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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　画像形成装置を用い、帯電させた感光体を露光して該感光体上に静電潜像を形成し、該
静電潜像を現像して得られたトナーパターン画像に、又は転写体に転写した前記トナーパ
ターン画像に、発光手段及び受光手段を含む画像濃度センサより光を照射し、
　前記トナーパターン画像にて反射した光の光量を検出して前記トナーパターン画像の画
像濃度を検出し、
　検出した画像濃度に基づき、前記感光体を帯電させる帯電電圧、前記感光体を露光する
露光量、前記静電潜像を現像するために印加する現像バイアス電圧、前記静電潜像を現像
するために用いるトナーの供給量、及び前記トナーパターン画像を転写するために印加す
る転写バイアス電圧の１又は複数の画像形成条件の制御を行う画像形成制御方法において
、
　予め、前記画像濃度センサが検出したトナーパターン画像の画像濃度の検出値が、所定
の基準値となるように画像形成条件を制御してあり、
　前記画像濃度センサ、又は該画像濃度センサを含む画像形成装置の構成部材が交換時期
にあるか否かを判定する過程と、
　前記構成部材が交換時期にあると判定した場合に、前記画像形成条件に基づきトナーパ
ターン画像を形成する過程とを有し、
　前記トナーパターン画像の画像濃度を検出して画像形成条件の制御を行い、
　前記構成部材の交換後に、前記画像形成条件に基づきトナーパターン画像を形成する過
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程と、
　前記トナーパターン画像の画像濃度を検出する過程と、
　前記画像濃度の検出値が、前記所定の基準値となるように、前記発光手段の発光量を調
整する過程、及び／又は前記受光手段の受光感度を調整する過程と
　を有することを特徴とする画像形成制御方法。
【請求項２】
　予め制御した画像形成条件に基づいて減法混色の３原色の有彩色トナーパターン画像を
それぞれ形成し、該トナーパターン画像の画像濃度の検出値がそれぞれの基準値となるよ
うに画像濃度センサを較正する過程を含むことを特徴とする請求項１記載の画像形成制御
方法。
【請求項３】
　前記有彩色トナーパターン画像の画像濃度を拡散反射光光量により検出することを特徴
とする請求項２記載の画像形成制御方法。
【請求項４】
　無彩色トナーパターン画像の画像濃度を正反射光光量により検出することを特徴とする
請求項１記載の画像形成制御方法。
【請求項５】
　帯電させた感光体を露光して該感光体上に静電潜像を形成し、該静電潜像を現像して得
られたトナーパターン画像に、又は転写体に転写した前記トナーパターン画像に、発光手
段及び受光手段を含む画像濃度センサより光を照射し、前記トナーパターン画像にて反射
した光を受光して生じた電流を電圧に変換した後、増幅した値に基づき前記トナーパター
ン画像の画像濃度を求め、
　求めた画像濃度に基づき、前記感光体を帯電させる帯電電圧、前記感光体を露光する露
光量、前記静電潜像を現像するために印加する現像バイアス電圧、前記静電潜像を現像す
るために用いるトナーの供給量、及び前記トナーパターン画像を転写するために印加する
転写バイアス電圧の１又は複数の画像形成条件の制御をすべく構成されている画像形成装
置において、
　前記画像濃度センサが求めたトナーパターン画像の画像濃度の値が、所定の基準値とな
るように画像形成条件を制御する手段と、
　前記画像濃度センサ、又は該画像濃度センサを含む画像形成装置の構成部材が交換時期
にあるか否かを判定する手段と、
　該手段により前記構成部材が交換時期にあると判定した場合に、前記画像形成条件に基
づきトナーパターン画像を形成する手段とを備え、
　前記トナーパターン画像の画像濃度を求めて画像形成条件の制御を行い、
　前記構成部材の交換後に、前記画像形成条件に基づきトナーパターン画像を形成する手
段と、
　該トナーパターン画像の画像濃度を求める手段と、
　求めた画像濃度の値が前記所定の基準値となるように、前記発光手段の発光出力を変更
する手段、前記受光手段が前記トナーパターン画像にて反射した光を受光して生じた電流
を電圧に変換するときの抵抗値を変更する手段、及び前記電流を電圧に変換した後に増幅
するときの増幅率を変更する手段のうちの少なくとも１つの手段と
　を備えることを特徴とする画像形成装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、各種の複写機及びプリンタ等の画像形成装置の感光体、又は中間転写体若しく
は転写体上に形成した各色のトナーパターン画像の画像濃度を検出する画像濃度センサを
較正（調整）する過程を含む画像形成制御方法と、この画像形成制御方法の実施に用いら
れる画像形成装置に関する。
【０００２】
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【従来の技術】
電子写真方式の画像形成装置は、静電力を利用して画像形成を行うため、各プロセス部の
使用状況及び周囲の環境状況により特性が変化し、形成される画像の濃度が変動しやすく
、画質の低下を招きやすい。そのため、画像形成部の各部の画像形成条件（帯電出力、露
光量、現像バイアス電圧、転写バイアス電圧、及びトナー補給量（２成分現像剤の場合）
等）を調整（プロセスコントロール）する画像形成制御過程（プロセスコントロールモー
ド）を設け、常に良好な画質が得られるように画質調整を行っている。
【０００３】
画質調整は、画像形成に関与しない所定のタイミングでテスト用のトナーパターン画像を
感光体、又は中間転写体（中間転写ドラム、中間転写ベルト）若しくは転写体（転写ドラ
ム、転写ベルト）等の像担持体上に形成し、このトナーパターン画像の画像濃度を光学式
センサである画像濃度センサにより測定して、測定した値に基づき、上述の画像形成条件
に対しフィードバック制御することにより実施される。
画像濃度センサは、発光素子と受光素子とを有しており、発光素子からトナーパターン画
像に向けて発光し、トナーパターン画像からの反射光を受光素子によって検出すべく構成
されている。
【０００４】
ところで、最近、像担持体の表面に有彩色のトナーパターン画像を形成する画像形成装置
が広く使用されている。このような画像形成装置の場合、現像装置によって、像担持体の
表面に有彩色のテストトナーパターン画像を形成し、そのトナー付着量を画像濃度センサ
によって検知するのであるが、その際、このトナー付着量を正確に検知するために、テス
トトナーパターン画像からの拡散反射光光量を検知する方法が提案されている（特開２０
００－１２２３６０号公報、特開２００１－１００４８１号公報、特開２００２－１６９
３４５号公報、特開平２－２５６０７６号公報、特開平３－９２８７４号公報等）。テス
トトナーパターン画像の濃度測定方式は、黒色（無彩色）のトナーパターン画像と有彩色
のトナーパターン画像とでは異なる。無彩色のトナーパターン画像はトナーパターン画像
にて正反射する反射光（正反射光）を測定することにより濃度を測定するのに対し、有彩
色のトナーパターン画像は上述したように拡散反射光を測定することにより濃度を測定す
る。
【０００５】
【発明が解決しようとする課題】
トナーパターン画像の画像濃度センサは、発光素子からの照射光がトナーパターン像で反
射する反射光量を受光素子により検出するので、画像濃度センサの光学的特性を較正する
必要がある。即ち、一定のトナー付着量に対応する基準値に基づいて画像濃度センサの出
力を較正しなければ、正確なトナー付着量を検出することが困難である。
【０００６】
そのため、生産組み立て時及び出荷時において画像濃度センサを較正するための治具等を
用いた精度の高いセンサ較正操作が行われている。
また、センサ寿命及び故障等によりセンサ交換が行われる場合には同様に精度の高い較正
が再度必要となる。
しかしながら、較正を行うための較正板を備えた治具を使用する場合には、高い取り付け
精度が必要であり、また、画像濃度センサはスペース的にかなり狭い部分に配置されるの
で、高い位置精度を必要とする大がかりな治具の取り付けは困難であり、維持費用の増大
につながっていた。そして、ユーザメンテナンスを前提とした場合においては、較正操作
の複雑化という観点から精度の高い較正は非常に困難であった。
【０００７】
このような不具合を解決する目的で、較正板を進退可能に設け、センサの較正を行う必要
がある場合のみ、センサに対して較正板を対向させ、非使用時には退避位置に退避させる
可動式の較正板を設けることが提案されているが、較正板が可動機構を伴うことによる構
造の複雑化と、画像形成装置内に配置されるために長期的使用によるトナー汚染を回避す
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ることが困難であり、維持費用の上昇につながるという問題があった。
【０００８】
本発明は、斯かる事情に鑑みてなされたものであり、予め制御した画像形成条件に基づい
て形成したトナーパターン画像の画像濃度の検出値が所定の基準値となるように画像濃度
センサを較正する較正過程を含むことにより、画像濃度センサを較正するための較正板が
不要となり、較正板の常設によるトナー汚染の問題が生じず、画像形成装置の部材の交換
後に、又は画像濃度センサの性能の経時的な劣化時に、容易かつ正確に画像濃度センサを
較正して、トナーパターン画像の画像濃度を適正に保持することができ、安定した高品質
の画像を得ることができる画像形成制御方法及びその実施に用いる画像形成装置を提供す
ることを目的とする。
【０００９】
また、本発明は、予め制御した画像形成条件に基づいて形成した、３原色の有彩色トナー
パターン画像の画像濃度の検出値がそれぞれの基準値となるように画像濃度センサを較正
する過程を含むことにより、較正板が不要となり、容易かつ正確に画像濃度センサを較正
して、カラー画像濃度を適正に保持することができ、安定したカラーバランスが保持され
、高品質のカラー画像を得ることができる画像形成制御方法を提供することを目的とする
。
【００１０】
そして、本発明は、前記有彩色トナーパターン画像の画像濃度を拡散反射光光量により検
出することにより、較正板が不要となり、画像濃度センサを高精度に較正して、カラー画
像濃度を適正に保持することができ、さらに安定した高品質のカラー画像を得ることがで
きる画像形成制御方法を提供することを目的とする。
【００１１】
さらに、本発明は、無彩色トナーパターン画像の画像濃度を正反射光光量により検出する
ことにより、較正板が不要となり、高精度に画像濃度センサを較正して、モノクロ画像濃
度を適正に保持することができ、さらに安定した高品質のモノクロ画像を得ることができ
る画像形成制御方法を提供することを目的とする。
【００１２】
また、本発明は、画像濃度センサに備えられており、トナーパターン画像に照射する光を
発光する発光手段の発光量を調整して、画像濃度センサを較正することにより、容易かつ
高精度に画像濃度センサを較正することができる画像形成制御方法を提供することを目的
とする。
【００１３】
そして、本発明は、画像濃度センサに備えられており、トナーパターン画像に照射した光
を受光する受光手段の受光感度を調整して、画像濃度センサを較正することにより、容易
かつ高精度に画像濃度センサを較正することができる画像形成制御方法を提供することを
目的とする。
【００１４】
さらに、本発明は、画像濃度センサ及び感光体を含む画像形成装置の構成部材の１又は複
数の交換後に、前記較正過程を実施することにより、較正板が不要となり、較正板の常設
によるトナー汚染の問題が生じず、容易かつ高精度に画像濃度センサを較正して、トナー
パターン画像の画像濃度を適正に保持することができ、安定した高品質の画像を得ること
ができる画像形成制御方法を提供することを目的とする。
【００１５】
【課題を解決するための手段】
　本発明の画像形成制御方法は、画像形成装置を用い、帯電させた感光体を露光して該感
光体上に静電潜像を形成し、該静電潜像を現像して得られたトナーパターン画像に、又は
転写体に転写した前記トナーパターン画像に、発光手段及び受光手段を含む画像濃度セン
サより光を照射し、前記トナーパターン画像にて反射した光の光量を検出して前記トナー
パターン画像の画像濃度を検出し、検出した画像濃度に基づき、前記感光体を帯電させる
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帯電電圧、前記感光体を露光する露光量、前記静電潜像を現像するために印加する現像バ
イアス電圧、前記静電潜像を現像するために用いるトナーの供給量、及び前記トナーパタ
ーン画像を転写するために印加する転写バイアス電圧の１又は複数の画像形成条件の制御
を行う画像形成制御方法において、予め、前記画像濃度センサが検出したトナーパターン
画像の画像濃度の検出値が、所定の基準値となるように画像形成条件を制御してあり、前
記画像濃度センサ、又は該画像濃度センサを含む画像形成装置の構成部材が交換時期にあ
るか否かを判定する過程と、前記構成部材が交換時期にあると判定した場合に、前記画像
形成条件に基づきトナーパターン画像を形成する過程とを有し、前記トナーパターン画像
の画像濃度を検出して画像形成条件の制御を行い、前記構成部材の交換後に、前記画像形
成条件に基づきトナーパターン画像を形成する過程と、前記トナーパターン画像の画像濃
度を検出する過程と、前記画像濃度の検出値が、前記所定の基準値となるように、前記発
光手段の発光量を調整する過程、及び／又は前記受光手段の受光感度を調整する過程とを
有することを特徴とする。
【００１６】
　本発明においては、トナーパターン画像の反射光光量を検出する画像濃度センサを較正
するための較正板が不要となり、較正板の常設によるトナー汚染の問題が生じない。
そして、画像濃度センサ、感光体、並びに中間転写ドラム、中間転写ベルト、転写ドラム
及び転写ベルト等の転写体等の画像形成装置の構成部材の１又は複数の交換後に、又は経
時的な画像濃度センサの性能の劣化時に、感光体又は転写体等の表面状態に左右されるこ
となく、容易かつ正確に画像濃度センサを較正して、トナーパターン画像の画像濃度を正
確に検出することができる。
　そして、本発明においては、容易かつ高精度に画像濃度センサを較正することができる
。
　従って、確実に画像形成条件の制御を実施して、トナーパターン画像の画像濃度を常に
適正に保持することができ、画像の高品質化を図ることができる。
【００１７】
本発明の画像形成制御方法は、予め制御した画像形成条件に基づいて減法混色の３原色の
有彩色トナーパターン画像をそれぞれ形成し、該トナーパターン画像の画像濃度の検出値
がそれぞれの基準値となるように画像濃度センサを較正する過程を含むことを特徴とする
。
【００１８】
本発明においては、画像濃度センサを較正するための較正板が不要となり、感光体又は転
写体等の表面状態に左右されることなく、容易かつ正確に画像濃度センサを較正して、カ
ラー画像濃度を適正に保持することができ、安定したカラーバランスが保持され、高品質
のカラー画像を得ることができる。
【００１９】
本発明の画像形成制御方法は、前記有彩色トナーパターン画像の画像濃度を拡散反射光光
量により検出することを特徴とする。
【００２０】
本発明においては、画像濃度センサを較正するための較正板が不要となり、拡散反射光を
検出することにより、画像濃度センサを高精度に較正して、カラー画像濃度を適正に保持
することができ、さらに安定した高品質のカラー画像を得ることができる。
【００２１】
本発明の画像形成制御方法は、無彩色トナーパターン画像の画像濃度を正反射光光量によ
り検出することを特徴とする。
【００２２】
本発明においては、画像濃度センサを較正するための較正板が不要となり、感光体又は転
写体等の表面状態に左右されることなく、高精度に画像濃度センサを較正して、モノクロ
画像濃度を適正に保持することができ、より安定した高品質のモノクロ画像を得ることが
できる。
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【００２９】
　本発明の画像形成装置は、帯電させた感光体を露光して該感光体上に静電潜像を形成し
、該静電潜像を現像して得られたトナーパターン画像に、又は転写体に転写した前記トナ
ーパターン画像に、発光手段及び受光手段を含む画像濃度センサより光を照射し、前記ト
ナーパターン画像にて反射した光を受光して生じた電流を電圧に変換した後、増幅した値
に基づき前記トナーパターン画像の画像濃度を求め、求めた画像濃度に基づき、前記感光
体を帯電させる帯電電圧、前記感光体を露光する露光量、前記静電潜像を現像するために
印加する現像バイアス電圧、前記静電潜像を現像するために用いるトナーの供給量、及び
前記トナーパターン画像を転写するために印加する転写バイアス電圧の１又は複数の画像
形成条件の制御をすべく構成されている画像形成装置において、前記画像濃度センサが求
めたトナーパターン画像の画像濃度の値が、所定の基準値となるように画像形成条件を制
御する手段と、前記画像濃度センサ、又は該画像濃度センサを含む画像形成装置の構成部
材が交換時期にあるか否かを判定する手段と、該手段により前記構成部材が交換時期にあ
ると判定した場合に、前記画像形成条件に基づきトナーパターン画像を形成する手段とを
備え、前記トナーパターン画像の画像濃度を求めて画像形成条件の制御を行い、前記構成
部材の交換後に、前記画像形成条件に基づきトナーパターン画像を形成する手段と、該ト
ナーパターン画像の画像濃度を求める手段と、求めた画像濃度の値が前記所定の基準値と
なるように、前記発光手段の発光出力を変更する手段、前記受光手段が前記トナーパター
ン画像にて反射した光を受光して生じた電流を電圧に変換するときの抵抗値を変更する手
段、及び前記電流を電圧に変換した後に増幅するときの増幅率を変更する手段のうちの少
なくとも１つの手段とを備えることを特徴とする。
【００３０】
本発明においては、画像形成装置の構成部材の交換時に、又は経時的な画像濃度センサの
性能の劣化時に、画像濃度センサを較正するための較正板が不要となり、感光体又は転写
体等の表面状態に左右されることなく、容易かつ正確に画像濃度センサを較正してトナー
パターン像の画像濃度を適正に保持することができ、安定した高品質の画像を得ることが
できる。
【００３３】
【発明の実施の形態】
図１は、本発明の実施の形態に係る画像形成装置であるデジタルカラー複写機１の構成を
示す正面断面の略図である。
複写機本体１の上部には、原稿台１１１及び操作パネルが設けられており、内部には画像
読み取り部１１０及び画像形成部２１０が設けられている。
原稿台１１１の上面には、該原稿台１１１に対し所定の位置関係を有した状態で開閉可能
に支持された両面自動原稿送り装置（ＲＡＤＦ；ＲｅｖｅｒｓｉｎｇＡｕｔｏｍａｔｉｃ
　Ｄｏｃｕｍｅｎｔ　Ｆｅｅｄｅｒ）１１２が装着されている。
【００３４】
両面自動原稿送り装置１１２は、原稿の一面が原稿台１１１の所定位置において画像読み
取り部１１０に対向するように原稿を搬送し、一面についての画像読み取りが終了した後
に、他面が原稿台１１１の所定位置において画像読み取り部１１０に対向するように原稿
を反転させて搬送するように構成されている。そして、両面自動原稿送り装置１１２は、
１枚の原稿について両面の画像読み取りが終了した後にこの原稿を排出し、次の原稿につ
いての両面搬送動作を実行する。
以上の原稿の搬送及び表裏反転の動作は、デジタルカラー複写機１全体の動作に関連して
制御される。
【００３５】
画像読み取り部１１０は、両面自動原稿送り装置１１２により原稿台１１１上に搬送され
てきた原稿の画像を読み取るために、原稿台１１１の下方に配置されている。画像読み取
り部１１０は該原稿台１１１の下面に沿って平行に往復移動する原稿走査体である第１走
査ユニット１１３，第２走査ユニット１１４と、光学レンズ１１５と、光電変換素子であ
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るＣＣＤラインセンサ１１６とを有する。
第１走査ユニット１１３は原稿画像表面を露光する露光ランプと、原稿からの反射光像を
所定の方向に向かって偏向する第１ミラーとを有し、原稿台１１１の下面に対して一定の
距離を保持した状態で所定の走査速度で平行に往復移動する。第２走査ユニット１１４は
、第１走査ユニット１１３の第１ミラーにより偏向された原稿からの反射光像をさらに所
定の方向に向かって偏向する第２及び第３ミラーとを有し、第１走査ユニット１１３と一
定の速度関係を保って平行に往復移動する。
【００３６】
光学レンズ１１５は、第２走査ユニットの第３ミラーにより偏向された原稿からの反射光
像を縮小し、縮小した光像をＣＣＤラインセンサ１１６上の所定位置に結像させる。
ＣＣＤラインセンサ１１６は、結像させた光像を順次光電変換して電気信号として出力す
る。ＣＣＤラインセンサ１１６は、白黒画像あるいはカラー画像を読み取り、Ｒ（赤）、
Ｇ（緑）、Ｂ（青）の各色成分に色分解したラインデータを出力することができる３ライ
ンのカラーＣＣＤである。このＣＣＤラインセンサ１１６により電気信号に変換された原
稿画像情報は、さらに、図示しない画像処理部に転送されて所定の画像データ処理が施さ
れる。
【００３７】
次に、画像形成部２１０の構成及び画像形成部２１０に関わる各部の構成について説明す
る。
画像形成部２１０の下方には、用紙トレイ２３０内に積載収容されている用紙（記録媒体
）Ｐを１枚ずつ分離して画像形成部２１０に向かって供給する給紙機構２１１が設けられ
ている。そして１枚ずつ分離供給された用紙Ｐは、画像形成部２１０の手前に配置された
一対のレジストローラ２１２によりタイミングを制御されて画像形成部２１０に搬送され
る。さらに、片面に画像が形成された用紙Ｐは、画像形成部２１０の画像形成にタイミン
グを合わせて画像形成部２１０に再供給される。
【００３８】
画像形成部２１０の下方には、転写搬送ベルト機構２１３が配置されている。転写搬送ベ
ルト機構２１３は、駆動ローラ２１４と従動ローラ２１５との間に略平行に伸びるように
張架された転写搬送ベルト２１６に用紙Ｐを静電吸着させて搬送すべく構成されている。
そして、転写搬送ベルト２１６の下流側で転写搬送ベルト２１６の曲率が大きい部分に近
接して、本発明に係るパッチ画像検出基板ユニット３００が設けられている。
さらに、用紙搬送路における転写搬送ベルト機構２１３の下流側には、用紙Ｐ上に転写形
成されたトナー像を用紙Ｐ上に熱定着させるための定着装置２１７が配置されている。こ
の定着装置２１７に備えられる一対の定着ローラ２１７ａ，２１７ａ間におけるニップ部
を通過した用紙Ｐは、搬送方向切り換えゲート２１８を経て、排出ローラ２１９によりデ
ジタルカラー複写機１本体の外壁に取り付けられた排紙トレイ２２０上に排出される。
また、転写搬送ベルト２１６は、クリーニングユニット２３１により残存するトナーを除
去される。
【００３９】
切り換えゲート２１８は、定着後の用紙Ｐの搬送経路を、デジタルカラー複写機１本体へ
用紙Ｐを排出する経路と、画像形成部２１０に向かって用紙Ｐを再供給する経路とのいず
れかに切り換えるものである。切り換えゲート２１８により再び画像形成部２１０に向か
って搬送方向が切り換えられた用紙Ｐは、スイッチバック搬送経路２２１を介して表裏反
転された後、画像形成部２１０へと再度供給される。
【００４０】
また、画像形成部２１０における転写搬送ベルト２１６の上方には、転写搬送ベルト２１
６に近接して、第１，第２，第３，第４画像形成ステーションＰａ，Ｐｂ，Ｐｃ，Ｐｄが
、用紙搬送経路の上流側から順に並設されている。
転写搬送ベルト２１６は駆動ローラ２１４によって、図１において矢印Ｚで示す方向に摩
擦駆動され、上述したように給紙機構２１１を通じて給送される用紙Ｐを把持し、用紙Ｐ
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を第１，第２，第３，第４画像形成ステーションＰａ，Ｐｂ，Ｐｃ，Ｐｄへ順次搬送する
。
第１，第２，第３，第４画像形成ステーションＰａ，Ｐｂ，Ｐｃ，Ｐｄは、実質的に同一
の構成を有している。第１，第２，第３，第４画像形成ステーションＰａ，Ｐｂ，Ｐｃ，
Ｐｄは、図１において矢印Ｆで示す方向に回転駆動される感光体ドラム（感光体）２２２
ａ，２２２ｂ，２２２ｃ，２２２ｄをそれぞれ含んでいる。
【００４１】
感光体ドラム２２２ａ，２２２ｂ，２２２ｃ，２２２ｄの周辺部には、感光体ドラム２２
２ａ，２２２ｂ，２２２ｃ，２２２ｄをそれぞれ一様に帯電する帯電器２２３ａ，２２３
ｂ，２２３ｃ，２２３ｄと、感光体ドラム２２２ａ，２２２ｂ，２２２ｃ，２２２ｄ上に
形成された静電潜像をそれぞれ現像する現像装置２２４ａ，２２４ｂ，２２４ｃ，２２４
ｄと、現像された感光体ドラム２２２ａ，２２２ｂ，２２２ｃ，２２２ｄ上のトナー像を
用紙Ｐへ転写するための転写用放電器（転写ローラ）２２５ａ，２２５ｂ，２２５ｃ，２
２５ｄと、感光体ドラム２２２ａ，２２２ｂ，２２２ｃ，２２２ｄ上に残留するトナーを
除去するクリーニング装置２２６ａ，２２６ｂ，２２６ｃ，２２６ｄとが、感光体ドラム
２２２ａ，２２５ｂ，２２５ｃ，２２５ｄの回転方向に沿って順次配置されている。
【００４２】
また、各感光体ドラム２２２ａ，２２２ｂ，２２２ｃ，２２２ｄの上方には、レーザビー
ムスキャナユニット（ＬＳＵ）２２７ａ，２２７ｂ，２２７ｃ，２２７ｄがそれぞれ配置
されている。ＬＳＵ２２７ａ，２２７ｂ，２２７ｃ，２２７ｄは、画像データに応じて変
調されたドット光を発する半導体レーザ素子（図示せず）、半導体レーザ素子からのレー
ザビームを主走査方向に偏向させるためのポリゴンミラー（偏向装置）２４０ａ，２４０
ｂ，２４０ｃ，２４０ｄと、ポリゴンミラー２４０ａ，２４０ｂ，２４０ｃ，２４０ｄに
より偏向されたレーザビームを感光体ドラム２２２ａ，２２２ｂ，２２２ｃ，２２２ｄの
表面に結像させるためのｆθレンズ２４１ａ，２４１ｂ，２４１ｃ，２４１ｄ、ミラー２
４２ａ，２４２ｂ，２４２ｃ，２４２ｄ及びミラー２４３ａ，２４３ｂ，２４３ｃ，２４
３ｄ等から構成されている。
【００４３】
ＬＳＵ２２７ａ，２２７ｂ，２２７ｃ，２２７ｄには、カラー原稿画像の黒色成分像、シ
アン色成分像、マゼンタ色成分像、イエロー色成分像に対応する画素信号がそれぞれ入力
される。
これにより色変換された原稿画像情報に対応する静電潜像が感光体ドラム２２２ａ，２２
２ｂ，２２２ｃ，２２２ｄ上に形成される。現像装置２２４ａ，２２４ｂ，２２４ｃ，２
２４ｄには黒色、シアン色、マゼンタ色、イエロー色のトナーがそれぞれ収容されており
、感光体ドラム２２２ａ，２２２ｂ，２２２ｃ，２２２ｄ上の静電潜像は、これらの色の
トナーにより現像される。これにより、画像形成部２１０にて色変換された原稿画像情報
が各色のトナー像として再現される。
【００４４】
また、第１画像形成ステーションＰａと給紙機構２１１との間には用紙吸着用（ブラシ）
帯電器２２８が設けられており、この吸着用帯電器２２８は転写搬送ベルト２１６の表面
を帯電させ、給紙機構２１１から供給された用紙Ｐは、転写搬送ベルト２１６上に確実に
吸着させた状態で第１画像形成ステーションＰａから第４画像形成ステーションＰｄまで
の間をずれることなく搬送される。
【００４５】
上記構成のデジタルカラー複写機１においては、用紙Ｐとしてカットシート状の紙が使用
される。この用紙Ｐは、給紙カセット２３０から送り出されて給紙機構２１１の給紙搬送
経路のガイド内に供給されると、その用紙Ｐの先端部分がセンサ（図示せず）にて検知さ
れ、このセンサから出力される検知信号に基づいて一対のレジストローラ２１２によって
一旦停止される。
そして、用紙Ｐは各画像ステーションＰａ，Ｐｂ，Ｐｃ，Ｐｄにタイミングを図って矢印
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Ｚの方向に回転する転写搬送ベルト２１６上に送られる。このとき転写搬送ベルト２１６
には上述したように吸着用帯電器２２８により所定の帯電が施されているので、用紙Ｐは
、各画像ステーションＰａ，Ｐｂ，Ｐｃ，Ｐｄを通過する間、安定した状態で搬送供給さ
れる。
【００４６】
各画像ステーションＰａ，Ｐｂ，Ｐｃ，Ｐｄにおいては、各色のトナー像がそれぞれ形成
され、転写搬送ベルト２１６により静電吸着されて搬送される用紙Ｐの支持面上で重ね合
わされる。第４画像ステーションＰｄによる画像の転写が完了すると、用紙Ｐは、その先
端部分から順次、除電用放電器により転写搬送ベルト２１６上から剥離され、定着装置２
１７へ導かれる。最後に、トナー画像が定着された用紙Ｐは、用紙排出口（図示せず）か
ら排紙トレイ２２０上へ排出される。
【００４７】
なお、上述の説明ではＬＳＵ２２７ａ，２２７ｂ，２２７ｃ，２２７ｄによって、レーザ
ビームを走査して露光することにより、感光体ドラム２２２への光書込みを行っているが
、ＬＳＵの代わりに、例えば発光ダイオードアレイと結像レンズアレイとからなる書込み
光学系（ＬＥＤヘッド）を用いてもよい。ＬＥＤヘッドはＬＳＵに比べ、サイズも小さく
、また可動部分がなく無音である。よって、複数個の光書込みユニットを必要とするタン
デム方式のデジタルカラー複写機等の画像形成装置に好適に用いることができる。
【００４８】
図２は、図１のデジタルカラー複写機１の部分拡大図である。
パッチ画像検出基板ユニット３００は、転写搬送ベルト２１６から所定の間隔を隔てた状
態で転写搬送ベルト２１６に対向させて配置されており、パッチ画像検出基板ユニット３
００に備えられる画像濃度センサによって、転写搬送ベルト２１６の表面に形成したテス
トトナー画像（トナーパッチ画像）Ｔのトナー付着量を検知するように構成されている。
【００４９】
このパッチ画像検出基板ユニット３００においては、センサ回路基板３００ａ上に、テス
トトナーパッチ画像Ｔに光を照射する発光素子と、該発光素子の反射光を検出する受光素
子とを有する公知の画像濃度センサとしての正反射型センサ３００ｂ及び拡散反射型セン
サ３００ｃが設けられている。本実施の形態においては、発光素子は赤外発光ダイオード
により構成されており、受光素子はフォトダイオードにより構成されている。
正反射型センサ３００ｂは、黒色のテストトナーパッチ画像Ｔに光を照射して、該テスト
トナーパッチ画像Ｔにて正反射した光を受光し、拡散反射型センサ３００ｃは、カラーの
テストトナーパッチ画像Ｔに光を照射して、該テストトナーパッチ画像Ｔにて拡散反射( 
乱反射) した光を受光する。
【００５０】
画像濃度センサとしては、例えば図３に示すように中心波長９７０ｎｍの発光素子（ＬＥ
Ｄ）１１に対して２つの受光素子（フォトダイオード）１２，１３を有し、黒トナーとカ
ラートナーとで受光素子１２（正反射光用）と受光素子１３（拡散反射光用）とを使い分
けて、正反射光量と拡散反射光量をともに検出可能としたタイプのものでもよい。画像濃
度センサは、ＬＥＤ１１から転写搬送ベルト２１６上の黒及びカラーのテストトナーパッ
チ画像Ｔそれぞれに光を照射し、黒のテストトナーパッチ画像Ｔの画像濃度に対応する正
反射光量をフォトダイオード１２で受光し、カラーのテストトナーパッチ画像Ｔの画像濃
度に対応する拡散反射光量をフォトダイオード１３で受光する。フォトダイオード１２，
１３に入射した光は、その受光光量に依存する電流を生じ、これに対応する電圧に変換さ
れた後、増幅して画像濃度信号として出力される。
以上のように、パッチ画像検出基板ユニット３００に備えられる画像濃度センサは、正反
射型センサと拡散反射型センサとを別個に設けてもよく、一体に設けてもよい。
【００５１】
テストトナーパッチ画像Ｔと画像濃度センサとの距離の変化は、反射光光量の大きな変化
につながるために、上述のパッチ画像検出基板ユニット３００と転写搬送ベルト２１６表
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面との間隔には非常に高い精度が要求される。また、デジタルカラー複写機１本体の稼動
動作時においても高精度が要求されることから駆動ローラ２１４と対向する位置にパッチ
画像検出基板ユニット３００を配置させている。この配置では、画像濃度センサの較正を
行うための較正治具や進退可能な較正板を設けることは困難である。
【００５２】
図４は、カラートナー付着量と正反射型センサ３００ｂの素子出力との関係を示すグラフ
（正反射光成分ａ）及びカラートナー付着量と拡散反射型センサ３００ｃの素子出力との
関係を示すグラフ（拡散反射光成分ｂ）である。
図４に示すように、拡散反射光成分ｂは、トナー付着量が増加すると、飽和する傾向が見
られる。
【００５３】
本実施の形態に係るデジタルカラー複写機１はタンデム方式であり、タンデム方式のデジ
タルカラー複写機１においては、高画質のフルカラー画像を得るために、各色の画像濃度
がそれぞれ適正な濃度に保持されていることが要求される。従って、通常の画像形成モー
ドの他に、各色の画像濃度を適正に設定するために、前述したプロセスコントロールモー
ドが設けられている。
【００５４】
プロセスコントロールモード時には、例えば感光体ドラム２２２ａ，２２２ｂ，２２２ｃ
，２２２ｄにパッチ（２０ｍｍ四方程度の一定面積を有するパターン）の静電潜像を形成
し、これを所定の現像コントラスト電圧によって現像した後、得られたトナーパッチ画像
を転写搬送ベルト２１６上に各色ごとに転写し、転写により転写搬送ベルト２１６上に形
成した各色のパッチ画像を、最終色である４色目の画像形成ステーションＰｄを通過した
直後の転写搬送ベルト２１６の下流部の位置に搬送し、転写搬送ベルト２１６に対向設置
したパッチ画像検出基板ユニット３００により、そのパッチ画像の画像濃度（付着トナー
量）を検出する。
【００５５】
図５は、本実施の形態に係るデジタルカラー複写機１の制御系ブロック図である。
ＣＣＤラインセンサ１１６により電気信号に変換された原稿画像情報（読出画像信号）は
、信号処理部５に送られ、この信号処理部５により画像データ処理が施されて処理された
画像データがＬＳＵ２２７へ出力される。
濃度演算部３１は、パッチ画像検出基板ユニット（画像濃度センサ）３００（ここでは、
正反射型センサ３００ｂ及び拡散反射型センサ３００ｃの両方を含む）より出力される濃
度信号を演算し、誤差を含まない補正濃度信号を出力する。現像装置制御部３２は、補正
濃度信号を入力してトナーパッチ画像の現像条件を制御する制御信号を出力し、画像濃度
制御部３５は、補正濃度信号を入力して静電潜像の形成条件を制御する制御信号を出力す
る。
【００５６】
現像ロール駆動モータ３３は、現像装置制御部３２から制御信号を入力して現像装置２２
４の現像ロールを所定の回転数で回転させ、ディスペンサ用モータ３４は、現像装置制御
部３２から制御信号を入力して現像装置２２４へトナーを供給するディスペンサのトナー
供給量を所定の量にする。
光量コントローラ３６は、画像濃度制御部３５から制御信号を入力して、ＬＳＵ２２７か
ら出射されるレーザ光の光量を制御し、グリット電源３７は、画像濃度制御部３５から制
御信号を入力して（スコロトロン）帯電器２２３のグリットに制御された電圧を印加し、
基準パターン信号発生器３８は、画像濃度制御部３５から制御信号を入力して感光体ドラ
ム２２２に、例えば２０ｍｍ×２０ｍｍのカラーパッチを形成する基準パターン信号を発
生する。
【００５７】
生産組み立て時及び出荷時においてはトナーパッチ画像の読み取りの代わりに規定のトナ
ー付着量に相当する較正板を備えた治具を用いて画像濃度センサの較正を行う。即ち、正
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反射型センサ３００ｂ及び拡散反射型センサ３００ｃにより較正板を検出し、検出値が規
定値となるよう正反射型センサ３００ｂ及び拡散反射型センサ３００ｃそれぞれの受光出
力（受光感度）を調整する。較正板からの反射光をフォトダイオードにて受光することに
より生じた電流を電圧に変換する際の変換条件( 抵抗値Ω) 、及び電圧への変換後に増幅
する際の増幅率を調整して規定の受光出力を得ることにより較正完了とする。
また、画像濃度センサの発光出力を調整( センサ内のＬＥＤの電流値を調整) することに
より、画像濃度センサの反射光出力（濃度信号出力）を調整することにしてもよい。
【００５８】
較正板によるセンサ較正により、トナーパッチ画像の画像濃度（トナー付着量）と正反射
型センサ３００ｂ及び拡散反射型センサ３００ｃの反射光出力との関係を規定化すること
ができ、画像濃度を正確に検出することができる。
上述の生産時及び組み立て時における較正結果は基準値として登録され、この基準値に基
づいてトナーパッチ画像の画像濃度の調整（プロセスコントロール）を行う際の正反射型
センサ３００ｂ及び拡散反射型センサ３００ｃの反射光出力の目標値が設定され、以後の
プロセスコントロールを実行する場合に反映される。
【００５９】
図６は、正反射型センサ３００ｂ及び拡散反射型センサ３００ｃの各画像濃度センサの初
期較正及びプロセスコントロールの処理を示すフローチャートである。
まず、画像濃度制御部３５は、初期出荷時のセンサ初期較正結果の登録( 初期較正の実行
) がされているか否かを判断する（ステップＳ１）。センサ初期較正結果の登録が行われ
ていない場合は、処理をステップＳ２へ進め、そうでない場合はステップＳ１０へ進める
。
【００６０】
初期較正結果が行われていない場合は、較正板又は較正板を備えた治具による初期較正を
実行する。具体的には、較正板の反射光量を検出し、反射光出力が予め登録されている規
定の出力になるように画像濃度センサの受光素子の受光感度を調整する（ステップＳ２）
。
【００６１】
較正板の反射光の検出により受光感度の調整を行った結果を基準値として登録し（ステッ
プＳ３) 、これに基づいて画像濃度調整のための画像濃度センサの反射光出力の目標値を
設定する（ステップＳ４) 。
続いて、プロセスコントロールのプログラムを起動し（ステップＳ５) 、テストトナーパ
ターン( パッチ) 画像を形成する（ステップＳ６) 。続いて、画像濃度センサにてテスト
トナーパッチ画像の反射光量を検出し（ステップＳ７) 、画像形成条件の調整を行って（
ステップＳ８) 、プロセスコントロールプログラムを完了する（ステップＳ９）。
【００６２】
そして、画像形成装置が待機状態へ移行し（ステップＳ１０）、画像形成命令があるか否
を判断する（ステップＳ１１）。画像形成命令があれば、処理をステップＳ１２へ進め、
画像形成命令がなければ処理をステップＳ１３へ進める。
画像形成命令がある場合、画像形成動作を実行する（ステップＳ１２）。
画像形成命令がない場合、画像形成装置の待機状態を継続する（ステップＳ１３）。
【００６３】
図７は、画像濃度センサを含む画像形成部２１０の構成部材の交換時における正反射型セ
ンサ３００ｂ及び拡散反射型センサ３００ｃの各画像濃度センサの較正の処理を示すフロ
ーチャートである。
生産組み立て及び出荷後に画像濃度センサ又は画像濃度センサを含む画像形成部２１０の
構成部材が交換される場合においても、画像濃度センサの較正、即ちトナーパターン画像
の画像濃度（トナー付着量) と画像濃度センサの反射光出力との関係の規定化が画像濃度
を正確に検出するために必要である。
【００６４】
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０の構成部材、例えば感光体ドラム２２２、転写搬送ベルト２１６、転写用放電器２２５
が交換時期にあるか否か判断する（ステップＳ２１）。画像濃度センサ又は画像濃度セン
サを含む画像形成部２１０の構成部材の交換時期とは、予め設定されている印刷枚数及び
転写搬送ベルト２１６の回転時間の経過時等をいう。
画像濃度センサ又は画像濃度センサを含む画像形成部２１０の構成部材の交換時期にある
場合はステップＳ２２に処理を進め、そうでない場合は、ステップＳ３２に処理を進める
。
【００６５】
画像濃度センサ又は画像濃度センサを含む画像形成部２１０の構成部材の交換時期にある
場合、プロセスコントロールプログラムを起動する（ステップＳ２２）。
まず、テストトナーパッチ画像を作成し（ステップＳ２３）、画像濃度センサにてテスト
トナーパッチ画像の反射光量を検出する（ステップＳ２４）。そして、画像濃度センサの
反射光出力に基づいて画像形成条件を調整し（ステップＳ２５) 、プロセスコントロール
のプログラムを完了する（ステップＳ２６）。
【００６６】
ステップＳ２５の画像濃度センサの反射光出力と画像形成条件との関係の規定化について
以下に説明する。
ここでは図１に示すようなタンデム式のデジタルカラー複写機１で転写搬送ベルト２１６
上にテストトナーパッチ画像を形成し、このテストトナーパッチ画像の画像濃度の検出を
行い、画像形成条件を制御する場合につき説明する。
【００６７】
（手順１）…まず、画像濃度センサの交換前に、転写搬送ベルト２１６上に現像バイアス
電圧及び／又は帯電グリッド電圧が段階的に異なる複数個のテストトナーパッチ画像を形
成し、画像濃度センサにて反射光出力を読み取る。
（手順２）…次に、手順１で形成した形成条件の異なる複数個のトナーパッチ画像を作成
した現像バイアス電圧及び／又は帯電グリッド電圧に基づいて、所定のセンサ出力（目標
反射光出力）が得られるパッチ画像を形成するのに必要な現像バイアス電圧及び／又は帯
電グリッド電圧を演算により求める。
図８は、画像濃度センサの出力ＶX とパッチ濃度ＩＤX との関係を示すグラフである。
このグラフに基づいて、目標センサ出力ＶX に対応するパッチ濃度ＩＤX を有するトナー
パッチ画像を実現するのに必要である現像バイアス電圧ＶB 及び／又は帯電グリッド電位
ＶG を算出する。
【００６８】
パッチ濃度ＩＤX と現像バイアス電圧ＶB 及び／又は帯電グリッド電圧ＶG との間には相
関関係があるので、目標センサ出力に対応する作像条件を逆算して求めることができる。
表１に、パッチ濃度ＩＤX 、センサ出力ＶX 、帯電グリッド電圧ＶG 、現像バイアス電圧
ＶB の関係を示す。
【００６９】
【表１】
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【００７０】
表１で目標センサ出力はＶ1 ～Ｖ3 の何れかの近傍に出現することが予め分かっているの
で、これに対応する帯電グリッド電圧ＶG 及び／又は現像バイアス電圧ＶB を比例配分的
に算出する。
上述のプロセスコントロールは、黒トナーパターン又は減法混色の３原色のカラートナー
パターンに対して、いずれか１色につき実施しても全色につき実施してもよい。
以上のように、目標センサ出力ＶX に対応する作像条件（画像形成条件）を決定して、プ
ロセスコントロール完了とする（ステップＳ２６）。
【００７１】
続いて画像濃度センサ又は画像濃度センサを含む画像形成部２１０の構成部材を交換する
（ステップＳ２７）。そして、画像濃度センサの交換前に実行したプロセスコントロール
により調整された画像形成条件に基づきテストトナーパッチ画像を形成する（ステップＳ
２８）。
次に、ステップＳ２８で形成された一定濃度のテストトナーパッチ画像の反射光量を、交
換後の画像濃度センサにより検出する（ステップＳ２９）。ステップＳ２９のセンサ出力
（反射光出力）が、予め設定された基準値（目標値）に近づくように画像濃度センサの動
作条件を調整する（ステップＳ３０）。
【００７２】
ステップＳ３０のセンサ出力に基づくセンサ動作条件の調整について以下に説明する。
上記（手順２）で決定した作像条件で、テストトナーパッチ画像を転写搬送ベルト２１６
上に作像し、画像濃度センサで反射光量を検出し、画像濃度センサの反射光出力が目標値
になるように画像濃度制御部３５は画像濃度センサの受光感度を調整し（画像濃度センサ
内のフォトダイオードにて受光することにより生じた電流を電圧に変換する際の変換条件
（抵抗値Ω）、及び/又は電圧への変換後に増幅する際の増幅率を調整する)、又は画像濃
度センサの発光出力を調整する（センサ内の発光ＬＥＤの電流値を調整する)。なお、目
標の反射光出力になるように調整するために、画像濃度センサの受光出力と発光出力との
両方を調整してもよく、いずれか一方を調整してもよい。また、黒トナーパターン又は複
数色のカラートナーパターンを作成した場合には、黒トナー用の正反射センサの調整及び
カラートナーパターン用の拡散反射センサの調整を繰り返して行うことにしてもよい。
これにより画像濃度センサの較正完了とする（ステップＳ３１）。
【００７３】
そして、画像形成装置が待機状態へ移行し（ステップＳ３２）、画像形成命令の有無を判
断する（ステップＳ３３）。画像形成命令があれば、ステップＳ３４へ処理を進め、画像
形成命令が無ければステップＳ３５へ処理を進める。
画像形成命令がある場合、画像形成動作を実行する（ステップＳ３４）。
画像形成命令がない場合は、画像形成装置の待機状態を継続する（ステップＳ３５）。
【００７４】
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このように生産出荷時に較正が行われている画像濃度センサを用いて画像形成条件を調整
した後に、画像濃度センサ又は画像形成部２１０の構成部材を交換し、調整した画像形成
条件でテストトナーパッチ画像を作成して画像濃度センサで検出し、画像濃度センサの動
作条件を調整する。
これにより、画像濃度センサ等の交換時にテストトナーパッチ画像の画像濃度（トナー付
着量）とセンサ出力との関係の規定化に誤差が生じるのを抑える較正を、較正板を用いる
ことなく実施することができる。従って、画像濃度センサ交換後においても適正で安定し
た画像濃度が得られる。そして、黒トナー画像及び減法混色のカラー３原色トナー画像の
それぞれが適正な画像濃度となることから適正なカラーバランスが保持され、高画質のフ
ルカラー画像を得ることができる。
【００７５】
以上のように、本実施の形態に係る画像形成制御方法においては、予め制御した画像形成
条件に基づいて形成したトナーパターン画像の画像濃度の検出値が所定の基準値となるよ
うに画像濃度センサを較正する較正過程を含むので、画像濃度センサを較正するための較
正板が不要となり、較正板の常設によるトナー汚染の問題が生じない。
そして、画像濃度センサを含むデジタルカラー複写機１の構成部材の交換後に容易かつ正
確に画像濃度センサを較正して、トナーパターン画像の画像濃度を適正に検出することが
できる。
従って、確実に画像形成条件の制御を実施して、トナーパターン画像の画像濃度を常に適
正に保持することができ、画像の高品質化を図ることができる。
【００７６】
そして、本実施の形態に係る画像形成制御方法においては、発光素子の発光量又は受光素
子の受光感度を調整することにより、画像濃度センサを較正するので、容易かつ高精度に
画像濃度センサを較正することができる。
【００７７】
なお、前記実施の形態においては、転写搬送ベルト２１６を用いてパッチ画像の濃度検出
を行っているが、これに限定されるものではなく、例えば、図９に示すように、本発明は
中間転写方式の画像形成装置にも適用できる。
図９の画像形成装置において、図１と同一部分は同一符号を付してある。
図９の画像形成装置は、図１の転写搬送ベルト機構２１３の代わりに２次転写搬送ベルト
機構２１３ａを、転写搬送ベルト２１６の代わりに中間転写ベルト２１６ａを備えている
。この画像形成装置においては、中間転写ベルト２１６ａの外周面にトナー画像が形成（
１次転写）され、２次転写放電器２２８と２次転写放電器対向ローラ２２９との間に所定
のタイミングで供給された用紙Ｐに前記トナー画像が２次転写されるべく構成されている
。そして、中間転写ベルト２１６ａ上にテストトナーパッチ画像Ｔを形成し、パッチ画像
検出基板ユニット３００によりテストトナーパッチ画像Ｔの画像濃度を検出するように構
成されている。
【００７８】
また、転写搬送ベルト２１６又は中間転写ベルト２１６ａに転写したテストトナーパッチ
画像Ｔの濃度検出をパッチ画像検出基板ユニット３００により行うのではなく、感光体ド
ラム２２２に形成したテストトナーパッチ画像Ｔの濃度検出をパッチ画像検出基板ユニッ
ト３００により行うことにしてもよい。
【００７９】
そして、前記実施の形態においては、画像濃度センサ又は画像形成部２１０の構成部材の
交換後に、画像濃度センサを較正する場合につき説明しているがこれに限定されるもので
はなく、画像濃度センサの性能の経時的な劣化時に、又は所定のタイミングで、画像濃度
センサを較正することにしてもよい。これにより、常にトナーパターン画像の画像濃度を
正確に検出することができ、確実に画像形成条件の制御を実施して、トナーパターン画像
の画像濃度を適正に保持することができる。
【００８０】
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【発明の効果】
以上、詳述したように、本発明においては、予め制御した画像形成条件に基づいて形成し
たトナーパターン画像の画像濃度の検出値が所定の基準値となるように画像濃度センサを
較正する較正過程を含むので、画像濃度センサを較正するための較正板が不要となり、較
正板の常設によるトナー汚染の問題が生じない。
そして、画像濃度センサを含む画像形成装置の構成部材の交換後に、又は画像濃度センサ
の性能の経時的な劣化時に、容易かつ正確に画像濃度センサを較正して、トナーパターン
画像の画像濃度を正確に検出することができる。
従って、確実に画像形成条件の制御を実施して、トナーパターン画像の画像濃度を常に適
正に保持することができ、画像の高品質化を図ることができる。
【００８１】
また、本発明は、予め制御した画像形成条件に基づいて形成した、３原色の有彩色トナー
パターン画像の画像濃度の検出値がそれぞれの基準値となるように画像濃度センサを較正
する過程を含むので、較正板が不要となり、容易かつ正確に画像濃度センサを較正して、
カラー画像濃度を適正に保持することができ、安定したカラーバランスが保持され、高品
質のカラー画像を得ることができる。
【００８２】
そして、本発明は、有彩色トナーパターン画像の画像濃度を拡散反射光光量により検出す
るので、較正板が不要となり、画像濃度センサを高精度に較正して、カラー画像濃度を適
正に保持することができ、さらに安定した高品質のカラー画像を得ることができる。
【００８３】
さらに、本発明は、無彩色トナーパターン画像の画像濃度を正反射光光量により検出する
ので、較正板が不要となり、高精度に画像濃度センサを較正して、モノクロ画像濃度を適
正に保持することができ、より安定した高品質のモノクロ画像を得ることができる。
【００８４】
また、本発明は、画像濃度センサに備えられており、トナーパターン画像に照射する光を
発光する発光手段の発光量を調整することにより、画像濃度センサを較正するので、容易
かつ高精度に画像濃度センサを較正することができる。
【００８５】
そして、本発明は、画像濃度センサに備えられており、トナーパターン画像に照射した光
を受光する受光手段の受光感度を調整することにより、画像濃度センサを較正するので、
容易かつ高精度に画像濃度センサを較正することができる。
【００８７】
　また、本発明は、予め制御した画像形成条件に基づいて形成したトナーパターン画像の
画像濃度の検出値が所定の基準値となるように、発光手段の発光出力を変更する手段、受
光手段がトナーパターン画像にて反射した光を受光して生じた電流を電圧に変換するとき
の抵抗値を変更する手段、及び前記電流を電圧に変換した後に増幅するときの増幅率を変
更する手段のうちの少なくとも１つの手段を備えるので、画像形成装置の構成部材の交換
時に、又は画像濃度センサの性能の経時的な劣化時に、画像濃度センサを較正するための
較正板が不要であり、容易かつ正確に画像濃度センサを較正してトナーパターン像の画像
濃度を常に適正に保持することができ、安定した高品質の画像を得ることができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の実施の形態に係る画像形成装置であるデジタルカラー複写機の構成を示
す正面断面の略図である。
【図２】図１のデジタルカラー複写機の部分拡大図である。
【図３】他のパッチ画像検出基板ユニットを示す断面図である。
【図４】カラートナー付着量と正反射型センサの素子出力との関係を示すグラフ（正反射
光成分ａ）、及びカラートナー付着量と拡散反射型センサの素子出力との関係を示すグラ
フ（拡散反射光成分ｂ）である。
【図５】本実施の形態に係るデジタルカラー複写機の制御系ブロック図である。
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【図６】正反射型センサ及び拡散反射型センサの各画像濃度センサの初期較正及びプロセ
スコントロールの処理を示すフローチャートである。
【図７】画像濃度センサを含む画像形成部の構成部材の交換時における正反射型センサ及
び拡散反射型センサの各画像濃度センサの較正の処理を示すフローチャートである。
【図８】画像濃度センサの出力ＶX とパッチ濃度ＩＤX との関係を示すグラフである。
【図９】本発明の他の実施の形態に係るデジタルカラー複写機の構成を示す正面断面の略
図である。
【符号の説明】
３１　　　濃度演算部
３２　　　現像装置制御部
３４　　　ディスペンサ用モータ
３５　　　画像濃度制御部
３６　　　光量コントローラ
３７　　　グリッド電源
２１６　　転写搬送ベルト
２２２　　感光体ドラム
２２４　　現像装置
２２５　　転写用放電器
２２７　　ＬＳＵ
３００　　パッチ画像検出基板ユニット
３００ｂ　正反射型センサ
３００ｃ　拡散反射型センサ

【図１】 【図２】

【図３】
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【図６】 【図７】
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