
JP 6550799 B2 2019.7.31

10

20

(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　加熱部に対向して設けられた加圧部を有し、
　前記加圧部は、
　前記加熱部の回転に従動して走行される無端帯状体と、
　前記無端帯状体を走行自在に保持する保持体と、
　前記加熱部を押圧する押圧部を構成し、前記保持体に保持された加圧部材と、を有し、
　前記保持体は、前記無端帯状体の回転方向における前記加圧部材の上流側であって、長
手方向における無端帯状体側の面の中央部が他の部分に比べ最も盛り上がっており、前記
中央部から両端側に向かうにつれて低くなるような曲面状となっている上流側調整部とを
有し、前記上流側調整部と接触する無端状体の前記加熱部側の面が前記加熱部に接触せず
に離れている定着装置。
【請求項２】
　前記上流側調整部の曲面状の形状は、前記両端側に向かうほど形状変化が大きくなる請
求項１に記載の定着装置。
【請求項３】
　前記上流側調整部の前記無端帯状体の回転方向の上流側であって、前記加熱部と対向す
る側から前記加熱部とは反対方向に垂下した面にかけて曲面となっている請求項１又は２
に記載の定着装置。
【請求項４】
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　前記保持体の前記無端帯状体の回転方向における前記加圧部材の下流側であって、前記
保持体の長手方向における無端帯状体側の面の中央部が他の部分に比べ最も窪んでおり、
前記下流側中央部から両端側に向かうにつれて高くなるような曲面状となっている下流側
調整部を有している請求項１～３のいずれかに記載の定着装置。
【請求項５】
　前記下流側調整部の曲面状の形状は、前記両端側に向かうほど形状変化が大きくなる請
求項４に記載の定着装置。
【請求項６】
　加熱部に対向して設けられた加圧部を有し、
　前記加圧部は、
　前記加熱部の回転に従動して走行される無端帯状体と、
　前記無端帯状体を走行自在に保持する保持体と、
　前記加熱部を押圧する押圧部を構成し、前記保持体に保持された加圧部材と、を有し、
　前記保持体の前記無端帯状体の回転方向における前記加圧部材の下流側であって、前記
保持体の長手方向における無端帯状体側の面の中央部が他の部分に比べ最も窪んでおり、
前記下流側中央部から両端側に向かうにつれて高くなるような曲面状となっている下流側
調整部を有し、前記下流側調整部と接触する無端状体の前記加熱部側の面が前記加熱部に
接触せずに離れている定着装置。
【請求項７】
　前記下流側調整部の曲面状の形状は、前記両端側に向かうほど形状変化が大きくなる請
求項６に記載の定着装置。
【請求項８】
　前記請求項１～７のいずれかに記載の定着装置を備えた画像形成装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、定着装置及び画像形成装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　定着装置としては、例えば、下記特許文献１には、トナー像を記録媒体に定着する定着
装置であって、トナー像を加熱する加熱手段と、前記加熱手段に圧接して記録媒体が搬送
されるニップ部を形成する加圧手段と、を備え、前記加圧手段は、所定方向に走行する無
端状のベルト部材と、前記ベルト部材を介して前記加熱手段に圧接する加圧パッドと、前
記ベルト部材の姿勢を保持する保持体と、を具備し、前記加熱手段と前記ベルト部材とに
よって形成される前記ニップ部の入口側の空隙が幅方向両端部よりも幅方向中央部が小さ
くなるように形成されたことを特徴とする定着装置が開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００９－０６９２２６号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　本発明は、保持体の長手方向の中央部が平坦に形成されている場合に比べ、無端帯状体
の走行を安定させると共に、紙しわの発生を少なくすることができる定着装置及び画像形
成装置を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　請求項１に係る本発明は、加熱部に対向して設けられた加圧部を有し、前記加圧部は、
前記加熱部の回転に従動して走行される無端帯状体と、前記無端帯状体を走行自在に保持



(3) JP 6550799 B2 2019.7.31

10

20

30

40

50

する保持体と、を有し、前記保持体は、前記無端帯状体の回転方向における上流側であっ
て、長手方向における中央部が他の部分に比べ最も盛り上がっており、前記中央部から両
端側に向かうにつれて低くなるような曲面状となっている上流側調整部を有する定着装置
である。
【０００６】
　請求項２に係る本発明は、前記上流側調整部の曲面状の形状は、前記両端側に向かうほ
ど形状変化が大きくなる請求項１に記載の定着装置である。
【０００７】
　請求項３に係る本発明は、前記上流側調整部の前記無端帯状体の回転方向の上流側であ
って、前記加熱部と対向する側から前記加熱部とは反対方向に垂下した面にかけて曲面と
なっている請求項１又は２に記載の定着装置である。
【０００８】
　請求項４に係る本発明は、前記保持体の前記無端帯状体の回転方向における下流側であ
って、前記保持体の長手方向における下流側中央部が他の部分に比べ最も窪んでおり、前
記下流側中央部から両端側に向かうにつれて高くなるような曲面状となっている下流側調
整部を有している請求項１～３のいずれかに記載の定着装置である。
【０００９】
　請求項５に係る本発明は、前記下流側調整部の曲面状の形状は、前記両端側に向かうほ
ど形状変化が大きくなる請求項４に記載の定着装置である。
【００１０】
　請求項６に係る本発明は、加熱部に対向して設けられた加圧部を有し、前記加圧部は、
前記加熱部の回転に従動して走行される無端帯状体と、前記無端帯状体を走行自在に保持
する保持体と、を有し、前記保持体は、前記無端帯状体の回転方向における下流側であっ
て、長手方向における下流側中央部が他の部分に比べ最も窪んでおり、前記下流側中央部
から両端側に向かうにつれて高くなるような曲面状となっている下流側調整部を有する定
着装置である。
【００１１】
　請求項７に係る本発明は、前記下流側調整部の曲面状の形状は、前記両端側に向かうほ
ど形状変化が大きくなる請求項６に記載の定着装置である。
【００１２】
　請求項８に係る本発明は、前記請求項１～７のいずれかに記載の定着装置を備えた画像
形成装置である。
【発明の効果】
【００１３】
　請求項１に係る本発明によれば、保持体の長手方向の中央部が平坦に形成されている場
合に比べ、無端帯状体の走行を安定させると共に、紙しわの発生を少なくすることができ
る。
【００１４】
　請求項２に係る本発明によれば、請求項１に係る本発明の効果に加え、無端帯状体を両
端部から中央側に向かうように走行させることができる。
【００１５】
　請求項３に係る本発明によれば、請求項１又は２に係る本発明の効果に加え、無端帯状
体の走行を安定させるための距離を長くすることができる。
【００１６】
　請求項４に係る本発明によれば、請求項１～３のいずれかに係る本発明の効果に加え、
無端帯状態の回転方向の上流側から下流側に亘って無端帯状体の走行を安定させることが
できる。
【００１７】
　請求項５に係る本発明によれば、請求項４に係る本発明の効果に加え、無端帯状体を両
端部から中央側に向かうように走行させることができる。
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【００１８】
　請求項６に係る本発明によれば、保持体の長手方向の中央部が平坦に形成されている場
合に比べ、無端帯状体の走行を安定させると共に、紙しわの発生を少なくすることができ
る。
【００１９】
　請求項７に係る本発明によれば、請求項６に係る本発明の効果に加え、無端帯状体を両
端部から中央側に向かうように走行させることができる。
【００２０】
　請求項８に係る本発明によれば、請求項１～７のいずれかに係る本発明の効果を有する
画像形成装置を得ることができる。
【図面の簡単な説明】
【００２１】
【図１】実施形態にかかる画像形成装置を示す側面断面図である。
【図２】実施形態にかかる定着装置を示す側面断面図である。
【図３】図２に示す実施形態にかかる定着装置の部分拡大図である。
【図４】保持体の一部を模式的に示した斜視図である。
【図５】図５Ａは図３のＶＡ側からみた平面図であり、図５Ｂは図３のＶＢ側からみた正
面図である。
【図６】無端ベルトの挙動を模式的に示した図５Ａに対応する平面図である。
【図７】図７Ａは保持体の他の例を示した図４に対応する斜視図であり、図７Ｂは保持体
のさらに他の例を示した図４に対応する斜視図である。
【発明を実施するための形態】
【００２２】
　以下、図面を参照して本発明の実施形態を説明する。ただし、以下に示す実施形態は、
本発明の技術思想を具体化するための定着装置及び画像形成装置を例示するものであって
、本発明をこれに特定することを意図するものではなく、特許請求の範囲に含まれるその
他の実施形態のものにも等しく適応し得るものである。
【００２３】
［実施形態］
　図１～図５を参照して、実施形態にかかる画像形成装置１０について説明する。実施形
態の画像形成装置１０は、図１に示すように、画像形成装置本体１２を有し、この画像形
成装置本体１２の内部に、少なくとも１つの給紙ユニット１８と、画像形成手段１４と、
定着装置３６とが搭載され、画像形成装置本体１２の上部に排出口３４を有し、これらを
連通するように被転写材としての記録紙等の記録媒体１４４が搬送される搬送路３２が設
けられている。また、実施形態の画像形成装置１０は、後述するように、定着装置３６に
設けられた加圧部としての押圧ユニットに、硬度の異なる２つの加圧部材を備えたフリー
ベルトニップフュージング（Ｆｒｅｅ　Ｂｅｌｔ　Ｎｉｐ　Ｆｕｓｉｎｇ（ＦＢＮＦ））
方式の構成を有している。以下、各構成について説明する。
【００２４】
　給紙ユニット１８は、給紙ユニット本体２０と、被転写材としての記録媒体１４４が収
容される給紙カセット２２、給紙カセット２２に積載された記録媒体１４４を引き出すピ
ックアップロール２４、記録媒体１４４を捌きながら送り出すフィードロール２８及びリ
タードロール２６とが配設されている。このピックアップロール２４、フィードロール２
８及びリタードロール２６の回転によって、給紙カセット２２に積載された記録媒体１４
４が搬送路３２に沿って後述するレジストロール３８に搬送される。なお、給紙カセット
２２は、給紙ユニット本体２０に対して着脱自在に装着されている。また、給紙ユニット
の数は１つでもよく、また、複数設けられてもよいが、実施形態では、図１に示すように
、２つの給紙ユニット１８が設けられている。
【００２５】
　画像形成手段１４は、電子写真方式のもので、感光体からなる像保持体４４と、この像
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保持体４４を一様帯電する例えば帯電ロールからなる帯電装置５６と、この帯電装置５６
により帯電された像保持体４４に、光により潜像を書き込む光書込み装置５８と、この光
書込み装置５８により形成された像保持体４４の潜像をトナーにより可視化するよう現像
ロールを有する現像装置６０と、この現像装置６０によるトナー像を記録媒体１４４に転
写する例えば転写ロールからなる転写装置４２と、像保持体４４に残存するトナーをクリ
ーニングするクリーニング装置６２と、転写装置４２により転写された記録媒体上のトナ
ー像を記録媒体に定着させる定着装置３６とから構成されている。
【００２６】
　光書込み装置５８は、例えば走査型のレーザ露光装置からなり、後述するプロセスカー
トリッジ６４を横切り、像保持体４４に潜像を形成する。なお、光書込み装置５８は、他
の実施例としてＬＥＤや面発光レーザ等を用いることができる。
【００２７】
　プロセスカートリッジ６４は、像保持体４４、帯電装置５６、現像装置６０及びクリー
ニング装置６２を一体化したものであり、これらを一体として交換できるようになってい
る。このプロセスカートリッジ６４は、排出部１６を開くことにより、画像形成装置本体
１２から取り出すことができる。
【００２８】
　搬送路３２は、下部の給紙ユニット１８のピックアップロール２４から画像形成装置本
体１２の上部の排出口３４まで連通される記録媒体１４４の通路である。この搬送路３２
は、画像形成装置本体１２の内部にあって、下部の給紙ユニット１８のピックアップロー
ル２４から定着装置３６まで略鉛直に形成されている部分を有する。
【００２９】
　この搬送路３２の定着装置３６の上流側に転写装置４２と像保持体４４が配置され、さ
らに転写装置４２と像保持体４４の上流側にレジストロール３８が配置されている。さら
に、搬送路３２の排出口３４の近傍には排出ロール４０が配置されている。
【００３０】
　したがって、給紙ユニット１８の給紙カセット２２からピックアップロール２４により
送り出された記録媒体１４４は、リタードロール２６及びフィードロール２８により捌か
れて搬送路３２に導かれ、レジストロール３８により一次停止され、タイミングをとって
転写装置４２と像保持体４４との間を通って現像剤像が転写され、この転写された現像剤
像が定着装置３６により定着され、排出ロール４０により排出口３４から排出部１６へ排
出されるようになっている。
【００３１】
　次に、実施形態の定着装置３６について図２～図５を参照して説明する。実施形態の定
着装置３６は、加熱部材としての加熱ロール６６と、無端帯状体としての無端ベルト７２
と、無端ベルト７２を回転自在に案内するガイド部材７４と、無端ベルト７２の内部に配
置され無端ベルト７２を加熱ロール６６に押圧する加圧部としての押圧ユニット７６と、
無端ベルト７２の内側に潤滑剤を供給する含浸パッド７８とを有する。
【００３２】
　ガイド部材７４は、無端ベルト７２および押圧ユニット７６の両端に配置されており、
フレーム１２６、１２７に支持されている。なお、無端ベルト７２と押圧ユニット７６と
の間に、無端ベルト７２と押圧ユニット７６との摩擦を低減するための摺動シート（図示
せず）を設けてもよい。
【００３３】
　加熱ロール６６は、円筒状のロール部８４と、このロール部８４内に配置されたヒータ
８６とを有する。ロール部８４は、図示しない加熱ロール用軸受けに回転自在であるよう
に支持されており、矢印Ａ方向に回転する。また、ロール部８４は、例えば鉄やステンレ
ス、アルミニウム等の金属材料からなるコア８８と、このコア８８に被覆又は塗布された
離型層９０とからなり、弾性層を有さない、いわゆるハードロールとなっている。コア８
８は、外形が例えば２５ｍｍ、肉厚が例えば０．７ｍｍである。離型層９０は、絶縁性で
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離型性の優れた材料、例えばＰＦＡからなり、膜厚が例えば２０μｍである。本実施例で
は、加熱ロール６６が、弾性層を有さないロールで説明しているが、弾性層があるロール
であっても本発明は適用可能である。
【００３４】
　ロール部８４には、複数（例えば５個）の剥離爪９２が当接している。ヒータ８６は、
例えば２本のランプから構成されている。また、加熱ロール６６の無端ベルト７２とは反
対側には、サーモスタット９４が加熱ロール６６に対向して設けられている。
【００３５】
　また、加熱ロールは、フレア形状としてもよい。フレア形状とすると、記録媒体を両端
に引っ張りながら搬送するため、加熱ロールの軸方向の両端部を押圧する押幅が中央部よ
りも広くなり、記録媒体を両端から迎えに行くことで、記録媒体にしわ等ができることが
抑制される。
【００３６】
　無端ベルト７２は、加熱ロール６６と押圧ユニット７６との間に設けられ、加熱ロール
６６の回転に従動して矢印Ｃ方向に走行する。加熱ロール６６と無端ベルト７２とが押圧
ユニット７６によって加圧接触することによって、押圧部１０２が形成されており、この
押圧部１０２によって記録媒体１４４にトナー像が定着される。無端ベルト７２は、たと
えばポリイミド等の合成樹脂によって、たとえば肉厚が７５μｍの無端ベルト状に形成さ
れており、表面にＰＦＡ等からなる離型層９０が設けられている。
【００３７】
　なお、押圧部１０２の上流側には、インレットシュート９６が設けられている。このイ
ンレットシュート９６に、矢印Ｂ方向に搬送された記録媒体１４４が案内され、記録媒体
１４４の先端が押圧部１０２に導かれるようになっている。また、押圧部１０２の下流側
にはアウトレットシュート９８が設けられている。
【００３８】
　押圧ユニット７６は、図２～図５に示すように、無端ベルト７２を介して加熱ロール６
６を押圧する押圧部を構成する第１加圧部材１１４及び第２加圧部材１１６と、第１加圧
部材１１４及び第２加圧部材１１６を保持する保持体１１８と、この保持体１１８とガイ
ド部材７４とを支持するフレーム１２６、１２７と、無端ベルト７２の回転を支持するハ
ウジング１２４を有する。このとき、押圧ユニット７６の保持体１１８とフレーム１２６
、１２７とが協働して、第１加圧部材１１４及び第２加圧部材１１６を保持体１１８とと
もに加熱ロール６６側に押圧するように支持されている。
【００３９】
　第１加圧部材１１４は、保持体１１８の長手方向の長さと略同じ長さであって、たとえ
ばシリコンゴム等の耐熱性のある樹脂材料で形成されており、また、第２加圧部材１１６
は、保持体１１８の長手方向の長さと略同じ長さであって、たとえばシリコンゴム等の耐
熱性のある樹脂材料で形成されている。なお、第１の加圧部材１１４と第２の加圧部材１
１６の硬度は、第２の加圧部材１１６に比べ第１の加圧部材１１４の方が高くなっており
、第１の加圧部材１１４に比べ第２の加圧部材１１６の方がやわらかくなっている。
【００４０】
　保持体１１８は、樹脂材料、例えば、耐熱性の高いたとえばガラス入りＰＥＴによって
形成されている。保持体１１８には、図２及び図３に示すように、加熱ロール６６と対向
する側に第１加圧部材１１４と第２加圧部材１１６が配置される第１座面１２８と第２座
面１３０がそれぞれ形成されている。また、第１座面１２８と第２座面１３０は、それぞ
れ保持体１１８の長手方向に沿って凹んだ溝状に形成されている。なお、第１座面１２８
は、記録媒体１４４が排出される無端ベルト７２の回転方向の下流側７０、すなわち出口
側７０に形成されており、第２座面１３０は、記録媒体１４４が挿入される無端ベルト７
２の回転方向の上流側６８、すなわち入口側６８に形成されている。
【００４１】
　また、保持体１１８は、図３～図５に示すように、無端ベルト７２の回転方向における
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上流側６８に、無端ベルト７２の回転挙動を調整する上流側調整部１５０が形成されてい
る。
【００４２】
　上流側調整部１５０は、保持体１１８の加熱ロール６６と対向する面、すなわち、上面
１５２から無端ベルト７２の回転方向の上流側６８であって、加熱ロール６６とは反対方
向に垂下した側の面、すなわち、前面１５４にかけて形成されており、保持体１１８の長
手方向において、上流側中央部１５６が他の部分に比べ最も盛り上がった凸状部１５８が
設けられ、この凸状部１５８から両端側１６０、１６２に向かうにつれて低くなるような
曲面状となっている。このとき、上流側調整部１５０の曲面状の形状は、上流側中央部１
５６の凸状部１５８から両端側１６０、１６２に向かうほど形状変化が大きくなるように
され、上流側中央部１５６の曲率に比べ、両端側１６０、１６２に向かうにつれて曲率が
大きくなっている。
【００４３】
　さらに、上流側調整部１５０は、上面１５２側から前面１５４側にかけては、曲面とな
るように形成されている。
【００４４】
　また、保持体１１８は、図４及び図５Ａに示すように、無端ベルト７２の回転方向にお
ける下流側７０に、無端ベルト７２の回転挙動を調整する下流側調整部１６６が形成され
ている。
【００４５】
　下流側調整部１６６は、無端ベルト７２の回転方向の下流側７０であって、加熱ロール
６６とは反対方向に垂下した側の面、すなわち、後面１６８に形成されており、保持体１
１８の長手方向における下流側中央部１６９が他の部分に比べ最も窪んだ凹状部１７０が
設けられており、下流側中央部１６９の凹状部１７０から両端側１７２、１７４に向かう
につれて高くなるような曲面状となっている。このとき、下流側調整部１６６の曲面状の
形状は、凹状部１７０から両端側１７２、１７４に向かうほど形状変化が大きくなるよう
にされ、下流側中央部１６９の曲率に比べ、両端側１７２、１７４に向かうにつれて曲率
が大きくなっている。
【００４６】
　フレーム１２６、１２７は、ステンレスやアルミ等の金属材料によって形成されており
、保持体１１８を加熱ロール６６側に押圧するようになっている。このとき、フレーム１
２６、１２７は、例えばコイルばね等の付勢手段（図示せず）によって加熱ロール６６側
に付勢されている。
【００４７】
　このとき、押圧ユニット７６を軸支する部材（図示省略）には、加圧レバーが連設され
ており、加圧レバーは、付勢手段により、押圧ユニットが加熱ロール６６に押圧するよう
に付勢されている。
【００４８】
　ハウジング１２４は、たとえばＰＥＴ（ポリエチレンテレフタレート）などの合成樹脂
によって形成されており、フレーム１２７に支持されており、無端ベルト７２を支持して
いる。
【００４９】
　上述した実施形態の画像形成装置１０の定着装置３６は、まず、画像形成手段１４によ
りトナー像が転写された記録媒体１４４が、搬送路３２を通り、加熱ロール６６と無端ベ
ルト７２とが押圧されている押圧ユニット７６の第１加圧部材１１４及び第２加圧部材１
１６により押圧される押圧部１０２に送り込まれる。このとき、加熱ロール６６が回転駆
動され、これに従動して無端ベルト７２も押圧ユニット７６の外周を周回移動することで
、記録媒体１４４が押圧部に送り込まれる。送り込まれた記録媒体１４４は、その先端が
、加熱ロール６６と無端ベルト７２との間に挟み込まれて、まず、加熱ロール６６と第２
加圧部材１１６に押圧され、続いて加熱ロール６６と第１加圧部材１１４に押圧されるこ
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とで、トナー像が記録媒体１４４に定着される。
【００５０】
　このとき、無端ベルト７２は、加熱ロール６６の回転に従動して移動されるが、定着装
置３６の保持体１１８に上流側調整部１５０及び下流側調整部１６６が形成されることで
、押圧部１０２を通過する無端ベルト７２は、図６に示す矢印Ｘのように、回転方向にお
いて中央側１７６に向かうような挙動となる。また、押圧部１０２と反対側を通過する無
端ベルト７２は、図６に示す矢印Ｙのように、回転方向において中央側１７６から外側１
７８、１８０に引っ張られるような挙動となる。
【００５１】
　すなわち、回転する無端ベルト７２が押圧部１０２の上流側６８から下流側７０に向か
う過程では、上流側調整部１５０において、無端ベルト７２の中央側１７６が上流側調整
部１５０に形成された上流側中央部１５６の最も盛り上がった凸状部１５８上を通過し、
また、無端ベルト７２の外側１７８、１８０は、上流側調整部１５０の両端側１６０、１
６２である上流側中央部１５６から曲面状に低くなった部分を通過する。そのため、無端
ベルト７２は、図５Ａ、図５Ｂに示すように、上流側調整部１５０の形状に沿った形とな
った状態で回転することになる。
【００５２】
　また、下流側調整部１６６においては、無端ベルト７２の中央側１７６が下流側調整部
１６６に形成された下流側中央部１６９が最も窪んだ凹状部１７０を通過し、また、無端
ベルト７２の外側１７８、１８０は、下流側調整部１６６の両端側１７２、１７４である
下流側中央部１６９から曲面状に高くなった部分を通過する。そのため、無端ベルト７２
は、図５Ａに示すように、下流側調整部１６６の形状に沿った形となった状態で回転する
ことになる。
【００５３】
　その結果、無端ベルト７２は、中央側１７６と外側１７８、１８０の移動する速さの違
いにより、図６の矢印Ｘで示すような挙動となり、回転方向の中央側１７６に向かって移
動するようになる。そのため、無端ベルト７２は、保持体１１８の無端ベルト７２の回転
方向に対して中央側１７６に向かうように移動しながら回転することにより、無端ベルト
の回転挙動が調整され、回転方向の中心からずれることが抑制される。
【００５４】
　一方、回転する無端ベルト７２の下流側７０から上流側６８に向かう過程では、図６の
矢印Ｙで示すような挙動となり、無端ベルト７２は、回転方向の中央側１７６から外側１
７８、１８０に向かって動くようになる。
【００５５】
　なお、実施形態では、定着装置の無端ベルト７２の回転挙動を調整するために、保持体
１１８の無端ベルト７２の回転方向の上流側６８に上流側調整部１５０を形成し、無端ベ
ルト７２の回転方向の下流側７０に下流側調整部１６６を形成した場合を説明したが、こ
れに限らず、上流側調整部のみを形成してもよく、また、下流側調整部のみを形成しても
よい。
【００５６】
　また、実施形態では、無端ベルト７２の回転挙動を調整するための上流側調整部１５０
は、保持体の加熱ロールと対向する面（上面）から加熱ロールとは反対方向に垂下した側
の面（前面）にかけて形成しているが、これに限らず、保持体１１８の加熱ロール６６と
対向する面のみ、すなわち、上面のみに無端ベルト７２の回転挙動を調整する上面凸部１
８２を形成してもよく、また、保持体１１８の加熱ロール６６とは反対方向に垂下した側
の面、すなわち、前面１５４にのみ無端ベルト７２の回転挙動を調整する前面凸部１９０
を形成してもよい。
【００５７】
　具体的には、上面凸部１８２は、図７Ａに示すように、保持体１１８Ａの無端ベルト７
２の回転方向における上流側６８であって、加熱ロール６６と対向する側、すなわち、上
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長手方向における上面中央部１８４が他の部分に比べ最も盛り上がった凸状部１８５が設
けられ、上面中央部１８４の凸状部１８５から両端側１８６、１８８に向かうにつれて低
くなる曲面状となっている。このとき、上面凸部１８２の曲面状の形状は、上面中央部１
８４の凸状部１８５から両端側１８６、１８８に向かうほど形状変化が大きくなるように
形成されている。また、上面凸部１８２は、加熱ロール６６とは反対方向に垂下した側を
曲面に形成してもよい。なお、図７Ａでは、上面凸部に加え上述した下流側調整部１６６
を形成した場合を示したが、これに限らず、上面凸部のみを形成してもよい。
【００５８】
　また、前面凸部１９０は、図７Ｂに示すように、保持体１１８Ｂの無端ベルト７２の回
転方向における上流側６８であって、加熱ロール６６とは反対方向に垂下した側の面、す
なわち、前面１５４に形成される。そして、前面凸部１９０は、保持体１１８Ｂの無端ベ
ルト７２の長手方向における前面中央部１９２が他の部分に比べ最も盛り上がった凸状部
１９３が設けられ、前面中央部１９２から両端側１９４、１９６に向かうにつれて低くな
るような曲面状となっている。このとき、前面凸部１９０の曲面状の形状は、前面中央部
１９２から両端側１９４、１９６に向かうほど形状変化が大きくなるように形成されてい
る。また、前面凸部１９０は、加熱ロール６６と対向する側を曲面に形成してもよい。な
お、図７Ｂでは、前面凸部に加え上述した下流側調整部１６６を形成した場合を示したが
、これに限らず、前面凸部のみを形成してもよい。
【符号の説明】
【００５９】
１０：画像形成装置　１２：画像形成装置本体　１４：画像形成手段　１６：排出部　１
８：給紙ユニット　２０：給紙ユニット本体　２２：給紙カセット　２４：ピックアップ
ロール　２６：リタードロール　２８：フィードロール　３２：搬送路　３４：排出口　
３６：定着装置　３８：レジストロール　４０：排出ロール　４２：転写装置　４４：像
保持体　５６：帯電装置　５８：光書込み装置　６０：現像装置　６２：クリーニング装
置　６４：プロセスカートリッジ　６６：加熱ロール（加熱部）　６８：上流側（入口側
）　７０：下流側（出口側）　７２：無端ベルト（無端帯状体）　７４：ガイド部材　７
６：押圧ユニット（加圧部）　７８：含浸パッド　８４：ロール部　８６：ヒータ　８８
：コア　９０：離型層　９２：剥離爪　９４：サーモスタット　９６：インレットシュー
ト　９８：アウトレットシュート　１０２：押圧部　１１４：第１加圧部材　１１６：第
２加圧部材　１１８、１１８Ａ、１１８Ｂ：保持体　１２４：ハウジング　１２６：フレ
ーム　１２７：フレーム　１２８：第１座面　１３０：第２座面　１４４：記録媒体　１
５０：上流側調整部　１５２：上面　１５４：前面　１５６：上流側中央部　１５８：凸
状部　１６０、１６２：両端側　１６４：曲面　１６６：下流側調整部　１６８：後面　
１６９：下流側中央部　１７０：凹状部　１７２、１７４：両端側　１７６：中央側　１
７８、１８０：外側　１８２：上面凸部　１８４：上面中央部　１８５：凸状部　１８６
、１８８：両端側　１９０：前面凸部　１９２：前面中央部　１９３：凸状部　１９４、
１９６：両端側
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