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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　トナーと前記トナーを保持する磁性キャリアとからなる現像剤を担持し、像担持体表面
上に形成された静電潜像を前記トナーで現像する現像手段と、
　前記現像手段へ前記トナーを補給するトナー補給手段と、
　前記現像手段内の前記現像剤のトナー濃度を検出するトナー濃度検出手段と、
　制御基準値を算出し決定する制御基準値決定手段と、
　前記現像剤のトナー濃度を一定に保つために、前記トナー濃度検出手段によるトナー濃
度検出値と前記制御基準値決定手段による制御基準値とを比較しその比較結果に基づいて
前記トナー補給手段によるトナー補給量を制御するトナー補給量制御手段とを備え、
　画像形成を行うのに適したトナー濃度の限界値である最適性限界値を前記制御基準値に
設定した画像形成装置において、
　前記制御基準値決定手段は、前記最適性限界値を暫定的な限界値とし、その暫定的な限
界値の範囲外の値に更新したうえで行われる前記トナー補給量制御手段によるトナー補給
量の制御により累積画像面積率が一定値を超え、制御基準値と検出値との差が一定値を超
え、かつ今回検出値と前回検出値との差が一定値を超えた場合には前記暫定的な限界値を
補正し、更新し、前記累積画像面積率が一定値を超えないか、前記制御基準値と前記検出
値との差が一定値を超えないか、もしくは今回検出値と前回検出値との差が一定値を超え
ない場合には初期設定された値で前記暫定的な限界値を補正して更新することを特徴とす
る画像形成装置。
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【請求項２】
　前記制御基準値決定手段は、更新された前記範囲外の値又は前記最適性限界値を最大値
又は最小値として前記制御基準値を算出することを特徴とする請求項１に記載の画像形成
装置。
【請求項３】
　前記トナー濃度検出手段は、画像形成動作の中断後の検出に加えて、前記動作の継続中
の検出を可能とすることを特徴とする請求項１又は２に記載の画像形成装置。
【請求項４】
　前記トナー濃度検出手段は、前記動作の継続中における１ページの画像形成毎の検出を
可能とすることを特徴とする請求項３に記載の画像形成装置。
【請求項５】
　前記制御基準値決定手段は、更新可能な限界値を予め設けて前記限界値に更新すること
を特徴とする請求項１から４のいずれか１項に記載の画像形成装置。
【請求項６】
　トナーと前記トナーを保持する磁性キャリアとからなる現像剤を担持し、像担持体表面
上に形成された静電潜像を前記トナーで現像する現像手段と、
　前記現像手段へ前記トナーを補給するトナー補給手段と、を備える画像形成装置の画像
濃度制御方法であって、
　前記現像手段内の前記現像剤のトナー濃度を検出するトナー濃度検出工程と、
　制御基準値を算出し決定する制御基準値決定工程と、
　前記現像剤のトナー濃度を一定に保つために、前記トナー濃度検出工程によるトナー濃
度検出値と前記制御基準値決定工程による制御基準値とを比較しその比較結果に基づいて
前記トナー補給手段によるトナー補給量を制御するトナー補給量制御工程とを有し、
　画像形成を行うのに適したトナー濃度の限界値である最適性限界値を前記制御基準値に
設定する画像濃度制御方法において、
　前記制御基準値決定工程は、前記最適性限界値を暫定的な限界値とし、その暫定的な限
界値の範囲外の値に更新したうえで行われる前記トナー補給量制御工程によるトナー補給
量の制御により累積画像面積率が一定値を超え、制御基準値と検出値との差が一定値を超
え、かつ今回検出値と前回検出値との差が一定値を超えた場合には前記暫定的な限界値を
補正し、更新し、前記累積画像面積率が一定値を超えないか、前記制御基準値と前記検出
値との差が一定値を超えないか、もしくは今回検出値と前回検出値との差が一定値を超え
ない場合には初期設定された値で前記暫定的な限界値を補正して更新することを特徴とす
る画像濃度制御方法。
【請求項７】
　前記制御基準値決定工程は、更新された前記範囲外の値又は前記最適性限界値を最大値
又は最小値として前記制御基準値を算出することを特徴とする請求項６に記載の画像濃度
制御方法。
【請求項８】
　前記トナー濃度検出工程は、画像形成動作の中断後の検出に加えて、前記動作の継続中
の検出を可能とすることを特徴とする請求項６又は７のいずれか１項に記載の画像濃度制
御方法。
【請求項９】
　前記トナー濃度検出工程は、前記動作の継続中における１ページの画像形成毎の検出を
可能とすることを特徴とする請求項８に記載の画像濃度制御方法。
【請求項１０】
　前記制御基準値決定工程は、更新可能な限界値を予め設けて前記限界値に更新すること
を特徴とする請求項６から９のいずれか１項に記載の画像濃度制御方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
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　本発明は、画像形成装置及びその画像濃度制御方法に関し、特に、限界値が設けられた
制御基準値と検出値とに基づいて行われる現像剤のトナー濃度制御に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　近年では、複写機、レーザプリンタ等の画像形成装置においては、高画質を求められる
と同時に、高耐久性、高安定も望まれている。つまり、連続印字、間欠印字等を含む使用
環境の変化による画質の変化を小さくし、経時においても、常に安定した画像を提供して
いかなければならない。
【０００３】
　従来から、非磁性トナー（以下、トナーという）と磁性キャリア（以下、キャリアとい
う）からなる二成分現像剤（以下、現像剤という）を現像剤担持体（以下、現像スリーブ
という）上に保持し、内包される磁極によって磁気ブラシを形成させ、現像スリーブに潜
像担持体（以下、感光体という）と対向する位置で現像バイアスを印加することにより、
現像を行う二成分現像方式が知られており、この二成分現像方式は、カラー化が容易なこ
とから現在広く用いられている。
【０００４】
　この方式において、現像剤は現像スリーブの回転に伴って現像領域に搬送される。現像
剤が現像領域に搬送されるに従い、現像極の磁力線に沿いながら、現像剤中の多数のキャ
リアがトナーを伴って集合し、磁気ブラシを形成する。このような二成分現像方式は、一
成分現像方式と異なり、トナーとキャリアの重量比（トナー濃度）を精度よく制御するこ
とが、安定性を向上させる上で非常に重要とされている。
【０００５】
　例えば、トナー濃度が高すぎると、画像に地肌汚れの発生や細部解像力の低下が生じる
。また、トナー濃度が低い場合には、ベタ画像部の濃度が低下やキャリア付着が発生する
といった不具合が生じる。そのため、トナー補給量を制御して現像剤の中のトナー濃度を
適正範囲に調整する必要がある。
【０００６】
　ここで、トナー濃度制御は、トナー濃度検出手段（例えば透磁率センサ）の出力値Ｖｔ
をトナー濃度の制御基準値Ｖｒｅｆと比較し、その差分に応じてトナー補給量を演算式か
ら算出し、トナー補給装置により現像器中にトナー補給を行うことによりなされている。
【０００７】
　トナー濃度を検知する方法としては、透磁率センサを用いたものが一般的である。後述
する本発明の実施形態も同方式を採用している。この方式においては、トナー濃度が変化
することによる現像剤の透磁率変化をトナー濃度変化に換算するものである。また、別の
トナー濃度検知方法としては、光学センサを用いる方法がある。この方法は、像担持体あ
るいは中間転写ベルト上にパターンとなる基準パッチを作製し、ＬＥＤ光を照射する。そ
して、このパターンからの反射光（正反射光あるいは乱反射光）を光学センサ（例えば、
フォトダイオードやフォトトランジスタ等）により検出し、その結果に基づいてトナー濃
度（トナー付着量）を検知するものである。そして、印刷中においても転写紙間（前回の
作像終了から今回作像開始の間の時間あるいは距離）で基準トナーパターンを作成し、逐
次透磁率センサのトナー濃度制御基準値Ｖｒｅｆを制御する濃度制御方法も公知である。
【０００８】
　例えば、特許文献１、特許文献２では、非画像部にトナーパターンを作成し、このパタ
ーン濃度と、現像器内のトナー濃度を検知する手段とを有し、トナーパターンの濃度に応
じて、現像器内のトナー濃度制御目標値を変更して画像濃度を維持する方法が開示されて
いる。
【０００９】
　しかしながら、紙間で実際に、トナーパターンを作成することによるトナーの過剰な消
費を極力低減したいとの要望が多々あり、紙間の基準トナーパターン作成による補正はト
ナーパターン作製間隔を広げるか、または行わない方向となってきている。また、中間転



(4) JP 5015544 B2 2012.8.29

10

20

30

40

50

写ベルト上にトナーパターンを作成する際であるが、二次転写ローラを一作像ごとに離間
しない場合には、二次転写ローラに付着する紙間パッチのトナーをクリーニングするため
に、トナークリーニング装置を併設する必要がある。さらに、一作像あるいは数回の作像
ごとに二次転写ローラを離間する場合には、クリーニング装置を設置する必要はないが、
頻繁に発生する二次転写離接に耐えうるメカ的機構が必要となる。
【００１０】
　上述した理由により、メカ的なコスト削減の観点からも紙間のトナーパターン作成を極
力抑える必要性が生じてくる。また、特許文献３においては、トナー濃度センサを用いて
トナー補給制御する際に、攪拌時間に応じて、現像剤の流動状態が変化して、トナー濃度
センサ出力が変動するのを補正し、安定してトナー濃度を維持する方法が開示されている
。また、特許文献４では、前述したトナー濃度及びパターン濃度（画像濃度）の検知手段
を有する画像形成装置において、制御基準値に下限値を設けた場合であっても、パターン
濃度の検出値が所定の値以上のときは前記下限値をさらに低くする手段を備えた画像形成
装置が提案されている。しかしながら、トナー濃度を一定に維持しても、現像剤の現像能
力が安定していなければ、センサ出力を一定に保つだけでは、画像濃度を維持することは
困難である。
【特許文献１】特開昭５７－１３６６６７号公報
【特許文献２】特開平２－３４８７７号公報
【特許文献３】特許第３４１０１９８号公報
【特許文献４】特開２００１－２８１９７９号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１１】
　近年の画像形成装置は、現像装置に低ストレス化の手法を取り入れたものが多く存在す
る。これらは、現像装置小型化の要請による現像剤量の低量化と、現像剤の長寿命化とい
う相反する目的を両立するために非常に有効な手法であると考えられている。
【００１２】
　例えば、カラー二成分画像形成装置においては、トナー分散性を向上するために、シリ
カ（ＳｉＯ２）や酸化チタン（ＴｉＯ２）等の添加剤がトナー表面多くに外添されている
が、これら添加剤はメカ的ストレスや熱ストレスに非常に弱い。そのため、現像器内での
攪拌時に、トナー内部に埋没したり表面から離脱したりする現象が発生し、トナーやキャ
リアを含む現像剤の流動性や帯電特性、さらにトナーとキャリアとの物理的付着力が変化
するが、低ストレス化の手法によりそれら現象を極力抑えることが可能になる。
【００１３】
　一方、現像器の低ストレス化により、トナー帯電能力（現像器がトナーを帯電させる能
力）が低下する場合がある。この現象について少し説明すると、例えば、低画像面積率の
画像（単位時間あるいは単位枚数あたりのトナー入換え量が少ない）を出力する場合には
、現像能力（現像バイアスに対してトナー現像量をプロットしたグラフの傾き）が一定に
保たれるのに対して、高画像面積率の画像（単位時間あるいは単位枚数あたりのトナー入
換え量が多い）を出力する場合には、現像能力が増加するというものである。つまり、現
像剤中でどの程度トナーを入れ換えたかにより、現像能力に差が生ずるということである
。これにより同じトナー濃度であっても、現像能力に差が生ずるため、経時において現像
能力を一定に保つためにはトナー濃度の制御基準値を変化させる必要が生じてくる。
【００１４】
　このようなトナーの特性を考慮したとき、画像形成装置において、従来の制御（紙間の
トナーパッチ作製により画像濃度制御基準値を補正するためのフォトセンサと透磁率セン
サとの複合制御）を用いない場合には、連続印字時や画像モード変更時の透磁率センサ単
独によるトナー濃度制御がより正確に行われることが求められる。そのため、上記の従来
の複合制御に代わる画像濃度制御の方式の採用が必要となってくる。
【００１５】
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　そこで、本発明は、フォロセンサ等による画像濃度検出を用いずに透磁率センサ等によ
るトナー濃度検出を単独で行う場合でも、より正確なトナー濃度制御を可能とし、また、
トナーの経時における現像能力を一定に保つために適切な制御基準値に基づいてより柔軟
なトナー濃度制御を可能とすることを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１６】
　かかる目的を達成するために、請求項１記載の発明は、トナーと前記トナーを保持する
磁性キャリアとからなる現像剤を担持し、像担持体表面上に形成された静電潜像を前記ト
ナーで現像する現像手段と、前記現像手段へ前記トナーを補給するトナー補給手段と、前
記現像手段内の前記現像剤のトナー濃度を検出するトナー濃度検出手段と、制御基準値を
算出し決定する制御基準値決定手段と、前記現像剤のトナー濃度を一定に保つために、前
記トナー濃度検出手段によるトナー濃度検出値と前記制御基準値決定手段による制御基準
値とを比較しその比較結果に基づいて前記トナー補給手段によるトナー補給量を制御する
トナー補給量制御手段とを備え、画像形成を行うのに適したトナー濃度の限界値である最
適性限界値を前記制御基準値に設定した画像形成装置において、前記制御基準値決定手段
は、前記最適性限界値を暫定的な限界値とし、その暫定的な限界値の範囲外の値に更新し
たうえで行われる前記トナー補給量制御手段によるトナー補給量の制御により累積画像面
積率が一定値を超え、制御基準値と検出値との差が一定値を超え、かつ今回検出値と前回
検出値との差が一定値を超えた場合には前記暫定的な限界値を補正し、更新し、前記累積
画像面積率が一定値を超えないか、前記制御基準値と前記検出値との差が一定値を超えな
いか、もしくは今回検出値と前回検出値との差が一定値を超えない場合には初期設定され
た値で前記暫定的な限界値を補正して更新することを特徴とする。
【００１７】
　本請求項記載の発明は、基準値決定手段が、所定の条件のもとに、当初設定された最適
性限界値をその範囲外の値に補正して更新するものである。所定の条件とは、範囲外の値
に更新して算出した制御基準値に基づいてトナー補給量の制御を行ったときに、最適性限
界値を用いた場合と比較してより最適な画像形成が行われると判断できるための条件であ
る。例えば、累積の画像面積が所定値を超えるものであり、またトナーの制御基準値と検
出値の差が所定値を超えるものであり、また今回のトナー検出値と前回のものの差が所定
値を超えるものである。このように、限界値について範囲外の値へ補正し更新することで
、トナーの有する物理的特性から生ずる、限界値を超えた制御基準値による画像濃度の回
復が期待できるような特殊な状況下において、効果的な画像濃度制御が可能なる。
【００２２】
　また、請求項２記載の発明は、請求項１に記載の画像形成装置において、前記制御基準
値決定手段は、更新された前記範囲外の値又は前記最適性限界値を最大値又は最小値とし
て前記制御基準値を算出することを特徴とする。
【００２３】
　また、請求項３記載の発明は、請求項１又は２に記載の画像形成装置において、前記ト
ナー濃度検出手段は、画像形成動作の中断後の検出に加えて、前記動作の継続中の検出を
可能とすることを特徴とする。
【００２４】
　また、請求項４記載の発明は、請求項３に記載の画像形成装置において、前記トナー濃
度検出手段は、前記動作の継続中における１ページの画像形成毎の検出を可能とすること
を特徴とする。
【００２５】
　また、請求項５記載の発明は、請求項１から４のいずれか１項に記載の画像形成装置に
おいて、前記制御基準値決定手段は、更新可能な限界値を予め設けて前記限界値に更新す
ることを特徴とする。
【００２６】
　また、請求項６記載の発明は、トナーと前記トナーを保持する磁性キャリアとからなる
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現像剤を担持し、像担持体表面上に形成された静電潜像を前記トナーで現像する現像手段
と、前記現像手段へ前記トナーを補給するトナー補給手段と、を備える画像形成装置の画
像濃度制御方法であって、前記現像手段内の前記現像剤のトナー濃度を検出するトナー濃
度検出工程と、制御基準値を算出し決定する制御基準値決定工程と、前記現像剤のトナー
濃度を一定に保つために、前記トナー濃度検出工程によるトナー濃度検出値と前記制御基
準値決定工程による制御基準値とを比較しその比較結果に基づいて前記トナー補給手段に
よるトナー補給量を制御するトナー補給量制御工程とを有し、画像形成を行うのに適した
トナー濃度の限界値である最適性限界値を前記制御基準値に設定する画像濃度制御方法に
おいて、前記制御基準値決定工程は、前記最適性限界値を暫定的な限界値とし、その暫定
的な限界値の範囲外の値に更新したうえで行われる前記トナー補給量制御工程によるトナ
ー補給量の制御により累積画像面積率が一定値を超え、制御基準値と検出値との差が一定
値を超え、かつ今回検出値と前回検出値との差が一定値を超えた場合には前記暫定的な限
界値を補正し、更新し、前記累積画像面積率が一定値を超えないか、前記制御基準値と前
記検出値との差が一定値を超えないか、もしくは今回検出値と前回検出値との差が一定値
を超えない場合には初期設定された値で前記暫定的な限界値を補正して更新することを特
徴とする。
【００３１】
　また、請求項７記載の発明は、請求項６に記載の画像濃度制御方法において、前記制御
基準値決定工程は、更新された前記範囲外の値又は前記最適性限界値を最大値又は最小値
として前記制御基準値を算出することを特徴とする。
【００３２】
　また、請求項８記載の発明は、請求項６又は７に記載の画像濃度制御方法において、前
記トナー濃度検出工程は、画像形成動作の中断後の検出に加えて、前記動作の継続中の検
出を可能とすることを特徴とする。
【００３３】
　また、請求項９記載の発明は、請求項８に記載の画像濃度制御方法において、前記トナ
ー濃度検出工程は、前記動作の継続中における１ページの画像形成毎の検出を可能とする
ことを特徴とする。
【００３４】
　また、請求項１０記載の発明は、請求項６から９のいずれか１項に記載の画像濃度制御
方法において、前記制御基準値決定工程は、更新可能な限界値を予め設けて前記限界値に
更新することを特徴とする。
【発明の効果】
【００３５】
　本発明によれば、フォロセンサ等による画像濃度検出を用いずに透磁率センサ等による
トナー濃度検出を単独で行う場合でも、より正確なトナー濃度制御を可能とし、また、ト
ナーの経時における現像能力を一定に保つために適切な制御基準値に基づいてより柔軟な
トナー濃度制御が可能となる画像形成装置等が実現される。
【発明を実施するための最良の形態】
【００３６】
　以下、図面を参照しながら、本発明の実施形態における画像形成装置について説明する
。
【００３７】
　図１は、本実施形態の画像形成装置のブロック図である。本実施形態の画像形成装置は
、スキャナ１、プロッタ２、ＣＰＵ（Central Processing Unit）３、ＳＡＦ（Store And
 Forward）４、符号化復号化部５、操作表示制御部６、ＣＣＵ（Communication Control 
Unit）７、モデム８、ＮＣＵ（Network Control Unit）９、ＲＯＭ（Read Only Memory）
１０、ＲＡＭ（Random Access Memory）１１、ネットワークインタフェース制御部１２、
画像濃度制御部１３及びシステムバス１４から構成される。後述する各部は、システムバ
ス１４を介して互いに接続されている。
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【００３８】
　ＲＯＭ１１には、画像形成装置の基本処理プログラムや後述するトナー濃度制御処理プ
ログラム及びこれらの各プログラムを実行するのに必要な各種データやシステムデータ等
が格納されている。ＲＡＭ１１は、ワークエリアが形成され、画像形成装置の制御に必要
な種々のデータが記憶する。ＳＡＦ４は、画像の蓄積を行うＳＡＦ（Store And Forward
）メモリである。
【００３９】
　ＣＰＵ３は、ＲＯＭ１１内のプログラムに基づいてＲＡＭ１１をワークメモリとして使
用しつつ、画像形成装置の各部を制御し、画像形成装置としての基本処理やトナー濃度制
御処理を行う。
【００４０】
　スキャナ１は、例えばＣＣＤ（Charge Coupled Device）を利用したイメージスキャナ
が利用され、ＣＰＵ３の制御下で動作して、原稿を走査し原稿の画像を所定の解像度で読
み取る。
【００４１】
　プロッタ２は、例えば電子写真式記録装置が使用されており、画像形成装置のファクシ
ミリ機能で受信した画像データやスキャナ１で読み取った原稿の画像データに基づいて画
像を用紙に記録出力する。
【００４２】
　符号化復号化部５は、画像データの図示しない画像メモリへの蓄積の効率化及び伝送時
間の短縮化を図るためのものであり、所定の符号化方式に従って画像データを符号化し、
また、符号化された画像データを復号化する。
【００４３】
　操作表示制御部６は、図示しない操作表示部が接続され、操作表示部は、テンキーやス
タートキー等の各種操作キーを備えるとともに、例えば液晶ディスプレイ等のディスプレ
イを備えている。操作表示制御分６は、操作表示部の操作キーで入力された操作内容をＣ
ＰＵ３に通知し、ＣＰＵ３からの表示データを操作表示部のディスプレイに表示出力させ
る。
【００４４】
　ＣＣＵ７は、いわゆる通信制御部であり、ＮＣＵ９とモデム８が接続されており、ＮＣ
Ｕ９は、いわゆる網制御部であり、例えば公衆電話回線や専用回線等の回線が接続されて
いる。ＣＣＵ７は、相手側の画像形成装置との間でファクシミリ制御信号を交換し、ファ
クシミリ通信手順を実行する。
【００４５】
　モデム８は、送信信号の変調及び受信信号の復調を行い、ＮＣＵ９は、回線からの発呼
に対して自動着呼し、また、回線への自動発呼処理を行う。
【００４６】
　ネットワークインタフェース制御部１２には、コンピュータ等の情報端末の接続された
所定のネットワーク、例えばＬＡＮ（Local Area Network）等が接続され、ＣＰＵ４の制
御下でネットワークを介して接続されている情報端末との間で各種情報の授受を行う。
【００４７】
　画像濃度制御部１３は、当初設定された限界値の範囲外となる値を新たな限界値として
更新する場合のトナー濃度制御をＣＰＵ３の制御下で実行する。
【００４８】
　図２は、本実施形態の画像形成装置の断面概略図であり、現像ユニット及び感光体ユニ
ットの周辺を示す。当該現像ユニットは、現像器１２０、現像スリーブ２０２、ドクタ（
現像剤規制部材）２０３、搬送スクリュー部２０４及び２０５等から構成される。
【００４９】
　現像スリーブ２０２は、現像剤担持体としての役割を果たし、搬送スクリュー２０４及
び２０５は、現像器１２０に配設され、トナーとキャリアとからなる現像剤を攪拌して搬
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送する。ドクタ２０３は、現像スリーブ２０２により担持された現像剤を一定量に規制す
る。
【００５０】
　現像ユニットの動作とトナーの流れを詳述すると、まず、現像器１２０内の現像剤は、
搬送スクリュー２０４及び２０５により攪拌搬送され、現像スリーブ２０２の汲み上げ磁
極により担持される。次に、現像スリーブ２０２に担持された現像剤は、現像スリーブ２
０２の回転に伴って、搬送極の磁場と現像スリーブ２０２の表面の摩擦力によりドクタ２
０３の近傍まで搬送される。
【００５１】
　続いて、ドクタ２０３の近傍まで搬送された現像剤は、ドクタ上流部に一旦滞留し、ド
クタ２０３のエッジ部と現像スリーブとのギャップで層厚を規制されて現像領域に搬送さ
れる。現像領域には、所定の現像バイアスが印加されており、感光体上に形成された静電
潜像にトナーを付勢する方向に現像電界が形成されるため、トナーは感光体１１０上に現
像される。
【００５２】
　そして、現像領域を通過した現像剤は、現像スリーブ２０２上の現像剤離れ極位置で現
像スリーブ２０２から離れて搬送スクリュー部２０５へ送られる。その後、搬送スクリュ
ー部２０４へ移動し、トナー補給部にてトナーの供給を受けて適正なトナー濃度に調整さ
れ、上述したように現像スリーブ２０２に再び搬送される。以上の流れを繰り返す。
【００５３】
　なお、透磁率センサ３５０は、現像器１２０のケーシング底部に設置されており、透磁
率センサ３５０により現像剤中のトナー濃度を検出している。
【００５４】
　次に、本実施形態の画像形成装置が行うトナー濃度制御について説明する。図３は、本
実施形態の画像形成装置におけるトナー濃度制御を示したフローチャートである。
【００５５】
　まず、スタートし印刷を開始すると、画像濃度制御部はトナー濃度を取得する（ステッ
プＳ３０１）。トナー濃度は、例えば透磁率センサにより現像剤中のトナー濃度を検出す
ることで取得される。なお、トナー濃度を検出するセンサは、画像形成動作の中断後だけ
でなく、継続中においても１ページの画像形成毎にトナー濃度を検出できる。
【００５６】
　次に、印刷された画像と印刷に使用された用紙により、画像濃度制御部は画像面積率を
算出し、印刷毎に画像面積のデータを蓄積していく（ステップＳ３０２）。なお、画像面
積率は、［画像面積率］＝［画像面積］／［走行面積］で算出される。また、画像面積は
、現像装置で現像して感光体に形成する画像の面積であり、［画像面積］＝［カウント画
素数］×［１画素の面積］で算出される。カウント画素数は書込み画素数をカウントして
算出し、１画素の面積は予め決まっているため、画像面積を知ることができる。また、走
行面積は感光体に形成する画像に基づく感光体の走行距離と、感光体の作像可能な幅とに
より求め、［走行面積］＝［走行距離］×［作像幅］で算出される。ここで、作像幅は予
め決まっているから、走行距離を求めることで走行面積を知ることができる。走行距離は
、［走行距離］＝［感光体のカウント回転数］×［感光体の周長］あるいは［走行距離］
＝［感光体のカウント回転時間］×［感光体の線速］で算出される。ここで、感光体の周
長及び線速は予め決まっているため、回転数あるいは回転時間をカウントすることで走行
距離を知ることができる。以上により、画像面積率や画像面積を算出する。
【００５７】
　次に、画像濃度制御部は、求めた累積の画像面積率が一定値を超えたか否かを判断する
（ステップＳ３０３）。累積画像面積率が一定値を超えた場合は（ステップＳ３０３／Ｙ
ＥＳ）、用紙に対するトナー使用量が一定の水準を超過したとみなすことができ、使用さ
れたトナー量を推測できる。
【００５８】
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　累積画像面積が一定値を超えた後、画像濃度制御部は、トナー濃度制御基準値とトナー
濃度検出値の差が一定値を超えたか否かの判断を行う（ステップＳ３０４）。制御基準値
と検出値との差が一定値を超えた場合は（ステップＳ３０４／ＹＥＳ）、トナーとキャリ
アの混合比の適正基準を超過したとみなすことができる。
【００５９】
　次に、制御基準値と検出値との差が一定値を超えた場合（ステップＳ３０４／ＹＥＳ）
は、画像濃度制御部は、前回検出値、すなわち前ページでのトナー濃度検出値と現在のペ
ージでのトナー濃度検出値との比較を行い、これらの検出値の差が一定値を超えたか否か
の判断を行う（ステップＳ３０５）。
【００６０】
　そして、この差が一定値を超過した場合には（ステップＳ３０５／ＹＥＳ）、画像濃度
制御部は、トナー濃度制御基準値の算出に用いる限界値の更新を行う（ステップＳ３０６
）。つまり、当初設定された限界値の範囲外の値へ補正し更新する。
【００６１】
　一方、上述した３つの条件が満たされない場合には（ステップＳ３０３／ＮＯ、ステッ
プＳ３０４／ＮＯ、ステップＳ３０５／ＮＯ）、限界値の範囲外の値に更新されたときは
、当初設定された限界値に戻して更新する（Ｓ３０７）。
【００６２】
　このようにして、限界値の更新を判断した後に、エンドとなりトナー制御基準値の再計
算が行われるが、当初の設定範囲外の値へ補正され限界値として更新された場合には、通
常の値を超えた値が算出されることもあり、これを目標として印刷中の補給動作を行うこ
とで画像濃度の回復が可能となる。なお、上記の限界値の更新にあたり、該更新を可能と
する範囲を設けてこの可能範囲内での更新と制限することも可能である。
【００６３】
　ここで、トナー濃度制御基準値の算出とは、トナー濃度検出用センサの特性値、現在の
トナー濃度から基準値に至らしめるための変化量、実験結果による係数等により計算され
、上記のようにして更新された値が最大値あるいは最小値とされる。
【００６４】
　上記の実施形態によれば、限界値を更新することで、目標となるトナー濃度制御基準値
が取りうる値の範囲を広げることが可能となり、従来では回復不能だった場合にも、画像
濃度回復を行うことが可能となる。画像濃度が極端に薄くなった場合等には、トナーの劣
化等により、キャリアへの付着強度が強くなっている場合等が考えられ、トナー自身の持
つ本来の物理的な特性による最適性限界値を超えた場合、トナー飛散等の発生が考慮され
る。
【００６５】
　また、上記の実施形態によれば、画像形成の履歴を判断基準に含むことにより、限界値
更新に関する条件を、厳しく設定することが可能となる。
【００６６】
　また、上記の実施形態によれば、トナー濃度検出値とトナー濃度制御基準値との差分に
おいて、限界値更新を行っても良いと考えられる値を取ることが可能となる。
【００６７】
　また、上記の実施形態によれば、検出したトナー濃度の推移を考慮した、限界値の更新
が可能となる。
【００７０】
　また、上記の実施形態によれば、トナー濃度制御基準値として本来必要を思われる値が
算出された場合に、これを安定した画像出力を行える範囲に抑えることが可能となる。
【００７１】
　また、上記の実施形態によれば、印刷を中断して調整することなく、印刷中に検出した
値によって画像回復を行うことが可能となり、出力画像１枚毎に最適な画像を得ることが
可能となる。
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【００７２】
　以上の効果を、図４により説明する。図４は、本実施形態におけるトナー濃度制御を用
いた際のトナー濃度及び画像濃度の推移を示したグラフで、（ａ）はトナー濃度と枚数の
関係を表し、（ｂ）は画像濃度と画像面積率の関係を表したものである。図４（ｂ）にお
いて、画像面積率が０．１％の画像を出力し続け、後に画像面積率が５％の画像を出力し
ていくことを表している。また図４（ｂ）では、枚数ととも画像濃度が低い位置から徐々
に回復し、画像面積率５％の画像使用に切り替えた後においても、安定して狙いの濃度を
出力していることを表している。
【００７３】
　ここで、図４（ａ）において、前述のトナー濃度をＶｔｒｅｆとし、限界値をＶｔｒｅ
ｆ下限と表記する。図４（ｂ）で画像面積率０．１％の画像を出力し続けているとき、対
応する上の図４（ａ）を見ると、ＶｔｒｅｆがＶｔｒｅｆ下限に追随しているにもかかわ
らず、図（ｂ）では狙いの画像濃度になっていないことが分かる（Ｘ軸方向の（ｉ）部分
を参照）。そして、ここで前述の判断に基づいてＶｔｒｅｆ下限を更新すると、図４（ａ
）に示すように、Ｖｔｒｅｆはそれに追随して以前の限界値を超えることとなり、下の図
４（ｂ）を見ると、狙いの画像濃度に近づいていることが分かる（Ｘ軸方向の（ｉｉ）部
分を参照）。さらに、画像面積率５％の画像に変更したときには、図４（ａ）におけるＶ
ｔｒｅｆ下限を元の値に戻すことで、図４（ｂ）において狙いの濃度を維持していること
が分かる（Ｘ軸方向の（ｉｉｉ）部分を参照）。
【００７４】
　また、上記の実施形態によれば、限界値の更新に使用する値自体に制限をかけることが
可能となり、画像形成装置毎の特性に合わせた値等を設定することが可能となる。
【００７５】
　なお、上述する実施形態は、本発明の好適な実施形態であり、上記実施形態のみに本発
明の範囲を限定するものではなく、本発明の要旨を逸脱しない範囲において種々の変更を
施した形態での実施が可能である。
【図面の簡単な説明】
【００７６】
【図１】本発明の実施形態に係る画像形成装置のブロック図である。
【図２】本発明の実施形態に係る画像形成装置の断面概略図である。
【図３】本発明の実施形態に係る画像形成装置におけるトナー濃度制御動作を示したフロ
ーチャートである。
【図４】本発明の実施形態におけるトナー濃度制御を用いた際のトナー濃度及び画像濃度
の推移を示したグラフである。
【符号の説明】
【００７７】
　１　　スキャナ
　２　　プロッタ
　３　　ＣＰＵ
　４　　ＳＡＦ
　５　　符号化復号化部
　６　　操作表示制御部
　７　　ＣＣＵ
　８　　モデム
　９　　ＮＣＵ
　１０　　ＲＯＭ
　１１　　ＲＡＭ
　１２　　ネットワークインタフェース部
　１３　　画像濃度制御部
　１４　　システムバス
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　１１０　　感光体
　１２０　　現像器
　２０２　　現像スリーブ
　２０３　　ドクタエッジ部
　２０４，２０５　　搬送スクリュー部
　２５０　　透磁率センサ

【図１】

【図２】

【図３】
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【図４】
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