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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
誘導加熱手段の電磁誘導により加熱される加熱ローラと、
　前記加熱ローラと平行に配置された定着ローラと、
　前記加熱ローラと前記定着ローラとに張架されて前記加熱ローラにより加熱されるとと
もにこれらのローラによって回転される無端状の定着ベルトと、
　前記加熱ローラと前記定着ベルトとの接触領域以外の前記定着ベルトに当接して温度を
検出する温度検出手段と、
　前記定着ベルトに形成された少なくとも一つの検知孔と、
　前記定着ベルトの回転に伴う前記検知孔の前記定着ベルトの回転方向への移動を検知す
る検知手段と、
　前記定着ベルトを介して前記定着ローラに圧接されるとともに前記定着ベルトに対して
順方向に回転してニップ部を形成する加圧ローラとを有し、
　前記検知手段の検知結果に基づいて前記定着ベルトの移動が確認されると前記誘導加熱
手段による加熱を開始するとともに、前記誘導加熱手段による加熱が終了し、前記温度検
出手段により検出された温度が予め決められた温度に到達すると前記定着ベルトの回転を
停止することを特徴とする定着装置。
【請求項２】
誘導加熱手段の電磁誘導により加熱される加熱ローラと、
　前記加熱ローラの回転軸に取り付けられた遮光手段と、
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　前記加熱ローラの回転に伴う前記遮光手段の回転を検知する検知手段と、
　前記加熱ローラと平行に配置された定着ローラと、
　前記加熱ローラと前記定着ローラとに張架されて前記加熱ローラにより加熱されるとと
もにこれらのローラによって回転される無端状の定着ベルトと、
　前記加熱ローラと前記定着ベルトとの接触領域以外の前記定着ベルトに当接して温度を
検出する温度検出手段と、
　前記定着ベルトを介して前記定着ローラに圧接されるとともに前記定着ベルトに対して
順方向に回転してニップ部を形成する加圧ローラとを有し、
　前記検知手段の検知結果に基づいて前記定着ベルトの移動が確認されると前記誘導加熱
手段による加熱を開始するとともに、前記誘導加熱手段による加熱が終了し、前記温度検
出手段により検出された温度が予め決められた温度に到達すると前記定着ベルトの回転を
停止することを特徴とする定着装置。
【請求項３】
誘導加熱手段の電磁誘導により加熱される加熱ローラと、
　前記加熱ローラと平行に配置された定着ローラと、
　前記定着ローラの回転軸に取り付けられた遮光手段と、
　前記定着ローラの回転に伴う前記遮光手段の回転を検知する検知手段と、
　前記加熱ローラと前記定着ローラとに張架されて前記加熱ローラにより加熱されるとと
もにこれらのローラによって回転される無端状の定着ベルトと、
　前記加熱ローラと前記定着ベルトとの接触領域以外の前記定着ベルトに当接して温度を
検出する温度検出手段と、
　前記定着ベルトを介して前記定着ローラに圧接されるとともに前記定着ベルト
に対して順方向に回転してニップ部を形成する加圧ローラとを有し、
　前記検知手段の検知結果に基づいて前記定着ベルトの移動が確認されると前記誘導加熱
手段による加熱を開始するとともに、前記誘導加熱手段による加熱が終了し、前記温度検
出手段により検出された温度が予め決められた温度に到達すると前記定着ベルトの回転を
停止することを特徴とする定着装置。
【請求項４】
誘導加熱手段の電磁誘導により加熱される加熱ローラと、
　前記加熱ローラと平行に配置された定着ローラと、
　前記定着ローラを回転駆動する駆動手段に取り付けられた遮光手段と、
　前記駆動手段の回転に伴う前記遮光手段の回転移動を検知する検知手段と、
　前記加熱ローラと前記定着ローラとに張架されて前記加熱ローラにより加熱されるとと
もにこれらのローラによって回転される無端状の定着ベルトと、
　前記加熱ローラと前記定着ベルトとの接触領域以外の前記定着ベルトに当接して温度を
検出する温度検出手段と、
　前記定着ベルトを介して前記定着ローラに圧接されるとともに前記定着ベルトに対して
順方向に回転してニップ部を形成する加圧ローラとを有し、
　前記検知手段の検知結果に基づいて前記定着ベルトの移動が確認されると前記誘導加熱
手段による加熱を開始するとともに、前記誘導加熱手段による加熱が終了し、前記温度検
出手段により検出された温度が予め決められた温度に到達すると前記定着ベルトの回転を
停止することを特徴とする定着装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、複写機やファクシミリ、プリンタなどの静電記録式の画像形成装置に使用され
る定着装置に関するものである。
【０００２】
【従来の技術】
昨今、ＯＡ機器の省エネルギー化の動向から、プリンタや複写機等に用いられる定着装置
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も省エネルギーおよびクイックスタートの要求が高まりつつある。そして、その要求に応
えるため、従来の一般的な熱ローラ方式の定着装置に代わり、定熱容量の定着ベルトを用
いたベルト定着方式の定着装置が提案されている。
【０００３】
また、従来から、加熱ローラの加熱手段としてハロゲンランプや抵抗発熱体等が用いられ
ている。これらはそれ自体に熱容量がある等の理由から加熱ローラの発熱効率が悪く、さ
らに発熱効率を向上させる加熱手段として、電磁誘導加熱方式の研究も行われている。
【０００４】
以下に電磁誘導方式を用いた定着装置について説明する。
【０００５】
図１０は電磁誘導加熱方式が用いられた従来の定着装置を示す模式図、図１１は図１０の
定着装置の要部を示す説明図、図１２は図１０の定着装置の動作を示すフローチャートで
ある。
【０００６】
図示する定着装置は、導電性部材から構成されて誘導加熱手段１の電磁誘導により加熱さ
れる加熱ローラ２と、表層に弾性体層を有して加熱ローラ２と平行に配置された定着ロー
ラ３と、表層に離型層が形成され、加熱ローラ２と定着ローラ３とに張架されて加熱ロー
ラ２により加熱されるとともにこれらのローラの回転により周回動する無端帯状の定着ベ
ルト５と、定着ベルト５を介して定着ローラ３に圧接されるとともに定着ベルト５に対し
て順方向に回転する加圧ローラ４とから構成されている。
【０００７】
そして、定着ローラ３と加圧ローラ４との押圧力により、定着ベルト５と加圧ローラ４と
の間に所定幅のニップ部が形成される。
【０００８】
加熱ローラ２と定着ローラ３とに張架された定着ベルト５は、誘導加熱手段１に加熱され
る加熱ローラ２との接触部位で加熱される。そして、ローラ２，３の回転に伴う回転によ
って定着ベルト５の内面が連続的に加熱され、結果としてベルト全体に渡って加熱される
。
【０００９】
電磁誘導により加熱ローラ２を加熱する誘導加熱手段１は、磁界発生手段である励磁コイ
ル１ｂと、励磁コイル１ｂの外側において励磁コイル１ｂが巻き回された強磁性体よりな
るフェライトコア１ａが配置されている。なお、励磁コイル１ｂは、発振回路が周波数可
変とされた励磁回路（図示せず）に接続されている。
【００１０】
そして、加熱ローラ２と定着ベルト５との接触領域およびその近傍部において、励磁コイ
ル１ｂにより発生した交番磁界が加熱ローラ２に作用し、その内部では交番磁界の変化を
妨げる方向に渦電流が流れる。
【００１１】
この渦電流が加熱ローラ２の抵抗に応じたジュール熱を発生させ、主として加熱ローラ２
と定着ベルト５との接触領域ａ（図１１）において加熱ローラ２が電磁誘導発熱して加熱
され、このような加熱ローラ２により定着ベルト５が加熱される。
【００１２】
このようにして加熱された定着ベルト５のニップ部の入口側近傍における温度を測定する
ため、定着ベルト５の内面側に当接して、サーミスタなどの熱応答性の高い感温素子から
なる温度検出手段６が配置されている。そして、温度検出手段６が検出する温度に基づき
、定着ベルト５が一定の温度を保つように励磁回路により励磁コイル１ｂへの通電が制御
され、誘導加熱手段１による加熱ローラ２の発熱温度がコントロールされる。
【００１３】
以上のように構成された定着装置では発熱効率も向上し、さらなるウォームアップの短縮
が可能である。また、ウォームアップの短縮が可能になったことで、定着装置を常に暖め
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て待機状態にしておく必要がなくなり、消費電力を小さくすることが可能である。
【００１４】
【発明が解決しようとする課題】
このような電磁誘導加熱方式の定着装置において、誘導加熱手段１は発熱効率が良い反面
、温度上昇が非常に速いため、定着ベルト５を回転しない状態で加熱してしまうと、温度
検出位置と加熱位置とが離れているので、温度検出位置でのベルトの温度は上がらない。
【００１５】
すると、加熱ＯＮの信号が送り続けられて誘導加熱手段１の近傍が局所的に加熱され、温
度が異常上昇するという問題があった。
【００１６】
次に、このような定着装置が用いられた従来の画像形成装置の動作について、図１２のフ
ローチャートを用いて説明する。
【００１７】
プリンタが印字開始の信号を受信すると、先ず、定着駆動用のモータにモータＯＮの信号
が送られる（Ｓ２１）。
【００１８】
次に、モータのリモート信号を確認して（Ｓ２２）、リモートが確認できた場合は、誘導
加熱の励磁回路に通電されて加熱が開始される（Ｓ２３）。また、モータのリモートが確
認されなかった場合は、エラー検出され（Ｓ３０）、印字動作はキャンセルされる。
【００１９】
Ｓ２３において加熱が開始されたならば、温度検出手段６により検出された定着ベルト５
の温度が印字開始温度に到達したかが判断される（Ｓ２４）。そして、到達していれば、
定着ベルト５が制御温度で制御されて印字が開始される（Ｓ２５）。また、予め決められ
た時間内に印字開始温度に到達しなかった場合には、温度検知手段６の異常、誘導加熱の
励磁回路の異常、定着ベルト５の回転停止などの不具合の可能性があるため、エラー検出
され（Ｓ３１）、印字動作がキャンセルされる。
【００２０】
印字が終了したならば（Ｓ２６）、誘導加熱手段１への通電がＯＦＦされ（Ｓ２７）、定
着ベルト５の温度を検出する温度検知手段６により検出された温度が、予め決められた駆
動停止温度に到達したかどうかが判断される（Ｓ２８）。そして、駆動停止温度に到達し
たならば、定着駆動用モータにモータＯＦＦの信号が送られ（Ｓ２９）、印字動作が終了
する。また、予め決められた時間内に駆動停止温度に到達しなかった場合には、誘導加熱
手段１の励磁回路への通電がＯＦＦされていない可能性があるため、エラー検出され（Ｓ
３２）、Ｓ２７に戻る。
【００２１】
　このように定着装置駆動用のモータをスタートさせ、モータのクロック信号確認後に加
熱を開始する従来の技術では、そのモータの駆動対象である定着装置への駆動伝達（モー
タより下流側）に不具合があり、モータの駆動力が定着ベルトへ伝わらなかった場合には
定着ベルト５が回転していない可能性があり、局所的な温度の異常上昇の問題がある。
【００２２】
ここで、温度検知手段６による定着ベルト５の温度と加熱ＯＮ信号の関係から定着ベルト
５の回転状態を推測することが考えられるが、制御プログラムが複雑になるのみならず誤
検知の可能性もあり、有効な手段とはいえない。
【００２３】
そこで、本発明は、定着ベルトの回転状態を確実に検出することのできる定着装置を提供
することを目的とする。
【００２４】
【課題を解決するための手段】
　この課題を解決するために、本発明の定着装置は、誘導加熱手段の電磁誘導により加熱
される加熱ローラと、加熱ローラと平行に配置された定着ローラと、加熱ローラと定着ロ
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ーラとに張架されて加熱ローラにより加熱されるとともにこれらのローラによって回転さ
れる無端状の定着ベルトと、加熱ローラと定着ベルトとの接触領域以外の定着ベルトに当
接して温度を検出する温度検出手段と、定着ベルトに形成された少なくとも一つの検知孔
と、定着ベルトの回転に伴う検知孔の定着ベルトの回転方向への移動を検知する検知手段
と、定着ベルトを介して定着ローラに圧接されるとともに定着ベルトに対して順方向に回
転してニップ部を形成する加圧ローラとを有し、検知手段の検知結果に基づいて定着ベル
トの移動が確認されると誘導加熱手段による加熱を開始するとともに、誘導加熱手段によ
る加熱が終了し、温度検出手段により検出された温度が予め決められた温度に到達すると
定着ベルトの回転を停止する構成としたものである。
【００２５】
このように検知孔の移動を検知手段で検知することにより、定着ベルトの回転状態を確実
に検出することが可能になる。
【００２６】
【発明の実施の形態】
　本発明の請求項１に記載の発明は、誘導加熱手段の電磁誘導により加熱される加熱ロー
ラと、加熱ローラと平行に配置された定着ローラと、加熱ローラと定着ローラとに張架さ
れて加熱ローラにより加熱されるとともにこれらのローラによって回転される無端状の定
着ベルトと、加熱ローラと定着ベルトとの接触領域以外の定着ベルトに当接して温度を検
出する温度検出手段と、定着ベルトに形成された少なくとも一つの検知孔と、定着ベルト
の回転に伴う検知孔の定着ベルトの回転方向への移動を検知する検知手段と、定着ベルト
を介して定着ローラに圧接されるとともに定着ベルトに対して順方向に回転してニップ部
を形成する加圧ローラとを有し、検知手段の検知結果に基づいて定着ベルトの移動が確認
されると誘導加熱手段による加熱を開始するとともに、誘導加熱手段による加熱が終了し
、温度検出手段により検出された温度が予め決められた温度に到達すると定着ベルトの回
転を停止する定着装置であり、検知孔の移動を検知手段で検知することにより、定着ベル
トの回転状態を確実に検出することが可能になるという作用を有する。
【００２７】
　本発明の請求項２に記載の発明は、誘導加熱手段の電磁誘導により加熱される加熱ロー
ラと、加熱ローラの回転軸に取り付けられた遮光手段と、加熱ローラの回転に伴う遮光手
段の回転を検知する検知手段と、加熱ローラと平行に配置された定着ローラと、加熱ロー
ラと定着ローラとに張架されて加熱ローラにより加熱されるとともにこれらのローラによ
って回転される無端状の定着ベルトと、加熱ローラと定着ベルトとの接触領域以外の定着
ベルトに当接して温度を検出する温度検出手段と、定着ベルトを介して定着ローラに圧接
されるとともに定着ベルトに対して順方向に回転してニップ部を形成する加圧ローラとを
有し、検知手段の検知結果に基づいて定着ベルトの移動が確認されると誘導加熱手段によ
る加熱を開始するとともに、誘導加熱手段による加熱が終了し、温度検出手段により検出
された温度が予め決められた温度に到達すると定着ベルトの回転を停止する定着装置であ
り、遮光手段の回転を検知手段で検知することにより、加熱ローラを介して定着ベルトの
回転状態を確実に検出することが可能になるという作用を有する。
【００２８】
　本発明の請求項３に記載の発明は、誘導加熱手段の電磁誘導により加熱される加熱ロー
ラと、加熱ローラと平行に配置された定着ローラと、定着ローラの回転軸に取り付けられ
た遮光手段と、定着ローラの回転に伴う遮光手段の回転を検知する検知手段と、加熱ロー
ラと定着ローラとに張架されて加熱ローラにより加熱されるとともにこれらのローラによ
って回転される無端状の定着ベルトと、加熱ローラと定着ベルトとの接触領域以外の定着
ベルトに当接して温度を検出する温度検出手段と、定着ベルトを介して定着ローラに圧接
されるとともに定着ベルトに対して順方向に回転してニップ部を形成する加圧ローラとを
有し、検知手段の検知結果に基づいて定着ベルトの移動が確認されると誘導加熱手段によ
る加熱を開始するとともに、誘導加熱手段による加熱が終了し、温度検出手段により検出
された温度が予め決められた温度に到達すると定着ベルトの回転を停止する定着装置であ
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り、遮光手段の回転を検知手段で検知することにより、定着ローラを介して定着ベルトの
回転状態を確実に検出することが可能になるという作用を有する。
【００２９】
　本発明の請求項４に記載の発明は、誘導加熱手段の電磁誘導により加熱される加熱ロー
ラと、加熱ローラと平行に配置された定着ローラと、定着ローラを回転駆動する駆動手段
に取り付けられた遮光手段と、駆動手段の回転に伴う遮光手段の回転移動を検知する検知
手段と、加熱ローラと定着ローラとに張架されて加熱ローラにより加熱されるとともにこ
れらのローラによって回転される無端状の定着ベルトと、加熱ローラと定着ベルトとの接
触領域以外の定着ベルトに当接して温度を検出する温度検出手段と、定着ベルトを介して
定着ローラに圧接されるとともに定着ベルトに対して順方向に回転してニップ部を形成す
る加圧ローラとを有し、検知手段の検知結果に基づいて定着ベルトの移動が確認されると
誘導加熱手段による加熱を開始するとともに、誘導加熱手段による加熱が終了し、温度検
出手段により検出された温度が予め決められた温度に到達すると定着ベルトの回転を停止
する定着装置であり、遮光手段の回転移動を検知手段で検知することにより、駆動手段を
介して定着ベルトの回転状態を確実に検出することが可能になるという作用を有する。
【００３０】
以下、本発明の実施の形態について、図１から図９を用いて説明する。なお、これらの図
面において同一の部材には同一の符号を付しており、また、重複した説明は省略されてい
る。
【００３１】
図１は本発明の一実施の形態である電磁誘導加熱方式が用いられた定着装置の要部を正面
から示す模式図、図２は図１の定着装置を側面から示す模式図、図３は本発明の他の実施
の形態である電磁誘導加熱方式が用いられた定着装置の要部を正面から示す模式図、図４
は図３の定着装置を側面から示す模式図、図５は本発明のさらに他の実施の形態である電
磁誘導加熱方式が用いられた定着装置の要部を正面から示す模式図、図６は図５の定着装
置を側面から示す模式図、図７は本発明のさらに他の実施の形態である電磁誘導加熱方式
が用いられた定着装置の要部を正面から示す模式図、図８は図７の定着装置を側面から示
す模式図、図９は本発明の実施の形態における定着装置の動作を示すフローチャートであ
る。
【００３２】
図１および図２に示す定着装置は、導電性部材から構成されて誘導加熱手段１の電磁誘導
により加熱される加熱ローラ２と、表層に弾性体層を有して加熱ローラ２と平行に配置さ
れた定着ローラ３と、表層に離型層が形成され、加熱ローラ２と定着ローラ３とに張架さ
れて加熱ローラ２により加熱されるとともに定着ローラ３を駆動する駆動ギヤ９の回転に
より周回動する無端帯状の定着ベルト５と、定着ベルト５を介して定着ローラ３に圧接さ
れるとともに定着ベルト５に対して順方向に回転する加圧ローラ４とから構成されている
。
【００３３】
そして、定着ローラ３と加圧ローラ４との押圧力により、定着ベルト５と加圧ローラ４と
の間に所定幅のニップ部が形成される。
【００３４】
加熱ローラ２と定着ローラ３とに張架された定着ベルト５は、誘導加熱手段１に加熱され
る加熱ローラ２との接触部位で加熱される。そして、ローラ２，３の回転に伴う回転によ
って定着ベルト５の内面が連続的に加熱され、結果としてベルト全体に渡って加熱される
。
【００３５】
電磁誘導により加熱ローラ２を加熱する誘導加熱手段１は、磁界発生手段である励磁コイ
ル１ｂと、励磁コイル１ｂの外側において励磁コイル１ｂが巻き回された強磁性体よりな
るフェライトコア１ａが配置されている。なお、励磁コイル１ｂは、発振回路が周波数可
変とされた励磁回路（図示せず）に接続されている。
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【００３６】
そして、加熱ローラ２と定着ベルト５との接触領域およびその近傍部において、励磁コイ
ル１ｂにより発生した交番磁界が加熱ローラ２に作用し、その内部では交番磁界の変化を
妨げる方向に渦電流が流れる。
【００３７】
この渦電流が加熱ローラ２の抵抗に応じたジュール熱を発生させ、主として加熱ローラ２
と定着ベルト５との接触領域において加熱ローラ２が電磁誘導発熱して加熱され、このよ
うな加熱ローラ２により定着ベルト５が加熱される。
【００３８】
このようにして加熱された定着ベルト５のニップ部の入口側近傍における温度を測定する
ため、定着ベルト５の内面側に当接して、サーミスタなどの熱応答性の高い感温素子から
なる温度検出手段６が配置されている。そして、温度検出手段６が検出する温度に基づき
、定着ベルト５が一定の温度を保つように励磁回路により励磁コイル１ｂへの通電が制御
され、誘導加熱手段１による加熱ローラ２の発熱温度がコントロールされる。
【００３９】
定着ベルト５の幅方向の端部には、検知孔８が全周にわたって複数形成されている。そし
て、定着ベルト５の回転に伴う検知孔８の定着ベルト５の回転方向への移動を検知するた
めに、透過型センサ（検知手段）７が設けられている。なお、検知孔８は定着ベルト５の
一箇所にのみ形成されていてもよい。
【００４０】
したがって、検知孔８の移動を透過型センサ７で検知することにより、定着ベルト５の回
転状態を確実に検出することが可能になる。そして、これにより、定着ベルト５が回転さ
れていない状態で誘導加熱手段１により加熱された加熱ローラ２により定着ベルト５の温
度が異常上昇するという事態を回避することが可能になる。
【００４１】
次に、本発明の他の実施の形態を図３および図４を用いて説明する。
【００４２】
ここでは、検知孔８を透過型センサ７で検知するのではなく、図示するように、定着ベル
ト５により従動回転される加熱ローラ２の回転軸に、加熱ローラ２と同位相で回転する遮
光部材（遮光手段）１０ａを取り付け、この遮光部材１０ａの回転を透過型センサ７で検
知している。
【００４３】
このように、加熱ローラ２の回転軸に設けられた遮光部材１０ａの回転を透過型センサ７
で検知するようにしても、加熱ローラ２の回転状態を介して定着ベルト５の回転を確実に
検出することが可能になる。
【００４４】
次に、本発明のさらに他の実施の形態を図５および図６を用いて説明する。
【００４５】
ここでは、定着ベルト５を回転駆動する定着ローラ３の回転軸に、定着ローラ３と同位相
で回転する遮光部材（遮光手段）１０ｂを取り付け、この遮光部材１０ｂの回転を透過型
センサ７で検知している。
【００４６】
このように、定着ローラ３の回転軸に設けられた遮光部材１０ｂの回転を透過型センサ７
で検知するようにしても、定着ローラ３の回転状態を介して定着ベルト５の回転を確実に
検出することが可能になる。
【００４７】
次に、本発明のさらに他の実施の形態を図７および図８を用いて説明する。
【００４８】
ここでは、定着ベルト５を回転駆動する駆動ギヤ９に、駆動ギヤ９と同位相で回転移動す
る遮光部材（遮光手段）１０ｃを取り付け、この遮光部材１０ｃの回転移動を透過型セン
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サ７で検知している。
【００４９】
このように、駆動ギヤ９に設けられた遮光部材１０ｃの回転移動を透過型センサ７で検知
するようにしても、駆動ギヤ９の回転状態を介して定着ベルト５の回転を確実に検出する
ことが可能になる。
【００５０】
ここで、本実施の形態の定着装置の動作について、図９のフローチャートを用いて説明す
る。
【００５１】
プリンタが印字開始の信号を受信すると、先ず、定着駆動用のモータにモータＯＮの信号
が送られる（Ｓ１）。
【００５２】
次に、透過型センサ７の検出結果に基づいて定着ベルト５が回転しているかどうかが確認
され（Ｓ２）、定着ベルト５の回転状態が確認されたときには誘導加熱の励磁回路に通電
されて加熱が開始される（Ｓ３）。また、定着ベルト５の回転状態が確認されなかったと
きは、エラー検出され（Ｓ１０）、印字動作はキャンセルされる。
【００５３】
Ｓ３において加熱が開始されたならば、温度検出手段６により検出された定着ベルト５の
温度が印字開始温度に到達したかが判断される（Ｓ４）。そして、到達していれば、定着
ベルト５が制御温度で制御されて印字が開始される（Ｓ５）。また、予め決められた時間
内に印字開始温度に到達しなかった場合には、温度検知手段６の異常、誘導加熱の励磁回
路の異常、定着ベルト５の回転停止などの不具合の可能性があるため、エラー検出され（
Ｓ１１）、印字動作がキャンセルされる。
【００５４】
印字が終了したならば（Ｓ６）、誘導加熱手段１への通電がＯＦＦされ（Ｓ７）、定着ベ
ルト５の温度を検出する温度検知手段６により検出された温度が、予め決められた駆動停
止温度に到達したかどうかが判断される（Ｓ８）。そして、駆動停止温度に到達したなら
ば、定着駆動用モータにモータＯＦＦの信号が送られ（Ｓ９）、印字動作が終了する。ま
た、予め決められた時間内に駆動停止温度に到達しなかった場合には、誘導加熱手段１の
励磁回路への通電がＯＦＦされていない可能性があるため、エラー検出され（Ｓ１２）、
Ｓ７に戻る。
【００５５】
このように、本実施の形態によれば、定着ベルト５、加熱ローラ２、定着ローラ３または
駆動ギヤ９の回転状態を透過型センサ７で検知することが可能になる。
【００５６】
そして、定着ベルト５の回転状態が確認されなかったときはエラー検出するようになって
いるので、定着ベルト５が回転されていない状態で誘導加熱手段１により加熱された加熱
ローラ２により定着ベルト５の温度が異常上昇するという事態を回避することが可能にな
る。
【００５７】
【発明の効果】
以上のように、本発明によれば、検知手段で定着ベルトの回転を直接または加熱ローラ、
定着ローラ、駆動手段を介して間接に検知しているので、定着ベルトの回転状態を確実に
検出することが可能になるという有効な効果が得られる。
【００５８】
これにより、定着ベルトが回転されていない状態で誘導加熱手段により加熱された加熱ロ
ーラにより定着ベルトの温度が異常上昇するという事態を回避することが可能になるとい
う有効な効果が得られる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の一実施の形態である電磁誘導加熱方式が用いられた定着装置の要部を正
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面から示す模式図
【図２】図１の定着装置を側面から示す模式図
【図３】本発明の他の実施の形態である電磁誘導加熱方式が用いられた定着装置の要部を
正面から示す模式図
【図４】図３の定着装置を側面から示す模式図
【図５】本発明のさらに他の実施の形態である電磁誘導加熱方式が用いられた定着装置の
要部を正面から示す模式図
【図６】図５の定着装置を側面から示す模式図
【図７】本発明のさらに他の実施の形態である電磁誘導加熱方式が用いられた定着装置の
要部を正面から示す模式図
【図８】図７の定着装置を側面から示す模式図
【図９】本発明の実施の形態における定着装置の動作を示すフローチャート
【図１０】電磁誘導加熱方式が用いられた従来の定着装置を示す模式図
【図１１】図１０の定着装置の要部を示す説明図
【図１２】図１０の定着装置の動作を示すフローチャート
【符号の説明】
１　誘導加熱手段
２　加熱ローラ
３　定着ローラ
４　加圧ローラ
５　定着ベルト
７　透過型センサ（検知手段）
８　検知孔
９　駆動ギヤ（駆動手段）
１０ａ，１０ｂ，１０ｃ　遮光部材（遮光手段）
【図１】

【図２】

【図３】

【図４】

【図５】
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【図６】

【図７】

【図８】

【図９】 【図１０】

【図１１】
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