置に位置制御される。
【００６１】
　また、第一離間位置は、中間転写装置や感光体装置の着脱性に関係なく中間転写ベルト
１０と感光体ドラム４０Ｋとを接近させた位置に設定できるため、作像時及び作像終了後
の待機時を通じてのベルト張力の変動量を小さくすることができる。中間転写ベルト１０
や中間転写装置の着脱性は第二離間位置で実現すればよい。第一離間位置では着脱性は考
えずに位置を設定可能である。このため、中間転写ベルト１０の主走査方向位置制御に狂
いが生じることや、中間転写ベルト駆動中のベルトの弛み・スリップを防止することが可
能である。
【００６２】
　また、第二離間位置は、中間転写ベルト１０を回転駆動しないので、ベルト張力が大き
く変動して、中間転写ベルト１０の蛇行制御が不安定になることに関係なく中間転写ベル
ト１０と感光体ドラム４０Ｋとを大きく離間させる位置に設定できる。このため、中間転
写ベルト１０と感光体ドラム４０Ｋとが接触することにキズや、ベルトが引っかかること
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で破損することを防止することが可能であり、装置の着脱性の点で有利である。このよう
にベルト張力の保持は第一離間位置で実現すればよく、第二離間位置ではベルト張力を考
慮せず、十分離間させた位置を設定可能である。
【００６３】
　上述の理由から、第一離間位置と接触位置との差は小さく設定できるので、転写ローラ
６２Ｋと下流側バックアップローラ７５が移動する距離も小さく設定できる。また、下流
側バックアップローラ７５の巻きつき量をテンションローラよりも小さくすれば、下流側
バックアップローラ７５の移動によるベルト張力の変動を小さくすることができる。
【００６４】
　また、本実施形態によれば、上記中間転写装置が備える位置調整手段は、複数の転写ロ
ーラ６２Ｙ、Ｍ、Ｃと複数の感光体ドラム４０Ｙ、Ｍ、Ｃとが接触する接触位置と、複数
の転写ローラ６２Ｙ、Ｍ、Ｃと複数の感光体ドラム４０Ｙ、Ｍ、Ｃとが離間する第一離間
位置と、複数の転写ローラ６２Ｙ、Ｍ、Ｃと複数の感光体ドラム４０Ｙ、Ｍ、Ｃとが前記
第一離間位置よりも大きく離間する第二離間位置を位置制御可能である。
【００６５】
　また、上記位置調整手段は、複数の１次転写部のニップ条件を一定にするためにカラー
画像を中間転写ベルト１０上へ転写する複数の転写ローラ６２Ｙ、Ｍ、Ｃの内で中間転写
ベルト進行方向再上流側に配置された転写ローラ６２Ｃよりも上流側に配置された上流側
バックアップローラ７８の位置も同時に位置制御可能である構成としてもよい。
【００６６】
　このとき上記上流側バックアップローラ７８は上記位置調整手段により、中間転写ベル
ト１０が複数の感光体ドラム４０Ｙ、Ｍ、Ｃの配列方向と水平に接触するように中間転写
ベルト１０を支持する接触位置と、中間転写ベルト１０と複数の感光体ドラム４０Ｙ、Ｍ
、Ｃとが離間するように中間転写ベルト１０を支持する第一離間位置と、中間転写ベルト
１０と複数の感光体ドラム４０Ｙ、Ｍ、Ｃとが前記第一離間位置よりも大きく離間するよ
うに中間転写ベルト１０を支持する第二離間位置に位置制御される。
【００６７】
　複写機本体１００にカラー画像印刷情報が入力され、作像が開始すると、上記位置調整
手段を構成するモータあるいはソレノイドの駆動力により、複数の転写ローラ６２Ｙ、Ｍ
、Ｃは接触位置へ移動し位置決めされる。印刷情報による作像が終了すると、上記位置調
整手段を構成するモータあるいはソレノイドの駆動力により、転写ローラ６２Ｙ、Ｍ、Ｃ
は第一離間位置へ移動し位置決めされる。複写機本体１００にモノクロ画像印刷情報が入
力された場合は、転写ローラ６２Ｋは第一離間位置に位置決めされたままの状態で作像が
行われる。また、複写機本体１００より中間転写装置あるいは感光体装置を着脱する際は
、上記位置調整手段を構成するレバーあるいは、ボタンを手動操作することで、転写ロー
ラ６２Ｙ、Ｍ、Ｃを第一離間位置から第二離間位置へ移動させ位置決めすることができる
。
【００６８】
　このとき第一離間位置は中間転写装置や感光体装置の着脱性に関係なく中間転写ベルト
１０と感光体ドラム４０Ｙ、Ｍ、Ｃとを接近させた位置に設定できるため、作像時及び作
像終了後の待機時を通じてのベルト張力の変動量を小さくすることができる。
【００６９】
　このため、中間転写ベルト１００の主走査方向位置制御に狂いが生じることや、中間転
写ベルト駆動中のベルトの弛み・スリップを防止することが可能である。
【００７０】
　また、第二離間位置は、中間転写ベルト１０を回転駆動しないので、ベルト張力が大き
く変動して、中間転写ベルト１０の蛇行制御が不安定になることに関係なく中間転写ベル
ト１０と感光体ドラム４０Ｙ、Ｍ、Ｃとを大きく離間させる位置に設定できる。このため
、中間転写ベルト１０と感光体ドラム４０Ｙ、Ｍ、Ｃとが接触することにキズや、ベルト
が引っかかることで破損することを防止することが可能であり、装置の着脱性の点で有利
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である。このようにベルト張力の保持は第一離間位置で実現すればよく、第二離間位置で
はベルト張力を考慮せず、十分離間させた位置を設定可能である。
【００７１】
　上述の理由から、第一離間位置と接触位置との差は小さく設定できるので、転写ローラ
６２Ｙ、Ｍ、Ｃと上流側バックアップローラ７８が移動する距離も小さく設定できる。ま
た、上流側バックアップローラ７８の巻きつき量をテンションローラよりも小さくすれば
、上流側バックアップローラ７８の移動によるベルト張力の変動を小さくすることができ
る。
【符号の説明】
【００７２】
　１０　中間転写ベルト
　１４Ａ、１４Ｂ　支持ローラ
　１５　支持ローラ
　１６　支持ローラ
　１７　クリーニング装置
　２０　タンデム型画像形成部
　２１　露光装置
　２３　２次転写ローラ
　４０　感光体ドラム
　６１　現像装置
　６２　転写ローラ
　７０　位置調整手段Ｋ
　７１　位置調整手段ＹＭＣ
　７２　第一カムＫ
　７３　第二カムＫ
　７５　下流側バックアップローラ
　７６　第一カムＹＭＣ
　７７　第二カムＹＭＣ
　７８　上流側バックアップローラ
　８１　支持部材Ｋ
　８２　回転支点Ｋ
　８３　支持部材ＹＭＣ
　８４　回転支点ＹＭＣ
　９１　補助ローラ
１００　複写機本体
２００　給紙テーブル
３００　スキャナ
４００　原稿自動搬送装置
【先行技術文献】
【特許文献】
【００７３】
【特許文献１】特開２００７－１７８９３８号公報
【特許文献２】特開２００８－２３３１９６号公報
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