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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
任意の時間にわたって印刷オーダーが与えられない時、定着温度を通常作像時の温度より
低い値に移行させる待機温度制御を行う制御手段と、各給紙段に格納、給紙する転写紙に
ついての紙種もしくは紙厚条件を予め設定する紙条件設定手段を有し、該紙条件設定手段
で設定した紙種もしくは紙厚条件に対応した定着温度を複数持ち得る定着装置において、
前記制御手段が、前記紙条件設定手段で設定した紙種もしくは紙厚条件に対応した複数の
定着温度それぞれに対応して待機温度も複数設定可能であることを特徴とする定着装置。
【請求項２】
請求項１に記載の定着装置おいて、前記給紙段のうち優先して使用する給紙段を予め指定
する給紙段指定手段を有し、該給紙段指定手段による指定があるときには前記制御手段は
、待機温度の設定を該優先指定された給紙段の紙種もしくは紙厚に対応した待機温度に設
定することを特徴とする定着装置。
【請求項３】
請求項１または２に記載の定着装置おいて、前記紙条件設定手段が、優先して使用する紙
種もしくは紙厚を予め指定することができ、該紙条件設定手段による指定があるときには
前記制御手段は、待機温度の設定を該指定された紙種もしくは紙厚に対応した待機温度に
設定すること特徴とする定着装置。
【請求項４】
請求項１から３のいずれかに記載の定着装置おいて、前記各給紙段別の通紙枚数履歴を記
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憶する通紙枚数履歴記憶手段を有し、前記制御手段は、該通紙枚数履歴記憶手段で記憶し
た通紙枚数履歴に基づいて待機温度の選択を行うことを特徴とする定着装置。
【請求項５】
請求項１から４のいずれかに記載の定着装置おいて、各定着温度別の通紙履歴を記憶する
温度別通紙履歴記憶手段を有し、前記制御手段は、該温度別通紙履歴記憶手段で記憶した
履歴に基づいて待機温度の選択を行うことを特徴とする定着装置。
【請求項６】
請求項１から５のいずれかに記載の定着装置を用い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、定着装置、及びこれを用いた画像形成装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
＜待機温度制御＞
　従来、複写機やプリンタ等の電子写真方式の画像形成装置においては、帯電－露光（光
書込み）－現像－転写－定着のプロセスを経て記録紙等に可視像を形成しているが、この
ような画像形成装置のうち、熱定着ローラを有する画像形成装置においては、装置の電源
がオンの状態では、常時ヒータ等により定着ローラを加熱しているため、消費電力が増大
するという問題がある。そこで、省エネルギー化を図るため、熱定着ローラの表面温度の
制御値に待機温度を設け、作像行程が終了してから一定時間後にこの待機温度に移行制御
するようにした複写機の制御装置が提案されている。
【０００３】
　しかしこの技術の場合においては、印刷オーダーを受けた後に待機温度から作像可能な
定着温度に戻す時間が必要となり、ファーストコピー時間は長くなってしまう。
【０００４】
　この問題に対し、作像工程時の定着温度より少し低い第１待機温度と、大幅に低い第２
待機温度、といった複数の設定値を持たせ、例えば、最新印刷オーダーからの時間を監視
するタイマー機能を持ち、ある任意の時間印刷オーダーが無ければ第１待機温度に移行さ
せ、それより長い任意の時間以上印刷オーダーが無ければ第２待機温度に移行させる、と
いった段階的移行をとり、使用頻度が高いほど作像可能な定着温度への移行が早くなるよ
うユーザーの使用頻度を伺いながら、使用形態に合わせた省エネルギー手段を提供する技
術が提案されている。
【０００５】
　またさらに、時刻と曜日がわかるカレンダー／クロック機能を持たせ、予め与えられた
ユーザーの使用業務時間とされる曜日／時間帯、それ以外の曜日／時間帯情報に基づき、
先述の待機温度への移行時間を変えるなどの手段も提案されている。
【０００６】
＜紙種、紙厚情報に応じた定着温度可変制御について＞
　画像形成装置では、用紙として、通常の普通紙の他に、厚紙やＯＨＰ紙、第２原図など
が使用されることがある。このような紙種の違いは転写性、定着性等に影響するため、例
えば、電子写真方式の画像形成装置では、紙厚によって転写バイアスおよび定着温度を変
更することで対応する手段、作像速度（用紙の搬送速度とほぼ同じ）を変更する手段を持
たせて、より多くの紙種に対応できるようにしている。
【特許文献１】特開昭６０－１６９８７７号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　先述の紙種情報に応じて定着温度を可変制御する手段について、高速印刷機においては
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、作像速度を下げることは印刷パフォーマンスの低下となるため、一般に転写バイアスお
よび定着温度を変更して対応する手段が用いられる。
【０００８】
　この場合、上述の待機温度から作像可能な定着温度への復帰、ならびに紙種変更時の定
着温度変更においては、転写条件のようにバイアス値の変更とは異なり、定着温度を瞬時
に変更することはできず、定着ヒータおよびモータのオン・オフ動作制御により温度調整
（変更）制御を行い、ある程度の時間（お待たせ時間）が発生してしまう。
【０００９】
　待機温度状態からの定着温度の復帰は、操作表示部上での指示（コピースタートボタン
が押されることなど）や、ネットワークを介して印刷オーダーデータの受信をトリガーと
するため、待機温度から作像可能温度との差が復帰時間に影響する。
【００１０】
　また例えば薄紙の使用頻度が非常に高いユーザーにとっては、その作業毎に定着温度を
下げることとなり、絶えず過剰エネルギーを消費しているとも言える。
【００１１】
　そこで本発明は、ユーザーの設定条件や使用状況から、待機温度の設定を変更調整して
時間やエネルギーの無駄をなくすことが可能な定着装置と、これを用いた画像形成装置を
提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
　本発明の請求項１に係る定着装置は、任意の時間にわたって印刷オーダーが与えられな
い時、定着温度を通常作像時の温度より低い値に移行させる待機温度制御を行う制御手段
と、各給紙段に格納、給紙する転写紙についての紙種もしくは紙厚条件を予め設定する紙
条件設定手段を有し、該紙条件設定手段で設定した紙種もしくは紙厚条件に対応した定着
温度を複数持ち得る定着装置において、前記制御手段が、前記紙条件設定手段で設定した
紙種もしくは紙厚条件に対応した複数の定着温度それぞれに対応して待機温度も複数設定
可能であることを特徴とする。
【００１３】
　同請求項２に係るものは、請求項１に記載の定着装置おいて、前記給紙段のうち優先し
て使用する給紙段を予め指定する給紙段指定手段を有し、該給紙段指定手段による指定が
あるときには前記制御手段は、待機温度の設定を該優先指定された給紙段の紙種もしくは
紙厚に対応した待機温度に設定することを特徴とする。
【００１４】
　同請求項３に係るものは、請求項１または２に記載の定着装置おいて、前記紙条件設定
手段が、優先して使用する紙種もしくは紙厚を予め指定することができ、該紙条件設定手
段による指定があるときには前記制御手段は、待機温度の設定を該指定された紙種もしく
は紙厚に対応した待機温度に設定すること特徴とする。
【００１５】
　同請求項４に係るものは、請求項１から３のいずれかに記載の定着装置おいて、前記各
給紙段別の通紙枚数履歴を記憶する通紙枚数履歴記憶手段を有し、前記制御手段は、該通
紙枚数履歴記憶手段で記憶した通紙枚数履歴に基づいて待機温度の選択を行うことを特徴
とする。
【００１６】
　同請求項５に係るものは、請求項１から４のいずれかに記載の定着装置おいて、各定着
温度別の通紙履歴を記憶する温度別通紙履歴記憶手段を有し、前記制御手段は、該温度別
通紙履歴記憶手段で記憶した履歴に基づいて待機温度の選択を行うことを特徴とする。
【００１７】
　本発明の請求項６に係る画像形成装置は、請求項１から５のいずれかに記載の定着装置
を用いたことを特徴とする。
【発明の効果】
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【００１８】
　本発明は、待機温度条件を紙種および紙厚でも持たせることで、普通紙以外の紙の使用
頻度が高いユーザーにおいても待機状態からの復帰時間の短縮と省エネルギーの両立を果
たすことを可能とする。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１９】
　以下本発明を実施するための最良の形態としての実施例を図面を参照して説明する。
【実施例１】
【００２０】
　図１は本発明の実施対象となるフルカラー画像形成装置の全体構成を概略的に示す縦断
正面図である。本例の画像形成装置１００は、電子写真方式を利用したタンデム型（並置
型）のフルカラー画像形成装置であり、装置本体の中央には画像形成手段となる画像形成
部（プリンタエンジン）３００が配設され、その直下には給紙装置となる給紙部２００が
配設されている。給紙部２００には例えば各々用紙収納部となる４段の給紙カセット２１
ａ～２１ｄが設けられている。これらの給紙カセット２１ａ～２１ｄは画像形成装置１０
０の装置本体に対して前後方向（図面上、紙面表裏方向）に引出、収納自在に設けられて
いる。また、プリンタエンジン３００の上方には、原稿画像を読み取る読取り部（スキャ
ナ）４００が配設されている。さらに、プリンタエンジン３００の用紙搬送方向下流側（
図面上、左側）には画像形成済みの用紙が排紙される排紙トレイ８が設けられている。な
お、プリンタエンジン３００の用紙搬送方向上流側（図面上、右側）には用紙を手差し給
紙させるための用紙収納部である手差しトレイ６が設けられている。
【００２１】
　プリンタエンジン３００では、紙転写ユニット５を構成する無端状のベルトからなる中
間転写ベルト３０の上方に、イエロー（Ｙ）、シアン（Ｃ）、マゼンタ（Ｍ）、ブラック
（Ｋ）用の４つの作像ユニットが並置されている。各々の作像ユニットでは、各色毎に設
けられたドラム状の感光体１Ｙ～１Ｋの外周に沿って、帯電ユニット、光書込みユニット
、現像ユニット、クリーニングユニットなどの電子写真プロセス部材ないしはユニットが
配置されている。
【００２２】
　詳細な図示は省略するが、帯電ユニットは、感光体１Ｙ～１Ｋの表面に帯電処理を行い
、画像情報を感光体表面に光書込みユニットからのレーザ光で照射させる。現像ユニット
により、感光体の表面に露光されて形成された静電潜像をトナー顕像化し、クリーニング
ユニットで転写後に感光体１Ｙ～１Ｋの表面に残留したトナーなどを除去回収する。そし
て中間転写ベルト３０上に順次各色画像が作像され、中間転写ベルト３０上に４色像が重
畳されて１つのカラー画像が形成される。その際、最初に、Ｙ作像ユニットで、Ｙトナー
を現像し、中間転写ベルト３０に転写する。次に、Ｃ作像ユニットで、Ｃトナーを現像し
、中間転写ベルト３０に転写し、次に、Ｍトナーを、最後に、Ｋトナーを現像、転写し、
４色が重畳されたフルカラーのトナー画像が形成される。そして、中間転写ベルト３０上
に転写された４色トナー像は、給紙部２００から給紙されてきた転写紙に紙転写ユニット
５で転写され、定着ユニットによって定着された後、排紙ローラによって排紙トレイ８に
排出される。一方、フルカラーのトナー像が転写された後、中間転写ベルト３０の表面に
残留したトナーなどはベルトクリーニングユニットによって除去回収される。
【００２３】
　給紙部２００は、ユーザーがセットした転写紙を積層保持する既述の４段の給紙カセッ
ト２１ａ～２１ｄで構成され、各々給紙カセット２１ａ～２１ｄにセットする紙サイズお
よび紙種はユーザー自身で設定することができる。また、各給紙カセット２１ａ～２１ｄ
内の転写紙を揃えるサイドフェンス位置や積載した紙の抵抗測定装置から自動で紙サイズ
や紙種もしくは紙厚を判断して各給紙カセット２１ａ～２１ｄの条件に自動で設定する手
段も持つこともできる。各給紙カセット２１ａ～２１ｄ、手差しトレイ６とレジストロー
ラ１１との間は、搬送路１２により連結されており、任意の給紙場所から給紙された転写
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紙は搬送路１２を介してレジストローラ１１まで搬送される。レジストローラ１１で転写
紙の搬送を一旦停止させ、中間転写ベルト３０上のトナー像と転写紙の先端との位置関係
が所定の位置関係になるようタイミングをとって転写紙を紙転写部に送り出す。レジスト
ローラ１１は手差しトレイ６から搬送されてくる転紙に対しても同様に機能する。
【００２４】
　これも詳細な図示は省略するが、スキャナ４００では、コンタクトガラス４０１上に載
置される原稿の読取り走査を行うために、原稿照明用光源とミラーを搭載した複数の走行
体が往復移動する。この走行体により走査された画像情報は、レンズによって後方に設置
されているＣＣＤの結像面に集光され、ＣＣＤによって画像信号として読込まれる。この
読込まれた画像信号は、デジタル化され画像処理される。そして、画像処理された信号に
基づいて、光書込みユニット内のレーザダイオードＬＤの発光により感光体の表面に光書
込みが行われ、静電潜像が形成される。ＬＤからの光信号は、ポリゴンミラーやレンズを
介して感光体に至る。また、スキャナの上部には、原稿を自動的にコンタクトガラス上に
搬送する自動原稿搬送装置が搭載されている。
【００２５】
　図２は本発明の実施例に係る定着装置の構成を示す図である。定着装置７は、定着部材
である定着ローラ５０と、加熱ローラ６０と、加圧ローラ７０と、前記定着ローラ５０及
び加熱ローラ６０に掛け渡された定着ベルト４０とを備える。
【００２６】
　定着ローラ５０はモータ９０で回転駆動され、この定着ローラ５０を回転駆動すること
により、加熱ローラ６０、加圧ローラ７０及び定着ベルト４０が駆動される。また、各ロ
ーラ５０、６０、７０には、その表面温度を検出する温度センサ５３、６３、７３が配置
されるほか、各ローラ５０、６０、７０内には発熱源５５、６５、６６、７５が配置され
る。さらに、前記温度センサ５３、６３、７３の出力は、制御手段８０に入力され、制御
手段８０は、モータ９０及び発熱源５５、６５、６６、７５の制御を行う。
【００２７】
　定着ローラ５０は、内部に芯金５１を備えその周囲を被覆材５２で覆って構成される。
本例では、芯金５１内に発熱源（ヒータ）５５を備えている。また、被覆材５２は、最表
層にフッ素樹脂層を設けたゴム等の弾性体で構成される。一方、加熱ローラ６０はその内
部にヒータ６５、６６を配置した金属製の芯金６１を備える。定着ローラ５０と加熱ロー
ラ６０との間に掛け渡される定着ベルト４０は、金属フィルム（例えば、Ｎｉ、ＳＵＳ等
）や樹脂フィルム（例えばＰＩ、ＰＡＩ）基材上にシリコンゴムを配置し、表層にフッ素
樹脂を設けて構成される。
【００２８】
　また、定着ベルト４０を挟んで定着ローラ５０と圧接して回転する加圧ローラ７０は定
着ローラと同様に、内部に芯金７１を備えその周囲を被覆材７２で覆って構成される。本
例では、該芯金７１内に発熱源（ヒータ）７５を備えている。また、被覆材７２は、最表
層にフッ素樹脂層を設けたゴム等の弾性体で構成される。
【００２９】
　本例では、制御手段８０が定着ローラ５０、加熱ローラ６０、加圧ローラ７０内にある
ヒータ５５、６５、６６、７５を温度センサ５３、６３、７３で検知した温度と、装置の
駆動タイミングに基づいて点灯制御している。
【００３０】
　トナーを付着させた用紙は、定着ローラ５０と加圧ローラ７０の被覆材５２、７２が圧
接して変形して形成されるニップ部Ｎにおいて、定着ローラ５０及び、定着ベルト４０加
熱下で押圧され定着される。なお、上記例では定着ローラ５０及び加圧ローラ７０の両者
にヒータを設けた例を示しているが、ヒータは定着ローラ５０、加圧ローラ７０のどちら
かだけに配置するだけでもよい。
【００３１】
　なお、本実施の形態のフルカラー画像形成装置は、前述のように光走査して原稿を読み
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取り、デジタル化して用紙に複写する、いわゆるデジタルフルカラー複写機としての機能
の他に、ＦＡＸ機能や、プリンタ機能を有する複合機（ＭＦＰ＝マルチファンクションプ
リンタ）である。どの機能によって形成された画像も先述と同様の画像形成プロセスで画
像形成が行われる。
【００３２】
　図示は省略するが、本実施形態装置の制御系は、システム制御部、画像入力部、画像処
理部、記憶部、給紙部、書込み部、プリンタエンジン、定着部及び操作表示部から主に構
成されている。システム制御部は、ＣＰＵ、ＲＯＭ及びＲＡＭを少なくとも備えるマイク
ロコンピュータ構成のもので、ＣＰＵはＲＯＭに格納されたプログラムに従ってＲＡＭを
ワークエリアとして使用しながら前述の各部及び全体の制御を司る。なお、ＲＡＭはＣＰ
Ｕが処理過程で使用する各種データも記憶する。
【００３３】
　画像入力部には、スキャナ４００やネットワーク等を介して画像形成を指示する画像デ
ータが入力される。スキャナ４００から入力された画像データはプリンタエンジン３００
で画像処理された後、記憶部に記憶され、若しくは直接、光書込み部から光書込露光が行
われる。プリンタエンジン３００では、既述の通り、光書込み、現像、転写、定着の作像
プロセスが行われ画像が出力される。
【００３４】
　操作表示部は、ユーザーが所望の画像条件、部数、用紙処理、紙種等を入力する機能を
持ち、カラー画像形成装置の本体、例えばプリンタエンジン３００の筐体の上部に設けら
れている。また、操作表示部はキー入力装置に加え、タッチパネル方式の入力装置を備え
、タッチパネルの背後の液晶表示装置によって入力された設定条件の表示や、設定条件に
合わない場合の警告表示を含む各種表示が行われる。
【００３５】
　そして本実施例では、放置休止時間中（印刷オーダーの無い状態）においての省エネル
ギーを目的とした待機温度制御手段として、第１待機温度と第２待機温度の２段階の設定
が用意されている。最新印刷オーダー動作終了からの時間を監視するタイマー機能を持ち
、与えられた印刷オーダーの全ての作像動作が終了した後１分間は続けて来るかもしれな
い次の印刷オーダーに備えて最後の印刷オーダーと同じ定着温度を継続して待機する（継
続待機期間）。終了後５分後に第１待機温度に移行し（第１待機期間）、終了後３０分後
に第２待機温度へと移行する（第２待機期間）。それぞれの待機期間中に印刷オーダーを
受けると、まず継続待機期間もしくは第１待機期間であれば温度を変えず待機し、第２待
機期間であれば以前の第１待機温度に移行する。この印刷オーダーから定着温度設定に関
わる条件である紙種もしくは紙厚情報が得られると直ちにその紙種もしくは紙厚の定着温
度に移行して、作像作業に臨む。例えばコピア機能のように操作表示部で印刷オーダーを
与えられると同時に紙種もしくは紙厚条件も得られているような場合に於いては上述の第
１待機期間はほとんど無くすぐに指示された定着温度に移行することになる。
【００３６】
　次に紙種もしくは紙厚に応じた作像制御について説明する。各給紙カセット２１ａ～２
１ｄ、手差しトレイ６において、紙サイズはそれぞれ格納する転写紙を揃えるサイドフェ
ンスの設定から自動認識し、それぞれの紙種設定は操作表示部においてユーザーによって
行われ、記憶部に格納される。またこの設定は操作表示部上においても表示され確認でき
、ネットワークを介してのＰＣにおいても確認できる。紙種については普通紙の他にＯＨ
Ｐを、紙厚については薄紙（第２原図を含む）、普通紙、厚紙の３種類の使用を想定して
おり、これもユーザーがそれぞれを選択する。
【００３７】
　紙転写バイアスについては、バイアスローラへの印加方式を定電圧制御としているため
、紙種（紙厚、正しくは紙の体積抵抗）に依存せずひとつの規定値が与えられている。但
し、転写能力の環境依存性を補正するために補正係数を持ち、この規定値に対して環境に
基づき補正係数を掛けた値を印加している紙転写部の構成は、中間転写ベルト５０のベル



(7) JP 4666294 B2 2011.4.6

10

20

30

40

50

ト内側に配された対向ローラにバイアスが印加され、ベルト＋転写紙を介して紙転写搬送
ローラへ流れる電流値を一定とする斥力方式の定電流制御となっている。
【００３８】
　定着装置７の定着温度（加熱ローラ温度）に関しては、紙種、紙厚に合わせた設定値が
用意されており、例えば、
　薄紙：１０５℃
　普通紙：１５５℃
　厚紙：１７５℃
　ＯＨＰ：１８５℃
等として最適な画像が得られるよう規定されており、紙種もしくは紙厚条件に対応した複
数の定着温度それぞれに対応して待機温度も複数持つことでの制御例について説明する。
この場合、第１待機温度は上述の各定着温度規定値に対して－３０℃、第２待機温度は上
述の各定着温度規定値に対して－６０℃として、各紙種、紙厚に合わせた定着温度に対応
して待機温度を用意するものとする。
【００３９】
　この制御は、図３に示すように、まず作像動作終了後、待機タイマーをオン（待機時間
ｔ）させ（ステップ１）、印刷オーダーの有無を判断して任意に定めた時間（この場合５
分）にわたり待機し（ステップ２、３）、所定時間経過後に定着温度目標を”Ｔ０－Ｘ”
に変更し（ステップ４：図４は定着モードの一覧を示す図である。）、さらに印刷オーダ
ーの有無を判断して任意に定めた時間（この場合３０分）にわたり待機し（ステップ５、
６）、所定時間経過後に定着温度目標を”Ｔ０－Ｙ”に変更し（ステップ７）、またさら
に印刷オーダーの有無を判断する（ステップ８）。そして各判断ステップ２、５、８にお
いて印刷オーダー有りと判断した場合、待機タイマーの待機時間ｔをリセットし（ステッ
プ９）、定着モードデータが設定されているか否かを判断する（ステップ１０）。定着モ
ードが設定されていなければ、定着温度目標を”Ｔ０－Ｘ”として（ステップ１１）、定
着モードが設定するまで待機し（ステップ１０、１１）、定着モードが設定されれば印刷
オーダーの定着モードをそれに合わせて変更し、かつ定着温度目標を”Ｔ０”に設定し（
ステップ１２）、定着温度の検出値が”Ｔ０”になったところで定着準備が整ったことを
制御８０（あるいは画像形成装置本体側の制御システム）に送信する。
【００４０】
　図５は、厚紙通紙後の待機温度からの厚紙モードへの復帰動作例を示す図である。図中
の線ＥＸ１は待機温度を各定着温度別に持つ本発明の例であり、図中線ＥＸ２は待機温度
を一つしか持たない従来の技術における動作例を示す。
【００４１】
　図６は、薄紙通紙後の待機温度からの薄紙モードへの復帰動作例を示す図である。図中
の線ＥＸ３は待機温度を各定着温度別に持つ本発明の例であり、図中線ＥＸ４は待機温度
を一つしか持たない従来の技術における動作例を示す。
【実施例２】
【００４２】
　図７は、ユーザーが予め操作表示部上で設定できる条件として、優先して使用したい給
紙トレイが用意されており、この優先給紙トレイ設定がされると、与えられた印刷オーダ
ーの紙サイズと一致する複数の給紙トレイが存在する場合の実施例の動作のフローを示す
。この例においては、先の図３のフロートはステップ４で優先給紙トレイの定着モードに
変更する点が加わるだけが異なっており、印刷オーダーの紙サイズと一致する複数の給紙
トレイが存在する中に優先給紙トレイがあれば、その給紙トレイから給紙する。そしてこ
の優先給紙トレイの紙種もしくは紙厚での定着温度に対応した待機時定着温度制御を行う
。
【実施例３】
【００４３】
　また、ユーザーが予め操作表示部上で設定できる条件として、優先して使用したい紙種
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および紙厚が用意されており、この優先紙種および紙厚の設定がされると、与えられた印
刷オーダーの紙サイズと一致する複数の給紙トレイが存在する場合の実施例の動作も、図
７のステップ４で、優先紙種もしくは紙厚の定着モードに変更する点に変更になるだけが
異なっており、複数の給紙トレイ中に優先紙種もしくは紙厚があればその給紙トレイから
給紙する。そしてこの優先紙種もしくは紙厚での定着温度に対応した待機時定着温度制御
を行う。
【実施例４】
【００４４】
　また、各給紙トレイ別の通紙枚数カウンタを持ち、この中でカウンタ値が最大の給紙ト
レイの紙種もしくは紙厚での定着温度に対応した待機時定着温度制御を行う場合は、図７
のステップ４で、カウンタ値が最大の給紙トレイの紙種もしくは紙厚での定着モードに変
更する点に変更になるだけが異なっている。
【実施例５】
【００４５】
　さらに、各給紙紙種もしくは紙厚別の通紙枚数カウンタを持ち、カウンタ値が最大の紙
種もしくは紙厚での定着温度に対応した待機時定着温度制御を行う場合も、図７のステッ
プ４で、カウンタ値が最大の給紙トレイの紙種もしくは紙厚での定着モードに変更する点
に変更になるだけが異なっている。
【００４６】
　なお上述してきた各実施例においては、ユーザー個人やユーザーグループ、使用形態な
どが変わるであろうタイミングで、以上のカウンタをユーザーがリセットすることができ
る。また例えば電源オフ／オン時、トレイ設定が変えられた時、カレンダー機能を用いて
１ヶ月毎など自動でリセットすることもできる。
【００４７】
　すなわち本発明では、複数の定着温度のそれぞれに対して待機温度を持たせることで待
機温度からの復帰時間の短縮と省エネルギーの両立が図れ、また、ユーザーが設定した優
先給紙段の紙種の条件を基に待機温度を設定することでユーザーの嗜好に最適化した省エ
ネルギーを実現でき、またさらには、各給紙段別の通紙枚数履歴や各紙種別の通紙履歴に
基づいて待機温度を選択するため、ユーザーの使用形態に合わせた待機温度を提供するこ
とが可能である。
【図面の簡単な説明】
【００４８】
【図１】本発明の実施対象となるフルカラー画像形成装置の全体構成を概略的に示す縦断
正面図
【図２】本発明の実施例に係る定着装置の構成を示す図
【図３】本発明の実施例に係る定着制御例を示すフロー図
【図４】定着モードの一覧を示す図
【図５】厚紙通紙後の待機温度からの厚紙モードへの復帰動作例を示す図
【図６】薄紙通紙後の待機温度からの薄紙モードへの復帰動作例を示す図
【図７】本発明の実施例２～５に係る定着制御例を示すフロー図
【符号の説明】
【００４９】
　１Ｙ～１Ｋ　感光体
　５　紙転写ユニット
　６　手差しトレイ
　７　定着装置
　８　排紙トレイ
　１１　レジストローラ
　１２　搬送路
　２１ａ～２１ｄ　給紙カセット
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　３０　中間転写ベルト
　４０　定着ベルト
　５０　定着ローラ
　５３、６３、７３　温度センサ
　５５、６５、６６、７５　発熱源
　６０　加熱ローラ
　７０　加圧ローラ
　８０　制御手段
　９０　モータ
　１００　画像形成装置
　２００　給紙部
　３００　画像形成部（プリンタエンジン）
　４００　読取り部（スキャナ）
　４０１　コンタクトガラス
 

【図１】
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【図２】

【図３】

【図４】
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【図５】

【図６】
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