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(57)【要約】
【課題】　転写材の裏汚れを抑止しつつ、装置の小型化
を達成する。特に、縁無しモードにおける転写材の裏汚
れを抑制と装置の小型化の両立を達成することを目的と
する。
【解決手段】　二次転写ベルトに、二次転写ベルトに付
着したトナーを一時的に回収可能な回収部材を配置する
。二次転写中に、二次転写ベルトの清掃をすることで転
写材の裏汚れを抑制し、紙間で回収部材に一時的に回収
していたトナーを中間転写体に吐き出す。
【選択図】　図４
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　トナー像を担持し、回転可能な像担持体と、
前記像担持体からトナー像が転写される回転可能な中間転写体と、転写材を担持する回転
可能な転写材担持体と、前記転写材担持体を介して前記中間転写体と転写ニップ部を形成
し前記中間転写体上のトナー像を前記転写材担持体が担持する転写材に転写可能な転写部
材と、を有する画像形成装置において、
　前記転写ニップ部通過後に前記転写材担持体に付着したトナーを回収可能な回収部材と
、前記転写ニップ部を通過後に前記中間転写体に残留したトナーを清掃する清掃装置と、
を有し、前記回収部材は前記転写材担持体上に付着したトナーを一時的に回収し後に、再
び前記転写材担持体へトナーを転移させ、前記回収部材から前記転写材担持体へ転移され
たトナーは前記転写部材によって前記転写材担持体から前記中間転写体に転写された後に
前記清掃装置で清掃されることを特徴とする画像形成装置。
【請求項２】
　前記像担持体上に転写材に対応する領域から転写材の外側に対応する領域までトナー像
を形成し、転写材の縁にトナー像を転写する縁無しモードを有し、前記縁無しモードを実
行する場合に、前記回収部材は前記転写材担持体に付着したトナーを回収することを特徴
とする請求項１に記載の画像形成装置。
【請求項３】
　前記装置は、前記縁無しモードで前記転写材担持体の周長よりも前記中間転写体の回転
方向の長さが長いトナー像を転写材に転写可能であり、前記装置は、前記転写材担持体の
周長よりも前記中間転写体回転方向の長さが長いトナー像を転写材に転写する場合に、前
記転写部材で中間転写体上のトナー像を前記転写材担持体が担持する転写材に転写しつつ
、前記回収部材で前記転写材担持体に付着したトナーを回収することを特徴とする請求項
２に記載の画像形成装置。
【請求項４】
　前記回収部材は回転可能なブラシローラであり、前記ブラシローラは、前記ブラシロー
ラに前記転写材担持体に付着したトナーが最初に到達したタイミングから前記転写材担持
体に付着したトナーを回収し、前記転写材担持体の周長とトナー像の前記中間転写体の回
転方向の長さの差分に対応するトナー量を回収したタイミングでトナーの回収を終了する
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】
　前記回収部材は回転可能なブラシローラであり、前記ブラシローラは、前記ブラシロー
ラに前記転写材担持体に付着したトナーが最初に到達したタイミングから前記転写材担持
体に付着したトナーを回収し、前記ブラシローラが一回転する前に、トナーの回収を終了
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６】
　前記回収部材は前記転写材担持体と接触しており、接触位置における前記回収部材の回
転方向は、前記転写材担持体の回転方向と逆方向であることを特徴とする請求項１から請
求項５のいずれか１項に記載の画像形成装置。
【請求項７】
　前記転写材担持体は、シームレスベルトであることを特徴とする請求項１から請求項６
のいずれか１項に記載の画像形成装置。
【請求項８】
　前記清掃装置は、前記中間転写体から付着トナーを回収するクリーニングブレードと、
前記クリーニングブレードが回収したトナーを収容する収容ボックスを有することを特徴
とする請求項１から請求項７のいずれか１項に記載の画像形成装置。
【請求項９】
　トナー像を担持し、回転可能な像担持体と、前記像担持体に付着したトナーを清掃する
清掃装置と、前記像担持体からトナー像が転写される転写材を担持し、回転可能な転写材
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担持体と、前記転写材担持体を介して前記中間転写体と転写ニップ部を形成し、像担持体
上のトナー像を前記転写材担持体が担持する転写材に転写可能な転写部材と、を有し、転
写材担持体に付着したトナーは、転写部材によって前記転写材担持体から前記像担持体に
再転写され、その後、前記清掃装置で清掃される画像形成装置において、
　前記転写ニップ部通過後に前記転写材担持体に付着したトナーを回収する回収部材を有
し、前記回収部材は前記転写材担持体上に付着したトナーを一時的に回収し後に再び前記
転写材担持体へトナーを転移させ、前記回収部材から前記転写材担持体へ転移されたトナ
ーは前記転写部材によって前記転写材担持体から前記像担持体に転写された後に前記清掃
装置で清掃する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、電子写真方式や静電記録方式などによって画像形成を行う複写機、プリンタ
、ファクシミリ等の画像形成装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　電子写真方式のフルカラー画像形成装置においては、現像像（トナー像）を担持してい
る第１の像担持体である感光体から、一次転写部において、像担持体としての中間転写体
に転写を行う。さらに、中間転写体に重畳した複数色のトナー像を二次転写部で一括して
紙等の転写材に転写する中間転写体方式を採用した製品が、数多く実用化されている。
【０００３】
　図９に、従来の中間転写ベルト方式の画像形成装置の一例を示す概略構成図を示す。
【０００４】
　この画像形成装置は、画像入力データに基づき、中間転写ベルト８に沿って設けられた
複数の画像形成部においてトナー像を形成する。各々の感光ドラム２上に静電潜像を形成
し、該静電潜像に対して単色トナーを現像し、単色トナー像を形成する。そして各画像形
成部にて形成された単色トナー像を中間転写ベルト８上で重ね合わせて、多重（多色）ト
ナー像を形成し、該多重トナー像を転写材に転写し、転写材上の多重トナー像を定着器２
１で定着させる構成となっている。
【０００５】
　ここでは、各色画像形成部には、それぞれドラム状の感光体（感光ドラム）２（２ａ、
２ｂ、２ｃ、２ｄ）が一列に配置されている。
【０００６】
　各感光ドラム２の周囲には、帯電ローラ７（７ａ、７ｂ、７ｃ、７ｄ）、露光装置１（
１ａ、１ｂ、１ｃ、１ｄ）、現像装置３（３ａ、３ｂ、３ｃ、３ｄ）、感光ドラムクリー
ニングｕｎｉｔ５（５ａ、５ｂ、５ｃ、５ｄ）が配置されている。各色の感光ドラム２は
、駆動装置（不図示）により所定のプロセススピードで回転駆動される。
【０００７】
　各色の感光ドラム２の下部では、各一次転写ニップ部にて、第２の像担持体としての無
端状の中間転写ベルト８を介して転写部材である一次転写ローラ４（４ａ、４ｂ、４ｃ、
４ｄ）と当接している。
【０００８】
　中間転写ベルト８は、駆動ローラとしての役割を合わせ持つ二次転写用の対向ローラ１
５、テンションローラ９、張架ローラ１１、によって張架されており、矢印の方向に回転
される。
【０００９】
　給紙カセット２０から搬送された用紙である転写材Ｐ（不図示）は、１対のローラから
なるレジストローラ１３から転写前ガイド１６により二次転写ローラ１０と中間転写ベル
ト８によって形成される二次転写ニップ部に導かれる。そして、中間転写ベルト８上に形
成されたトナー像が転写材Ｐ上に転写され、定着器２１にて加圧および加熱することによ
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り定着されたトナー像を転写材Ｐ上に得ることが可能となる。
【００１０】
　一方、二次転写ニップ部において転写材Ｐに転写できなかった中間転写ベルト８上のト
ナー像（廃トナー）は、中間転写体クリーナ１２で清掃される。
【００１１】
　以上のような構成においては、二次転写ローラ１０は常に中間転写ベルト８と接触して
いるために中間転写ベルト８上のトナーによって汚染されることがある。二次転写ローラ
１０が汚れてしまうと、二次転写ローラの汚れが転写材の裏面（転写面の反対側の面）を
汚してしまう、即ち、転写材の裏汚れが発生し易くなる。
【００１２】
　これらの問題を解決するものとして、例えば、特許文献１には、二次転写ローラ１０の
下方に除去したトナーを回収する廃トナーボックスを設置したものが開示されている。こ
れにより二次転写ローラ１０は中間転写ベルト８の影響を受けずに確実にクリーニングす
ることが可能になる。従って、転写材の裏汚れが少なく、良質の印字を行うことが可能に
なっている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１３】
【特許文献１】特開２００１－３５６６１９号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１４】
　しかしながら、特許文献１に記載された方式は二次転写ローラ用の廃トナーボックスが
ある分だけ、装置の小型化が困難である。特に、転写材の端部に及ぶまでトナー像を形成
する縁無しモードを有する画像形成装置では、二次転写ローラに付着するトナーが多いた
め、回収するトナーの量が非常に多くなる。そのため、特許文献１に記載された方式では
、二次転写ローラ用の廃トナーボックスが大きくなってしまい装置の小型化が更に困難と
なる。また、仮に二次転写ローラ用の廃トナーボックスを交換式にして装置の小型化を達
成しても、廃トナーボックスの交換回数が増えてしまう問題が生じる。
【課題を解決するための手段】
【００１５】
　前記課題を解決するための第１の画像形成装置は、トナー像を担持し、回転可能な像担
持体と、
前記像担持体からトナー像が転写される回転可能な中間転写体と、転写材を担持する回転
可能な転写材担持体と、前記転写材担持体を介して前記中間転写体と転写ニップ部を形成
し、前記中間転写体上のトナー像を前記転写材担持体が担持する転写材に転写可能な転写
部材と、を有する画像形成装置において、前記転写ニップ部通過後に前記転写材担持体に
付着したトナーを回収可能な回収部材と、前記転写ニップ部を通過後に前記中間転写体に
残留したトナーを清掃する清掃装置と、を有し、前記回収部材は前記転写材担持体上に付
着したトナーを一時的に回収し後に、再び前記転写材担持体へトナーを転移させ、前記回
収部材から前記転写材担持体へ転移されたトナーは前記転写部材によって前記転写材担持
体から前記中間転写体に転写された後に前記清掃装置で清掃されることを特徴とする。
【００１６】
　前記課題を解決するための第２の画像形成装置は、トナー像を担持し、回転可能な像担
持体と、前記像担持体に付着したトナーを清掃する清掃装置と、前記像担持体からトナー
像が転写される転写材を担持し、回転可能な転写材担持体と、前記転写材担持体を介して
前記中間転写体と転写ニップ部を形成し、像担持体上のトナー像を前記転写材担持体が担
持する転写材に転写可能な転写部材と、を有し、転写材担持体に付着したトナーは、転写
部材によって前記転写材担持体から前記像担持体に再転写され、その後前記清掃装置で清
掃される画像形成装置において、前記転写ニップ部通過後に前記転写材担持体に付着した
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トナーを回収する回収部材を有し、前記回収部材は前記転写材担持体上に付着したトナー
を一時的に回収し後に再び前記転写材担持体へトナーを転移させ、前記回収部材から前記
転写材担持体へ転移されたトナーは前記転写部材によって前記転写材担持体から前記像担
持体に転写された後に前記清掃装置で清掃することを特徴とする。
【発明の効果】
【００１７】
　本発明によれば、紙の裏汚れを抑制することができる。または、複数の清掃手段が回収
するトナーを集約することが可能となる。
【図面の簡単な説明】
【００１８】
【図１】実施例１の画像形成装置全体構成を示す断面図
【図２】縁無し印刷と縁あり印刷について説明する図である。
【図３】縁無し印刷のトナー像と転写材の関係を示す図である。
【図４】転写材が転写ニップ部に進入する前の転写材搬送状態を説明する図
【図５】回収部材が付着トナーを回収する時の転写材搬送状態を説明する図
【図６】転写材が転写ニップ部を通過した後の転写材搬送状態を説明する図
【図７】回収部材から清掃装置に付着トナーを転移させる状態を説明する図
【図８】実施例３の画像形成装置全体構成を示す断面図
【図９】従来の画像形成装置全体構成を示す断面図
【発明を実施するための形態】
【００１９】
　以下、図面を参照して、本発明の好適な実施の形態を例示的に詳しく説明する。ただし
、以下の実施例に記載されている構成部品の寸法、材質、形状、それらの相対配置などは
、本発明が適用される装置の構成や各種条件により適宜変更されるべきものである。従っ
て、特に特定的な記載がない限りは、本発明の範囲をそれらのみに限定する趣旨のもので
はない。
【００２０】
　（実施例１）
　以下に本発明の実施例１を図面に基づいて行う。
【００２１】
　図１に、本実施例の画像形成装置としての、中間転写方式を用いたカラー画像形成装置
の概略構成図を示す。本実施例では、タンデム中間転写方式、つまり、それぞれ像担持体
を備えた複数の画像形成部にて各色のトナー像を形成するカラー画像形成装置を用いる。
【００２２】
　尚、前記した従来例の図９に示した画像形成装置との同一部材には同一符号を付し、重
複する説明は省略する。本実施例においても、上記した従来例の画像形成装置と同様にし
て、画像形成が行われる。即ち、従来例と同様の画像形成工程により、各画像形成部にて
、感光ドラム２表面にトナー像が形成され、中間転写ベルト８にそれぞれの画像形成部よ
りトナー像が重ねて転写される。中間転写ベルト８上（中間転写体上）に転写されたトナ
ー像が転写材に二次転写される。そして、この転写されたトナー像が転写材に定着された
ものが画像形成物として排出される。次に、画像形成動作を行う各画像形成部について、
具体的に説明する。
【００２３】
　各色画像形成部の各感光ドラム２は、直径３０ｍｍの負帯電性の感光体を用いる。帯電
ローラ７にＤＣ成分にＡＣ成分を重畳した帯電バイアスを印加して、感光ドラム２を約－
６５０Ｖに一様に帯電する。露光装置１は不図示の波長７６０ｎｍの近赤外レーザダイオ
ードと、感光ドラム２上にレーザ光を走査するポリゴンスキャナを有し、画像部の電位を
－２５０Ｖに低下させる（画像データに従った静電潜像を形成する）。現像装置３は、現
像剤として、非磁性一成分トナーを用いた接触現像器であり、感光ドラム２上の静電潜像
にトナーを接触現像する。一次転写ローラ４は、中間転写ベルト８に従動回転し、一次転
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写ローラ４の芯金には、３００Ｖの一次転写電圧が印加され、感光ドラム２上、すなわち
、像担持体上のトナー像が中間転写ベルト８に一次転写される。
【００２４】
　中間転写ベルト８は、駆動ローラとしての役割を合わせ持つ二次転写用の対向ローラ１
５、テンションローラ９、張架ローラ１１により張架されている。対向ローラ１５は直径
３０ｍｍの芯金にカーボンブラックにより抵抗調整されたＥＰＤＭゴムを５００μｍの厚
みで被覆したものである。テンションローラ９は直径３０ｍｍのアルミ製中空管であり、
両端軸受け部にバネがあり総圧４０Ｎでベルトを張架している。また、張架ローラ１１は
直径２０ｍｍのステンレス製のローラであり、中間転写ベルト８に従動回転している。中
間転写ベルト８は、厚み７５μｍ、周長１０００ｍｍ、長手方向（画像形成幅方向）長３
２０ｍｍの単層無端状のシームレスベルトであり、カーボン分散により抵抗調整を行った
ポリイミドで形成されている。
【００２５】
　次に二次転写部の構成について説明する。
【００２６】
　二次転写部は、転写材を担持する回転可能な転写材担持体３１、二次転写ローラ１０、
駆動ローラ３３、二次転写ベルトクリーナ３４、対向ローラ３５、吸着ローラ３６から構
成されている。転写材担持体３１は、シームレスベルトである二次転写ベルト３１である
。対向ローラ３５は、二次転写ベルトクリーナ３４の対向ローラ３５としても、またベル
トのテンションを調整するためのテンションローラとしても機能する。あるいは、テンシ
ョンローラを別途設けることも可能である。吸着ローラ３６とベルトクリーナは、吸着対
向ローラ軸を基準に位置決めすることで対向ローラ３５との距離を保つ構成としてある。
【００２７】
　吸着ローラ３６は、給紙カセット２０から搬送されてきた転写材Ｐを二次転写ベルト３
１表面に静電吸着させるためのものである。例えば金属の芯金を、体積抵抗率１０５～１
０８Ω・ｃｍ程度に調整したＥＰＤＭ、ウレタンゴム、ＮＢＲ等の導電弾性体で覆い、そ
の上に中層として厚さ２００～６００μｍ程度のウレタン等の層を設け、さらにその上に
２５０μｍ程度の表層を設けている。表層にはスチレン等を用いる。
【００２８】
　吸着ローラ３６の両端の芯金部を０．０４～０．５Ｎ程度の線厚でバネ加圧することに
より、吸着ローラ３６を二次転写ベルト３１を介して対向ローラ３５に圧着させ、二次転
写ベルト３１の移動に対して従動回転させる。これにより、吸着ローラ３６と対向ローラ
３５との間には吸着ニップ部が構成されている。
【００２９】
　吸着ローラ３６には定電圧電源である吸着バイアス印加電源が接続されている。本実施
例における二次転写ローラ１０は二次転写ベルト３１の回転に従動して回転する構成であ
るが、二次転写ローラ１０を駆動させて駆動ローラとしての機能を持たせても良く、その
場合には二次転写ベルト３１を支持するローラを減らすことも可能である。二次転写ロー
ラ１０は、直径が６ｍｍの芯金に約４ｍｍの厚みの発泡ヒドリンゴムからなる弾性層が被
覆されており、外径が１４ｍｍになるように構成されている。
【００３０】
　本構成においては、転写部材である二次転写ローラ１０には直接トナーが触れない。そ
のため、二次転写ローラ１０には、抵抗と硬度以外にはローラの物性に関しての制約はな
く、二次転写ローラ１０の素材としては、ＥＰＤＭ、ウレタン、ＮＢＲ、エピクロルヒド
リン、シリコン等のゴム材が用いることができる。樹脂製の二次転写ベルト３１が介在す
ることを考慮すると、４．９Ｎ荷重状態のＡｓｋｅｒＣ硬度で３０°未満であることが望
ましい。
【００３１】
　また、二次転写ローラ１０の抵抗値は、５０Ｖを印加した二次転写ローラ１０を表面速
度が１００ｍｍ／ｓｅｃで回転するアルミニウムシリンダに加重９．８Ｎで圧接して、測
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定した。この測定方法において１０６～１０８Ωの抵抗値であるローラを使用した。二次
転写ローラ１０は、二次転写ベルト３１の内側に配設されて、二次転写ベルト３１を二次
転写対向ローラ１５に圧着し、これにより二次転写ニップ部が構成されている。片側４．
９Ｎ、両側で９．８Ｎの加重をバネにより付与して二次転写ローラ１０を二次転写対向ロ
ーラ１５に対して当接させている。
【００３２】
　また、本実施例においては、二次転写ベルト３１として厚さ８０μｍのＰＶｄＦを用い
た。ベルト材質は、ＰＶｄＦの他、ＰＰＳ、ＰＥＴ、ポリイミド、ＰＥＥＫなどを選択可
能である。二次転写部の硬度が高くなると、ラフ紙（紙繊維が大きく表面形状が粗い紙）
の転写性低化が懸念される。本実施例のような低硬度の二次転写ローラ１０と離型性に優
れた樹脂ベルトを組み合わせた二次転写部の構成は、転写性とベルトクリーニング性を両
立させたものである。二次転写ベルト３１にゴムベルトを使用する場合には、さらに高硬
度のローラを使用しても良い。
【００３３】
　回収部材である二次転写ベルトクリーナ３４については、後述する。
【００３４】
　本実施例の画像形成装置は、縁無しプリントが可能な画像形成装置である。ここで、縁
無しプリントについて説明する。この画像形成装置は、転写材Ｐの縁の全周に渡って余白
部を設けて画像を印刷する縁有りモードと、少なくとも転写材の一辺には、余白部を設け
ず転写材Ｐの縁に至るまで画像を印刷する縁無しモードを有している。
【００３５】
　図２（ａ）は縁あり印刷を、図２（ｂ）は縁無し印刷を示している。縁あり印刷時には
、トナー像は転写材Ｐ内に全て収まり、転写材Ｐの周辺に上余白（ｍｈ）・下余白（ｍｂ
）・左余白（ｍｌ）・右余白（ｍｒ）の周辺マージンが存在する。これに対し縁無し印刷
は、トナー像が転写材Ｐの端部にまで達しており、周辺マージンがなくなる。図２（ｂ）
においては、上余白・下余白・左余白・右余白のすべてがない状態を図示してあるものの
、一部の端部に余白がなければ縁無しモードとする。以下は縁無しモードの画像形成につ
いて説明する。
【００３６】
　図３は、縁無し印刷時のトナー像形成を説明する図である。図３（ａ）は中間転写ベル
ト上に形成されるトナー像サイズを表しており、縦はＩｖ、横はＩｈである。また、図３
（ｂ）は転写材Ｐのサイズを表しており、縦はＰｖ、横はＰｈである。トナー像と転写材
Ｐのサイズ関係はＰｖ＜Ｉｖ、Ｐｈ＜Ｉｈとなるように設定される。つまり、転写材Ｐが
前後左右に少々ずれて給紙されても、転写材Ｐに余白が生じることがないように、トナー
像のサイズは選択されている転写材サイズより若干大きくなるように形成される。中間転
写ベルト８上には、破線で示したＩｖ×Ｉｈサイズのトナー像が形成される。Ｉｖ×Ｉｈ
サイズのトナー像は、中間転写ベルト８により、二次転写領域へ向かって搬送される。一
方、転写材Ｐは、レジストローラ対１３によってタイミング制御され、トナー像が二次転
写領域に進入するのに合わせて二次転写領域に搬送される。つまり、縁無しモードは、転
写材の外側に対応する中間転写ベルト８上の領域までトナー像を形成し、転写材の縁まで
トナー像を形成するモードである。
【００３７】
　このとき、転写材Ｐのサイズよりもトナー像のサイズが大きいため、二次転写領域に中
間転写ベルト８上のトナー像が転写材Ｐより先に突入する。二次転写領域では、Ｉｖ×Ｉ
ｈサイズのトナー像が、Ｐｖ×Ｐｈサイズの転写材Ｐに転写される。よって、図３（ｃ）
に示すような額縁状のトナー像が二次転写残トナーとなる。
【００３８】
　このように、縁無しモードでは、図３（ｃ）に示すような額縁状のトナー像が二次転写
残トナーとして発生し、その二次転写残トナーが二次転写ベルト３１に付着する。よって
、縁無しモードでは額縁状のトナー像が二次転写残トナーとして発生するため、縁有りモ
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ードに比べて、二次転写ベルト３１に付着するトナー量が多くなり易い。
【００３９】
　ここで、二次転写ベルト３１に付着したトナーを回収する二次転写ベルトクリーナ３４
（回収部材）について説明する。本実施例の二次転写ベルトクリーナ３４は回転可能なブ
ラシローラ３４である。ブラシローラ３４は、多数の導電糸を芯金に植え付けた構成で、
全体として円柱状の外形を持つように構成されている。導電糸の基材はナイロンやポリエ
ステルなどで、カーボンブラックなどの導電剤を添加して導電性を持たせてある。ブラシ
ローラ３４の導電糸の体積抵抗は、１０８～１０１２Ω・ｃｍのものを用いた。ブラシロ
ーラ３４の芯金の径は６ｍｍ、ブラシローラ３４の毛の長さは４ｍｍである。本実施例で
用いたブラシローラの繊維密度は１００～４３０ｋＦ／ｃｍ２、単繊維の太さは１～４デ
ニールである。
【００４０】
　本実施例では、二次転写ベルト３１クリーナとしてブラシローラ３４を用いているが、
ブラシローラ３４の代わりにスポンジローラを用いても良い。ブラシローラ３４は柔らか
い導電糸で覆われており、表面積が稼げる一方で、糸自体が動きやすいために、トナー付
着位置を正確に予測して制御をおこなうことが困難である。また、ブラシローラ３４の回
転速度がより速い系においては、遠心力でブラシローラ３４の糸が動きやすく、トナーが
飛散しやすいこ。それに対してスポンジローラでは、硬度やスポンジのセル径の選択によ
って、二次転写ベルト３１との接触面積を小さくでき、また、回収対象トナーの回収およ
びクリーナからのトナー排出タイミングを制御しやすいため、スループットの向上につな
がる。特に、モノクロプリンタ等の、回収対象トナーの単位面積当たりのトナー量が少な
い系においては、有効な手段となる。
【００４１】
　しかしながら、トナーの回収量に関して考えれば、ブラシローラのほうがスポンジロー
ラよりも回収量が多く、特に縁無しモードのように二次転写ベルト３１に対する付着トナ
ー量が多い場合は、ブラシローラを使うことが望ましい。
【００４２】
　本実施例においては、ブラシローラ３４は対向ローラ３５から不図示のギアを介して駆
動が伝達されており、二次転写ベルト３１の回転方向と同方向に回転するように構成され
ているため、二次転写ベルト３１に対してカウンタ方向に回転当接する。ブラシローラ３
４の回転方向は順方向でもかまわないが、ブラシローラ３４によるトナー回収は物理的な
掻き取り力の寄与があるため、回収位置で逆方向に移動するカウンタ方向とすることが望
ましい。
【００４３】
　二次転写ベルトクリーナである前記ブラシローラ３４の、対向ローラ３５にバックアッ
プされた二次転写ベルト３１への侵入量は０．５～１．５ｍｍ程度が望ましい。０．５ｍ
ｍ以下であると、二次転写ベルト３１とブラシローラ３４の間に安定したニップ部が形成
できず、トナーの回収が不安定である。一方、前記侵入量を大きくしすぎると、画像形成
装置が停止状態の時にブラシローラ３４が大きく塑性変形して二次転写ベルト３１とブラ
シローラ３４の接触が不安定になったり、ブラシローラ３４の回転トルクの上昇や摩耗劣
化が懸念される。ブラシローラ３４の、二次転写ベルト３１への侵入量の管理によっても
ブラシローラ３４の塑性変形や摩耗劣化の問題が解決できない場合には、ブラシローラ３
４を二次転写ベルト３１に対して離接可能に設定するのが望ましい。
【００４４】
　次に、二次転写ベルト３１にトナーが付着する量が多い縁無しモードの二次転写工程に
おける二次転写ベルト３１に付着するトナーの清掃工程について説明する。
【００４５】
　給紙カセット２０から搬送された転写材は次段の搬送手段であるレジストローラ１３に
よって搬送され、吸着ローラ３６において電荷を付与されて二次転写ベルト３１上に吸着
され、二次転写部に搬送される。二次転写ローラ１０の芯金には、給電バネを介して不図
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示の二次転写バイアス電源が接続されている。二次転写ローラ１０には接続された二次転
写バイアス電源によって二次転写バイアスが印加される。一方、縁無しモードを実行する
場合では中間転写ベルト８上に、転写材（紙）からはみでる大きさのトナー像が形成され
ており、転写ニップにて転写材の縁に至るまで転写される。これと同時に、転写材からは
み出るトナー像は、二次転写ベルト３１上に転写されることとなる。これらについては図
４及び図５に示すとおりである。転写材上に転写されたトナー像は、転写材が定着装置２
１に搬送されて、定着装置２１で転写材上に定着される。
【００４６】
　転写材からはみ出ていて二次転写ベルト３１上に転写されることとなったトナーは、中
間転写ベルト８からトナー像が転写されている転写材の裏面を汚さないように、図５の如
く、対向ローラ３５に対向して配設されたブラシローラ３４に一時的に回収される。そし
て、一旦回収されたトナーは、図６に示すように、次の転写材が二次転写位置に到着する
までのいわゆる転写材間で再度二次転写ベルト３１上（転写材担持体上）に転移される（
吐き出される）。さらには二次転写部で中間転写ベルト８上に転写されて中間転写ベルト
８上に配設された中間転写体クリーナ１２内のクリーニングブレードによってトナー収容
ボックスに収容される。本実施例では、中間転写体クリーナ１２が転写ニップ部通過後に
、中間転写ベルト８に残留したトナーを清掃する清掃装置である。尚、清掃装置の構成と
しては、残留トナーを帯電する帯電部材を有し、１次転写部材によって中間転写ベルト８
から感光ドラムに残留トナーを再転写させ感光ドラムクリーユニットで回収する構成でも
よい。
【００４７】
　ここで、本実施例における縁無しモードの画像形成プロセス速度は、６０ｍｍ／ｓｅｃ
である。即ち、中間転写ベルト８の回転速度が、６０ｍｍ／ｓｅｃである。
【００４８】
　本実施例によれば、縁無しモードにおいて、二次転写ベルト３１によって転写材搬送を
安定化できるので、転写材先端の挙動が不安定なことによる問題を抑制することができる
。さらには、二次転写部で転写材先端に付着するトナー量が抑制されるので、定着ニップ
へ転写材が搬送される過程で生じるガイドの汚れや、定着部材へのトナー付着を抑えるこ
とができる。
【００４９】
　ここで、縁無しモードで二次転写ベルト３１の周長よりも中間転写ベルト８の回転方向
の長さが長いトナー像を転写材に転写する時の動作について、より具体的に図４から図７
を使用して説明する。
【００５０】
　図４に示すように中間転写ベルト８上に転写されたトナー像Ｔ１に対して給紙カセット
２０から給紙された転写材Ｐはレジストローラ１３でタイミングを合わせられて搬送され
、二次転写ニップ部に進入される。そして、中間転写ベルト８上のトナー像Ｔ１は転写ニ
ップにて転写材Ｐに転写される。
【００５１】
　図５に示すように、二次転写の際に転写材Ｐのサイズからはみ出した残トナーＴ２は、
二次転写ベルト３１上に転写され、対向ローラ３５に対向して配設されたブラシローラ３
４に一時的に回収される。
【００５２】
　トナーを一時的に回収する時にブラシローラ３４に印加する電圧は、負極性であるトナ
ーとは逆極性、つまり正極性のＤＣバイアスとしている。二次転写ベルト３１に転写され
たトナーは、転写バイアスにより転写されたトナーであるので、そのほとんどは負極性に
帯電している。よって、回収前にトナーを再帯電することを要しない。
【００５３】
　本実施例の画像形成装置においては、通紙可能な最大転写材の長さは２９７ｍｍ（Ａ４
サイズ）であり、転写材の先端位置ずれや画像伸びを考慮して、縁無しモードの際は画像
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形成プロセス方向に３０５ｍｍの画像を形成する。従って理想的には、転写材の先端、後
端の二次転写ベルト３１上にそれぞれ４ｍｍの塗り足しトナーが直接転写される。一方で
二次転写ベルト３１の周長は２００ｍｍである。即ち、本実施例の画像形成装置は、縁無
しモードで二次転写ベルト３１の周長よりも中間転写ベルト８回転方向（中間転写体回転
方向）の長さが長いトナー像を転写材に転写可能である。この場合に、二次転写ベルト３
１上のクリーニングを実施せずにＡ４サイズの縁無しモードをおこなうと、転写材後端約
１００ｍｍの範囲で転写材の裏面に汚れが発生する。従って、このような場合には二次転
写ベルト３１上に転写された塗り足しトナーのうち、二次転写ベルト３１の周長とトナー
像の長さの差分量に想到する部分のトナーを回収すればよい。本実施例では、中間転写ベ
ルト８の回転方向の長さが３０５ｍｍのトナー像、二次転写ベルト３１の周長２００ｍｍ
であるので、前半約１００ｍｍを一時的に回収できれば、転写材後端約１００ｍｍの範囲
に発生する裏面の汚れを抑制できる。本実施例では、ブラシローラ３４に二次転写ベルト
３１に付着したトナーが最初に到達したタイミングから二次転写ベルト３１に付着したト
ナーを回収し始める。その後、二次転写ベルト３１の周長とトナー像の中間転写ベルト８
の回転方向の長さの差分量を回収したタイミングでトナーの回収を終了する。
【００５４】
　図６に示すように転写材Ｐの前半約１００ｍｍの残トナーＴ２がブラシローラ３４に回
収された後にブラシローラ３４へ印加される電圧を逆転させる。これにより、二次転写ベ
ルト３１上の残トナーＴ２のブラシローラ３４への回収は停止される。または、前半の残
トナーＴ２がブラシローラ３４に回収された後にブラシローラ３４への印加を停止させて
もよい。
【００５５】
　これにより二次転写ベルト３１上の後半の残トナーＴ３はブラシローラ３４に回収され
ることなく搬送され、二次転写部で中間転写ベルト８上に転写される。そして、中間転写
ベルト８上に配設された中間転写体クリーナ１２内のクリーニングブレードによってトナ
ー回収ボックスに回収される。
【００５６】
　二次転写ベルト３１上の後半の残トナーＴ３がブラシローラ３４を通過してから所定時
間後にブラシローラ３４に回収された残トナーＴ２が再び二次転写ベルト３１に当接する
ように回転制御されている。これにより逆バイアスを印加されている残トナーＴ２は二次
転写ベルト３１上に転写される。また、前述のように、前半の残トナーＴ２がブラシロー
ラ３４に回収された後にブラシローラ３４への印加を停止させていた場合は、このタイミ
ングでトナーの極性と同極性である負極性のバイアスが印加される。そして、ブラシロー
ラ３４に回収された残トナーＴ２が再び二次転写ベルト３１に転写される。この後の中間
転写体クリーナ１２への回収は前述の通りである。
【００５７】
　二次転写ベルト３１の周長を通紙可能な最大転写材の長さよりも十分長く設定し、二次
転写ベルト３１のクリーニング動作を行わずに非画像形成時に中間転写ベルト８へ転移さ
せることで一時的に回収するクリーニング手段を持たなくすることも可能である。
【００５８】
　しかし、二次転写ベルト３１の周長を通紙可能な最大転写材の長さよりも十分長く設定
する構成では、二次転写ベルト３１の周長が長くなるため装置の小型化が困難となり、装
置のコストアップにも繋がる。また、ユーザが通紙可能な最大転写材の長さのプリントを
しない時でもクリーニングのために長い二次転写ベルト３１が一回転して残トナーを中間
転写ベルト８に吐き出すまでは次の転写材への転写ができないため、スループットが低下
するといった問題が発生する。
【００５９】
　そこで、本実施例では二次転写ベルト３１を極力短くすることで装置の小型化を図るた
めに、縁無しモードで二次転写ベルト３１の周長よりも中間転写ベルト８回転方向の長さ
が長いトナー像を転写材に転写可能な構成にする。その際に、前述のように二次転写ベル
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ト３１クリーナであるブラシローラ３４を持つ構成にし、二次転写ベルト３１上のトナー
を一部回収するようにしている。
【００６０】
　さらに、二次転写ベルト３１に残トナーを回収するための廃トナーボックスが不必要な
ため、装置の小型化及び複数の廃トナーボックスをユーザが処理する必要がなく、ユーザ
ビリティの向上が可能となる。また、ブラシローラ３４によるトナー回収時間を最小限に
すれば、ブラシローラ３４のトナー目詰まりを抑制でき、ブラシローラ３４の高寿命化が
図れる。
【００６１】
　なお、極力短くした二次転写ベルト３１よりも短い転写材に対して縁無し印刷をすると
きはブラシローラ３４への一時的に回収が必要ないため、回収を行わないようにしてもよ
い。回収を行わない場合は、回収を行う場合に比べてスループットを向上させる効果があ
る。
【００６２】
　なお、本実施例では、転写材Ｐの縁の全周に渡って余白部を設けて画像を印刷する縁無
し印刷の場合には、二次転写ベルト３１に付着するトナー量が少ないので、回収を行わな
いようにしている。回収を行わないことで縁無しモードのスループットを向上させている
。
【００６３】
　（実施例２）
　本実施例における画像形成装置の構成は、実施例１の画像形成装置とほぼ同じである。
よって、実施例１に記載した画像形成装置と同様な機能を有する部材には、同符号を付し
て説明を省略する。また、以下の説明は実施例１に記載した画像形成装置と異なる部分を
主に説明する。
【００６４】
　本実施例も、実施例１と同様に、ブラシローラ３４上に付着したトナーを再度二次転写
ベルト３１上に排出し、さらに中間転写ベルト８に最転写しする。その後中間転写ベルト
８に当接したクリーニングブレードによって再転写されたトナーを最終的に回収する構成
としており、上記以外にブラシローラ３４上のトナーをブラシローラ３４から排出させる
手段を有していない。
【００６５】
　ブラシローラ３４を使用する場合には、ブラシローラ３４を一回転以上させると、ブラ
シローラ３４上に一旦保持された回収トナーが再度二次転写ベルトに接した際に、回収ト
ナーの一部が二次転写ベルト上に付着してしまう可能性がある。二次転写ベルトに回収ト
ナーが再付着してしまうと、さらに二次転写部において紙の裏面に転写されて転写材の裏
面を汚してしまう可能性がある。二次転写ベルト３１上に再付着しやすいトナーは、帯電
量の小さなトナーや、層状に堆積してブラシローラ３４上に付着したトナー等である。ま
たブラシローラ３４によって二次転写ベルトから回収される際に、ブラシローラ３４と二
次転写ベルト３１の間で生じる空隙によって放電が生じ、トナーの帯電極性が反転してし
まう場合がある。この帯電極性が反転したトナーも、再度二次転写ベルトに接した際に二
次転写ベルト３１に再付着し易い。
【００６６】
　前記したようなトナーのブラシローラ３４上への回収は、二次転写ベルト３１に対して
周速差を設けたブラシローラ３４の物理的な掻き取り力に大きく依存しており、このよう
なトナーはブラシローラ３４の糸との付着力が極めて小さい。したがって、二次転写ベル
ト３１とブラシローラ３４の再接触の際に前記したようなトナーの一部は二次転写ベルト
上に再付着してしまい、転写材の裏面の汚れの原因となる。
【００６７】
　よって、本実施例では、ブラシローラ３４による回収対象トナーＴ２の回収は、ブラシ
ローラ３４が一回転する間に完了させる。具体的には、ブラシローラ３４の回転数は、０
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．５ｒｐｓ、つまり表面速度は２２ｍｍ／ｓｅｃとし、ブラシローラ３４一回転当たり最
大で約１２０ｍｍ分のトナーを一次回収可能に設定してある。つまり、ブラシ一周以内で
回収対象トナーＴ２の回収を終える構成としてある。
【００６８】
　二次転写ベルトに対しブラシローラ３４の回転速度を小さくすると、画像形成プロセス
方向において一次回収可能な範囲が広がる。一方で、本実施例のように二次転写ベルトと
ブラシローラ３４を共通の駆動装置で回転駆動させる場合には、トナー排出動作に時間が
かかるデメリットが生じる。本実施例においては、一枚毎にトナーの一次回収と排出動作
を短時間でおこなうため、回収対象トナーＴ２長１０５ｍｍに対し、ブラシローラ３４一
回転当たりの最大回収長を１２０ｍｍと比較的近い値に設定している。
【００６９】
　ブラシローラ３４の表面の移動速度は、二次転写ベルト表面の移動速度より大きくても
構わないが、ブラシローラ３４一回転の中でクリーニングを終える構成においては、ブラ
シローラ３４のサイズが大きくなり、本体サイズに影響する観点から好ましくない。
【００７０】
　ブラシローラ３４への電圧印加は、画像先端がブラシローラ３４と二次転写ベルトの接
触位置に達する所定時間前から開始され、一次回収動作終了までの間、所定の電流値がブ
ラシローラ３４からクリーナ対向ローラに流れるように定電流制御されている。本実施例
においては、ターゲットとする定電流値は１０μＡに設定してある。本実施例においては
ブラシローラ３４への電圧印加は定電流制御としているが、前記電流値を検知するための
電流検知回路を有さない等の構成に応じて定電圧制御を選択することもできる。
実際のトナー回収動作は画像先端がブラシローラ３４位置へ到達したタイミングで開始さ
れる。
【００７１】
　回収対象トナーＴ２がブラシローラ３４に到達する以前より、あらかじめブラシローラ
３４への印加電圧を制御しておくことにより、裏面の汚れとして目立ちやすい画像先端の
塗り足しトナーを安定して一次回収することができる。また、ブラシローラ３４で回収し
た画像先端トナーが再度二次転写ベルトに接する前に回収対象トナーＴ２の一次回収を終
えることで、やはり裏面の汚れを防止することができる。ブラシローラ３４による一次回
収動作の完了タイミングは、一次回収動作の開始からブラシローラ３４が一回転する前に
完了する。
【００７２】
　回収対象トナーＴ２の回収が完了すると同時に、ブラシローラ３４に印加する電圧を回
収中とは逆極性、つまり負極性としている。これによって、図４に示すように、二次転写
ベルト上からのトナー回収を停止すると同時に、ブラシローラ３４からの回収対象トナー
Ｔ２の排出を高効率でおこなうことができる。トナーの一次回収と排出を効率よくおこな
うためには、ブラシローラ３４一回転の時間からブラシローラ３４への印加電圧極性切り
替え時間を差し引いた時間としておくと良い。この後の中間転写体クリーナ１２への回収
は前述の通りである。一方で、紙搬送のミス等により、濃度の高い画像が紙に転写されず
に二次転写ベルトに付着した場合には、ブラシローラ３４に大量のトナーが付着する。そ
のため、一度にブラシローラ３４から排出することによって、最終的なトナー回収手段で
ある中間転写ベルトのブレードクリーナに負担がかかってしまう。したがって、ブラシロ
ーラ３４からのトナー排出量をコントロールするため、ジャム検知、あるいは画像パター
ン検知等と組み合わせて、ブラシローラ３４に印加する電圧をオフとしてもよい。
【００７３】
　尚、ブラシローラ３４が一回転して回収する量を、実施例１と同様に、二次転写ベルト
の周長とトナー像の中間転写ベルト８の回転方向の長さの差分量としてもよい。具体的に
は、ブラシローラ３４に二次転写ベルトに付着したトナーが最初に到達したタイミングか
ら、ブラシローラ３４は付着トナーの回収を開始し、ブラシローラ３４が一回転する前に
、トナーの回収を終了させる。
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【００７４】
　二次転写ベルト３１の周長よりも画像が長い場合について述べたが、二次転写ベルト３
１の周長よりも画像が短い場合、つまり小サイズプリントの場合には、トナー回収をおこ
なわなくても裏面の汚れが発生し難い。そのため、小サイズプリントの場合、ブラシロー
ラ３４に印加する電圧はオフ、またはトナーと同極性としておくことができる。上記によ
り、ブラシローラ３４にトナー付着が生じないため、ブラシローラ３４からのトナー排出
動作を省略することができ、ユーザビリティの向上につながる。上記したように、回収対
象とならない二次転写ベルト３１上の後半の残トナーＴ３はブラシローラ３４に回収され
ることなく搬送され、ブラシローラ３４から排出されたトナーとともに二次転写部で中間
転写ベルト８上に転写される。そして、中間転写ベルト８上に配設された中間転写体クリ
ーナ１２内のクリーニングブレードによって廃トナーボックスに回収される。
【００７５】
　（実施例３）
　図８に実施例３の構成を示す。以下この図に基づいて説明を行うが、実施例１と同様の
構成・作用をするものは同一の番号を付し説明は略す。
【００７６】
　本実施例は、感光ドラム上のトナー像を、転写搬送ベルト上に吸着搬送される転写材上
に直接転写する方式を採用した画像形成装置であることを特徴とする。
【００７７】
　本実施例においては、静電吸着ベルトは駆動ローラ３３、テンションローラ３２、対向
ローラ３５の３軸によって張架され、一時的に回収ローラとしてブラシローラ３４は対向
ローラ３５の対向に配設されている。
【００７８】
　静電吸着ベルト上の最終的なトナー回収（クリーニングモード）は、転写部において感
光ドラム２上に逆転写し、感光ドラム２上に当接したドラムクリーニングブレードで掻き
落とされてカートリッジ容器に収容される。本実施例では、ドラムクリーニングブレード
とカートリッジ容器が清掃装置である。
【００７９】
　感光ドラム２上への逆転写は、１ｓｔ、３ｓｔでは印字中とは逆極性のバイアスを転写
ローラに印加し、２ｓｔ、４ｓｔでは印字中と同様のバイアスを転写ローラに印加するこ
とで両極性のトナーを回収可能となる。また、静電吸着ベルトに対して感光ドラム２の回
転速度を３０％速めることにより、トナー回収能力を向上させ、クリーニング時間を短縮
できる。
【００８０】
　本実施例における静電吸着ベルトの周長は５６０ｍｍ、最大通転写材長さは２９７ｍｍ
、転写材間は５０ｍｍであるため、１枚毎に通常プリントモード－クリーニングモードの
繰り返しにより、余白無しプリントは可能である。しかしながら、１枚プリント毎に約２
０ｓｅｃのクリーニング時間が必要になり、プリントの生産性が非常に低くなる。
【００８１】
　ここで本実施例に示すように、ブラシローラ３４を用いることにより、プリント時に静
電転写ベルトに付着したトナーを一時的に回収できるため、複数枚毎にクリーニングモー
ドを実施すればよく、スループットが向上する。本実施例においては、先端１００ｍｍの
クリーニングによって２枚連続プリントが可能になるが、もちろんブラシローラの外径、
転写ベルトの周長、転写材サイズ等のパラメータによってはさらなる生産性の向上も可能
である。
【００８２】
　また、転写ベルトクリーナとしてブラシローラ３４を使用する利点としては、従来例で
述べたようにベルトの劣化への寄与が小さい点も挙げられる。
【００８３】
　以上、本実施例では、縁無しモードを有する画像形成装置において、静電吸着ベルト上
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にベルトクリーナとしてのブラシローラ３４を当接させ、ブラシローラ３４でトナーの一
部を回収することでプリントの生産性（出力能力）が向上する。また、静電吸着ベルト上
の残トナーを回収するための廃トナーボックスが不必要なため、装置の小型化及び複数の
廃トナーボックスをユーザが処理する必要がなく、ユーザビリティの向上が可能となる。
【符号の説明】
【００８４】
　８　中間転写ベルト（中間転写体）
　１０　二次転写ローラ
　１１　二次転写前張架ローラ
　３１　二次転写ベルト
　３３　二次転写ベルト駆動ローラ
　３４　二次転写ベルトクリーナ（ブラシローラ）
　３５　吸着対向ローラ
　３６　吸着ローラ
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