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(57)【要約】
【課題】記録媒体の無駄の発生および装置の生産性低下
の両方を抑制することが可能なインクジェット画像形成
装置および転写制御方法を提供する。
【解決手段】インクジェット画像形成装置は、インクジ
ェットヘッドから吐出され、転写体に担持されているイ
ンクを記録媒体に転写する転写部と、転写体に担持され
るインクが転写不要なインクである場合、転写が必要な
インクである場合と比べて、インクの転写性を低減する
制御を行う制御部と、を備える。
【選択図】図５



(2) JP 2020-179639 A 2020.11.5

10

20

30

40

50

【特許請求の範囲】
【請求項１】
　インクジェットヘッドから吐出され、転写体に担持されているインクを記録媒体に転写
する転写部と、
　前記転写体に担持される前記インクが転写不要なインクである場合、転写が必要なイン
クである場合と比べて、前記インクの転写性を低減する制御を行う制御部と、
　を備えるインクジェット画像形成装置。
【請求項２】
　前記記録媒体の搬送方向における前記転写部の上流側において、前記転写体に担持され
た前記インクの粘度を調整する粘度調整部を有し、
　前記制御部は、前記転写体に担持される前記インクが転写不要なインクである場合、転
写が必要なインクである場合と比べて、前記インクの粘度を増大させるように前記粘度調
整部を制御する、
　請求項１に記載のインクジェット画像形成装置。
【請求項３】
　前記制御部は、前記インクの粘着性が失われるように前記インクの粘度を増大させる、
　請求項２に記載のインクジェット画像形成装置。
【請求項４】
　前記粘度調整部は、前記インクに非接触で前記インクの粘度を調整する、
　請求項２または３に記載のインクジェット画像形成装置。
【請求項５】
　前記制御部は、前記インクの表面側の粘度が裏面側の粘度より大きくなるように前記イ
ンクの粘度を増大させる、
　請求項２または４に記載のインクジェット画像形成装置。
【請求項６】
　前記転写不要なインクは、前記記録媒体に転写されないタイミングで、前記インクジェ
ットヘッドから吐出されたインクである、
　請求項１から５のいずれかに記載のインクジェット画像形成装置。
【請求項７】
　前記転写不要なインクは、前記インクジェットヘッドから吐出されるインクの状態を調
整するためのテストパターンを構成するインクである、
　請求項１から６のいずれかに記載のインクジェット画像形成装置。
【請求項８】
　前記記録媒体の搬送方向における前記粘度調整部の上流側において、前記転写体に担持
された前記インクの画像を読み取る画像読取部を備える、
　請求項２に記載のインクジェット画像形成装置。
【請求項９】
　前記画像読取部で読み取られた画像の不良を検出する不良検知部を備える、
　請求項８に記載のインクジェット画像形成装置。
【請求項１０】
　前記制御部は、前記不良検知部によって前記画像の前記不良が検出された場合、当該不
良部分のインクを、前記転写不要なインクと判断する、
　請求項９に記載のインクジェット画像形成装置。
【請求項１１】
　前記制御部は、前記インクジェット画像形成装置が異常停止した場合、前記転写体に担
持されているインクを、前記転写不要なインクと判断する、
　請求項１から１０のいずれか１項に記載のインクジェット画像形成装置。
【請求項１２】
　前記インクは、活性エネルギー線を供給することによって増粘するインクであり、
　前記粘度調整部は、前記転写体に供給する前記活性エネルギー線の線量を変更すること
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によって前記インクの粘度を調整する、
　請求項２～５、８～１０のいずれか１項に記載のインクジェット画像形成装置。
【請求項１３】
　前記活性エネルギー線は、紫外線であり、
　前記粘度調整部は、前記インクに供給する紫外線の光量を変更することによって前記イ
ンクの粘度を調整する、
　請求項１２に記載のインクジェット画像形成装置。
【請求項１４】
　前記インクは、溶媒として水を含む水性インクであり、
　前記粘度調整部は、前記インク中の前記水を除去することによって前記インクの粘度を
調整する、
　請求項２～５、８～１０のいずれか１項に記載のインクジェット画像形成装置。
【請求項１５】
　前記転写体に担持された前記インクに転写剤を供給する転写剤供給部を備え、
　前記制御部は、前記転写体に担持される前記インクが転写不要なインクである場合、転
写が必要なインクである場合と比べて、前記転写剤を少なく供給するように、前記転写剤
供給部を制御する、
　請求項１から１３のいずれかに記載のインクジェット画像形成装置。
【請求項１６】
　前記記録媒体の搬送方向における前記転写部の下流側において、前記転写体に担持され
ている前記インクをクリーニングするクリーニング部を備える、
　請求項１から１５のいずれかに記載のインクジェット画像形成装置。
【請求項１７】
　前記制御部は、前記インクの転写性を低減する制御を行う場合、前記インクの転写性を
低減する制御を行わない場合と比べて前記クリーニング部のクリーニング性能を向上させ
る制御を行う、
　請求項１６に記載のインクジェット画像形成装置。
【請求項１８】
　インクジェットヘッドから吐出され、転写体に担持されているインクを記録媒体に転写
するインクジェット画像形成装置における転写制御方法であって、
　前記転写体に担持される前記インクが転写不要なインクである場合、転写が必要なイン
クである場合と比べて、前記インクの転写性を低減する制御を行う、
　転写制御方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、インクジェット画像形成装置および転写制御方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、紙、布帛等の種々の記録媒体に対して高精細な画像を記録する装置として、イン
クジェット方式による画像形成装置（以下、インクジェット画像形成装置という）が広く
普及している。
【０００３】
　近年、インクジェット画像形成装置では、低コスト化を図るために、インクジェットヘ
ッドからのインク吐出量ひいては記録媒体へのインク付着量を出来るだけ抑えることが求
められている。しかしながら、かかるインク付着量を減らした場合、ベタ画像の印刷にお
いて隠蔽率が低下してベタムラが発生する問題がある。
【０００４】
　この問題に対し、インクジェットヘッドから吐出された球状の液滴を記録媒体上で扁平
化する（広げる）ことができれば、隠蔽率の低下を解消することができる。一方、このよ
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うな方法とした場合、インク粘度によっては（特にインク粘度が低い場合）、記録媒体へ
のインク滲みが発生するおそれがある。
【０００５】
　上記問題に対処するため、インクジェットヘッドから吐出されるインクによる画像を転
写ベルトや転写ドラムなどの転写体に一旦担持させ、かかる画像を記録媒体に転写する転
写方式（中間転写方式とも呼ばれる）のインクジェット画像形成装置が提案されている（
例えば特許文献１，２を参照）。かかる転写方式のインクジェット画像形成装置によれば
、転写体上にインク１，２を滲ませずに広げることが可能であるため、インクジェットヘ
ッドからのインク吐出量を抑えつつ、記録媒体上に綺麗に拡がったベタ画像を印刷するこ
とができる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特開２００７－２３０２２６号公報
【特許文献２】特開２０００－１２７３５９号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　ところで、インクジェット画像形成装置において、吐出されたインクの欠けや曲がりな
どの画像不良の検知および対処は、ヤレ紙や無駄なインクを減らす観点からも重要となる
。このため、インクジェット画像形成装置では、装置の稼働中は定期的に画像調整用のテ
ストパターンを印字して、画像不良の有無をモニタリングする機能を備えたものが多い。
【０００８】
　また、インクジェット画像形成装置では、ジャムなどの異常発生に伴う装置の停止時や
インクジェットヘッドのノズル周辺に付着したインクのボタ落ちなどによって、本来意図
しないインクが転写体に付着する状況が発生し得る。ここで、転写体上に付着したインク
は、本来は記録媒体に転写する必要はない。
【０００９】
　しかしながら、従来のインクジェット画像形成装置では、転写体に付着したこれらの不
要なインクを記録媒体に転写して回収することで処理していたため、ヤレ紙によるコスト
増の問題が発生する。
【００１０】
　なお、この問題の解決策としては、上記の特許文献１，２に記載のように、転写ニップ
を離間する制御を行うことが最も単純な方策と考えられる。しかしながら、高速化および
大型化が進む近年のインクジェット画像形成装置において、転写ニップの離間する動作を
短時間で行おうとすると、機構が大掛かりとなり、またショックノイズ等の画像不良が発
生するおそれがある。
【００１１】
　本発明の目的は、記録媒体の無駄の発生および装置の生産性低下の両方を抑制すること
が可能なインクジェット画像形成装置および転写制御方法を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
　本発明に係るインクジェット画像形成装置は、
　インクジェットヘッドから吐出され、転写体に担持されているインクを記録媒体に転写
する転写部と、
　前記転写体に担持される前記インクが転写不要なインクである場合、転写が必要なイン
クである場合と比べて、前記インクの転写性を低減する制御を行う制御部と、
　を備える。
【００１３】
　本発明に係る転写制御方法は、



(5) JP 2020-179639 A 2020.11.5

10

20

30

40

50

　インクジェットヘッドから吐出され、転写体に担持されているインクを記録媒体に転写
するインクジェット画像形成装置における転写制御方法であって、
　前記転写体に担持される前記インクが転写不要なインクである場合、転写が必要なイン
クである場合と比べて、前記インクの転写性を低減する制御を行う。
【発明の効果】
【００１４】
　本発明によれば、記録媒体の無駄の発生および装置の生産性低下の両方を抑制すること
ができる。
【図面の簡単な説明】
【００１５】
【図１】本実施の形態におけるインクジェット画像形成装置の概略構成図である。
【図２】図１のインクジェット画像形成装置の主要な機能構成を示すブロック図である。
【図３】通常の印刷ジョブ実行時における処理を説明するフローチャートである。
【図４】本実施の形態のインクジェット画像形成装置においてテストパターンを出力する
際の処理の概要を説明する図である。
【図５】本実施の形態のインクジェット画像形成装置においてテストパターンを出力する
際の処理の一例を説明するフローチャートである。
【図６】本実施の形態のインクジェット画像形成装置において異常停止する際の処理の一
例を説明するフローチャートである。
【図７】本実施の形態のインクジェット画像形成装置において異常画像を検知した際の処
理の一例を説明するフローチャートである。
【図８】本実施の形態のインクジェット画像形成装置における他の構成例を説明する概要
構成図である。
【図９】図８に示す構成を備えたインクジェット画像形成装置においてテストパターンを
出力する際の処理の一例を説明するフローチャートである。
【発明を実施するための形態】
【００１６】
　以下、本実施の形態におけるインクジェット画像形成装置について、図面を参照して詳
細に説明する。図１は、本実施の形態に係るインクジェット画像形成装置１の概略構成を
示す図である。また、図２は、インクジェット画像形成装置１の主要な機能構成を示すブ
ロック図である。
【００１７】
　インクジェット記録装置１は、インクジェットヘッド１０２（図２を参照）が搭載され
たヘッドユニット１０と、像担持体または中間転写体としての転写ベルト２０と、転写ベ
ルト２０を回転可能に張架する従動ローラー２１，２２および駆動ローラーとしての転写
ローラー２３と、記録媒体Ｐを搬送する搬送ドラム２４と、装置全体の制御を行う制御部
４０（図２を参照）と、を備える。
【００１８】
　また、インクジェット記録装置１は、転写ベルト２０に吐出されたインクの粘度を調整
する第１ＵＶ照射部２５と、記録媒体Ｐに転写されたインクを硬化させる第２ＵＶ照射部
２６と、転写ベルト２０をクリーニングするクリーニング部２７と、画像読取部３０と、
転写ローラー２３および搬送ドラム２４等の各部を駆動する搬送駆動部５１（図２を参照
）と、を備える。上記のうち、第１ＵＶ照射部２５は、本発明の「粘度調整部」に対応し
、非接触で転写ベルト２０上のインクの粘度を調整する役割を担う。
【００１９】
　なお、図示しないが、インクジェット記録装置１は、記録媒体Ｐを積載して搬送ドラム
２４に給送する給送部、画像が転写された記録媒体Ｐを搬送ドラム２４の搬送方向下流側
に排出する排出部、装置の状態を表示する表示部、等を備える。これらは公知の構成であ
るため、図示および説明を省略する。また、記録媒体Ｐとしては、普通紙や塗工紙といっ
た紙のほか、布帛またはシート状の樹脂等、表面に着弾したインクを定着させることが可
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能な種々の媒体を用いることができる。
【００２０】
　転写ベルト２０は、上方に配置された従動ローラー２１，２２および下方に配置された
転写ローラー２３に架け渡されており、搬送駆動部５１の転写モーター（図示せず）の駆
動力が転写ローラー２３に伝達されることにより、図１中の時計方向に回転する。一具体
例として、転写ベルト２０は、ポリイミド（ＰＩ）の基材上に、シリコンゴムの弾性層と
、アルミニウム（Ａｌ）が蒸着された反射層と、ポリプロピレン（ＰＰ）の表層と、が積
層された無端ベルトが用いられる。また、転写ローラー２３の一具体例としては、直径１
００ｍｍで、表層のゴム厚が１０ｍｍのゴムローラーが用いられる。
【００２１】
　インクジェット画像形成装置１では、転写ベルト２０は、制御部４０の制御信号に基づ
いて上記の転写モーターが駆動され転写ローラー２３が図１中の時計方向に回転すること
によって、時計方向に回転される（図中の各矢印参照）。一具体例では、制御部４０の制
御の下、転写ベルト２０が６００ｍｍ／秒の速さ（印画速度）で回転するように、転写ロ
ーラー２３の回転速度が制御される。
【００２２】
　搬送ドラム２４は、円柱面状の外周曲面（搬送面）上に記録媒体Ｐを保持した状態で図
１の図面に垂直な方向（以下、「直交方向」と称する）に延びた回転軸の回りで回転する
ことで、記録媒体Ｐを搬送面に沿った搬送方向に搬送する。具体的には、搬送ドラム２４
は、搬送ドラムモーター（図示せず）を備え、制御部４０の制御によりかかるモーターが
駆動されることにより、図１中の反時計方向に回転する。一具体例では、搬送ドラム２４
は、大型（例えば印刷機用３倍胴）の金属製ドラムが用いられる。
【００２３】
　一具体例では、上述した転写ベルト２０および搬送ドラム２４は、８００ｍｍの幅すな
わち軸方向の長さを有する。
【００２４】
　転写ローラー２３は、搬送ドラム２４の上部に対向して配置され、転写ベルト２０を介
して搬送ドラム２４を加圧する。また、転写ベルト２０を挟んで、搬送ドラム２４が転写
ローラー２３に圧接されることにより、転写ベルト２０から記録媒体Ｐへインク像を転写
する転写ニップＮＰが形成される。かかる転写ニップＮＰは、本発明の「転写部」に対応
する。
【００２５】
　一具体例では、転写ニップＮＰにおける加重ないし圧接力（以下、「転写圧」という）
の初期値は、８０Ｎに設定されている。また、転写圧は、制御部４０の制御により、転写
ローラー２３が図１中の上下方向に移動することによって、変更可能となっている。
【００２６】
　この例では、転写ローラー２３の軸が搬送駆動部５１のソレノイド等（図示せず）に連
結され、制御部４０の制御の下、かかるソレノイド等が駆動されることにより、転写ロー
ラー２３の軸が図１中の下方または上方向に微小移動して、転写圧を８０Ｎよりも高い又
は低い値に変えることができる。また、この例では、制御部４０の制御の下、転写ローラ
ー２３の軸を図１中の下方または上方向に大きく移動させて、転写ニップＮＰの離間およ
び圧接（圧着）の動作を行うことができる。
【００２７】
　ヘッドユニット１０は、転写ベルト２０に対向するインク吐出面に設けられたノズル開
口部から転写ベルト２０に対してインクを吐出して画像を転写ベルト２０に担持させる。
搬送ドラム２４は、転写ベルト２０に担持された画像が転写ニップＮＰで記録媒体Ｐの所
定の位置に転写されるように、記録媒体Ｐを搬送する。
【００２８】
　本実施の形態におけるインクジェット記録装置１では、イエロー（Ｙ）、マゼンタ（Ｍ
）、シアン（Ｃ）、ブラック（Ｋ）の４色のインクにそれぞれ対応する４つのヘッドユニ
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ット１０が転写ベルト２０の回転方向上流側からＹ，Ｍ，Ｃ，Ｋの色の順に所定の間隔で
並ぶように配列されている。
【００２９】
　各ヘッドユニット１０は、インクジェットヘッド１０２（図２を参照）を備える。イン
クジェットヘッド１０２には、インクを貯留する圧力室と、圧力室の壁面に設けられた圧
電素子と、ノズルとを各々有する複数の記録素子が設けられている。この記録素子は、圧
電素子を変形動作させる駆動信号が入力されると、圧電素子の変形により圧力室が変形し
て圧力室内の圧力が変化し、圧力室に連通するノズルからインクを吐出する。
【００３０】
　インクジェットヘッド１０２に含まれるノズルの直交方向についての配置範囲は、搬送
ドラム２４により搬送される記録媒体Ｐのうち画像が記録される領域の直交方向の幅をカ
バーしている。ヘッドユニット１０は、画像の記録時には搬送ドラム２４の回転軸に対し
て位置が固定されて用いられる。すなわち、インクジェット記録装置１は、シングルパス
形式のインクジェット記録装置である。
【００３１】
　本実施の形態では、インクジェットヘッド１０２から転写ベルト２０に吐出されるイン
クとして、転写ベルト２０に供給される活性エネルギー量（この例では第１ＵＶ照射部２
５から出力される紫外線（ＵＶ：ｕｌｔｒａ ｖｉｏｌｅｔ）の光量）に応じて粘度が変
化するインクが用いられる。具体的には、第１ＵＶ照射部２５から照射される紫外線の光
量が多いほど、粘度が高くなる性質のインクが用いられる。すなわち、このインクジェッ
ト画像形成装置１の画像形成部は、ＵＶ硬化型インクジェット方式を採用している。
【００３２】
　第１ＵＶ照射部２５は、転写ニップＮＰよりも上流側における転写ベルト２０に紫外線
（以下「ＵＶ光」という。）を照射するように配置されており、制御部４０の制御の下、
転写ベルト２０に付着したインクを増粘ないしプレ硬化させる役割を担う。一具体例では
、第１ＵＶ照射部２５は、波長３９５ｎｍのＵＶ光を出力するＵＶ光源を備え、通常の印
刷ジョブにおける照射強度のデフォルト値が５ｍＷ／ｃｍ２とされる。
【００３３】
　第２ＵＶ照射部２６は、転写ニップＮＰの下流側に搬送される記録媒体ＰにＵＶ光を照
射するように配置されており、制御部４０の制御の下、第１ＵＶ照射部２５によりプレ硬
化され転写ニップＮＰにより転写されたインクを本硬化させる役割を担う。一具体例では
、第２ＵＶ照射部２６は、波長３９５ｎｍのＵＶ光を出力するＵＶ光源を備え、通常の印
刷ジョブにおける照射強度のデフォルト値が１０Ｗ／ｃｍ２とされる。
【００３４】
　クリーニング部２７は、記録媒体の搬送方向における転写ニップＮＰの下流側に配置さ
れており、転写ベルト２０の表面を清掃するクリーニングブレード２７０と、クリーニン
グブレード２７０に向けてクリーニング液を付与（供給）するクリーニング液供給部２７
１と、を備える。
【００３５】
　クリーニングブレード２７０は、転写ベルト２０の幅と同等のブレード幅を有し、従動
ローラー２１と転写ローラー２３との間の転写ベルト２０の表面に当接する。クリーニン
グブレード２７０は、その先端が転写ベルト２０の回転方向と対向して当接するように、
カウンター方向に傾斜して配置されている。
【００３６】
　また、クリーニングブレード２７０は、図示しないソレノイド等の駆動部と接続され、
かかる駆動部が制御部４０の制御の下に駆動されることにより、転写ベルト２０に対する
当接圧を調整ないし可変できるようになっている。
【００３７】
　クリーニング液供給部２７１は、図１に示すように、クリーニングブレード２７０の上
流側に配置されている。図示しないが、クリーニング液供給部２７１は、クリーニング液
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を貯蔵するタンク、該タンクに接続された配管やポンプ、ノズル等を備える。
【００３８】
　クリーニング液供給部２７１は、制御部４０の制御の下にポンプが作動することにより
、タンク内のクリーニング液を、配管およびノズルを介してクリーニングブレード２７０
の上流側の転写ベルト２０の表面に供給し、転写ベルト２０を湿潤させ、残インク等を溶
解させる。
【００３９】
　そして、転写ベルト２０が時計方向に回転することにより、転写ベルト２０の表面に供
給されたクリーニング液は、溶解された残インク等とともにクリーニングブレード２７０
によってこそぎ落とされて、転写ベルト２０から除去される。
【００４０】
　画像読取部３０は、例えばアレイ状に配置されたＣＣＤ（Charge Coupled Device）セ
ンサーなどを備え、転写ベルト２０の表面の反射光をＣＣＤセンサーの受光面上結像させ
ることで、定着ベルト２０に吐出され担持されたインクの画像を読み取る。
【００４１】
　本実施の形態では、画像読取部３０は、搬送方向における各ヘッドユニット１０の下流
側かつ第１ＵＶ照射部２５の上流側に配置されている。
【００４２】
　なお、他の例として、画像読取部３０を第１ＵＶ照射部２５の下流側に配置する構成も
あり得る。一方、本実施の形態では、後述のように、制御部４０の制御によって第１ＵＶ
照射部２５のＵＶ照射出力が通常よりも高くされる場合があり、この場合、インクドット
の状態が通常時（半硬化時）よりも大きく異なる状態となる可能性が高い。
【００４３】
　したがって、本実施の形態では、第１ＵＶ照射部２５によるＵＶ照射領域を通過する前
の位置に画像読取部３０を配置することが望ましい。かかる配置とすることにより、硬化
前のインクないし画像の状態を画像読取部３０で読み取り、該読み取られた画像の不良等
を制御部４０で検出することから、かかる検出時における誤差を抑制することができる。
【００４４】
　次に、主として図２を参照して、インクジェット画像形成装置１における他の主要な機
能構成を説明する。インクジェット画像形成装置１は、ヘッドユニット１０が有するヘッ
ド駆動部１０１およびインクジェットヘッド１０２と、制御部４０と、搬送駆動部５１と
、入出力インターフェース５２とを備える。
【００４５】
　ヘッド駆動部１０１は、制御部４０の制御に基づいてインクジェットヘッド１０２の記
録素子に対して適切なタイミングで画像データに応じて圧電素子を変形動作させる駆動信
号を出力することにより、インクジェットヘッド１０２のノズルから画像データの画素値
に応じた量のインクを吐出させる。
【００４６】
　制御部４０は、ＣＰＵ４１（Ｃｅｎｔｒａｌ　Ｐｒｏｃｅｓｓｉｎｇ　Ｕｎｉｔ）、Ｒ
ＡＭ４２（Ｒａｎｄｏｍ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｍｅｍｏｒｙ）、ＲＯＭ４３（Ｒｅａｄ　Ｏｎ
ｌｙ　Ｍｅｍｏｒｙ）および記憶部４４を有する。
【００４７】
　ＣＰＵ４１は、ＲＯＭ４３に記憶された各種制御用のプログラムや設定データを読み出
してＲＡＭ４２に記憶させ、当該プログラムを実行して各種の演算処理を行う。また、Ｃ
ＰＵ４１は、インクジェット画像形成装置１の全体動作を統括制御する。
【００４８】
　ＲＡＭ４２は、ＣＰＵ４１に作業用のメモリー空間を提供し、一時データを記憶する。
なお、ＲＡＭ４２は、不揮発性メモリーを含んでいてもよい。
【００４９】
　ＲＯＭ４３は、ＣＰＵ４１により実行される各種制御用のプログラムや設定データ等を
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格納する。なお、ＲＯＭ４３に代えて、ＥＥＰＲＯＭ（Ｅｌｅｃｔｒｉｃａｌｌｙ　Ｅｒ
ａｓａｂｌｅ　Ｐｒｏｇｒａｍｍａｂｌｅ　Ｒｅａｄ　Ｏｎｌｙ　Ｍｅｍｏｒｙ）やフラ
ッシュメモリー等の書き換え可能な不揮発性メモリーが用いられてもよい。
【００５０】
　本実施の形態では、制御部４０は、装置全体の制御を司る役割、および、画像読取部３
０で読み取られた画像の不良を検出する不良検知部としての役割を担う。
【００５１】
　記憶部４４には、入出力インターフェース５２を介して外部装置２から入力された印刷
ジョブ（印刷枚数などの種々のユーザー設定情報を含む画像形成指示）および当該印刷ジ
ョブに係る画像データが記憶される。記憶部４４としては、例えばＨＤＤ（Ｈａｒｄ　Ｄ
ｉｓｋ　Ｄｒｉｖｅ）が用いられ、また、ＤＲＡＭ（Ｄｙｎａｍｉｃ　Ｒａｎｄｏｍ　Ａ
ｃｃｅｓｓ　Ｍｅｍｏｒｙ）などが併用されてもよい。
【００５２】
　搬送駆動部５１は、制御部４０から供給される制御信号に基づいて搬送ドラム２４の搬
送ドラムモーターに駆動信号を供給して搬送ドラム２４を所定の速度およびタイミングで
回転させる。また、搬送駆動部５１は、制御部４０から供給される制御信号に基づいて転
写ローラー２３のモーターに駆動信号を供給して、転写ベルト２０を所定の速度およびタ
イミングで回転させる。
【００５３】
　入出力インターフェース５２は、外部装置２と制御部４０との間のデータの送受信を媒
介する。入出力インターフェース５２は、例えば各種シリアルインターフェース、各種パ
ラレルインターフェースのいずれか、または、これらの組み合わせで構成される。
【００５４】
　外部装置２は、例えばパーソナルコンピューターであり、入出力インターフェース５２
を介して印刷ジョブおよび画像データ等を制御部４０に供給する。
【００５５】
　次に、図３のフローチャートを参照して、通常の印刷ジョブの実行時において制御部４
０が実行する処理を説明する。
【００５６】
　印刷ジョブおよび画像データ等を受信した後のステップＳ１０において、制御部４０は
、搬送ドラム２４および転写ローラー２３を駆動して記録媒体Ｐの搬送を開始するように
、搬送駆動部５１を制御する。
【００５７】
　ステップＳ２０において、制御部４０は、受信された画像データおよびユーザー設定情
報に基づいて、当該印画（画像形成）で使用する色のヘッドユニット１０のインクジェッ
トヘッド１０２から、転写ベルト２０（転写体）上にインクを吐出するようにヘッド駆動
部１０１を制御する。かかる動作により、入力画像データに基づく画像（インク像）が転
写ベルト２０上に付着ないし形成（担持）される。
【００５８】
　ステップＳ３０において、制御部４０は、転写ベルト２０上のインク像が第１ＵＶ照射
部２５の位置に来るタイミングで第１ＵＶ照射部２５の出力（ＵＶ光量）を上述した強度
に制御することにより、インク像のプレ硬化工程を実施する。
【００５９】
　ステップＳ４０において、制御部４０は、所定のタイミングで記録媒体Ｐを転写ニップ
ＮＰに搬送するように搬送駆動部５１を制御して、転写ベルト２０上でプレ硬化されたイ
ンク像を記録媒体Ｐに転写させる。このとき、予め設定された転写圧でインク像が押圧さ
れる（転写ニップＮＰで挟持される）ことにより、転写ベルト２０上でプレ硬化したイン
ク像は、プレ硬化後のインク濃度および当該転写圧等に応じて全体的に広がるように記録
媒体Ｐに転写される。
【００６０】
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　ステップＳ５０において、制御部４０は、インク像が転写された記録媒体Ｐが第２ＵＶ
照射部２６の位置に来るタイミングで第２ＵＶ照射部２６の出力を制御することにより、
インク像の本硬化工程を実施する。この後、記録媒体Ｐは、図示しない排出部に排出され
る。
【００６１】
　また、制御部４０は、適宜のタイミングでクリーニング部２７のポンプを駆動すること
により、転写ベルト２０上の残インク等をクリーニングする処理を実行する（ステップＳ
６０）。
【００６２】
　ステップＳ７０において、制御部４０は、印刷ジョブが終了したか否かを判定する。こ
こで、制御部４０は、未だ印刷ジョブが終了していないと判定した場合（ステップＳ７０
、ＮＯ）、ステップＳ１０に戻り、上述したステップＳ１０～ステップＳ７０の処理を繰
り返し実行する。一方、制御部４０は、印刷ジョブが終了したと判定した場合（ステップ
Ｓ７０、ＹＥＳ）、一連の処理を終了する。
【００６３】
　かくして、転写方式のインクジェット画像形成装置では、インクジェットヘッド１０２
から吐出するインクの液量を抑えながら、インクを滲ませることなく記録媒体Ｐ上に平滑
に広げることができるので、インクの節約を図ることができるメリットがある。
【００６４】
　ところで、インクジェット画像形成装置において、吐出されたインクの欠けや曲がりな
どの画像不良の検知および対処は、ヤレ紙や無駄なインクを減らす観点からも重要となる
。このため、インクジェット画像形成装置では、装置の稼働中は定期的に画像調整用のテ
ストパターンを印字して、画像不良の有無をモニタリングする機能を備えたものが多い。
【００６５】
　また、インクジェット画像形成装置では、ジャムなどの異常発生に伴う装置の停止時や
インクジェットヘッドのノズル周辺に付着したインクのボタ落ちなどによって、本来意図
しないインクが転写体（この例では転写ベルト２０）に付着する状況が発生し得る。ここ
で、転写体上に付着したインクは、本来は記録媒体Ｐに転写する必要はない。
【００６６】
　しかしながら、従来のインクジェット画像形成装置では、転写体に付着したこれらの不
要なインクを記録媒体Ｐに転写して回収することで処理していたため、ヤレ紙によるコス
ト増の問題が発生する。また、記録媒体Ｐとして高級紙や特殊な用紙などを使用する場合
、かかるコスト増の問題は一層大きくなる。
【００６７】
　この問題の解決策としては、上述したように、転写ニップを離間する制御を行うことが
最も単純な方策と考えられる。しかしながら、高速化および大型化が進む近年のインクジ
ェット画像形成装置において、転写ニップの離間する動作を短時間で行おうとすると、機
構が大掛かりとなり、またショックノイズ等の画像不良が発生するおそれがある。
【００６８】
　また、他の解決策として、上述した特許文献２では、転写ニップの上流側にインク回収
部材を当接させる構成を提案している。しかしながら、この場合でも転写体を移動させる
場合と同様に、インク回収部材の圧離動作が必要になる。
【００６９】
　また、特許文献２で提案する構成では、転写体とインク回収部材との間で圧力のムラが
発生しやすくなるため、局所的にクリーニング不良が発生するおそれがある。そのため、
転写体上に付着した、本来的に記録媒体Ｐに転写する必要のないインクも、記録媒体Ｐに
転写させて回収する必要があり、ヤレ紙発生の原因となる。
【００７０】
　上記のうち、特に、テストパターンやパージインクのように、印刷ジョブの出力物とは
独立して定期的に排出されるインクについては、本来、記録媒体Ｐの搬送時に印字する必
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要はなく、例えば連続的に搬送される記録媒体Ｐ間の空隙等を利用して印画するべきと考
えられる。しかしながら、転写方式による従来のインクジェット画像形成装置では、搬送
部材へのインクの転写が避けられず、専用のクリーニング機構などを追加的に設置する必
要が生じる等の問題点がある。
【００７１】
　なお、いわゆるレーザープリンタなどの電子写真方式の画像形成装置では、転写させた
くないトナーが用紙に接触する際に、用紙に逆バイアスを印加することにより、転写を抑
制する技術が知られている。すなわち、電子写真方式の画像形成装置では、用紙（記録媒
体）への画像の転写性は、概して、トナーの帯電量と用紙の帯電量との差に負う面が大き
い。このため、電子写真方式の画像形成装置では、トナー側の付着力(帯電量)は変化させ
ずに、転写ニップ部で用紙側の帯電量(極性)を変化させることで、転写性を下げる制御を
行っている。
【００７２】
　これに対して、インクジェット方式の画像形成装置では、記録媒体Ｐが転写ニップＮＰ
に突入する前に転写性を低減させる動作を行う必要があり、転写ニップＮＰの上流に転写
性を低減させる手段を設ける必要がある。すなわち、インクジェット方式の画像形成装置
では、用紙（記録媒体Ｐ）への画像の転写性は、概して、インク自体の濡れやすさ(粘着
性または浸透性)に負う面が大きく、インク自体が転写性を決定付ける要因となる。この
ため、インクジェット方式の画像形成装置では、転写ニップＮＰに突入する前にインクの
状態を変化させることが必要になる。
【００７３】
　なお、上記の問題を解決するために、インクジェット方式の画像形成装置において、イ
ンクが担持される転写ベルト２０に対向する部材（この例では搬送ドラム２４または記録
媒体Ｐ）に超撥液処理を行うことも考えられる。しかしながら、この場合、十分に機能を
満たす材料の選定が困難であり、また用紙の質感を損ねるなど課題が大きい。
【００７４】
　上記のような実情に鑑みて、本実施の形態では、インクジェットヘッド１０２から転写
ベルト２０に吐出されたインクのうち、転写不要なインクに対して、転写性を低減する制
御を行う構成とする。すなわち、制御部４０は、転写ベルト２０に担持されるインクが転
写不要なインクである場合、転写が必要なインクである場合と比べて、インクの転写性を
低減する制御を行う。
【００７５】
　ここで、「転写不要なインク」の典型例としては、インクジェットヘッド１０２から吐
出されるインクの状態を調整するための上述したテストパターンを構成するインクが挙げ
られ、このようなインクについては実施しやすく得られる効果も大きい利点がある。この
場合、制御部４０は、転写ベルト２０上にテストパターンを形成する際に、当該テストパ
ターンを構成するインクを転写不要なインクとして特定し、かかるインクに対する転写性
を低減する制御を行う。
【００７６】
　他にも、「転写不要なインク」としては、例えばパージインクなど、印刷ジョブの出力
物とは独立して定期的に排出されるインクを対象に含めてもよい。
【００７７】
　さらに、「転写不要なインク」としては、記録媒体Ｐに転写されないタイミングで、イ
ンクジェットヘッド１０２から吐出されたインクが対象に含まれ得る。このようなインク
は、例えば印刷ジョブの実行中において連続的に搬送される記録媒体Ｐ同士の隙間（いわ
ゆる用紙間）に向けて吐出されるインクや、記録媒体Ｐの端部などの領域（転写が必要な
インクとは別の領域）に吐出されるインクなどが挙げられる。
【００７８】
　また、「転写不要なインク」の他の例として、印刷ジョブの実行時にボタ落ち、サテラ
イト、吐出不良などの予期しない画像不良が発生した場合や、上記パージインクの吐出時
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に転写ベルト２０（転写体）に付着したインク(サテライトインクやインクミスト)などを
含めることができる。
【００７９】
　具体的には、制御部４０は、画像読取部３０で読み取られたインクの状態（印刷画像や
テストパターンなど）から画像の不良を検出した場合、当該不良部分のインクを転写不要
なインクと判断する。このような判断を行うことにより、印刷ジョブの実行中に予期しな
いインクが転写ベルト２０に付着した場合でも、かかる予期しないインクを対向部材に転
移させずに除去することができるようになる。
【００８０】
　さらに、「転写不要なインク」の他の例として、印刷ジョブの実行時にインクジェット
画像形成装置１が異常停止した場合（例えばジャムが発生した場合）において、当該印刷
ジョブでの印刷対象となる画像を構成するインクを対象に含めてもよい。
【００８１】
　より具体的には、制御部４０は、印刷ジョブの実行中においてジャム発生や緊急停止ボ
タンが押された等により、インクジェット画像形成装置１が異常停止した場合、転写ベル
ト２０に担持されている（すなわち残存している）インクを転写不要なインクと判断する
。このような判断を行うことにより、印刷ジョブが中断して不可避的にヤレ紙または画像
不良が発生するような場合でも、転写不要なインクを対向部材に転移させずに除去できる
ようになる。
【００８２】
　本実施の形態における一具体例として、図４では、転写ベルト２０にテストパターンＴ
Ｐを構成する画像と、通常の印刷ジョブの入力画像データに基づくインク像Ｉが順に形成
され、転写ニップＮＰに向けて搬送されている状態を示している。
【００８３】
　このとき、制御部４０は、転写不要なインクであるテストパターンＴＰのインクに対し
ては、転写が必要である印刷ジョブのインク像Ｉの増粘（プレ硬化）状態よりも粘度が高
い状態とするように第１ＵＶ照射部２５（粘度調整部）を制御する。より具体的には、制
御部４０は、テストパターンＴＰのインクの粘着性が失われる状態となるように、第１Ｕ
Ｖ照射部２５のＵＶ照射出力を制御し、後続の印刷ジョブのインク像Ｉについては上述し
たデフォルト値の出力でＵＶ照射を行うように第１ＵＶ照射部２５を制御する。
【００８４】
　このように転写不要なインクの粘度を高めて粘着性を失わせる制御を行うことにより、
転写ベルト２０に載った転写不要なインクは、対向部材（記録媒体Ｐや搬送ドラム２４）
に対する接着力が失われることから、より確実にインクの転移を抑制することができる。
【００８５】
　ここで、テストパターンＴＰの「インクの粘着性が失われている状態」とは、インクジ
ェットヘッド１０２から吐出され転写ベルト２０に乗ったインクにおける表層（表面側す
なわち搬送ドラム２４や記録媒体Ｐと対向する部分）の粘着性が失われている状態を意味
する。
【００８６】
　すなわち、「インクの粘着性が失われている状態」は、インクの裏面側すなわち転写ベ
ルト２０に付着した部分またはインク全体（インクの全ての部分）の粘着性が失われてい
る必要はない。総じて、「インクの粘着性が失われている状態」は、インクにおける、対
向する部材（搬送ドラム２４や記録媒体Ｐ、以下、単に対向部材という）との接着面が、
局所的に増粘した状態であればよい。
【００８７】
　総じて、制御部４０は、インクの表面側の粘度が裏面側の粘度より大きくなるように当
該インクの粘度を増大させるように、第１ＵＶ照射部２５を制御する。
【００８８】
　上記のような状態とすることにより、転写不要なインクについて、インクの表側におけ
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る接着力（付着力）を大幅に低下させて、当該インクが対向部材に付着または転写（以下
、「転移」とも呼ぶ）することを有効に防止ないし抑制することができる。また、転写不
要なインクについて、インクの表層以外の部分の粘着性が残っている場合でも、インクの
裏側における転写ベルト２０との接着力の増加を抑えつつ、インク全体を完全硬化させる
場合と比較して、転写ベルト２０をクリーニング部２７でクリーニングしやすくなる。
【００８９】
　一般に、インク像Ｉのインクは、浸透性や粘着性を持つことによって、転写ニップＮＰ
で対向部材に吸着して転移する。より具体的には、転写対象となるインク像Ｉのインクは
、第１ＵＶ照射部２５によるＵＶ照射領域を通過した後も未硬化であり、付着力を維持し
たまま転写ニップＮＰに突入するため、記録媒体Ｐと接触した際に記録媒体Ｐに転写され
る。
【００９０】
　これに対し、転写不要なインクについて、転写前にインクの状態を変化させ、対向部材
への付着力を失わせた場合、転写ニップＮＰに突入しても当該インクが対向部材に転写さ
れることはなく、転写ベルト２０上に保持されたまま転写ニップＮＰを通過する。転写ベ
ルト２０上に残ったインクは、転写ニップＮＰの下流のクリーニング部２７によって転写
ベルト２０から除去することができる。
【００９１】
　本実施の形態では、制御部４０は、転写不要なインクに対しては、第１ＵＶ照射部２５
から照射されるＵＶ光の出力を、上述したデフォルト値（この例では５ｍＷ／ｃｍ２）よ
りも高い値とするように、第１ＵＶ照射部２５（粘度調整部）の出力を制御する。
【００９２】
　常温でゲル状でありＵＶ照射による加熱でゾル状となるインクの一具体例では、かかる
インクは、インクジェットヘッド１０２から転写ベルト２０への射出時に約１０ｃｐの粘
度となり、第１ＵＶ照射部２５のＵＶ照射領域の直前で約１０＾５ｃｐまで粘度が高くな
る。
【００９３】
　その後、このインクは、第１ＵＶ照射部２５から上述したデフォルト値（５ｍＷ／ｃｍ
２）でのＵＶ光が照射されることにより、約１０＾７ｃｐ程度まで粘度が上昇する。この
状態では、インクの表面側は未硬化であり、浸透性や粘着性（付着力）が残っている。し
たがって、かかるインクは、付着力を維持した状態で転写ニップＮＰに突入し、記録媒体
Ｐと接触した際に記録媒体Ｐに転写される。さらに、かかるインクは、第２ＵＶ照射部２
６の１０Ｗ／ｃｍ２の出力でのＵＶ照射領域を通過することにより、約１０＾９ｃｐの粘
度となって、記録媒体Ｐ上で完全に硬化し、記録媒体Ｐに定着される。
【００９４】
　一方、このインクは、第１ＵＶ照射部２５からデフォルト値の千倍の５Ｗ／ｃｍ２のＵ
Ｖ光が照射されることにより、その表面側の粘度が約１０＾９ｃｐまで高くなり、表面側
が完全に硬化した状態となる。このように、表面側が完全に硬化した状態となったインク
は、浸透性や粘着性（付着力）が失われている。したがって、かかるインクは、付着力が
失われた状態で転写ニップＮＰに突入するので、搬送ドラム２４や記録媒体Ｐと接触した
際に、これら対向部材に転写されることはなく、転写ベルト２０上に保持されたまま転写
ニップＮＰを通過する。
【００９５】
　なお、第１ＵＶ照射部２５から照射されるＵＶ光の照射出力が高すぎると、転写ベルト
２０をクリーニング部２７で清掃する際のクリーニング性を下げる要因となり、また、転
写ベルト２０やクリーニングブレード２７０などの耐久性を下げる要因となり得る。した
がって、制御部４０は、第１ＵＶ照射部２５の照射出力を高くする際に設定する出力の倍
率を、必要十分な値、すなわちインク表層が粘着性を失うほどに十分に硬化する程度の値
に設定する。
【００９６】
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　かくして、本実施の形態では、制御部４０によって上記のような転写制御を行うことに
より、転写ニップＮＰの離間（および圧接）動作を行うことなく、当該粘着性の失われた
インクが転写ベルト２０から対向部材に転移されなくなる。この結果、記録媒体Ｐの無駄
の発生および装置の生産性低下の両方を抑制することができる。
【００９７】
　さらに、本実施の形態によれば、従来と比較して、転写ベルト２０上に形成するテスト
パターンＴＰの画像の種類の多様化および面積の増大化を図ることができる。この結果、
本実施の形態によれば、従来はオフラインで実施していたインク欠や曲がり補正などの種
々の調整処理を、インラインで実施することができるようになる。
【００９８】
　ここで、本実施の形態において転写ベルト２０上に形成できるテストパターンＴＰの画
像の種類としては、インクの液量調整用、インク吐出のタイミング補正用、ノズル欠や画
像曲がりの検知用、濃度（諧調）調整用の画像など、種々の画像が含まれる。
【００９９】
　かくして、本実施の形態によれば、転写ニップＮＰに記録媒体Ｐが無いタイミングで、
転写不要なインク（粘着性が失われたインク）が担持された転写ベルト２０の領域を、転
写ニップＮＰを離間せずに転写ニップＮＰに供給することができる。言い換えると、本実
施の形態では、転写不要なインクは、記録媒体Ｐに転写されないタイミングでインクジェ
ットヘッド１０２から吐出されたインクを含めることができ、この結果、印刷の生産性を
最大限に高めることができる。
【０１００】
　また、本実施の形態では、テストパターンＴＰ或いは他の転写不要なインクを転写ベル
ト２０上に形成した場合、制御部４０は、転写ベルト２０上の残インク等をクリーニング
する処理（図３のステップＳ６０参照）において、以下のような制御を行う。
【０１０１】
　すなわち、制御部４０は、転写不要なインクがクリーニングブレード２７０に到達する
タイミングで、通常時よりもクリーニング液の供給量を増やすようにクリーニング液供給
部２７１のポンプを駆動制御する。加えて、制御部４０は、転写不要なインクの先端がク
リーニングブレード２７０に到達するタイミングで、転写ベルト２０に対するクリーニン
グブレード２７０の当接圧を通常時よりも高くするように、クリーニングブレード２７０
に接続された上述の駆動部を制御する。そして、制御部４０は、転写不要なインクの後端
がクリーニングブレード２７０を抜けるタイミングで、クリーニング液の供給量および転
写ベルト２０に対するクリーニングブレード２７０の当接圧を通常（デフォルト値）に戻
すように制御を行う。
【０１０２】
　総じて、制御部４０は、インクの転写性を低減する制御を行う場合、インクの転写性を
低減する制御を行わない場合と比べてクリーニング部２７のクリーニング性能を向上させ
る制御を行う。
【０１０３】
　このような制御を行うことで、通常時よりもクリーニングすべきインク量が多くなるテ
ストパターンＴＰ等の画像の形成時（すなわち転写不要なインクを転写ベルト２０に吐出
した場合）において、転写ベルト２０上で表面が完全硬化したインクを円滑に除去するこ
とができる。
【０１０４】
　次に、図６に示すフローチャートを参照して、上述したテストパターンＴＰを転写ベル
ト２０上に形成して画像不良の有無を診断する際に制御部４０が行う処理の一例について
説明する。なお、図示のフローチャートは、画像診断をするための所定時期（この例では
印刷の閾値枚数）が、印刷ジョブの実行中に到来する場合を想定している。
【０１０５】
　印刷ジョブの実行開始後のステップＳ１１０において、制御部４０は、第１ＵＶ照射部
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２５によるＵＶ照射条件（出力）を、上述したデフォルト値（５ｍＷ／ｃｍ２）に設定す
る。そして、制御部４０は、図３で上述した通常の印刷処理（ステップＳ１０～ステップ
Ｓ７０）を実行する。
【０１０６】
　ステップＳ１２０において、制御部４０は、記録媒体Ｐに転写した画像（入力画像のイ
ンク像）の印刷枚数が予め設定された所定枚数に達したか否かを判定する。ここで、制御
部４０は、未だ所定枚数に達していないと判定した場合（ステップＳ１２０、ＮＯ）、通
常の印刷処理（図３のステップＳ１０～ステップＳ７０）を続行し、ステップＳ１２０の
判定を繰り返し行う。
【０１０７】
　一方、制御部４０は、印刷枚数が所定枚数に達したと判定した場合（ステップＳ１２０
、ＹＥＳ）、ステップＳ１３０に移行する。
【０１０８】
　ステップＳ１３０において、制御部４０は、入力画像のインク像が吐出されていない転
写ベルト２０の領域に、テストパターンＴＰを構成するインク像を吐出するように、ヘッ
ドユニット１０を制御する。
【０１０９】
　この後、転写ベルト２０上に形成されたテストパターンＴＰの画像は、画像読取部３０
によって読み取られた後、ノズル欠や画像曲がりなどの画像不良の有無が制御部４０によ
って判定（診断）される。制御部４０は、かかる診断結果に基づいて、インクジェットヘ
ッド１０２から吐出されるインクの液量調整や、転写ベルト２０上のインクを転写ニップ
ＮＰに送り出すタイミングの補正、濃度（諧調）調整補正等の処理を実行する。なお、画
像不良の有無の判定や各種調整の処理については、従来の手法と同様であり、詳述を省略
する。
【０１１０】
　ステップＳ１４０において、制御部４０は、転写ベルト２０上のテストパターンＴＰの
画像の直前（下流側）に形成された画像（入力画像のインク像、以下は便宜のため「直前
画像」と称する）が第１ＵＶ照射部２５によるＵＶ照射領域を完全に通過したか否かを判
定する。
【０１１１】
　かかる判定は、例えば、テストパターンＴＰの画像が形成された転写ベルト２０上の搬
送方向に沿った位置を特定するとともに、転写ベルト２０の駆動源（モーター等）の角速
度や転写ベルト２０の回転位置（位相）などを制御部４０が監視することで行うことがで
きる。あるいは、かかる判定は、テストパターンＴＰの画像を構成するインクが吐出され
たタイミングから第１ＵＶ照射部２５の照射領域に到達したタイミングまでの時間（基準
時間）を予め計測し、かかる基準時間に基づいて判定してもよい。上記のような判定手法
は、後述するステップＳ１６０、さらにはステップＳ４１０やステップＳ４４０（図９参
照）等でも同様である。
【０１１２】
　ここで、制御部４０は、未だ完全に通過していないと判定した場合（ステップＳ１４０
、ＮＯ）、判定結果がＹＥＳになるまで当該ステップＳ１４０の判定処理を繰り返す。一
方、制御部４０は、直前画像が第１ＵＶ照射部２５によるＵＶ照射領域を完全に通過した
と判定した場合（ステップＳ１４０、ＹＥＳ）、ステップＳ１５０に移行する。
【０１１３】
　ステップＳ１５０において、制御部４０は、第１ＵＶ照射部２５によるＵＶ照射条件（
出力）を、上述したデフォルト値よりも高い値（この例では５Ｗ／ｃｍ２）とするように
、第１ＵＶ照射部２５の出力を制御する。
【０１１４】
　このとき、転写ベルト２０上のテストパターンＴＰを構成するインクは、出力が高めら
れた第１ＵＶ照射部２５によるＵＶ照射領域を通過することにより、当該インク全体の粘
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度が上昇するとともに、インク表面側が完全に硬化し、当該インクの粘着性が失われた状
態となる。
【０１１５】
　続くステップＳ１６０において、制御部４０は、転写ベルト２０上のテストパターンＴ
Ｐの画像が第１ＵＶ照射部２５によるＵＶ照射領域を完全に通過したか否かを判定する。
【０１１６】
　ここで、制御部４０は、未だ完全に通過していないと判定した場合（ステップＳ１６０
、ＮＯ）、判定結果がＹＥＳになるまで当該ステップＳ１６０の判定を繰り返し行う。一
方、制御部４０は、テストパターンＴＰの画像が第１ＵＶ照射部２５によるＵＶ照射領域
を完全に通過したと判定した場合（ステップＳ１６０、ＹＥＳ）、ステップＳ１７０に移
行する。
【０１１７】
　ステップＳ１７０において、制御部４０は、第１ＵＶ照射部２５によるＵＶ照射条件（
出力）を、上述したデフォルト値（５ｍＷ／ｃｍ２）に戻す（下げる）ように設定して、
ステップＳ１８０に移行する。
【０１１８】
　ステップＳ１８０において、制御部４０は、印刷ジョブにおける最終ページの印刷が完
了したか否かを判定する。ここで、制御部４０は、未だ最終ページの印刷が完了していな
いと判定した場合（ステップＳ１８０、ＮＯ）、ステップＳ１２０に戻り、上述したステ
ップＳ１２０～ステップＳ１８０の処理を繰り返し実行する。
【０１１９】
　一方、制御部４０は、最終ページの印刷が完了したと判定した場合（ステップＳ１８０
、ＹＥＳ）、一連の処理を終了する。
【０１２０】
　かくして、本実施の形態のインクジェット画像形成装置１では、テストパターンＴＰの
画像の形成の際に転写ニップＮＰの離間および再圧着の処理を省略することができ、この
結果、記録媒体Ｐの無駄（ヤレ紙）の発生および装置の生産性低下の両方を抑制すること
ができる。
【０１２１】
　なお、図５のフローチャートでは、画像のテストおよび調整用のテストパターンＴＰの
画像を形成する場合について説明したが、パージインクを転写ベルト２０上の吐出する場
合も上述と同様の処理により行うことができる。この場合、図５の該当するステップ（ス
テップＳ１３０、Ｓ１４０、Ｓ１６０）における「テストパターン」を各々「パージイン
ク」に読み替えればよい。
【０１２２】
　ところで、インクジェット画像形成装置において、ジャム等の異常が発生した場合や図
示しない緊急停止ボタンがＯＮになった場合など、装置の異常停止や緊急停止の処理が行
われるような場合、やむを得ず転写ニップＮＰを離間する制御が必要になるケースも発生
し得る。一方、本実施の形態では、制御部４０は、転写ニップＮＰを離間する場合を最小
限に抑えるように制御を行う。
【０１２３】
　以下、図６のフローチャートを参照して、ジャム等の異常により装置を一時的に停止さ
せる場合に制御部４０が行う制御の内容について説明する。
【０１２４】
　なお、ここでは、複数枚の記録媒体Ｐに対する印刷ジョブの実行中に異常が発生した事
例、具体的には、記録媒体Ｐが転写ニップＮＰで印字（インクが転写）されているときに
、下流側の排出部で搬送（排出）されている先行の記録媒体Ｐがジャムになった事例を仮
定する。
【０１２５】
　制御部４０は、ジャムを検知したステップＳ２１０において、制御対象となる各部の動
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作を一旦停止させる処理を行う。この後、制御部４０は、ジャムで駆動できない部分（こ
の例では排出部のローラー等）以外の部分の動作を再開するように各部を制御する。
【０１２６】
　ステップＳ２２０において、制御部４０は、第１ＵＶ照射部２５を完全硬化モードにす
るように制御する。具体的には、制御部４０は、第１ＵＶ照射部２５の出力（ＵＶ光量）
を、上述した第２ＵＶ照射部２６における照射強度のデフォルト値（１０Ｗ／ｃｍ２）と
同等に設定する。
【０１２７】
　したがって、完全硬化モード以降において第１ＵＶ照射部２５の直下（すなわちＵＶ照
射領域内）を通過した転写ベルト２０上の画像を構成するインクは、当該転写ベルト２０
上で完全に硬化する。
【０１２８】
　ステップＳ２３０において、制御部４０は、異常ないし緊急停止時において第１ＵＶ照
射部２５の直下にあった画像の種類を判別する。この例では、制御部４０は、転写ベルト
２０の停止時において第１ＵＶ照射部２５の直下にあった画像が、現在転写ニップＮＰに
ある記録媒体Ｐに転写される予定であるか否かを判定する。
【０１２９】
　なお、このような画像の種類は、印画のタイミング（インクジェットヘッド１０２から
吐出された時間）から第１ＵＶ照射部２５の直下に到達したタイミングを元に、ジョブ履
歴から特定することができる。
【０１３０】
　ここで、制御部４０は、当該画像が記録媒体Ｐに転写される予定であると判定した場合
（ステップＳ２３０、ＹＥＳ）、後述するステップＳ２４０～ステップＳ２６０の処理を
スキップして、ステップＳ２７０に移行する。
【０１３１】
　すなわち、この場合は、第１ＵＶ照射部２５のＵＶ照射領域内に転写途中の印刷ジョブ
に係る画像があることから、転写ニップＮＰを圧接状態としたまま、第１ＵＶ照射部２５
のＵＶ照射の出力を完全硬化モードに切り替えて、残りの画像を構成するインクを完全硬
化させる。
【０１３２】
　この後、インクジェット画像形成装置１の緊急停止時に第１ＵＶ照射部２５の直下から
転写ニップＮＰまでに存在した半硬化インクは、ジャム発生時に印字途中だった記録媒体
Ｐ(すなわち不可避的に発生したヤレ紙)に転写して回収することができる。一方、それ以
外で制御部４０により転写不要なインクであると判断されたインクは、転写ニップＮＰを
通過させてクリーニング部２７によって清掃する。
【０１３３】
　一方、制御部４０は、当該画像が記録媒体Ｐに転写される予定ではないと判定した場合
（ステップＳ２３０、ＮＯ）、かかる画像が転写不要なインクであると判断して、ステッ
プＳ２４０～ステップＳ２６０の処理を実行する。
【０１３４】
　すなわち、この場合は、第１ＵＶ照射部２５のＵＶ照射領域内に、現在転写ニップＮＰ
にある記録媒体Ｐに後続する記録媒体Ｐに転写させる画像があるケースと考えられる。こ
のようなケースでは、緊急停止時に第１ＵＶ照射部２５から転写ニップＮＰまでの間の転
写ベルト２０の領域に存在する半硬化状態のインクによって、対向部材（搬送ドラム２４
または後続の記録媒体Ｐ）が汚れてしまう可能性がある。
【０１３５】
　したがって、この場合には、転写ニップＮＰを離間させて転写ベルト２０の駆動を再開
し、少なくとも半硬化インクが全て転写ニップＮＰの部位を通過してから転写ニップＮＰ
の圧接を再開するように、以下のステップＳ２４０～ステップＳ２６０の処理を行う。
【０１３６】
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　ステップＳ２４０において、制御部４０は、転写ローラー２３を上方に移動（退避）さ
せるように制御して、転写ニップＮＰを離間させる。したがって、転写ニップＮＰが離間
されている間、転写ベルト２０上に載っているインクは、対向部材（記録媒体Ｐまたは搬
送ドラム２４）には転移しない。
【０１３７】
　続くステップＳ２５０において、制御部４０は、転写ベルト２０上に載っている全ての
弱硬化インク、すなわち第１ＵＶ照射部２５によってデフォルトの出力でＵＶ照射された
インクが転写ニップＮＰの領域（ニップ部）を通過したか否かを判定する。
【０１３８】
　ここで、制御部４０は、全ての弱硬化インクが未だ転写ニップＮＰの領域を通過してい
ないと判定した場合（ステップＳ２５０、ＮＯ）、判定結果がＹＥＳになるまで当該判定
を繰り返し行う。
【０１３９】
　一方、制御部４０は、全ての弱硬化インクが転写ニップＮＰの領域を通過したと判定し
た場合（ステップＳ２５０、ＹＥＳ）、転写ローラー２３を下方に移動させるように制御
して、転写ニップＮＰを圧接させる処理を行う（ステップＳ２６０）。かかる処理により
、転写ベルト２０上に載っているインクは完全硬化されたものだけとなり、やはり対向部
材（記録媒体Ｐまたは搬送ドラム２４）には転移しない。
【０１４０】
　続くステップＳ２７０において、制御部４０は、ジャム発生の後に転写ベルト２０上に
付着している残インクの除去が完了したか否かを判定する。ここで、制御部４０は、残イ
ンクの除去が未だ完了していないと判定した場合（ステップＳ２７０、ＮＯ）、判定結果
がＹＥＳになるまで当該判定を繰り返し行う。
【０１４１】
　一方、制御部４０は、かかる残インクの除去が完了したと判定した場合（ステップＳ２
７０、ＹＥＳ）、ステップＳ２８０に移行して、インクジェット画像形成装置の運転を再
開させるための処理を行う。
【０１４２】
　このような処理を行う本実施の形態のインクジェット画像形成装置によれば、意図しな
いタイミングで装置が停止した場合であっても、転写ニップＮＰの離間やヤレ紙の発生を
最小限に抑えることができ、かつ、運転再開までの時間を短縮させることができる。
【０１４３】
　次に、図７のフローチャートを参照して、印刷時におけるインクジェットヘッド１０２
のインクの吐出の際に、ボタ落ちやサテライトなどの吐出不良が発生した場合に制御部４
０が行う処理について説明する。
【０１４４】
　印刷ジョブの実行開始後のステップＳ３１０において、制御部４０は、上記の吐出不良
を検知する。かかる吐出不良の検知は、例えば、画像読取部３０によって読み取られた転
写ベルト２０上のインク像を入力画像データの画像と比較することによって行うことがで
きる。
【０１４５】
　続くステップＳ３２０において、制御部４０は、当該画像不良の発生箇所（以下、簡便
のため「不具合箇所」という）が第１ＵＶ照射部２５のＵＶ照射領域に到達したか否かを
判定する。ここで、制御部４０は、不具合箇所が未だ第１ＵＶ照射部２５のＵＶ照射領域
に到達していないと判定した場合（ステップＳ３２０、ＮＯ）、判定結果がＹＥＳになる
まで当該判定を繰り返し行う。
【０１４６】
　一方、制御部４０は、不具合箇所が第１ＵＶ照射部２５のＵＶ照射領域に到達したと判
定した場合（ステップＳ３２０、ＹＥＳ）、ステップＳ３３０に移行して、第１ＵＶ照射
部２５の出力を上げる（完全硬化モードとする）ように制御する。このときの出力の増加
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の程度は、上述した図６のステップＳ２２０と同等である。
【０１４７】
　ステップＳ３４０において、制御部４０は、不具合箇所が第１ＵＶ照射部２５のＵＶ照
射領域を通過したか（脱したか）否かを判定する。ここで、制御部４０は、不具合箇所が
未だ第１ＵＶ照射部２５のＵＶ照射領域を通過していない（脱していない）と判定した場
合（ステップＳ３４０、ＮＯ）、判定結果がＹＥＳになるまで当該判定を繰り返し行う。
【０１４８】
　一方、制御部４０は、不具合箇所が第１ＵＶ照射部２５のＵＶ照射領域を通過した（脱
した）と判定した場合（ステップＳ３４０、ＹＥＳ）、ステップＳ３５０に移行して、第
１ＵＶ照射部２５の出力を下げる（デフォルト値に戻す）ように制御する。
【０１４９】
　このような制御を行うことにより、ボタ落ち等の吐出不良となった画像のみが転写ベル
ト２０上で完全硬化され、記録媒体Ｐ等の対向部材に転写されることが防止されるので、
ヤレ紙の発生を防止することができる。
【０１５０】
　この後、制御部４０は、通常の印刷動作を再開するように各部を制御する（ステップＳ
３６０）。
【０１５１】
　このような動作を行う本実施の形態によれば、通常の印刷動作において吐出不良が発生
した場合に、ヤレ紙の発生を防止し、かつ、速やかに装置の印刷動作を再開させることが
できる。
【０１５２】
　なお、図７の例では通常の印刷時における印刷ジョブに係る画像に関する画像不良を検
出する例について説明したが、上述したテストパターンＴＰの画像不良に関しても、上述
と同様の処理を適用することができる。
【０１５３】
　次に、図８を参照して、インクジェット画像形成装置の他の構成例を説明する。なお、
図１で説明した部分と同一の部分については同一の符号を付して、適宜その説明を省略す
る。
【０１５４】
　図８に示すインクジェット画像形成装置１Ａは、図１で説明したインクジェット画像形
成装置１と比較して、画像読取３０および第１ＵＶ照射部２５がより上流側の位置に備え
られている。
【０１５５】
　また、インクジェット画像形成装置１Ａでは、第１ＵＶ照射部２５の下流かつ転写ニッ
プＮＰの上流の位置に、アフターコート剤供給部３１が配置されている。このアフターコ
ート剤供給部３１は、本発明の「転写剤供給部」に対応する。
【０１５６】
　アフターコート剤供給部３１は、転写ベルト２０上に乗ったインクに、転写ベルト２０
からの剥離性ひいては記録媒体Ｐへの転写性を向上させるための転写剤を供給する機能を
備える。図示しないが、アフターコート剤供給部３１は、液体の転写剤（転写性向上液と
も呼ばれる）を収容する容器、該容器内の転写性向上液を対向する転写ベルト２０の部位
に噴射するスプレー部（噴射装置）などを備える。このうち、スプレー部（噴射装置）は
、制御部４０の制御により、転写ベルト２０に対する転写性向上液の噴射のオンオフを切
り換えられるようになっている。
【０１５７】
　なお、転写剤（転写性向上液）は、記録媒体Ｐへのインク像の接着性を高くし、色材を
含まない液体であり、その成分としては、色材以外の種々の公知の材料を用いることがで
きる。また、転写剤は、転写ニップＮＰにおいて高い粘着性をもち、転写ニップＮＰの下
流において、処理（例えば加熱）によりまたは自然に粘着性を失う材料であることが望ま
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しい。このような材料であれば、インクと記録媒体Ｐの接着剤層として機能させることが
できるため、好適である。
【０１５８】
　上記のような材料の一具体例として、熱可塑性樹脂(例えばスチレンアクリル)を用いる
ことができる。
【０１５９】
　また、アフターコート剤供給部３１の一具体例としては、転写剤としてスチレンアクリ
ルを用い、かかるスチレンアクリルを上記のようなスプレー噴射により転写ベルト２０に
供給する構成とする。そして、スプレー噴射を行う際におけるスプレーノズルの温度を２
００℃に設定し、転写ローラー２３の温度を１６０℃に設定し、スプレーノズルと転写ロ
ーラー２３は、転写剤（スチレンアクリル）のガラス転移温度以上に加熱することよい。
さらに、この場合、転写ニップＮＰの下流側で、記録媒体Ｐに転写された転写剤を加熱す
るヒーターなどの加熱部を備えた構成とするとよい。また、転写ニップＮＰの下流側で記
録媒体Ｐに転写された転写剤を自然に乾燥させる場合、転写剤として揮発性材料を用いる
とよい。
【０１６０】
　さらに、図８に示すインクジェット画像形成装置１Ａでは、図１のインクジェット画像
形成装置１と比較して、第１ＵＶ照射部２５によるＵＶ照射条件（出力）のデフォルト値
が、上述した値（５ｍＷ／ｃｍ２）よりも高い値に設定されている。
【０１６１】
　一具体例では、インクジェット画像形成装置１Ａにおける第１ＵＶ照射部２５によるＵ
Ｖ照射条件（出力）のデフォルト値は、上記値の約千倍である５Ｗ／ｃｍ２に設定される
。この場合、第１ＵＶ照射部２５によるＵＶ照射領域を通過した転写ベルト２０上のイン
クは、少なくとも表面が完全に硬化した状態となる。
【０１６２】
　なお、インクジェット画像形成装置１Ａにおいて、第１ＵＶ照射部２５によるＵＶ照射
領域を通過した転写ベルト２０上のインクの表面を完全に硬化（または乾燥）させること
は必ずしも必要ではない。但し、インク表面を完全に硬化（乾燥）させない場合であって
も、アフターコート剤を供給しない場合に、かかるインク表面が、記録媒体Ｐや搬送ドラ
ム２４に転写しない程度に粘着性が低くなっている必要がある。
【０１６３】
　以下、図９のフローチャートを参照して、インクジェット画像形成装置１Ａにおいてテ
ストパターンを出力する際に制御部４０が実行する処理の一例を説明する。
【０１６４】
　印刷動作開始後のステップＳ４１０において、制御部４０は、アフターコート剤供給部
３１によりアフターコート剤（転写剤ないし転写性向上液、以下同じ）が噴霧供給される
供給領域に画像（すなわち転写ベルト２０上のインク像）が到達したか否かを判定する。
ここで、制御部４０は、かかる画像が未だ供給領域に到達していないと判定した場合（ス
テップＳ４１０、ＮＯ）、判定結果がＹＥＳになるまでステップＳ４１０の判定処理を繰
り返す。
【０１６５】
　一方、制御部４０は、画像がアフターコート剤の供給領域に到達したと判定した場合（
ステップＳ４１０、ＹＥＳ）、ステップＳ４２０に移行する。
【０１６６】
　ステップＳ４２０において、制御部４０は、上記の供給領域に到達した画像がテストパ
ターンであるか否かを判定する。
【０１６７】
　ここで、制御部４０は、かかる画像がテストパターンではないと判定した場合（ステッ
プＳ４２０、ＮＯ）、アフターコート剤の供給領域に到達した画像は入力画像に基づく通
常の画像であると判断して、ステップＳ４３０～Ｓ４５０の処理を実行する。
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【０１６８】
　一方、制御部４０は、上記の塗布領域に到達した画像がテストパターンであると判定し
た場合（ステップＳ４２０、ＹＥＳ）、テストパターンを記録媒体Ｐに転写させないよう
にするため、ステップＳ４３０～Ｓ４５０の処理をスキップして、ステップＳ４６０に移
行する。
【０１６９】
　ステップＳ４３０において、制御部４０は、アフターコート剤を転写ベルト２０に供給
（付与）する動作を開始するように、アフターコート剤供給部３１を制御し、ステップＳ
４４０に移行する。
【０１７０】
　ステップＳ４４０において、制御部４０は、転写ベルト２０上の当該画像の搬送方向に
おける後端が、アフターコート剤供給部３１によるアフターコート剤の供給領域を通過し
た（脱した）か否かを判定する。
【０１７１】
　ここで、制御部４０は、画像の後端が未だ通過していないと判定した場合（ステップＳ
４４０、ＮＯ）、判定結果がＹＥＳになるまで当該ステップＳ４４０の判定処理を繰り返
す。
【０１７２】
　一方、制御部４０は、画像の後端が上記の供給領域を通過した（脱した）と判定した場
合（ステップＳ４４０、ＹＥＳ）、アフターコート剤を転写ベルト２０に付与する動作を
停止するようにアフターコート剤供給部３１を制御する（ステップＳ４５０）。この後、
制御部４０は、ステップＳ４６０に移行する。
【０１７３】
　ステップＳ４６０において、制御部４０は、印刷ジョブにおける最終ページの印刷が完
了したか否かを判定する。ここで、制御部４０は、未だ最終ページの印刷が完了していな
いと判定した場合（ステップＳ４６０、ＮＯ）、ステップＳ４１０に戻り、上述したステ
ップＳ４１０～ステップＳ４６０の処理を繰り返し実行する。
【０１７４】
　一方、制御部４０は、最終ページの印刷が完了したと判定した場合（ステップＳ４６０
、ＹＥＳ）、一連の処理を終了する。
【０１７５】
　かくして、このインクジェット画像形成装置１Ａでは、テストパターンの画像に対して
はアフターコート剤供給部３１からの転写性向上液の供給を行わないようにすることで、
転写ニップＮＰを離間することなく当該画像を記録媒体Ｐに転写させないようにすること
ができる。この結果、記録媒体Ｐの無駄（ヤレ紙）の発生および装置の生産性低下の両方
を抑制することができる。
【０１７６】
　なお、図９のフローチャートでは、テストパターンＴＰの画像を形成する場合について
説明したが、パージインクを転写ベルト２０上の吐出する場合も上述と同様の処理により
行うことができる。この場合、図９の該当するステップ（ステップＳ４２０、Ｓ４４０、
Ｓ１６０）における「テストパターン」または「画像」を各々「パージインク」に読み替
えればよい。
【０１７７】
　また、図６のフローチャートで上述したジャム発生等の緊急停止時における処理、およ
び図７のフローチャートで上述したボタ落ち等の吐出不良が発生した場合における処理は
、インクジェット画像形成装置１Ａでも、同様に行うことができる。
【０１７８】
　すなわち、制御部４０は、図６のフローチャートにおけるステップＳ２２０では、アフ
ターコート剤の供給（付与）を停止する処理を行い、同ステップＳ２５０の判定は、全て
のアフターコート剤を付与したインクが転写ニップＮＰを通過したか否かを判定すればよ
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い。
【０１７９】
　また、制御部４０は、図７のフローチャートにおけるステップＳ３２０では、不具合箇
所がアフターコート剤供給部３１によるアフターコート剤の供給領域に到達したか否かを
判定し、同ステップＳ３４０では、不具合箇所が同供給領域を通過したか（脱したか）否
かを判定すればよい。
【０１８０】
　上述した実施の形態では、インクジェットヘッド１０２から吐出されるインクとして、
当該インクに照射される紫外線の線量（第１ＵＶ照射部２５および第２ＵＶ照射部２６か
ら出力されるＵＶ光の光量）に応じて粘度が変わる性質のインクを用いる場合について説
明した。
【０１８１】
　他の例として、ＵＶ光以外の他の活性エネルギー線（例えば電子線）が照射されること
によって粘度が増加する性質のインクを用いてもよい。この場合、第１ＵＶ照射部２５お
よび第２ＵＶ照射部２６は、電子線を照射する電子線発生源を備える構成とすればよい。
【０１８２】
　他の例として、転写ベルト２０に供給する熱量を変えることによって粘度が変わる性質
のインクを用いてもよい。例えば、常温でゲル状であり加熱されることによりゾル状とな
るインクの場合、加熱するに従って粘度が低くなる。この場合、第１ＵＶ照射部２５およ
び第２ＵＶ照射部２６は、ヒーターやハロゲンランプなどの加熱部（熱源）と当該熱を反
射して転写ベルト２０に照射させる反射板などを備える構成とする。そして、制御部４０
は、テストパターン等の転写不要なインクに対しては、通常（すなわち転写が必要なイン
ク）よりも熱源の出力を低くするように制御すればよい。
【０１８３】
　さらに他の例として、溶媒として水を含む水性インクを使用してもよい。なお、水性イ
ンクの場合、加熱するに従って水が蒸発して粘度が高くなる。この場合、第１ＵＶ照射部
２５および第２ＵＶ照射部２６は、水性インクの水分を蒸発させることによって粘度を調
整する構成とする。具体的には、上記の加熱部および反射板や、インク中の水を蒸発させ
るための気流（風）を発生するエアナイフなど、送風温度を調節することでインク像の転
写特性を制御できるものを用いることができる。また、インク中の水を除去できるもので
あれば、上記の構成に限らず、他にも例えば、多孔質体をインク像に接触させて水を含む
溶剤を吸収する部材や、水を含む溶剤を絞りとるスキージブレード・ローラーなどを用い
てもよい。
【０１８４】
　また、転写ベルト２０を非磁性金属材料とし、ＵＶ光源の代わりにＩＨコイルを配置し
、電磁誘導によってＩＨコイルを加熱する構成としてもよい。
【０１８５】
　上述した実施の形態では、プレコート剤を使用しない例について説明した。他の例とし
て、搬送方向における各ヘッドユニット１０の上流側（前段）にプレコート剤を供給する
機構を備える構成であってもよい。
【０１８６】
　上述した実施の形態では、通常の印刷時において、転写ニップＮＰに到達する前のイン
クをプレ硬化させる処理を行うインクジェット画像形成装置の例について説明した。他の
例として、通常の印刷時において、上記のプレ硬化の処理を行わないインクジェット画像
形成装置であってもよい。この場合、第１ＵＶ照射部２５を追加的に設け、転写不要なイ
ンクを吐出した場合にのみ第１ＵＶ照射部２５からＵＶ照射を行う構成とすることにより
、上述と同様の効果が得られる。
【０１８７】
　上述した種々の構成例は、目的等に応じて、適宜、選択ないし組み合わせることができ
る。
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　以上、詳細に説明したように、本実施の形態によれば、画像調整時や画像不良によって
生じる記録媒体の無駄の発生および装置の生産性低下の両方を抑制することが可能なイン
クジェット画像形成装置および転写制御方法を提供することができる。
【０１８９】
　その他、上記実施の形態は、何れも本発明を実施するにあたっての具体化の一例を示し
たものに過ぎず、これらによって本発明の技術的範囲が限定的に解釈されてはならないも
のである。すなわち、本発明はその要旨、またはその主要な特徴から逸脱することなく、
様々な形で実施することができる。
【符号の説明】
【０１９０】
　１，１Ａ　インクジェット画像形成装置
　１０　ヘッドユニット
　２０　転写ベルト（転写体）
　２１，２２　従動ローラー
　２３　転写ローラー
　２４　搬送ドラム
　２５　第１ＵＶ照射部（粘度調整部）
　２６　第２ＵＶ照射部
　２７　クリーニング部
　３０　画像読取部
　３１　アフターコート剤供給部（転写剤供給部）
　４０　制御部（不良検知部）
　５１　搬送駆動部
　１０２　インクジェットヘッド
　２７０　クリーニングブレード
　２７１　クリーニング液供給部
　Ｉ　インク像
　ＮＰ　転写ニップ（転写部）
　Ｐ　記録媒体
　ＴＰ　テストパターン
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