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(57)【要約】
【課題】被駆動部の速度変動をフィードフォワード制御
によって適切に抑制できるフィードフォワード目標値を
算出できる駆動装置及び画像形成装置を提供する。
【解決手段】駆動源と、被駆動部と、駆動源から被駆動
部に駆動伝達する駆動伝達部と、被駆動部の被駆動情報
を取得する駆動情報取得手段と、上記被駆動情報を用い
て駆動源の駆動制御を行うフィードバック制御部と、被
駆動部の駆動変動に対しフィードフォワード目標値を用
いてフィードフォワード制御を行うフィードフォワード
制御部と、上記駆動変動の発生タイミングを予測する変
動予測手段とを有する駆動装置において、フィードバッ
ク制御部は複数の制御ゲインを有し、制御ゲインが通常
動作時よりも低ゲインへと切り替えられ且つ上記フィー
ドフォワード制御を行わないで装置本体を動作させたと
きに取得された被駆動情報を用いてフィードフォワード
目標値を算出する目標値算出手段を備える。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　駆動源と、
該駆動源により駆動される被駆動部と、
該駆動源から該被駆動部に駆動を伝達する駆動伝達部と、
該被駆動部の被駆動情報を取得する駆動情報取得手段と、
該駆動情報取得手段により取得された被駆動情報を用いて該駆動源の駆動制御を行うフィ
ードバック制御部と、
該被駆動部で生じる非周期的な駆動変動に対して該駆動変動を打つ消すフィードフォワー
ド目標値を用いてフィードフォワード制御を行うフィードフォワード制御部と、
該非周期的な駆動変動の発生のタイミングを予測する変動予測手段とを有する駆動装置に
おいて、
該フィードバック制御部は複数の制御ゲインを有しており、
該制御ゲインが通常動作時よりも低ゲインへと切り替えられ、且つ、該フィードフォワー
ド制御部によるフィードフォワード制御を行わないで、装置本体を動作させたときに該駆
動情報取得手段によって取得された該被駆動情報を用いて、該フィードフォワード目標値
を算出する目標値算出手段を備えることを特徴とする駆動装置。
【請求項２】
　駆動源と、
該駆動源により駆動される被駆動部と、
該駆動源から該被駆動部に駆動を伝達する駆動伝達部と、
該被駆動部の被駆動情報を検知する第１の駆動情報取得手段と、
該第１の駆動情報取得手段により取得された被駆動情報を用いて該駆動源の駆動制御を行
うフィードバック制御部と、
該被駆動部で生じる非周期的な駆動変動に対して該駆動変動を打ち消すフィードフォワー
ド目標値を用いてフィードフォワード制御を行うフィードフォワード制御部と、
該非周期的な駆動変動の発生のタイミングを予測する変動予測手段とを有する駆動装置に
おいて、
該駆動源の駆動情報を取得する第２の駆動情報取得手段を有しており、
該フィードバック制御部が該第２の駆動情報取得手段により取得された該駆動情報を用い
て該駆動源の駆動制御を行い、且つ、該フィードフォワード制御部によるフィードフォワ
ード制御を行わないで、装置本体を動作させたときに該第１の駆動情報取得手段によって
取得された該被駆動情報を用いて、該フィードフォワード目標値を算出する目標値算出手
段を備えることを特徴とする駆動装置。
【請求項３】
　請求項２の駆動装置において、
上記第１の駆動情報取得手段の被駆動部換算の位置分解能と、上記第２の駆動情報取得手
段の被駆動部換算の位置分解能と、が等しいことを特徴とする駆動装置。
【請求項４】
　請求項２の駆動装置において、
上記駆動源はＰＬＬ方式にて駆動制御されており、上記第１の駆動情報取得手段の位置分
解能が上記第２の駆動情報取得手段の位置分解能と上記駆動伝達部の減速比との積である
ことを特徴とする駆動装置。
【請求項５】
　潜像を担持する潜像担持体と、
該潜像担持体上の該潜像をトナー像に現像する現像手段と、
該潜像担持体上のトナー像を中間転写体に転写する中間転写手段と、
該中間転写体に転写されたトナー像をシート状部材に転写する二次転写手段と、
該シート状部材に転写されたトナー像をシート状部材に定着させる定着手段とを備えた画
像形成装置において、
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該中間転写手段と定着手段との少なくとも一方の駆動手段として、請求項１、２、３また
は４の駆動装置を用いることを特徴とする画像形成装置。
【請求項６】
　潜像を担持する潜像担持体と、
該潜像担持体上の該潜像をトナー像に現像する現像手段と、
該潜像担持体上のトナー像を中間転写体に転写する中間転写手段と、
該中間転写体に転写されたトナー像をシート状部材に転写及び定着させる転写定着手段と
を備えた画像形成装置において、
該中間転写手段の駆動手段として、請求項１、２、３または４の駆動装置を用いることを
特徴とする画像形成装置。
【請求項７】
　潜像を担持する潜像担持体と、
該潜像担持体上の該潜像をトナー像に現像する現像手段と、
該潜像担持体上のトナー像を中間転写体に転写する中間転写手段と、
該中間転写体に転写されたトナー像を第２の中間転写体に転写する二次転写手段と、該第
２の転写体へ転写されたトナー像をシート状部材に転写及び定着させる転写定着手段とを
備えた画像形成装置において、
該中間転写手段と該二次転写手段の少なくとも一方の駆動手段として、請求項１、２、３
または４の駆動装置を用いることを特徴とする画像形成装置。
【請求項８】
　請求項５、６または７の画像形成装置において、
上記フィードフォワード目標値を算出する目標値算出モードを有すること特徴とする画像
形成装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、プリンタ、ファクシミリ、複写機などの画像形成装置に用いられる駆動装置
、及び、その駆動装置を用いた画像形成装置に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　近年、カラー画像形成装置において、感光体上のトナー像を、一次転写部で中間転写ド
ラムや中間転写ベルトなどの中間転写体上に一次転写し、この中間転写体上の４色のトナ
ー像を二次転写部で転写紙に二次転写する中間転写方式が多く採用されている。この中間
転写体を用いた画像形成装置においては、薄紙や厚紙、はがき、封筒などさまざまな種類
のシート状部材が使用可能で汎用性が高いという利点を有する。
　ところが、ある程度以上の厚さを有するシート状部材が二次転写部に突入する際には、
それまで一定速度で駆動されていた中間転写体の速度が短時間の間変動し、一次転写部で
画像に乱れが生じるという不具合が発生していた。
【０００３】
　また、カラー画像形成装置の小型化に伴い、二次転写部と定着部とが近接されるように
なり、シート状部材上で画像の転写と定着とが同時に行われる装置もある。この装置にお
いても、ある程度以上の厚さを有するシート状部材が定着部に突入する際に、それまで一
定速度で駆動されていた定着ローラあるいは定着ベルトの速度が短時間の間変動し、二次
転写部で画像に乱れが生じるという不具合が発生していた。
【０００４】
　また、画像高品質化のために、トナー像をシート状部材へ転写する際、画像転写と画像
定着とを同時に行なう転写定着装置を有する画像形成装置がある。この場合も、ある程度
以上の厚さを有するシート状部材が転写定着部に突入する際に、それまで一定速度で駆動
されていた中間転写体の速度が短時間の間低下し、一次転写部や二次転写部なで画像に乱
れが生じるという不具合が発生し得る。
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【０００５】
　ある程度の長さの時間周期で速度が増減する中間転写体などの速度変動に関しては、中
間転写体の速度変動を検知しながらその結果を中間転写体などを駆動する駆動モータの駆
動速度にフィードバックするフィードバック制御を行うことで、中間転写体の速度を安定
化することができる。しかし、シート状部材が二次転写部などに突入した際に生じるよう
な突発的な負荷変動による中間転写体などの突発的な速度変動に関しては、上述のフィー
ドバック制御では対応が困難である。
【０００６】
　上記不具合は、シート状部材が二次転写部や定着部や転写定着部などに突入する前に、
その突入によって中間転写体等に速度変動が発生するタイミングを予測し、シート状部材
の突入時に中間転写体等の速度を上げることで速度変動を打ち消すフィードフォワード制
御によって回避可能である（特許文献１及び特許文献２など）。速度変動が発生するタイ
ミングの予測は、例えば特許文献３に記載の画像形成装置のように定着部などの直前に設
置したシート状部材検知センサを用いて行うことができる。つまり、シート状部材検知セ
ンサがシート状部材を検知してからシート状部材が定着部へ突入するまでの時間を予め計
測しておき、シート状部材の検知を起点にその計測した時間を速度変動が発生するタイミ
ングとして用いる。
【０００７】
　図２５にフィードフォワード制御の概念図を示す。速度変動Ｖａは図２５（ａ）に示す
ように所定期間における速度成分の波形で表すことができる。例えば中間転写体に速度変
動Ｖａが生じる場合のフィードフォワード制御としては、速度変動Ｖａが生じるときに図
２５（ａ）に示すような速度変動Ｖａを打ち消すフィードフォワード目標値である速度Ｖ
ｂで中間転写体が駆動するように制御する。これにより、図２５（ｂ）に示すように速度
変動Ｖａを打ち消すことができ一定速度で中間転写体を駆動させることが可能となる。
【０００８】
　また、図２６に中間転写体などの被駆動部における速度変動からフィードフォワード目
標値への変換の概念図を示す。速度変動の計測データから、オフセット量となる被駆動部
の定常速度Ｖｓを減じ、正負を反転させて、速度変動部分のみを切り出したものがフィー
ドフォワード目標値となる。
【０００９】
　通常、上述したようなフィードフォワード制御は、フィードバック制御と併用して使用
されることが多い。特許文献４に記載の画像形成装置においては、転写ニップを形成する
ローラ対の一方である駆動ローラをフィードバック制御によって安定に駆動しつつ、予測
しておいたシート状部材が転写ニップに突入するタイミングで、駆動ローラの速度変動を
打ち消すようなフィードフォワード目標値を用いてフィードフォワード制御を行っている
。
【００１０】
　また、特許文献４に記載の画像形成装置においては、数種類の厚さのシート状部材に対
応したフィードフォワード目標値が装置本体の記憶部に予め記憶されているが、予め記憶
されていない厚さのシート状部材に対応したフィードフォワード目標値を算出し追加して
記憶させることができる。この追加するフィードフォワード目標値は、フィードフォワー
ド制御が行われないように設定されたモードで画像形成装置内に追加したい厚さのシート
状部材を通送し、シート状部材が転写ニップに突入するときの駆動ローラの速度変動情報
を取得して、その速度変動情報から算出する。そして、その算出されたフィードフォワー
ド目標値を装置本体の記憶部に記憶する。このように、装置本体に予め記憶されていない
厚さのシート状部材のフィードフォワード目標値を適宜、装置本体で算出し追加して記憶
させることができることで、様々な厚さのシート状部材に対して最適なフィードフォワー
ド制御を行うことができる。
【００１１】
【特許文献１】特開２００５－１０７１１８号公報
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【特許文献２】特開２００３－２１５８７０号公報
【特許文献３】特開２００４－５４１２０号公報
【特許文献４】特開２００８－９４５７３号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１２】
　しかしながら、上記モードにおいては、フィードフォワード制御を行わない設定ではあ
るが、フィードバック制御は行われる。フィードフォワード目標値を算出するのに用いる
駆動ローラなどの被駆動部の速度変動情報を取得する際に、被駆動部に対してフィードバ
ック制御が行われていると、次のような問題が生じ得る。
【００１３】
　図２７は、画像形成装置内で被駆動部である中間転写体の速度変動情報を取得する際に
、フィードバック制御とフィードフォワード制御とのどちらの制御も行っていない場合の
、シート状部材が二次転写部に突入して生じた中間転写体の速度変動を示したものである
。図２７に示すように、０．３８［ｓ］付近に速度変動１が生じており、その速度変動１
が生じた直後の０．４［ｓ］付近に速度変動２が生じている。
【００１４】
　よって、画像形成装置内で被駆動部である中間転写体の速度変動情報を取得する際に、
フィードバック制御とフィードフォワード制御とのどちらの制御も行っていない場合にお
いては、図２７に示すような速度変動情報から速度変動１及び速度変動２それぞれを打ち
消すようなフィードフォワード目標値が算出されることになる。
【００１５】
　図２８は、画像形成装置内で中間転写体の速度変動を取得する際にフィードバック制御
を行いフィードフォワード制御を行わない場合の、シート状部材が二次転写部に突入して
生じた中間転写体の速度変動を示したものである。図２８に示すように、この場合におい
ても、０．３８［ｓ］付近に速度変動１は生じているが、図２７で生じていた速度変動１
の直後の０．４［ｓ］付近に生じていた速度変動２が生じていない。フィードバック制御
によって速度変動１を抑制しようとした場合、速度変動１が生じてからフィードバック制
御が行われるため、その制御の効果が遅れて効き始める。そのため、図２７で速度変動１
の直後に生じていた速度変動２が、速度変動１を抑制しようとして行ったフィードバック
制御によって抑制されたと考えられる。
【００１６】
　よって、画像形成装置内で中間転写体の速度変動情報を取得する際に、フィードバック
制御を行いフォードフォワード制御を行わない場合においては、図２８に示すような速度
変動情報から速度変動１を打ち消すようなフィードフォワード目標値が算出されることに
なる。このようにして算出されたフィードフォワード目標値を用いたフィードフォワード
制御とフィードバック制御とを併用して行った場合の、シート状部材が二次転写部に突入
して生じた中間転写体の速度変動を図２９に示す。
【００１７】
　図２９に示すように、速度変動１が生じるタイミングで上記算出したフィードフォワー
ド目標値を用いてフィードフォワード制御が行われることで、図２８で生じていた速度変
動１が抑制されているのがわかる。しかしながら、図２８でフィードバック制御により抑
制されていた速度変動２が新たに生じている。図２９においては、フィードフォワード制
御によって速度変動１が抑制され、図２８で行われるような速度変動１に対するフィード
バック制御が行われない。このため、図２８の速度変動１に対するフィードバック制御に
よって抑制されていた速度変動２が生じてしまう。
　速度変動２が生じないように、速度変動２を抑制するフィードフォワード制御を行えば
良いが、図２８に示すような速度変動情報からは、速度変動２に対応したフィードフォワ
ード目標値が算出されない。そのため、図２９においては、速度変動２を抑制するフィー
ドフォワード制御を行うことができない。
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【００１８】
　このように、フィードバック制御を行いつつ取得された中間転写体などの被駆動部の速
度変動情報から算出されたフィードフォワード目標値では、被駆動部の速度変動をフィー
ドフォワード制御によって適切に抑制できない場合がある。
【００１９】
　画像形成装置内で被駆動部の速度変動情報を取得する際に、フィードバック制御とフィ
ードフォワード制御とのどちらの制御も行わなければ、図２７に示したようなフィードフ
ォワード目標値を算出するのに適切な上記速度変動情報が得られる。ところが、フィード
バック制御を行わない場合、被駆動部の速度が不安定になることがある。上述したように
、フィードフォワード目標値は、速度変動の計測データから、オフセット量となる被駆動
部の定常速度を減じ、正負を反転させて、速度変動部分のみを切り出したものである。そ
のため、フィードバック制御を行った場合と行わなかった場合とで上記定常速度が大きく
異なっていると、適切なフィードフォワード目標値を算出できない虞がある。
【００２０】
　本発明は以上の問題点に鑑みなされたものであり、その目的は、被駆動部の速度変動を
フィードフォワード制御によって適切に抑制できるフィードフォワード目標値を算出でき
る駆動装置、及び、その駆動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】
【００２１】
　上記目的を達成するために、請求項１の発明は、駆動源と、該駆動源により駆動される
被駆動部と、該駆動源から該被駆動部に駆動を伝達する駆動伝達部と、該被駆動部の被駆
動情報を取得する駆動情報取得手段と、該駆動情報取得手段により取得された被駆動情報
を用いて該駆動源の駆動制御を行うフィードバック制御部と、該被駆動部で生じる非周期
的な駆動変動に対して該駆動変動を打つ消すフィードフォワード目標値を用いてフィード
フォワード制御を行うフィードフォワード制御部と、該非周期的な駆動変動の発生のタイ
ミングを予測する変動予測手段とを有する駆動装置において、該フィードバック制御部は
複数の制御ゲインを有しており、該制御ゲインが通常動作時よりも低ゲインへと切り替え
られ、且つ、該フィードフォワード制御部によるフィードフォワード制御を行わないで、
装置本体を動作させたときに該駆動情報取得手段によって取得された該被駆動情報を用い
て、該フィードフォワード目標値を算出する目標値算出手段を備えることを特徴とするも
のである。
　また、請求項２の発明は、駆動源と、該駆動源により駆動される被駆動部と、該駆動源
から該被駆動部に駆動を伝達する駆動伝達部と、該被駆動部の被駆動情報を検知する第１
の駆動情報取得手段と、該第１の駆動情報取得手段により取得された被駆動情報を用いて
該駆動源の駆動制御を行うフィードバック制御部と、該被駆動部で生じる非周期的な駆動
変動に対して該駆動変動を打ち消すフィードフォワード目標値を用いてフィードフォワー
ド制御を行うフィードフォワード制御部と、該非周期的な駆動変動の発生のタイミングを
予測する変動予測手段とを有する駆動装置において、該駆動源の駆動情報を取得する第２
の駆動情報取得手段を有しており、該フィードバック制御部が該第２の駆動情報取得手段
により取得された該駆動情報を用いて該駆動源の駆動制御を行い、且つ、該フィードフォ
ワード制御部によるフィードフォワード制御を行わないで、装置本体を動作させたときに
該第１の駆動情報取得手段によって取得された該被駆動情報を用いて、該フィードフォワ
ード目標値を算出する目標値算出手段を備え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２の駆動装置において、上記第１の駆動情報取得手段
の被駆動部換算の位置分解能と、上記第２の駆動情報取得手段の被駆動部換算の位置分解
能と、が等しいことを特徴とするものである。
　また、請求項４の発明は、請求項２の駆動装置において、上記駆動源はＰＬＬ方式にて
駆動制御されており、上記第１の駆動情報取得手段の位置分解能が上記第２の駆動情報取
得手段の位置分解能と上記駆動伝達部の減速比との積であることを特徴とするものである
。
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　また、請求項５の発明は、潜像を担持する潜像担持体と、該潜像担持体上の該潜像をト
ナー像に現像する現像手段と、該潜像担持体上のトナー像を中間転写体に転写する中間転
写手段と、該中間転写体に転写されたトナー像をシート状部材に転写する二次転写手段と
、該シート状部材に転写されたトナー像をシート状部材に定着させる定着手段とを備えた
画像形成装置において、該中間転写手段と定着手段との少なくとも一方の駆動手段として
、請求項１、２、３または４の駆動装置を用いることを特徴とするものである。
　また、請求項６の発明は、潜像を担持する潜像担持体と、該潜像担持体上の該潜像をト
ナー像に現像する現像手段と、該潜像担持体上のトナー像を中間転写体に転写する中間転
写手段と、該中間転写体に転写されたトナー像をシート状部材に転写及び定着させる転写
定着手段とを備えた画像形成装置において、該中間転写手段の駆動手段として、請求項１
、２、３または４の駆動装置を用いることを特徴とするものである。
　また、請求項７の発明は、潜像を担持する潜像担持体と、該潜像担持体上の該潜像をト
ナー像に現像する現像手段と、該潜像担持体上のトナー像を中間転写体に転写する中間転
写手段と、該中間転写体に転写されたトナー像を第２の中間転写体に転写する二次転写手
段と、該第２の転写体へ転写されたトナー像をシート状部材に転写及び定着させる転写定
着手段とを備えた画像形成装置において、該中間転写手段と該二次転写手段の少なくとも
一方の駆動手段として、請求項１、２、３または４の駆動装置を用い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５、６または７の画像形成装置において、上記フィー
ドフォワード目標値を算出する目標値算出モードを有すること特徴とする画像形成装置。
【００２２】
　請求項１の発明においては、目標値算出手段がフィードフォワード目標値を算出すると
きに用いる被駆動情報を駆動情報取得手段によって取得する際に、フィードフォワード制
御を行わず且つフィードバック制御の制御ゲインを通常動作時よりも低下させる。これに
より、通常動作時の制御ゲインを用いてフィードバック制御を行った場合よりもフィード
バック制御による被駆動部の駆動変動の抑制効果が低減し、その効果が低減した分、上記
駆動変動が顕著となる。よって、駆動情報取得手段が取得した上記駆動変動が顕著となっ
た被駆動情報を用いて、目標値算出手段によりフィードフォワード目標値が算出される。
したがって、上記駆動変動をフィードフォワード制御によって適切に抑えることができる
フィードフォワード目標値を算出することができる。
　請求項２の発明においては、目標値算出手段がフィードフォワード目標値を算出すると
きに用いる被駆動部の被駆動情報を第１の駆動情報取得手段によって取得する際に、フィ
ードフォワード制御を行わず且つ駆動源の駆動情報を用いて駆動源の駆動変動を抑制する
ようなフィードバック制御が行われる。これにより、被駆動部の被駆動情報を用いて駆動
部を制御し被駆動部の駆動変動を抑制するようなフィードバック制御を行った場合よりも
、フィードバック制御による被駆動部の駆動変動の抑制効果が低減し、その効果が低減し
た分、被駆動部の駆動変動が顕著となる。よって、第１の駆動情報取得手段が取得した被
駆動部の駆動変動が顕著となった被駆動情報を用いて、目標値算出手段によりフィードフ
ォワード目標値が算出される。したがって、上記駆動変動をフィードフォワード制御によ
って適切に抑えることができるフィードフォワード目標値を算出することができる。
【発明の効果】
【００２３】
　以上、本発明によれば、被駆動部の速度変動をフィードフォワード制御によって適切に
抑制できるフィードフォワード目標値を算出できるという優れた効果がある。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２４】
　［実施形態１］
　以下、本発明を適用した駆動装置の第１の実施形態について説明する。本実施形態では
、フィードフォワード目標値算出時にフィードバック制御ゲインを切り替える。
【００２５】
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　図２は本発明を適用する駆動装置の一例を示す図である。駆動源１と被駆動部２が小径
ギア３及び大径ギア４からなる駆動伝達部によって接続されており、被駆動部２の被駆動
情報を取得する駆動情報取得手段５が被駆動部２に設置されている。駆動源１は、ブラシ
レスＤＣモータ、パルスモータ、超音波モータ、ダイレクトドライブモータなどが使用で
きる。また、駆動伝達部は、上記のような小径ギア３及び大径ギア４からなるギア伝達機
構の他に、ギアと歯付ベルト、プーリとＶベルト、遊星ギアなどの伝達機構を使用しても
良い。また、駆動源１に超音波モータやダイレクトドライブモータを使用する場合は、モ
ータの特性上、駆動伝達部を使用せず、直接、被駆動部２を駆動可能である。
【００２６】
　フィードバック制御部６は、駆動情報取得手段５によって取得された被駆動部２の被駆
動情報を用いて、被駆動部２が予め設定された速度などの目標値通りに駆動されるよう駆
動源１を制御している。駆動情報取得手段５としてはロータリーエンコーダ、リニアエン
コーダ、レーザードップラー計等が使用可能である。また、駆動源１に超音波モータやダ
イレクトドライブモータを使用する場合は、モータの特性上、フィードバック制御を行わ
ずオープンループ制御も可能である。
【００２７】
　フィードフォワード制御部７は、被駆動部２で生じる非周期的な駆動変動に対して、フ
ィードフォワード制御を行い、非周期的駆動変動を補正する。
【００２８】
　図２５に、フィードフォワード制御の概念図を示す。フィードフォワード制御は、被駆
動部２に生じる非周期的（衝撃的）な駆動変動である速度変動Ｖａに対して、その速度変
動を打ち消すように、被駆動部２を速度Ｖｂで駆動する。このように制御を行うことで、
被駆動部２の駆動変動である速度変動を打ち消し、一定速度で駆動することが可能である
。
【００２９】
　変動予測手段８は、被駆動部２で生じる非周期的な駆動変動が生じるのを予測する手段
であり、非周期的駆動変動が生じるのを予測するとフィードフォワード制御部７へと予測
信号を出力する。この信号を受けたフィードフォワード制御部７は、予め記憶されたフィ
ードフォワード目標値を所定のタイミングで出力し、駆動源１の駆動を制御して非周期的
な速度変動を抑制する。ここで、所定のタイミングとは、変動予測手段８が非周期的な駆
動変動が生じるのを予測してから実際に変動が生じるまでの時間であり、これも予めフィ
ードフォワード制御部７に記憶されている。目標値算出手段９はフィードフォワード制御
で使用するフィードフォワード目標値を算出する。
【００３０】
　図２６に被駆動部２における速度変動からフィードフォワード目標値への変換の概念図
を示す。速度変動の計測データから、オフセット量となる被駆動部２の定常速度Ｖｓを減
じ、正負を反転させて、速度変動部分のみを切り出したものがフィードフォワード目標値
となる。また、被駆動部２における速度変動の変動量がばらつく場合には、複数回分の速
度変動の平均値をフィードフォワード目標値へ変換することにより、ばらつきが生じた場
合においても安定したフィードフォワード制御効果を得ることが可能である。そして、こ
のように求めたフィードフォワード目標値をフィードフォワード制御部７に設けられた記
憶部に格納する。なお、目標値算出手段９によるフィードフォワード目標値の算出方法の
詳細については後で説明する。
【００３１】
　ここで、被駆動部２は図２に示すようなローラのみの構成だけでなく、図３に示すよう
に無端状ベルト１４を含む構成であっても良い。この場合、被駆動部２は、駆動ローラ１
０、支持ローラ１１、１２、１３、無端状ベルト１４からなる。これらの中でどの部位を
制御するかによって駆動情報取得手段５の取り付け位置が異なるが、図３では、無端状ベ
ルト１４を制御するために支持ローラ１１に駆動情報取得手段５を設置している。この例
では、支持ローラ１１から間接的に無端状ベルト１４の被駆動情報を取得しているが、レ
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ーザードップラー計やリニアエンコーダなどを使用して、直接、無端状ベルト１４の速度
変動を取得しても良い。また、支持ローラの本数や位置などは図３の構成に限定されず、
どのような構成であっても良い。
【００３２】
　次に、被駆動部２に対して、非周期的な駆動変動を生じさせる要因をいくつかの例を挙
げて説明する。例えば、図４に示すように被駆動部２に対して接離可能な摺動部材４１や
摺動部材４１を駆動するアクチュエータ４２などが有り、摺動部材４１が被駆動部２に対
し、あるタイミングで接離を行う場合、摺動部材４１の接離に伴って被駆動部２に負荷変
動が生じ、その結果、被駆動部２に非周期的な駆動変動が生じる。
【００３３】
　また、図５に示すように、ばね等の張力部材４４によって加圧部材４３が被駆動部２に
対して圧接されており、アクチュエータ４５によって加圧部材４３に付与する加圧力を、
あるタイミングで変化させる場合、その加圧力の変化に伴って被駆動部２に負荷変動が生
じ、その結果、被駆動部２に非周期的な駆動変動が生じる。
【００３４】
　また、図６に示すように、ばね等の張力部材４７によって加圧部材４６が被駆動部２に
対して圧接されており、被駆動部２と加圧部材４６との圧接部に搬送ローラ５１、５２に
よって搬送されたシート状部材４８が侵入する場合、シート状部材４８の侵入の際に被駆
動部２に負荷変動が生じ、その結果、被駆動部２に非周期的な駆動変動が生じる。
【００３５】
　また、図７、図８、図９に示すような被駆動部２がローラ部材５３，５４やこれらロー
ラ部材に張架された無端状ベルト３０などを含む構成の場合においても、上記と同様な被
駆動部２の負荷変動が生じ、その結果、被駆動部２に非周期的な駆動変動が生じる。
【００３６】
　ここで、図４、図５、図６、図７、図８、図９の例を参考にして変動予測手段８につい
て説明する。図４、図５、図７、図８の例では、変動予測手段８がアクチュエータ４２、
４５の駆動開始指令信号等を検知し、検知後にフィードフォワード制御部７に変動予測信
号を出力すればよい。また、特にＣＰＵ等を使用して変動予測手段８を構成せずとも、ア
クチュエータ駆動開始指令信号等を直接、フィードフォワード制御部等に導いても良い。
【００３７】
　図６、図９の例では、変動予測手段８がシート状部材４８を検知するシート状部材検知
手段として機能するものであり、変動予測手段８によってシート状部材４８が検知された
場合に、変動予測信号をフィードフォワード制御部７等に出力すればよい。
【００３８】
　また、シート状部材４８を搬送する搬送ローラ５１、５２等の駆動開始信号等の信号を
取得し、変動予測信号をフィードフォワード制御部７に出力する方法でもよい。この場合
、駆動開始信号等を直接、フィードフォワード制御部７に導いても良い。
【００３９】
　次に、本実施形態に係る駆動装置の制御部の詳細について、図１を使用して説明する。
この制御部は、フィードバック制御部６、フィードフォワード制御部７、目標値算出手段
９からなる。ただし、図１は制御部の構成の一例であり、制御部としては、この構成に限
定されない。
【００４０】
　通常の駆動状態においては、フィードバック制御部６とフィードフォワード制御部７と
が機能している。フィードバック制御部６は、駆動情報取得手段５により得られる被駆動
部２の被駆動情報と目標値との差を演算し、常にこの差が最小となるように駆動源１に対
して駆動指令値を出力している。本実施形態においては、フィードバック制御に用いるフ
ィードバック制御ゲインを複数有しており、図１に示す例では、フィードバック制御部６
に、フィードバックゲイン６０及びフィードバックゲイン６１の２つのフィードバック制
御ゲインを有している。通常状態においては、最適化されたフィードバックゲイン６０を
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使用して、フィードバック制御部６により被駆動部２の駆動変動を抑制するフィードバッ
ク制御がなされている。
【００４１】
　フィードフォワード制御部７は、変動予測手段８からの変動予測信号を受けて、記憶部
７１に記憶させておいた所定のタイミングで、記憶部７１に格納されているフィードフォ
ワード目標値を出力する。出力されたフィードフォワード目標値はフィードバック制御部
６から出力される駆動指令値と加算され、補正された駆動指令値が生成される。通常状態
においては、このような制御が実行されている。
【００４２】
　一方、フィードフォワード制御目標値を算出する目標値算出状態においては、フィード
バック制御部６と目標値算出手段９とが機能する。また、フィードフォワード目標値を算
出する目標値算出状態においては、通常状態で使用するフィードバックゲイン６０から目
標値算出状態で用いるフィードバックゲイン６１へと切り替える。
【００４３】
　これは、上記「発明が解決しようとする課題」で述べたように、被駆動部２の速度変動
を抑制するためにフィードバック制御とフィードフォワード制御とを併用する場合、フィ
ードバック制御の影響によって、フィードフォワード制御目標値を適切に求めることがで
きず、最適なフィードフォワード制御の効果が得られないといった問題が生じ得る。
【００４４】
　図１０は、図１に示した速度変動１と速度変動２とを抑制するために、フィードフォワ
ード制御とフィードバック制御とを併用して行った場合の被駆動部２（中間転写体）の速
度変動を示している。速度変動１と速度変動２とを打ち消すフィードフォワード制御を適
用すれば、図２９に示したような不具合が発生することなく、フィードバック制御とフィ
ードフォワード制御との併用によって速度変動１と速度変動２とを抑制することができる
。
【００４５】
　つまり、目標値算出状態におけるフィードバック制御ゲインを通常状態で用いるフィー
ドバック制御ゲインの最適値よりも低下させ、フィードバック制御の影響が少ない状態、
つまり、被駆動部２の速度変動が顕著になった状態における被駆動部２の被駆動情報を駆
動情報取得手段５によって取得し、その取得した被駆動情報を用いてフィードフォワード
目標値を算出する。そして、通常状態において、そのフィードフォワード目標値を用いた
フィードフォワード制御と、フィードバック制御とを併用することにより、図１０に示す
ように被駆動部２（中間転写体）の速度変動を効果的に抑制することが可能となる。
【００４６】
　このように、フィードフォワード制御目標値を算出する際は、フィードバック制御ゲイ
ンを低下させておく必要があるため、フィードバックゲイン６１はフィードバックゲイン
６０よりも低い値が設定されている。
【００４７】
　フィードバック制御部６がアナログ系で設計されている場合には、図１のようにフィー
ドバックゲイン６０に対応する回路とフィードバックゲイン６１に対応する回路をそれぞ
れ設計しておき、スイッチ６２により回路の切り替えを行う。スイッチ６２は機械的なも
のや電子的なものなど、どちらであっても良い。また、フィードバック制御部６がデジタ
ル系で設計されている場合には、フィードバックゲイン６０に対応する数値とフィードバ
ックゲイン６１に対応する数値とをそれぞれ持っておき、これらの数値を切り替えて演算
を行えばよい。
【００４８】
　フィードバック制御ゲインを低下させた状態で、被駆動部２で生じる非周期的駆動変動
情報を駆動情報取得手段５により取得し、得られた駆動変動情報と記憶部９１に予め格納
されている目標値算出式とを用いて、目標値算出手段９によってフィードフォワード目標
値を算出する。上記目標値算出式は、例えば駆動源１から駆動情報取得手段５により得ら
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れる変動情報までの伝達関数の逆関数を予め同定しておき、記憶部９１に格納しておけば
よい。目標値算出手段９によって算出されたフィードフォワード目標値は、フィードフォ
ワード制御部７の記憶部７１へと格納され、フィードフォワード制御実行時に出力される
。また、フィードフォワード制御を実行する所定タイミングについても、目標値算出手段
９により算出することが可能である。
【００４９】
　フィードフォワード目標値及び上記所定タイミングの算出について、図１１を用いてよ
り詳細に説明する。図１１中、上段は変動予測手段８の出力、下段は駆動情報取得手段５
により得られた被駆動部２の速度変動である。ここでは、被駆動情報の一例として速度変
動を示している。図１１中のＴａは変動予測手段８が被駆動部２に対する負荷変動を予測
した時間、Ｔｂは被駆動部２で速度変動が生じた時間、Ｔｃは被駆動部２での速度変動が
終息した時間である。
【００５０】
　フィードフォワード目標値及び上記所定タイミングの算出時には、時間Ｔａから算出処
理を開始する。初めに時間Ｔｂ－Ｔａを計測し、その計測した時間をフィードフォワード
制御を実行するタイミング時間である上記所定タイミングとして、目標値算出手段９の記
憶部９１へと格納する。ここで、Ｔｂは、被駆動情報が予め設定された閾値を越えた時点
で被駆動部２に速度変動が生じたのを判断し、そのときの時間を求めればよい。次に、Ｔ
ｂからＴｃの期間の被駆動情報と、記憶部９１へ格納されている目標値算出式とを用いて
演算を行い、フィードフォワード目標値を算出すればよい。
【００５１】
　また、ＴａからＴｃの期間の被駆動情報と、記憶部９１へ格納されている目標値算出式
との演算を行い、フィードフォワード目標値を算出してもよい。この場合、算出されたフ
ィードフォワード目標値はＴｂ－Ｔａの時間部分もカバーしているため、Ｔｂ－Ｔａをフ
ィードフォワード制御のタイミング時間として記憶する必要はない。
【００５２】
　算出したフィードフォワード目標値は、フィードフォワード制御部７の記憶部７１に格
納される。なお、算出したフィードフォワード目標値の格納に関しては、一度、目標値算
出手段９の記憶部９１に格納した後に、記憶部７１に転送してもよく、その方法は特に限
定されない。
【００５３】
　目標値算出手段９によるフィードフォワード目標値の算出が終了すれば、フィードバッ
ク制御部６が有するフィードバック制御ゲインを目標値算出状態で用いるフィードバック
ゲイン６１から通常状態で用いるフィードバックゲイン６０に戻す。そして、通常状態に
おいて、算出したフィードフォワード目標値を用いるフィードフォワード制御とフィード
バック制御とを併用して行えばよい。
【００５４】
　また、フィードバック制御ゲインを目標値算出状態で用いるフィードバックゲイン６１
から通常状態で用いるフィードバックゲイン６０に復帰する操作を忘れてしまう可能性が
ある。上記操作を忘れてしまうと、フィードバック制御ゲインが低いため通常状態におけ
るフィードバック制御の効果が十分に得られなくなる。そのため、フィードフォワード目
標値算出用速度変動情報取得終了時、フィードフォワード目標値算出動作終了時、または
、フィードフォワード目標値の記憶部７１への格納終了時等に指令信号を出力し、その信
号によりフィードバック制御部６のスイッチ６２を切り替え、自動的にフィードバックゲ
イン６０に復帰する機能を持たせるのがよい。
【００５５】
　以上、本実施形態においては、目標値算出手段９がフィードフォワード目標値を算出す
るときに用いる被駆動情報を駆動情報取得手段５によって取得する際に、フィードバック
制御ゲインを一時的に通常時よりも低下させてフィードフォワード目標値の算出を行い、
目標値算出終了時にはフィードバック制御ゲインを通常時の状態に復帰する方法を示した
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。通常動作時は、このようにして算出したフィードフォワード目標値を使用してフィード
フォワード制御を行うことで、被駆動部２で生じる駆動変動を効果的に抑制することが可
能である。
【００５６】
　［実施形態２］
　以下、本発明を適用した駆動装置の第２の実施形態について説明する。本実施形態では
、フィードフォワード目標値算出時にフィードバックする信号を被駆動部２の速度情報か
ら駆動源１の速度情報へと切り替える。
【００５７】
　図１２に、中間転写体の駆動源の速度情報をフィードバックし、駆動源の駆動速度が目
標値に近づくように駆動源を制御している場合の中間転写体の速度変動の一例を示す。図
１２では、駆動源の速度情報を用いて駆動源に対しフィードバック制御を行っているため
、中間転写体の速度情報を用いて駆動源に対しフィードバック制御を行った場合よりも、
中間転写体に生じる速度変動を抑制する効果が小さい。そのため、図１２に示すように、
フィードバック制御によって速度変動１と速度変動２とが抑制されずに残留している。
【００５８】
　つまり、フィードフォワード制御目標値の算出時のみ、フィードバックする信号を被駆
動部２（中間転写体）の速度情報から駆動源１の速度情報に切り替えてフィードフォワー
ド目標値を算出し、通常状態において、そのフィードフォワード目標値を用いたフィード
フォワード制御と、フィードバック制御とを併用することにより、実施形態１で示した場
合と同様に不具合を生じることなく被駆動部２（中間転写体）の速度変動を効果的に抑制
することが可能である。
【００５９】
　図１３、図１４に、本実施形態の一例を示す。実施形態１の図２、図３との違いは、駆
動源１の駆動情報をフィードバックできる構成になっていることである。図１３では、駆
動源１の駆動情報を取得する駆動情報取得手段１５を設置し、駆動源１の駆動情報をフィ
ードバック制御部６へとフィードバックしている。使用する駆動源によっては回転速度に
応じた駆動信号を出力する機能を有するものがあり、それらを用いれば図１４に示すよう
に、駆動源１の駆動情報を取得する駆動情報取得手段を別途設置する必要は無い。
【００６０】
　本実施形態に係る駆動装置の制御部の詳細について図１５を用いて説明する。基本的に
は実施形態１で図１を用いて説明した制御部と同様である。異なる点は、フィードバック
制御部６が有するフィードバック制御ゲインが一つである点、スイッチ６３によりフィー
ドバック制御に使用する駆動情報を切り替え可能である点、及び、スイッチ６４によりフ
ィードバック目標値を切り替え可能な点などである。また、スイッチ６３及びスイッチ６
４は連動して動作するように構成されている。スイッチ６３及びスイッチ６４は機械的な
ものや電子的なものなど、どちらであっても良い。さらに、スイッチ６３はフィードバッ
ク制御部６の内部にあっても良いし、フィードバック制御部６の外部に設置しても良い。
【００６１】
　通常状態では駆動情報取得手段５からの信号をフィードバックし、被駆動部２が目標値
１の通りに駆動されるよう駆動源１を制御している。一方、フィードフォワード目標値を
算出する目標値算出状態においては、駆動源１の駆動情報をフィードバックするようにス
イッチ６３とスイッチ６４とを切り替えて、駆動源１を目標値２の通りに駆動制御する。
【００６２】
　ここで、駆動情報取得手段５の被駆動部２の表面位置換算での位置分解能と、駆動情報
取得手段１５の被駆動部２の表面位置換算での位置分解能と、が等しくなるように構成し
ておくのが良い。この構成であれば、駆動情報取得手段５と駆動情報取得手段１５とから
出力される信号が等しくなるため、フィードバック制御系の構成を簡略化することが可能
である。
【００６３】
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　駆動源１の制御をＰＬＬ（Ｐｈａｓｅ　Ｌｏｃｋｅｄ　Ｌｏｏｐ）方式にて行う場合に
は、駆動情報取得手段５により得られるクロックの周波数（Ｆ１Ｈｚ）と駆動情報取得手
段１５により得られるクロックの周波数（Ｆ２Ｈｚ）とが等しくなる（Ｆ１＝Ｆ２）よう
に駆動情報取得手段５と駆動情報取得手段１５との位置分解能を調節するのが良い。
【００６４】
　例えば、駆動伝達部における減速比（Ｎ３）が１０である場合、駆動情報取得手段５の
位置分解能（Ｎ１ｐｐｒ）を駆動情報取得手段１５の位置分解能（Ｎ２ｐｐｒ）の１０倍
に設定すればよい。このように、Ｎ１＝Ｎ２×Ｎ３を満足するように駆動情報取得手段５
と駆動情報取得手段１５との位置分解能及び減速比を設定しておけば、図１６に示すよう
に、フィードバック目標値を複数設定しておく必要が無く、スイッチ６４も必要なくなる
。これにより、フィードバック制御部６の簡略化、延いては制御部全体の簡略化を図るこ
とができる。
【００６５】
　また、駆動情報取得手段５と駆動情報取得手段１５との位置分解能の設定に制限がある
場合には、Ｆ１＝Ｆ２の関係が成り立つように、分周器や逓倍器などを用いて、駆動情報
取得手段５あるいは駆動情報取得手段１５から得られるクロック信号の周波数を電気的に
調節してもよい。
【００６６】
　目標値算出終了時には再びスイッチ６３及びスイッチ６４を切り替え、元の制御状態す
なわち通常状態に復帰すればよい。このような方法を使用することにより、目標値算出時
には一時的に被駆動部２に対するフィードバック制御効果を低減させることが可能であり
、実施形態１のフィードバック制御ゲインを一時的に低下させる方法と同様の効果が得ら
れる。その他の構成、各種制御方法、及び、フィードフォワード目標値の算出方法などに
関しては実施形態１と同様であるため詳細については省略する。
【００６７】
　また、通常時のフィードバック制御状態に復帰する操作を忘れてしまう可能性があるた
め、目標値算出用速度変動情報取得終了時、あるいは目標値算出動作終了時、あるいは目
標値の記憶部７１への格納終了時等に指令信号を出力し、その信号によりスイッチ６３、
６４を切り替え、自動的にフィードバック信号を元の状態に復帰する機能を持たせるのが
よい。
【００６８】
　また、通常時のフィードバック制御状態に復帰する操作を忘れてしまう可能性があるた
め、フィードフォワード目標値算出用速度変動情報取得終了時、フィードフォワード目標
値算出動作終了時、または、フィードフォワード目標値の記憶部７１への格納終了時等に
指令信号を出力し、その信号によりフィードバック制御部６のスイッチ６３及びスイッチ
６４を切り替え、自動的にフィードバック信号を元の状態に復帰する機能を持たせるのが
よい。
【００６９】
　以上、本実施形態においては、目標値算出手段９がフィードフォワード目標値を算出す
るときに用いる被駆動情報を駆動情報取得手段５によって取得する際に、一時的に駆動情
報を取得する対象を被駆動部２から駆動源１へと切り替えてフィードフォワード目標値算
出を行い、目標値算出終了時には元の制御状態に復帰する方法を示した。通常動作時は、
このようにして算出したフィードフォワード目標値を使用してフィードフォワード制御を
行うことで、被駆動部２で生じる駆動変動を効果的に抑制することが可能である。
【００７０】
　［実施形態３］
　以下、本発明を適用した画像形成装置の一実施形態について説明する。
　本発明はシート状部材搬送装置すべてにおいて有効な技術であるが、本発明の効果が最
も顕著に現れる構成として、シート状部材搬送装置を含む電子写真方式の画像形成装置が
挙げられる。画像形成装置において、シート状部材搬送装置は中間転写装置、定着装置、
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転写定着装置で用いられる。画像形成装置には様々な構成・方式のものが存在するが、こ
こでは、代表的な例として、中間転写方式を用いたタンデム型画像形成装置について説明
する。
【００７１】
　図１７に、本発明を適用するタンデム型画像形成装置の一例を示す。同図において符号
１００は複写機本体、２００はそれを載せる給紙テーブル、３００は複写機本体１００上
に取り付けるスキャナ、４００はさらにその上に取り付ける原稿自動搬送装置（ＡＤＦ）
をそれぞれ示す。その他の符号は詳細な説明中で直接引用する。
【００７２】
　同図に示した画像形成装置は、タンデム型中間転写（間接転写）方式の電子写真装置で
ある。複写機本体１００には、中央に、中間転写体として無端状の中間転写ベルト１１３
を設ける。中間転写ベルト１１３は、図示例では３つの支持ローラ１１４、１１５、１１
６に掛け回して同図中時計回りに回転移動可能とする。以後、ベルトの回転移動を部分的
に見るときは単に移動と呼ぶ。３つの支持ローラの中で支持ローラ１１５の左に、画像転
写後に中間転写ベルト１１３上に残留する残留トナーを除去する中間転写ベルトクリーニ
ング装置１１７を設ける。また、支持ローラ１１５は中間転写ベルト１１３の張力を一定
に保つテンションローラの機能も兼ねており、中間転写ベルト１１３の内側から外側へと
図示しないバネなどの弾性部材によって圧力が加えられている。
【００７３】
　また、３つの支持ローラの中で支持ローラ１１４と支持ローラ１１５間に張り渡した中
間転写ベルト１１３上には、その移動方向に沿って、イエロー（Ｙ）、マゼンタ（Ｍ）、
シアン（Ｃ）、黒（Ｋ）の４つの画像形成手段１１８Ｙ、１１８Ｍ、１１８Ｃ、１１８Ｋ
を横に並べて配置してタンデム画像形成部１２０を構成する。本実施形態では、支持ロー
ラ１１４を駆動ローラとしている。さらに、タンデム画像形成部１２０の上には、露光装
置１２１が設けられている。
【００７４】
　なお、ここでは中間転写ベルト方式の画像形成装置を示したが、中間転写ドラム方式の
画像形成装置であっても良い。その場合、中間転写ベルト１１３、支持ローラ１１４、１
１５、１１６は不要となり、画像形成部は横一列ではなく、中間転写ドラムの周りに沿っ
た形で配置される。本発明は、中間転写ベルト方式や中間転写ドラム方式にかかわらず、
中間転写装置に適用することが可能である。
【００７５】
　一方、中間転写ベルト１１３を挟んでタンデム画像形成部１２０と反対の側には、二次
転写装置１２２を備える。二次転写装置１２２は、二次転写ローラ１２３を、中間転写ベ
ルト１１３を介して支持ローラ１１６に押し当てて配置し、中間転写ベルト１１３上の画
像をシート状部材に転写すると同時にシート状部材を定着装置１２４へと搬送する。二次
転写装置１２２の横には、シート状部材上の転写画像を定着する定着装置２４を設ける。
二次転写装置２２には、画像転写後のシート状部材をこの定着装置１２４へと搬送するシ
ート状部材搬送機能も備えてなる。
【００７６】
　定着装置１２４は、加熱ローラ１２６と定着ローラ１２７に張架される定着ベルト１２
５と、定着ローラ１２７に対して定着ベルト１２５を介して圧接される加圧ローラ１２８
から構成される。加熱ローラ１２６は定着ベルト１２５の張力を一定に保つテンションロ
ーラの機能も兼ねており、定着ベルト１２５の内側から外側へと図示しないバネなどの弾
性部材によって圧力が加えられている。定着ベルト１２５は、加熱ローラ１２６によって
画像定着に必要な温度まで加熱される。シート状部材上の転写画像は、熱と圧力を与えら
れ、シート状部材に定着される。なお、ここではベルト定着方式の画像形成装置について
示したが、加熱ローラ１２６と定着ローラ１２７とで構成されるローラ定着方式の画像形
成装置であっても良い。
【００７７】
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　上記図示例では、このような二次転写装置１２２及び定着装置１２４の下に、上述した
タンデム画像形成部１２０と平行に、シートの両面に画像を記録すべくシートを反転する
シート反転装置１２９を備える。
【００７８】
　この画像形成装置を用いてコピーをとるときは、原稿自動搬送装置４００の原稿台４３
０上に原稿をセットする。または、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３３２上に原稿をセットし、原稿自動搬送装置４００を閉じてそれで押さ
える。そして、不図示のスタートスイッチを押すと、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３３２上へと移動する。コンタクトガ
ラス３３２上に原稿をセットしたときは、直ちにスキャナ３００を駆動する。次いで、第
１走行体３３３及び第２走行体３３４を走行させる。そして、第１走行体３３３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さらに反射して第２走行体３３４に向け、
第２走行体３３４のミラーで反射して結像レンズ３３５を通して読み取りセンサ３３６に
入れ、原稿内容を読み取る。
【００７９】
　原稿読み取りに並行して、不図示の駆動源で支持ローラ１１４を回転駆動して他の２つ
の支持ローラ１１５、１１６を従動回転し、中間転写ベルト１１３を回転駆動させる。同
時に、個々の画像形成手段１１８において感光体ドラム１４０を回転して各感光体ドラム
１４０上にそれぞれ、イエロー（Ｙ）、マゼンタ（Ｍ）、シアン（Ｃ）、黒（Ｋ）の色別
情報を用いて露光や現像などをし、単色のトナー画像を形成する。そして、中間転写ベル
ト１１３の移動とともに、それらの単色のトナー画像を順次転写して中間転写ベルト１１
３上に合成カラー画像を形成する。
【００８０】
　一方、画像形成に並行して、給紙テーブル２００の給紙ローラ２４２の１つを選択回転
し、ペーパーバンク２４３に多段に備える給紙カセット２４４の１つからシート状部材を
繰り出し、分離ローラ２４５で１枚ずつ分離して給紙路２４６に入れ、搬送ローラ２４７
で搬送して複写機本体１００内の給紙路に導き、レジストローラ１４９に突き当てて止め
る。または、給紙ローラ１５０を回転して手差しトレイ１５１上のシート状部材を繰り出
し、分離ローラ１５２で１枚ずつ分離して手差し給紙路１５３に入れ、同じくレジストロ
ーラ１４９に突き当てて止める。
【００８１】
　そして、中間転写ベルト１１３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１４９を回転し、中間転写ベルト１１３と二次転写装置１２２との間にシート状部材
を送り込み、二次転写装置１２２で転写してシート状部材上にカラー画像を記録する。画
像転写後のシート状部材は、定着装置１２４で熱と圧力とを加えて転写画像を定着して後
、搬送ローラ１５４で排紙トレイ方向へと搬送され、切換爪１５５で切り換えて排出ロー
ラ１５６で排出し、排紙トレイ１５７上にスタックする。または、切換爪１５５で切り換
えてシート反転装置１２９に入れ、そこで反転して再び転写位置へと導き、裏面にも画像
を記録した後、排出ローラ１５６で排紙トレイ１５７上に排出する。
【００８２】
　一方、画像転写後の中間転写ベルト１１３は、中間転写ベルトクリーニング装置１１７
で、画像転写後に中間転写ベルト１１３上に残留する残留トナーを除去し、タンデム画像
形成部１２０による再度の画像形成に備える。ここで、レジストローラ１４９は一般的に
は接地されて使用されることが多いが、シート状部材の紙粉除去のためにバイアスを印加
することも可能である。
【００８３】
　この画像形成装置を用いて、黒のモノクロコピーを取る事も良く行われる。その場合に
は、中間転写ベルト１１３を変位させる図示しない変位手段などにより、中間転写ベルト
１１３を感光体ドラム１４０Ｙ、１４０Ｃ、１４０Ｍから離れるようにする。これらの感
光体ドラムは一時的に駆動を止めておく。黒用の感光体ドラム１４０Ｋのみが中間転写ベ
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ルト１１３に接触して画像の形成と転写が行われる。
【００８４】
　本発明は、上記の画像形成装置の二次転写装置１２２、定着装置１２４のいずれにも適
用することが可能である。
【００８５】
　図１８に、二次転写装置１２２へ適用する場合の一例を示す。構成は図１７で示した画
像形成装置と同様であるため、図１７と同じ番号を使用している。また、制御系等の図１
７中に図示されていない構成については新たに付加してある。
【００８６】
　フィードバック制御部８６は、エンコーダ８４によって取得された中間転写ベルト１１
３の被駆動情報を用いて、中間転写ベルト１１３が予め設定された速度などの目標値通り
に駆動されるよう、小径ギア８２と大径ギア８３とを介して支持ローラ１１４を駆動させ
る駆動源８０を制御している。
【００８７】
　フィードフォワード制御部８７は、中間転写ベルト１１３で生じる非周期的な駆動変動
に対して、フィードフォワード制御を行い、非周期的駆動変動を補正する。
【００８８】
　二次転写装置１２２で問題となる中間転写ベルト１１３の駆動変動は、図１８に示すよ
うにシート状部材８９が二次転写ローラ１２３と支持ローラ１１６との圧接部に形成され
る二次転写部に突入する時に顕著に生じる。この変動を抑制するためには、フィードフォ
ワード制御が有効である。　
【００８９】
　図１８では、シート状部材検知手段８５を設置して変動予測手段としている。変動予測
手段はシート状部材検知手段８５を使用する方法の他に、レジストローラ１４９やシート
状部材搬送ローラ１８１などの動作信号や、シート状部材８９が中間転写ベルト１１３に
接触するときの中間転写ベルト１１３の駆動変動をエンコーダ８４で検知する方法なども
使用可能である。
【００９０】
　フィードフォワード制御を実行する場合、フィードフォワード目標値を算出し、フィー
ドフォワード制御部８７に記憶しておく必要がある。ここで、この画像形成装置における
フィードフォワード目標値の算出手順について説明する。
【００９１】
　画像形成装置には予め、中間転写ベルト１１３のフィードバック制御ゲインを切り替え
るスイッチ等を設置しておく。フィードフォワード目標値算出時には、このスイッチによ
りフィードバック制御ゲインを一時的に通常状態よりも低ゲインに切り替える。この状態
で、シート状部材８９の搬送を行い、中間転写ベルト１１３に生じた速度変動をエンコー
ダ８４で計測する。計測された速度情報は目標値算出手段８８へと送信され、フィードフ
ォワード制御のタイミングが算出され、予め目標値算出手段８８へ記憶されている目標値
算出式によりフィードフォワード目標値が算出される。算出された上記タイミングとフィ
ードフォワード目標値とはフィードフォワード制御部８７に記憶される。フィードフォワ
ード目標値の算出が終了すればスイッチによりフィードバックゲインを通常状態へと復帰
する。複数のシート状部材を使用する場合にはこれらの手順を繰り返し、複数のフィード
フォワード目標値をテーブル状に格納し、使用するシート状部材に応じたフィードフォワ
ード目標値を呼び出してフィードフォワード制御を行う。
【００９２】
　上記したフィードフォワード目標値の算出方法は実施形態１に示した方法であるが、実
施形態２に示した方法を使用する場合には、図１９に示すように駆動情報取得手段９０を
設置し、フィードバック制御部８６において、エンコーダ８４からの信号と駆動情報取得
手段９０からの信号とを切り替え可能にしておけばよい。切り替え用スイッチ等を画像形
成装置に設置しておき、フィードフォワード目標値の算出時には、スイッチにより駆動情
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報取得手段９０からの信号をフィードバックするように切り替え、その状態でシート状部
材８９の搬送を行い、エンコーダ８４により得られる中間転写ベルト１１３の速度変動を
取得する。前記の方法と同様に、取得した速度情報と目標値算出式とを使用して、フィー
ドフォワード制御のタイミングとフィードフォワード目標値とを算出し、それらをフィー
ドフォワード制御部８７に格納すればよい。フィードフォワード目標値の算出終了後はス
イッチ操作により、エンコーダ８４からの信号がフィードバックされる元の状態に復帰さ
せればよい。
【００９３】
　以上のような方法で、最適なフィードフォワード目標値を算出可能であり、これらの目
標値を使用してフィードフォワード制御を行うことにより、シート状部材８９が二次転写
部に突入する際に生じる、中間転写ベルト１１３の速度変動を効果的に抑制することが可
能である。フィードバック制御ゲインの切り替え方法や効果、制御の詳細については、実
施形態１や実施形態２などで示したものと同様であるため、ここでは省略する。
【００９４】
　また、本発明を定着装置１２４へ適用した一例を図２０に示す。構成は図１７で示した
画像形成装置と同様であるため、図１７と同じ番号を使用している。また、制御系等の図
１７中に図示されていない構成についても付加してある。中間転写装置と定着装置２４の
両方に適用する場合は、図１８、図１９、図２０に示した構成を組み合わせればよい。
【００９５】
　本実施形態において、フィードバック制御ゲインの切り替え、あるいは、フィードバッ
ク制御対象の切り替えを手動で行う場合、フィードフォワード目標値算出後に元の状態へ
復帰する操作を忘れてしまうことが考えられる。その状態で画像形成を行うと、フィード
バック制御系が最適な状態ではないため、形成される画像の品質が低下してしまう問題が
生じる。
【００９６】
　この問題を解決するために、フィードフォワード目標値の算出後には自動的にフィード
バック系が通常状態へと復帰することが望ましい。よって、フィードフォワード目標値算
出用速度変動情報取得終了時、フィードフォワード目標値算出動作終了時、あるいは、フ
ィードフォワード目標値をフィードフォワード制御部８７へ格納終了時等に指令信号を出
力し、フィードバック系を元の状態に復帰するスイッチ操作を自動的に行うようにすれば
よい。
【００９７】
　また、画像形成装置にフィードフォワード目標値算出モードを選択可能な機能を持たせ
、フィードフォワード目標値算出モードが選択された場合は自動的にフィードバックゲイ
ンの切り替えやフィードバック制御対象の切り替えを行いフィードフォワード目標値算出
モードに移行して、シート状部材の搬送が行われるとフィードフォワードタイミングとフ
ィードフォワード目標値の算出を行い、フィードフォワード目標値の算出終了後には元の
状態（通常状態）へ復帰するようにすればよい。このような機能を持たせることにより、
フィードフォワード目標値算出後に通常状態への復帰操作を忘れ、形成される画像の品質
が低下するといった問題を解決することが可能となる。
【００９８】
　［実施形態４］
　以下、本発明を適用した画像形成装置の他の実施形態について説明する。
　図２１に、用紙に対して画像の転写と定着を同時に行う転写定着装置２６６を有する画
像形成装置の一例を示す。作像プロセスにおいて、転写定着部以外は図１７に示した画像
形成装置と同様であるため、転写定着部以外の機能についての詳細な説明は省略する。
【００９９】
　図２１に示した画像形成装置では、シート状部材加熱装置２６７、転写定着ローラ２２
８、加圧ローラ２６８により、転写定着部が構成されている。シート状部材加熱装置２６
７は、図２１に示す板状以外にも、ローラ状などその形状は限定されない。また、加圧ロ
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ーラ２６８についても、加圧パッドや加圧ベルトなど形状はローラのみに限定されない。
【０１００】
　給紙カセット２６１から繰り出されたシート状部材は、給紙ローラ２６２、搬送路２６
３、搬送ローラ２６４ａ、２６４ｂ、レジストローラ２６５ａ、２６５ｂなどからなるシ
ート状部材搬送装置によって転写定着部へと搬送される。転写定着部において、まずシー
ト状部材はトナーを溶融させるのに十分な温度までシート状部材加熱装置２６７によって
表面を加熱される。加熱されたシート状部材は、転写定着ローラ２２８、加圧ローラ２６
８及び中間転写ベルト１１３によって形成されるニップに噛み込まれる。このとき中間転
写ベルト１１３上のトナー像は、シート状部材の熱により溶融され、同時にニップ部で加
圧されることにより、シート状部材上へと転写定着される。
【０１０１】
　また、図２１の転写定着装置と異なる形態の転写定着装置５１２の一例を図２２に示す
。図２２の転写定着装置は、主に第２の中間転写体５１３と加圧ローラ５１４とから構成
される。中間転写ベルト１１３上のトナー像は、第２の中間転写体５１３上に二次転写さ
れる。第２の中間転写体５１３は、その内部に加熱装置５１５を有し、二次転写されたト
ナー像をその表面上で溶融させる。第２の中間転写体５１３上で溶融されたトナー像は、
第２の中間転写体５１３と加圧ローラ５１４とによって形成されるニップ部Ｎにおいて加
圧され、シート状部材上へと転写定着される。
【０１０２】
　ここで、第２の中間転写体５１３は無端状ベルト状の形状であっても良く、図２２に示
したローラ形状に限定されない。また、加熱装置５１５についても、ハロゲンヒーターや
セラミックヒーター、ＩＨ式加熱装置などその形状や方式は限定されない。また、加圧ロ
ーラ５１４についても同様に形状、方式は図２２に示す方式に限定されない。
【０１０３】
　本発明は、上述した転写定着装置を有する画像形成装置に適用することが可能である。
転写定着装置に本発明を適用した一例を図２３、図２４に示す。基本的な構成は図２１、
図２２で示した画像形成装置と同様であるため、図２１、図２２と同じ符号を使用してい
る。また、制御系等の図２１、図２２中に図示されていない構成についても付加してある
。転写定着装置への適用の詳細については実施形態３の中間転写装置、定着装置への適用
の場合と同様であるため省略する。
【０１０４】
　また、本実施形態においてもフィードフォワード目標値算出モード等の設定により、フ
ィードフォワード目標値算出後に自動的に通常状態へと復帰する機能を持たせておくこと
が望ましい。
【０１０５】
　以上、本実施形態によれば、駆動源と、駆動源により駆動される被駆動部と、駆動源か
ら被駆動部に駆動を伝達する駆動伝達部と、被駆動部の被駆動情報を取得する駆動情報取
得手段と、駆動情報取得手段により取得された被駆動情報を用いて駆動源の駆動制御を行
うフィードバック制御部と、被駆動部で生じる非周期的な駆動変動に対して駆動変動を打
つ消すフィードフォワード目標値を用いてフィードフォワード制御を行うフィードフォワ
ード制御部と、非周期的な駆動変動の発生のタイミングを予測する変動予測手段とを有す
る駆動装置において、フィードバック制御部は複数の制御ゲインを有しており、制御ゲイ
ンが通常動作時よりも低ゲインへと切り替えられ、且つ、フィードフォワード制御部によ
るフィードフォワード制御を行わないで、装置本体を動作させたときに駆動情報取得手段
によって取得された被駆動情報を用いて、フィードフォワード目標値を算出する目標値算
出手段を備える。これにより、通常動作時の制御ゲインを用いてフィードバック制御を行
った場合よりもフィードバック制御による被駆動部の駆動変動の抑制効果が低減し、その
効果が低減した分、上記駆動変動が顕著となる。よって、駆動情報取得手段が取得した上
記駆動変動が顕著となった被駆動情報を用いて、目標値算出手段によりフィードフォワー
ド目標値が算出される。したがって、このようにして算出されたフィードフォワード目標
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値を用いてフィードフォワード制御が行われることで、従来の駆動装置でフィードバック
制御によって抑制されていた上記駆動変動を、フィードフォワード制御によって抑えるこ
とができる。よって、フィードバック制御だけを行ったときに抑制されていた被駆動部の
駆動変動が、フィードフォワード制御とフィードバック制御とを併用して行ったときに生
じてしまうのを抑制することができる。ゆえに、フィードバック制御とフィードフォワー
ド制御とを併用した場合における被駆動部の駆動変動を良好に抑制できる。
　また、本実施形態によれば、駆動源と、駆動源により駆動される被駆動部と、駆動源か
ら被駆動部に駆動を伝達する駆動伝達部と、被駆動部の被駆動情報を検知する第１の駆動
情報取得手段と、第１の駆動情報取得手段により取得された被駆動情報を用いて駆動源の
駆動制御を行うフィードバック制御部と、被駆動部で生じる非周期的な駆動変動に対して
駆動変動を打ち消すフィードフォワード目標値を用いてフィードフォワード制御を行うフ
ィードフォワード制御部と、非周期的な駆動変動の発生のタイミングを予測する変動予測
手段とを有する駆動装置において、駆動源の駆動情報を取得する第２の駆動情報取得手段
を有しており、フィードバック制御部が第２の駆動情報取得手段により取得された駆動情
報を用いて駆動源の駆動制御を行い、且つ、フィードフォワード制御部によるフィードフ
ォワード制御を行わないで、装置本体を動作させたときに第１の駆動情報取得手段によっ
て取得された被駆動情報を用いて、フィードフォワード目標値を算出する目標値算出手段
を備える。これにより、被駆動部の被駆動情報を用いて駆動部を制御し被駆動部の駆動変
動を抑制するようなフィードバック制御を行った場合よりも、フィードバック制御による
被駆動部の駆動変動の抑制効果が低減し、その効果が低減した分、被駆動部の駆動変動が
顕著となる。よって、第１の駆動情報取得手段が取得した被駆動部の駆動変動が顕著とな
った被駆動情報を用いて、目標値算出手段によりフィードフォワード目標値が算出される
。したがって、このようにして算出されたフィードフォワード目標値を用いてフィードフ
ォワード制御が行われることで、従来の駆動装置でフィードバック制御によって抑制され
ていた被駆動部の駆動変動を、フィードフォワード制御によって抑えることができる。よ
って、フィードバック制御だけを行ったときに抑制されていた被駆動部の駆動変動が、フ
ィードフォワード制御とフィードバック制御とを併用して行ったときに生じてしまうのを
抑制することができる。ゆえに、フィードバック制御とフィードフォワード制御とを併用
した場合における被駆動部の駆動変動を良好に抑制できる。
　また、本実施形態によれば、上記第１の駆動情報取得手段の被駆動部換算の位置分解能
と、上記第２の駆動情報取得手段の被駆動部換算の位置分解能と、が等しいことで、上記
第１の駆動情報取得手段と第２の駆動情報取得手段とから出力される信号が等しくなるた
め、フィードバック制御系の構成を簡略化することができる。
　また、本実施形態によれば、上記駆動源はＰＬＬ方式にて駆動制御されており、上記第
１の駆動情報取得手段の位置分解能が上記第２の駆動情報取得手段の位置分解能と上記駆
動伝達部の減速比との積である。ＰＬＬ方式にて駆動源の駆動制御を行う場合、駆動情報
取得手段により得られるクロック信号と目標クロック信号の位相と周波数を一致させる必
要がある。第１の駆動情報取得手段と第２の駆動情報取得手段から得られるクロック信号
の周波数が異なる場合、２つの目標クロックを生成可能にするか、あるいは２つのＰＬＬ
コントローラを設置する必要があり、コストの増加につながる。そのため、第１の駆動情
報取得手段と第２の駆動情報取得手段から得られるクロック信号の周波数が等しくなるよ
うにそれぞれの駆動情報取得手段の分解能を設定することで、前記のコストの増加を防止
することができる。
　また、本実施形態によれば、潜像を担持する潜像担持体である感光体ドラムと、感光体
ドラム上の潜像をトナー像に現像する現像手段と、感光体ドラム上のトナー像を中間転写
体である中間転写ベルトに転写する中間転写手段と、中間転写ベルトに転写されたトナー
像をシート状部材に転写する二次転写手段である二次転写装置と、シート状部材に転写さ
れたトナー像をシート状部材に定着させる定着手段である定着装置とを備えた画像形成装
置において、中間転写手段と定着装置との少なくとも一方の駆動手段として、本発明の駆
動装置を用いる。画像形成装置の二次転写装置や定着装置の圧接部に対して、ある厚さ以
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上のシート状部材が突入あるいは離脱する際に中間転写ベルトや定着装置の駆動変動が生
じ、形成される画像の品質が低下する問題がある。そのため、中間転写手段や定着装置な
どの駆動手段に本発明の駆動装置を適用することによって、上記駆動変動が抑えられ画像
品質の低下を抑制することができる。
　また、本実施形態によれば、潜像を担持する潜像担持体である感光体ドラムと、感光体
ドラム上の潜像をトナー像に現像する現像手段と、感光体ドラム上のトナー像を中間転写
体である中間転写ベルトに転写する中間転写手段と、中間転写ベルトに転写されたトナー
像をシート状部材に転写及び定着させる転写定着手段である転写定着装置とを備えた画像
形成装置において、中間転写手段の駆動手段として、本発明の駆動装置を用いる。転写定
着装置の圧接部に対して、ある厚さ以上のシート状部材が突入あるいは離脱する際に中間
転写ベルトの駆動変動が生じ、形成される画像の品質が低下する問題がある。そのため、
上記中間転写手段の駆動手段に本発明の駆動装置を適用することによって、上記駆動変動
が抑えられ画像品質の低下を抑制することができる。
　また、本実施形態によれば、潜像を担持する潜像担持体である感光体ドラムと、感光体
ドラム上の潜像をトナー像に現像する現像手段と、感光体ドラム上のトナー像を中間転写
体である中間転写ベルトに転写する中間転写手段と、中間転写ベルトに転写されたトナー
像を第２の中間転写体に転写する二次転写手段と、第２の中間転写体へ転写されたトナー
像をシート状部材に転写及び定着させる転写定着手段である転写定着装置とを備えた画像
形成装置において、中間転写手段と二次転写手段の少なくとも一方の駆動手段として、本
発明の駆動装置を用いる。二次転写手段や転写定着装置の圧接部に対して、ある厚さ以上
のシート状部材が突入あるいは離脱する際に中間転写ベルトあるいは二次転写手段の駆動
変動が生じ、形成される画像の品質が低下する問題がある。そのため、中間転写手段ある
いは第２の中間転写体の駆動手段に本発明の駆動装置を適用することによって、上記駆動
変動が抑えられ画像品質の低下を抑制することができる。
　また、本実施形態によれば、上記画像形成装置において、上記フィードフォワード目標
値を算出する目標値算出モードを有する。セットアップ時やユーザー使用時にフィードフ
ォワード目標値を算出する際、フィードバック制御ゲインの切り替えやフィードバック信
号の切り替え操作を行わずにフィードフォワード目標値を算出してしまう可能性があり、
その場合、最良のフィードフォワード制御効果を得ることができない。また、目標値算出
時に切り替えたフィードバックゲインやフィードバック信号を元の状態に復帰する必要が
あり、この操作が行われなかった場合にはそれ以降に形成される画像全てに劣化が生じる
、といった問題がある。そのため、上記画像形成装置に、フィードフォワード目標値算出
モード等のフィードフォワード目標値を算出するための動作モードに移行する機能を付加
し、フィードフォワード目標値算出モードが選択された場合には自動的にフィードバック
制御ゲインの切り替え、あるいはフィードバック信号の切り替えを行い、目標値算出終了
時には自動的に元の状態に復帰することで上記問題を解決することができる。
【図面の簡単な説明】
【０１０６】
【図１】実施形態１に係る駆動制御部の一例を示すブロック図。
【図２】実施形態１に係る駆動装置の一例を示す模式図。
【図３】実施形態１に係る駆動装置の他の一例を示す模式図。
【図４】非周期的駆動変動発生源の一例を示す模式図。
【図５】非周期的駆動変動発生源の他の一例を示す模式図。
【図６】非周期的駆動変動発生源の他の一例を示す模式図。
【図７】非周期的駆動変動発生源の他の一例を示す模式図。
【図８】非周期的駆動変動発生源の他の一例を示す模式図。
【図９】非周期的駆動変動発生源の他の一例を示す模式図。
【図１０】厚紙突入時の中間転写体の速度変動を示したグラフ。
【図１１】フィードフォワード目標値及びフィードフォワードタイミングの説明に用いる
図。
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【図１２】厚紙突入時の中間転写体の速度変動を示したグラフ。
【図１３】実施形態２に係る駆動装置の一例を示す模式図。
【図１４】実施形態２に係る駆動装置の他の一例を示す模式図。
【図１５】実施形態２に係る駆動制御部の一例を示すブロック図。
【図１６】実施形態２に係る駆動制御部の他の一例を示すブロック図。
【図１７】実施形態３に係る画像形成装置の概略構成図。
【図１８】二次転写部の一例を示す模式図。
【図１９】二次転写部の他の一例を示す模式図。
【図２０】二次転写部及び定着部の一例を示す模式図。
【図２１】実施形態４に係る画像形成装置の概略構成図。
【図２２】実施形態４に係る他の画像形成装置の概略構成図。
【図２３】転写定着装置の模式図。
【図２４】転写定着装置の模式図。
【図２５】フィードフォワード制御の概念図。
【図２６】速度変動からフィードフォワード目標値への変換の概念図。
【図２７】低ゲインの場合における厚紙突入時の中間転写体の速度変動を示したグラフ。
【図２８】高ゲインの場合における厚紙突入時の中間転写体の速度変動を示したグラフ。
【図２９】厚紙突入時の中間転写体の速度変動を示したグラフ。
【符号の説明】
【０１０７】
　１　　　駆動源
　２　　　被駆動部
　３　　　小径ギア
　３　　　特許文献
　４　　　大径ギア
　５　　　駆動情報取得手段
　６　　　フィードバック制御部
　７　　　フィードフォワード制御部
　８　　　変動予測手段
　９　　　目標値算出手段
　１０　　駆動ローラ
　１１　　支持ローラ
　１２　　支持ローラ
　１３　　支持ローラ
　１４　　無端状ベルト
　１５　　駆動情報取得手段
　２２　　二次転写装置
　２４　　定着装置
　３０　　無端状ベルト
　４１　　摺動部材
　４２　　アクチュエータ
　４３　　加圧部材
　４４　　張力部材
　４５　　アクチュエータ
　４６　　加圧部材
　４７　　張力部材
　４８　　シート状部材
　５１　　搬送ローラ
　５３　　ローラ部材
　５４　　ローラ部材
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　６０　　フィードバックゲイン
　６１　　フィードバックゲイン
　６２　　スイッチ
　６３　　スイッチ
　６４　　スイッチ
　７１　　記憶部
　８０　　駆動源
　８２　　小径ギア
　８３　　大径ギア
　８４　　エンコーダ
　８５　　シート状部材検知手段
　８６　　フィードバック制御部
　８７　　フィードフォワード制御部
　８８　　目標値算出手段
　８９　　シート状部材
　９０　　駆動情報取得手段
　９１　　記憶部
　１００　複写機本体
　１１３　中間転写ベルト
　１１４　支持ローラ
　１１５　支持ローラ
　１１６　支持ローラ
　１１７　中間転写ベルトクリーニング装置
　１１８　画像形成手段
　１２０　タンデム画像形成部
　１２１　露光装置
　１２２　二次転写装置
　１２３　二次転写ローラ
　１２４　定着装置
　１２５　定着ベルト
　１２６　加熱ローラ
　１２７　定着ローラ
　１２８　加圧ローラ
　１２９　シート反転装置
　１４０　感光体ドラム
　１４９　レジストローラ
　１５０　給紙ローラ
　１５１　トレイ
　１５２　分離ローラ
　１５３　給紙路
　１５４　搬送ローラ
　１５５　切換爪
　１５６　排出ローラ
　１５７　排紙トレイ
　１８１　シート状部材搬送ローラ
　２００　給紙テーブル
　２２８　転写定着ローラ
　２４２　給紙ローラ
　２４３　ペーパーバンク
　２４４　給紙カセット
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　２４５　分離ローラ
　２４６　給紙路
　２４７　搬送ローラ
　２６１　給紙カセット
　２６２　給紙ローラ
　２６３　搬送路
　２６４　搬送ローラ
　２６５　レジストローラ
　２６６　転写定着装置
　２６７　シート状部材加熱装置
　２６８　加圧ローラ
　３００　スキャナ
　３３２　コンタクトガラス
　３３３　走行体
　３３４　走行体
　３３５　結像レンズ
　３３６　センサ
　４００　原稿自動搬送装置
　４３０　原稿台
　５１２　転写定着装置
　５１３　中間転写体
　５１４　加圧ローラ
　５１５　加熱装置

【図１】 【図２】



(24) JP 2010-66587 A 2010.3.25

【図３】 【図４】

【図５】 【図６】



(25) JP 2010-66587 A 2010.3.25

【図７】

【図８】

【図９】

【図１０】

【図１１】

【図１２】

【図１３】



(26) JP 2010-66587 A 2010.3.25

【図１４】 【図１５】

【図１６】 【図１７】



(27) JP 2010-66587 A 2010.3.25

【図１８】 【図１９】

【図２０】 【図２１】



(28) JP 2010-66587 A 2010.3.25

【図２２】 【図２３】

【図２４】 【図２５】

【図２６】



(29) JP 2010-66587 A 2010.3.25

【図２７】

【図２８】

【図２９】



(30) JP 2010-66587 A 2010.3.25

10

フロントページの続き

(51)Int.Cl.                             ＦＩ                                    テーマコード（参考）
   Ｂ６５Ｈ   5/02     (2006.01)           Ｂ６５Ｈ   5/02    　　　Ｇ          　　　　　

(72)発明者  星野　誠治
            東京都大田区中馬込１丁目３番６号　株式会社リコー内
(72)発明者  橋本　崇
            東京都大田区中馬込１丁目３番６号　株式会社リコー内
(72)発明者  及川　達彦
            東京都大田区中馬込１丁目３番６号　株式会社リコー内
Ｆターム(参考) 2H027 DA16  DE07  EC06  ED16  EE01  EE02  EE03  HA07  HB05  HB07 
　　　　 　　        HB09  ZA10 
　　　　 　　  2H072 AA09  AA16  AB09  CA05 
　　　　 　　  2H200 FA04  FA20  GA04  GA10  GA12  GA23  GA47  GB26  JC12  JC19 
　　　　 　　        JC20  LA27  PA11  PA22  PB14 
　　　　 　　  3F048 AA02  AA04  AA05  AB01  BB02  CC12  DA06  DC12  EB24 
　　　　 　　  3F049 DA03  EA21  LA02  LA05  LA07  LB03 


	biblio-graphic-data
	abstract
	claims
	description
	drawings
	overflow

