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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　トナー像を担持する像担持体と、
　前記像担持体にトナー像を形成する画像形成手段と、
　前記像担持体から転写されたトナー像を担持する中間転写体と、
　前記中間転写体の外面に接触して、接地されている前記中間転写体上のトナー像を記録
材へ転写する転写ローラと、
　フロートになっており、前記転写ローラからトナーを静電的に回収するファーブラシと
、
　前記ファーブラシからトナーを静電的に除去する静電ローラと、
　前記静電ローラからトナーを掻き取る掻き取り部材と、
　前記転写ローラと前記ファーブラシと前記静電ローラとを一体で支持する支持部材と、
　前記静電ローラにクリーニングのためのバイアスを印加するバイアス印加手段と、を有
する画像形成装置において、
　前記転写ローラの軸方向において前記画像形成手段がトナー像を形成可能な幅をＬ１と
し、前記転写ローラの幅をＬ２とし、前記ファーブラシの幅をＬ３とし、前記静電ローラ
の幅をＬ４とし、前記掻き取り部材の幅をＬ５とするとき、
Ｌ２　＞　Ｌ３　＞Ｌ１
と、
Ｌ４　＞　Ｌ５　＞Ｌ３
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とを満たし、
　前記支持部材は、前記静電ローラの軸を支点として、前記ファーブラシと前記転写ロー
ラを揺動可能に構成されることで、前記転写ローラが前記中間転写体に対して接離可能に
構成されており、
　前記バイアス印加手段との電気的接点が揺動動作の支点である前記静電ローラの軸に設
けられることで、前記転写ローラが前記中間転写体に接している場合と離れている場合の
いずれにおいても、バイアス印加によるクリーニングが可能であ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、転写手段に付着したトナーを静電的に除去するクリーニング手段を備えた画
像形成装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　特許文献１には、転写手段を機械的にクリーニングする、図１１のような構成が記載さ
れている。
【０００３】
　感光ドラム１０１上に形成したトナー像を、複数のローラ１０２～１０６に掛け渡した
中間転写ベルト１０７に一次転写し、その後、二次転写ローラ１０９によって記録材上に
二次転写する。二次転写ローラ１０９は、その軸１０９ａが、揺動中心１３６を中心に揺
動する揺動アーム１３７によって支持されている。揺動アーム１３８の基端部は、引っ張
りばね１３８によって付勢されるとともに、偏心カム１３９によって駆動される。これに
より、二次転写ローラ１０９は、中間転写ベルト１０７に接離される。二次転写ローラ１
０９に付着したトナー（転写残トナー）は、表面に当接されたクリーニングブレード１３
３によって機械的に払拭される。
【０００４】
　また、特許文献２には、図１２に示すように、中間転写ベルト２０８に対して静電クリ
ーニングを用いているものが記載されている。ローラ２０３～２０５に掛け渡された感光
ベルト２０１上に形成されたトナー像は、ローラ２０９～２１２に掛け渡された中間転写
ベルト２０８に転写される。対向ローラとしてのローラ２０９によって形成される中間転
写ベルト２０８のクリーニング領域にはクリーニング手段２１３が設けられている。クリ
ーニング手段２１３は、軸２２２を中心に揺動するアーム２２１に固定されたクリーニン
グ容器２３０を有している。クリーニング容器２３０内には、第１のバイアスローラ２２
４及びこれに接触する第１のファーブラシ２２３と、第２のバイアスローラ２２７及びこ
れに接触する第２のファーブラシ２２６と、１つの搬送スクリュー２２９が配設されてい
る。第１のファーブラシ２２３と第２のファーブラシ２２６とを中間転写ベルト２０８に
接触させ、これらに相互に逆極性のバイアスを印加することにより、中間転写ベルト２０
８上のトナーを除去するようにしている。
【０００５】
【特許文献１】特開平１１－５２７５７号公報
【特許文献２】特開２００１－３３７５４２号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかしながら、上述の特許文献１に記載されているものは、長期の使用に伴ってクリー
ニングブレードの摺擦によって二次転写ローラ１０９が磨耗するため、転写不良が発生す
る。また、二次転写ローラに静電的に付着している転写残トナーを、クリーニングブレー
ドによって確実に除去することが難しい。
【０００７】
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　一方、特許文献２に記載されているものは、クリーニング手段に対してクリーニングバ
イアスを印加するため、他の部材に対するリークを防止しつつ良好なクリーニングを行う
ことが困難である。
【０００８】
　なお、転写手段のクリーニングが十分に行われない場合には、記録材に裏面にトナーが
付着する、いわゆる裏汚れが発生する。
【０００９】
　本発明は、クリーニング手段に付着したトナーを静電的に良好に除去し、裏汚れを防止
するようにした画像形成装置を提供することを目的とするものである。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　本発明は、トナー像を担持する像担持体と、前記像担持体にトナー像を形成する画像形
成手段と、前記像担持体から転写されたトナー像を担持する中間転写体と、前記中間転写
体の外面に接触して、接地されている前記中間転写体上のトナー像を記録材へ転写する転
写ローラと、フロートになっており、前記転写ローラからトナーを静電的に回収するファ
ーブラシと、前記ファーブラシからトナーを静電的に除去する静電ローラと、前記静電ロ
ーラからトナーを掻き取る掻き取り部材と、前記転写ローラと前記ファーブラシと前記静
電ローラとを一体で支持する支持部材と、前記静電ローラにクリーニングのためのバイア
スを印加するバイアス印加手段と、を有する画像形成装置において、前記転写ローラの軸
方向において前記画像形成手段がトナー像を形成可能な幅をＬ１とし、前記転写ローラの
幅をＬ２とし、前記ファーブラシの幅をＬ３とし、前記静電ローラの幅をＬ４とし、前記
掻き取り部材の幅をＬ５とするとき、Ｌ２　＞　Ｌ３　＞Ｌ１　と、Ｌ４　＞　Ｌ５　＞
Ｌ３　とを満たし、前記支持部材は、前記静電ローラの軸を支点として、前記ファーブラ
シと前記転写ローラを揺動可能に構成されることで、前記転写ローラが前記中間転写体に
対して接離可能に構成されており、前記バイアス印加手段との電気的接点が揺動動作の支
点である前記静電ローラの軸に設けられることで、前記転写ローラが前記中間転写体に接
している場合と離れている場合のいずれにおいても、バイアス印加によるクリーニングが
可能であることを特徴とする。
【発明の効果】
【００１１】
　本発明によると、画像可能幅をＬ１、転写手段の幅をＬ２、クリーニング手段の幅をＬ
３としたときに、これらＬ１、Ｌ２、Ｌ３がＬ２＞Ｌ３＞Ｌ１を満たすようにすることで
、クリーニング手段に印加されるバイアスが転写手段の両端部にリークすることを防止し
て、確実で良好なクリーニングを行うことができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１２】
　以下、図面に沿って、本発明の実施の形態について説明する。なお、各図面において同
じ符号を付したものは、同様の構成あるいは同様の作用をなすものであり、これらについ
ての重複説明は適宜省略した。
【００１３】
　＜実施の形態１＞
　図１に、本発明を適用することができる画像形成装置を示す。同図に示す画像形成装置
は、電子写真方式、中間転写体方式の４色フルカラーのプリンタであり、同図はこのプリ
ンタ（以下「画像形成装置」という。）の概略構成を模式的に示す、正面側から見た縦断
面図である。
【００１４】
　同図に示す画像形成装置は、感光ドラム（像担持体）１を備えている。感光ドラム１の
周囲には、この感光ドラム１表面を帯電する一次帯電器（帯電手段）２、帯電後の感光ド
ラム１表面に静電潜像を形成する露光装置（露光手段）４、静電潜像をトナー像として現
像する現像装置（現像手段）３、感光ドラム１上のトナー像が転写される中間転写ベルト
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（中間転写体）８、転写残トナーを除去するクリーニング装置（ドラムクリーニング手段
）７等が配設されている。また、被転写体である記録材Ｐ（例えば、紙、透明フィルム）
の搬送方向に沿って上流側から順に、給紙カセット１２、給紙ローラ１３、レジストロー
ラ１４、二次転写ローラ（転写手段）５、搬送ベルト１６、定着装置６、搬送ローラ１７
、排紙ローラ１８等が配設されている。
【００１５】
　上述構成の画像形成装置の概略の動作は、以下のとおりである。帯電、露光、現像によ
り、感光ドラム１上にイエロー（Ｙ）のトナー像を形成し、このトナー像を中間転写ベル
ト８上に一次転写する。同様の工程を、残りの３色、すなわちマゼンタ（Ｍ），シアン（
Ｃ），ブラック（Ｂｋ）についても繰り返し、中間転写ベルト８上で４色のトナー像を重
ね合わせる。これら４色のトナー像を、記録材Ｐ上に一括で二次転写し、その後、定着す
る。これにより、４色フルカラーの画像を形成する。以下、さらに詳述する。
【００１６】
　図１に示すように、画像形成装置は、像担持体としてドラム形の電子写真感光体（感光
ドラム）１を備えている。感光ドラム１は、駆動手段（不図示）によって矢印Ｒ１方向に
所定のプロセススピード（周速度）で回転駆動される。
【００１７】
　感光ドラム１表面は、一次帯電器２によって所定の極性・電位に一様に帯電される。同
図に示す一次帯電器２は、コロナ放電器によって構成されている。
【００１８】
　一様に帯電された感光ドラム１は、露光装置４によって静電潜像が形成される。露光装
置４は、レーザ光Ｌを発光させるレーザユニット４ａ、レーザ光Ｌを水平走査させるポリ
ゴンミラー４ｂ、ポリゴンミラー４ｂを高速回転させるスキャナモータ４ｃ、レーザ光Ｌ
を結像させるｆθレンズ４ｄ、水平走査開始点を示すＢＤ信号を検知する検知器４ｅ、レ
ーザ光Ｌを感光ドラム１に導く反射ミラー４ｆ等を有している。また、レーザ光Ｌは、レ
ーザユニット４ａの入力信号である画像信号（ＶＤＯ信号）によってオン／オフ変調され
る。
【００１９】
　露光装置４は、中間転写体としての中間転写ベルト８上に感光ドラム１上のトナー像を
転写する際の転写位置を考慮して決定される画像書き出し位置を、上述の検知器４ｅが検
知し、この検知器４ｅからの基準信号（ＴＯＰ信号）に同期して画像信号（ＶＤＯ信号）
により変調されたレーザ光Ｌが感光ドラム１上を走査露光する。これにより、１色目のイ
エローの画像信号（ＶＤＯ信号）に対応する静電潜像が感光ドラム１上に形成される。
【００２０】
　感光ドラム１上に形成された静電潜像は、現像装置３によって現像される。現像装置３
は、回転可能なロータリ３ａと、これに搭載された４個（４色）の現像器、すなわちイエ
ロー，マゼンタ（Ｍ），シアン（Ｃ），ブラック（Ｂｋ）の各色の現像剤を収納した現像
器３Ｙ，３Ｍ，３Ｃ，３Ｂｋとを有している。現像装置４は、現像に供される色の現像器
が、ロータリ３ａの回転によって感光ドラム１表面に対向する現像位置に配置される。図
１では、第１色目のイエローの現像器４Ｙが現像位置に配置されている。感光ドラム１上
の静電潜像は、この現像器４Ｙによってトナーが付着され、イエローのトナー像として現
像される。
【００２１】
　こうして感光ドラム１上に形成されたトナー像は、中間転写体としての中間転写ベルト
８上に転写される。中間転写ベルト８は、駆動ローラ１０ａ、従動ローラ１０ｂ、テンシ
ョンローラ１０ｃ、二次転写対向ローラ１０ｄに掛け渡されており、また一次転写ローラ
１０ｅによって感光ドラム１表面に押圧されている。これにより、感光ドラム１と中間転
写ベルト８との間には、一次転写部（一次転写ニップ部）Ｔ１が形成される。中間転写ベ
ルト８は、駆動ローラ１０ａに回転によって矢印Ｒ８方向に、感光ドラム１のプロセスス
ピードとほぼ同じ速度で回転駆動される。感光ドラム３に形成された上述のイエローのト
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ナー像は、一次転写ローラ１０ｅにトナーと逆極性の一次転写バイアスが印加されること
で、一次転写部Ｔ１において中間転写ベルト８上に一次転写される。
【００２２】
　トナー像転写後の感光ドラム１は、一次転写時に中間転写ベルト８に転写されないで表
面に残ったトナー（一次転写残トナー）がクリーニング装置７によって除去され、次のマ
ゼンタの画像形成に供される。
【００２３】
　イエローについて行った上述と同様の工程、すなわち帯電、露光、現像、一次転写、ク
リーニングを残りの３色についても繰り返し行って、中間転写ベルト８上で４色のトナー
像を重ね合わせる。
【００２４】
　さらに、給紙カセット１２に収納されている記録材Ｐは、検知器４ｅからの基準信号（
ＴＯＰ信号）に基づいた所望のタイミングで給紙ローラ１３によって給紙され、搬送ロー
ラによってレジストローラ１４まで搬送されて、一旦、停止される。そして、記録材Ｐは
、中間転写ベルト８上のトナー像とタイミングを合わせるようにして、レジストローラ１
４により、二次転写部Ｔ２に供給される。ここで、二次転写部Ｔ２は、中間転写ベルト８
表面側における、上述の二次転写対向ローラ１０ｄに対応する位置に配置された二次転写
ローラ５と中間転写ベルト８との間に形成される。なお、二次転写ローラ５は、中間転写
ベルト８に対して接離可能に構成されていて、中間転写ベルト８上に４色のトナー像が転
写されるまでは、中間転写ベルト８から離間されている。この二次転写部Ｔ２に供給され
た記録材Ｐは、二次転写ローラ５に二次転写バイアスが印加されることにより、二次転写
部Ｔ２において、中間転写ベルト８上の４色のトナー像が表面に一括で二次転写される。
【００２５】
　表面にトナー像が転写された記録材Ｐは、搬送ベルト１６によって定着装置６に搬送さ
れ、ここで、加熱・加圧されて表面に４色のトナー像が溶融固着されて定着される。トナ
ー像定着後の記録材Ｐは、搬送ローラ１７ａ，１７ｂによって、排紙トレイ１８上に排出
されて積載される。これにより１枚の記録材Ｐの片面に対する４色フルカラーの画像形成
が終了する。
【００２６】
　一方、トナー像転写後の中間転写ベルト８は、記録材Ｐに転写されないで表面に残った
トナー（二次転写残トナー）がベルトクリーナ１１によって除去される。また、二次転写
ローラ５に付着したトナーは、ファーブラシ２２、静電ローラ２０を介して掻き取り部材
２１によって除去される。また、マルチ給紙トレイ１９及び給紙ローラ１５を用いること
により、複数種類の記録材Ｐの給紙が行えるようになっている。
【００２７】
　上述のように、二次転写部Ｔ２近傍には、中間転写ベルト８上のトナー像を記録材Ｐに
二次転写する二次転写対向ローラ１０ｄ及び二次転写ローラ５が配設され、また図２，図
３に示すように、二次転写ローラ５上のトナーを回収するファーブラシ２２、このファー
ブラシ２２に付着しているトナーを回収する静電ローラ２０、この静電ローラ２０に付着
したトナーを掻き落とす掻き取り部材２１が配設されている。
【００２８】
　図２に示すように、二次転写ローラ５は、その両端部を揺動アーム（支持部材）２５，
２６によって支持され、同様にファーブラシ２２と静電ローラ２０もそれぞれの両端部を
揺動アーム２５，２６によって支持されている。これら揺動アーム２５，２６は、静電ロ
ーラ２０の軸２０ａを中心にほぼ上下方向に揺動可能に構成されている。これら揺動アー
ム２５，２６は、その基端側に偏心カム２９，３０が当接されている。これら偏心カム２
９，３０は、モータ（不図示）によって軸３１を中心に回転され、これにより、揺動アー
ム２５，２６は、その先端側が軸２０ａを中心にほぼ上下方向に揺動する。この揺動アー
ム２５，２６の揺動に伴って、図４に示すように、二次転写ローラ５及びファーブラシ２
２は実線で示す位置と点線で示す位置とに揺動する。これにより、二次転写ローラ５は、
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中間転写ベルト８の外面に当接する作動位置（実線）と中間転写ベルト８から離間する退
避位置（点線）の間を揺動する。つまり、二次転写ローラ５は、モータの回転による揺動
アーム２５，２６の揺動動作によって、中間転写ベルト８に対して接離される。この二次
転写ローラ５は、４色フルカラーの画像が形成される際には、最終色のトナー像が感光ド
ラム１から中間転写ベルト８に一次転写されるまで、中間転写ベルト８から離間している
。そして、最終色のトナー像が感光ドラム１から中間転写ベルト８に一次転写されている
最中に、中間転写ベルト８に当接され、二次転写が行われるようになっている。
【００２９】
　上述の静電ローラ２０の軸の一方の端部には、駆動モータ（不図示）によって駆動され
るギヤ２３が固定され、他方の端部にはギヤ７が固定されている。このギヤ２３は、二次
転写ローラ５の軸の一方の端部に固定されたギヤ２４に噛合されており、またギヤ２７は
、ファーブラシ２８の他方の端部に固定されたギヤ２８に噛合されている。これにより、
駆動モータによってギヤ２３が回転されると静電ローラ２０が図４中の矢印Ｒ２０方向に
回転し、またギヤ４を介して二次転写ローラ５が矢印Ｒ５方向に回転する。さらに、静電
ローラ２１の回転はギヤ２７，２８を介してファーブラシ２２に伝達され、ファーブラシ
２２は矢印Ｒ２２方向に回転する。このように駆動モータの回転によって静電ローラ２０
が回転し、二次転写ローラ５及びファーブラシ２２が静電ローラ２０と反対方向に回転す
る。したがって、二次転写ローラ５とファーブラシ２２とは同方向に回転するようになっ
ている。
【００３０】
　二次転写ローラ５は、中間転写ベルト８に当接される前に、ファーブラシ２２、静電ロ
ーラ２０とともに所定時間回転するように構成されており、これによりクリーニングが行
われる。また、二次転写ローラ５は、中間転写ベルト８から離れた後にも同様に、ファー
ブラシ２２、静電ローラ２０とともに所定時間回転され、これによりクリーニングが行わ
れる。
【００３１】
　次に、二次転写ローラ５のクリーニング方法について詳述する。中間転写ベルト８上に
転写されたトナーはある極性をもっており、さらに二次転写を行う際に二次転写対向ロー
ラ１０ｄにバイアスを印加することによって記録材Ｐに転写される。よって、二次転写ロ
ーラ５上にある転写残トナーはほぼ同一の極性をもったトナーである。
【００３２】
　ここで、図５を用いて二次転写部Ｔ２近傍の電気的な構成について説明する。まず、バ
イアス印加手段から、静電ローラ２０に二次転写ローラ５上にある転写残トナーとは逆極
性のバイアスを印加する。そして、ファーブラシ２２は電気的にフロートであり、二次転
写ローラ５は接地されている。ここで、二次転写ローラ５は静電ローラ２０の軸２０ａを
支点として揺動するため、静電ローラ２０に高圧入力（バイアス印加）の際は、図６に示
すように、従来から知られている方法を用いて、軸２０ａの端部（電気的接点）から板ば
ね３３によって入力することが容易に可能となる。
【００３３】
　図７（ａ），（ｂ），（ｃ），（ｄ）に、二次転写ローラ５のクリーニング時のトナー
の流れを示す。二次転写ローラ５上に付着している転写残トナーは、二次転写ローラ５の
矢印Ｒ５方向に回転に伴って、（ａ），（ｂ）に示すように、まず静電的にファーブラシ
２２に回収される。その後、ファーブラシ２２の矢印Ｒ２２方向の回転により、（ｃ）に
示すように、静電ローラ２０に回収される。そして、（ｄ）に示すように、静電ローラ２
０に接触している掻き取り部材２１によって掻き落とされる。静電ローラ２０から掻き落
とされたトナーは、トナー搬送手段（不図示）によって搬送される。なお、トナー搬送手
段を設ける代わりに、二次転写部のほぼ下方にトナー回収部を設けて、トナーをため込む
ように構成してもよい。ここで、掻き取り部材２１は静電ローラ２０に接触しており、掻
き取り部材２１自体が揺動する必要性がないため掻き取り部材２１の位置精度を向上させ
ることができる。
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【００３４】
　ここで、図８を用いて二次転写部Ｔ２のスラスト長（二次転写ローラ５の軸に沿った方
向の長さ、以下「幅」という。）の構成について説明する。まず、ファーブラシ２２は、
その幅Ｌ３が二次転写ローラ５の幅Ｌ２よりも狭く（Ｌ２＞Ｌ３）、かつファーブラシ２
２及び二次転写ローラ５の幅方向の位置について、ファーブラシ２２の幅Ｌ３が二次転写
ローラ５の幅Ｌ２内に収まるように配置される。これにより、静電ローラ２０に印加され
るバイアスがファーブラシ２２を介して二次転写ローラ５の両端部にリークすることを防
止する。
【００３５】
　また、ファーブラシ２２は、その幅Ｌ３が画像可能幅Ｌ１によりも広く（Ｌ３＞Ｌ１）
、かつ画像可能幅Ｌ１がファーブラシ２２の幅Ｌ３内に収まるように配置される。これに
より、静電ローラ２０に印加されるバイアスがファーブラシ２２を介して二次転写対向ロ
ーラ１０ｄに印加されるバイアスと干渉して記録材Ｐ上に転写されるトナー像にムラがで
きることを防止する。
【００３６】
　つまり、画像可能幅Ｌ１、二次転写下ローラ５の幅Ｌ２、ファーブラシ２２の幅Ｌ３の
関係は以下になる。
【００３７】
　　　Ｌ２＞Ｌ３＞Ｌ１
　また、画像可能幅Ｌ１とファーブラシ２２の幅Ｌ３の関係は以下になることが望ましい
。
【００３８】
　　　Ｌ３－Ｌ１≧０．５［ｍｍ］
【００３９】
　これは、実験によって求めた。図９（ａ）に示すように、画像可能幅Ｌ１とファーブラ
シ２２の幅Ｌ３との関係がＬ３－Ｌ１＜０．５［ｍｍ］の場合は、静電ローラ２０に印加
されるバイアスがファーブラシ２２を介して、二次転写対向ローラ１０ｄに印加されるバ
イアスと干渉して画像可能幅Ｌ１の両端部で二次転写に必要な電流Ｉ［Ａ］が得られない
。
【００４０】
　これに対して図９（ｂ）に示すように、画像可能幅Ｌ１とファーブラシ２２の幅Ｌ３と
の関係がＬ３－Ｌ１≧０．５［ｍｍ］の場合は、静電ローラ２０に印加されるバイアスが
ファーブラシ２２を介して、二次転写対向ローラ１０ｄに印加されるバイアスと干渉せず
画像可能幅Ｌ１の両端部で二次転写に必要な電流Ｉ［Ａ］が得られていることがわかって
いる。
【００４１】
　さらに、静電ローラ２０は、その幅Ｌ４がファーブラシ２２の幅Ｌ３よりも広く（Ｌ４
＞Ｌ３）、かつファーブラシ２２の幅Ｌ３が静電ローラ２０の幅Ｌ４内に収まるように配
置される。これにより、静電的にファーブラシ２２に回収される二次転写ローラ５上に付
着している転写残トナーを確実に静電ローラ２０に回収することができる。
【００４２】
　図８に示すように、掻き取り部材２１は、その幅（二次転写ローラ５の幅Ｌ２方向の長
さ）Ｌ５が静電ローラ２０の幅（二次転写ローラ５の幅Ｌ２方向の長さ）Ｌ４よりも狭く
（Ｌ５＜Ｌ４）、かつ掻き取り部材２１の幅Ｌ５が静電ローラ２０の幅Ｌ４内に収まるよ
うに配置される。これにより、掻き取り部材２１が静電ローラ２０に幅方向（二次転写ロ
ーラ５の幅Ｌ２方向）に均一の圧力で接することができる。また、掻き取り部材２１は、
その幅Ｌ５がファーブラシ２２の幅（二次転写ローラ５の幅Ｌ２方向の長さ）Ｌ３よりも
広く（Ｌ５＞Ｌ３）、かつファーブラシ２２の幅Ｌ３が掻き取り部材２１の幅Ｌ５内に収
まるように配置される。これにより、静電ローラ２０に回収される転写残トナーを確実に
掻き取り部材２１で掻き落とすことができる。
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【００４３】
　つまり、ファーブラシ２２の幅Ｌ３、静電ローラ２０の幅Ｌ４、掻き取り部材２１の幅
Ｌ５の関係は以下になる。
【００４４】
　　　Ｌ４＞Ｌ５＞Ｌ３
【００４５】
　以上のように、二次転写ローラ５上に付着している転写残トナーを静電的にクリーニン
グする画像形成装置において、二次転写ローラ５、ファーブラシ２２、静電ローラ２０、
掻き取り部材２１のスラスト長を画像可能幅Ｌ１に対して最適に設定することによって、
二次転写ローラ５を確実にクリーニングすることができ、記録材Ｐの裏汚れを有効に防止
することができる。
【００４６】
　また、本発明は上述した構成に限定されるものではなく、例えば図１０に示す構成に対
しても適用することができる。図１０に示す構成では、二次転写ローラ５に対してファー
ブラシ２２が当接しており、ファーブラシ２２に付着したトナーを掻き落とす掻き取り部
材３２を有するという構成である。そして、ファーブラシ２２に対してバイアスが印加さ
れており二次転写ローラ５のクリーニングを行い、ファーブラシ２２を支点として二次転
写ローラ５は揺動されるようになっている。
【００４７】
　以上の説明では、中間転写体が中間転写ベルト８である場合を例に説明したが、本発明
はこれに限定されるものではなく、中間転写体として中間転写ドラムを使用する場合にも
適用することができる。そして、この場合もほぼ同様の効果を挙げることができる。
【図面の簡単な説明】
【００４８】
【図１】本発明を適用することができる画像形成装置の概略構成を模式的に示す、前側か
ら見た縦断面図である。
【図２】二次転写ローラをクリーニングするためのクリーニング手段の構成を示す斜視図
である。
【図３】クリーニング手段の縦断面図である。
【図４】二次転写ローラ及びクリーニング手段の動作を説明する図である。
【図５】二次転写ローラ及びクリーニング手段の電気的な構成を説明する図である。
【図６】静電ローラに電気を供給するための構成を説明する斜視図である。
【図７】（ａ）～（ｄ）は、二次転写ローラに付着したトナーを除去する動作を説明する
図である。
【図８】画像可能幅Ｌ１、二次転写ローラの幅Ｌ２、ファーブラシの幅Ｌ３、静電ローラ
の幅Ｌ４、掻き取り部材の幅Ｌ５を説明する図である。
【図９】（ａ），（ｂ）は、二次転写部における電流の関係を説明する図である。
【図１０】クリーニング手段の他の構成を説明する縦断面図である。
【図１１】従来のクリーニング手段を説明する図である。
【図１２】従来の、他のクリーニング手段を説明する図である。
【符号の説明】
【００４９】
１　　　　　感光ドラム（像担持体）
８　　　　　中間転写ベルト（中間転写体）
２０　　　　静電ローラ（クリーニング手段）
２１　　　　掻き取り部材（掻き取り手段、クリーニング手段）
２２　　　　ファーブラシ（クリーニング手段）
Ｌ１　　　　画像可能幅
Ｌ２　　　　二次転写ローラの幅
Ｌ３　　　　ファーブラシの幅
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Ｌ４　　　　静電ローラの幅
Ｌ５　　　　掻き取り部材の幅
Ｐ　　　　　記録材（被転写体）

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】

【図９】 【図１０】



(12) JP 4393342 B2 2010.1.6

【図１１】 【図１２】
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