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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　未定着トナー像を記録材に形成する画像形成部と、
　定着ローラと、前記定着ローラに接触して前記定着ローラを加熱する加熱回転体と、前
記加熱回転体を加熱するヒータと、前記定着ローラと共にニップ部を形成するバックアッ
プ部材と、前記ヒータに電力を供給して前記ヒータの温度が定着可能な第１の温度に維持
されるように前記ヒータを制御する制御部と、を有し、前記未定着トナー像を担持した記
録材を前記ニップ部で搬送しながら加熱し前記未定着トナー像を記録材に定着する定着部
と、を備え、記録材にクリーニング用の未定着トナー像を形成したクリーニングシートを
前記ニップ部で搬送して前記定着部のクリーニングを行うクリーニングモードを実行可能
な画像形成装置において、
　前記クリーニングモードは、前記ヒータの温度を前記第１の温度より高い第２の温度に
制御しつつ前記ニップ部において前記クリーニング用の未定着トナー像を前記クリーニン
グシートから前記定着ローラにオフセットさせる第１の工程と、前記第１の工程で前記定
着ローラにオフセットしたオフセットトナーを前記定着ローラと前記加熱回転体との接触
部において前記加熱回転体に接触させて前記加熱回転体の汚れをクリーニングする第２の
工程と、前記ヒータの温度を前記第２の温度より低い第３の温度に制御しつつ前記接触部
を通過した前記オフセットトナーを前記クリーニングシートに定着して前記オフセットト
ナーを前記クリーニングシートに回収する第３の工程と、で構成され、前記第２の工程に
おいて前記ヒータを前記第３の温度に制御する期間を設けることを特徴とする画像形成装
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置。
【請求項２】
　前記クリーニングシートの前記オフセットトナーを回収する領域には、回収用のトナー
像が形成されてい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】
　前記加熱回転体はフィルムであり、前記ヒータは前記フィルムの内面に接触し、前記接
触部は、前記ヒータと前記定着ローラとが前記フィルムを介して形成する圧接部であるこ
とを特徴とする請求項１又は請求項２に記載の画像形成装置。
【請求項４】
　未定着トナー像を記録材に形成する画像形成部と、
　定着ローラと、前記定着ローラに接触して前記定着ローラを加熱する加熱回転体と、前
記加熱回転体を加熱するヒータと、前記定着ローラと共にニップ部を形成するバックアッ
プ部材と、前記ヒータに電力を供給して前記ヒータの温度が定着可能な第１の温度に維持
されるように前記ヒータを制御する制御部と、を有し、前記未定着トナー像を担持した記
録材を前記ニップ部で搬送しながら加熱し前記未定着トナー像を記録材に定着する定着部
と、を備え、記録材にクリーニング用の未定着トナー像を形成したクリーニングシートを
前記ニップ部で搬送して前記定着部のクリーニングを行うクリーニングモードを実行可能
な画像形成装置において、
　前記クリーニングモードは、前記ヒータの温度を前記第１の温度より高い第２の温度に
制御しつつ前記ニップ部において前記クリーニング用の未定着トナー像を前記クリーニン
グシートから前記定着ローラにオフセットさせる第１の工程と、前記第１の工程で前記定
着ローラにオフセットしたオフセットトナーを前記定着ローラと前記加熱回転体との接触
部において前記加熱回転体に接触させて前記加熱回転体の汚れをクリーニングする第２の
工程と、前記ヒータの温度を前記第２の温度より低い第３の温度に制御しつつ前記接触部
を通過した前記オフセットトナーを回収用のシートに定着して前記オフセットトナーを前
記回収用のシートに回収する第３の工程と、で構成され、前記第２の工程において前記ヒ
ータを前記第３の温度に制御する期間を設けることを特徴とする画像形成装置。
【請求項５】
　前記回収用のシートの前記オフセットトナーを回収する領域には、回収用のトナー像が
形成されていることを特徴とする請求項４に記載の画像形成装置。
【請求項６】
　前記加熱回転体はフィルムであり、前記ヒータは前記フィルムの内面に接触し、前記接
触部は、前記ヒータと前記定着ローラとが前記フィルムを介して形成する圧接部であるこ
とを特徴とする請求項４又は請求項５に記載の画像形成装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、電子写真方式の複写機、レーザービームプリンタなどに使用される定着装置
を搭載した画像形成装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　複写機やプリンタに使用する加熱定着装置として、外部加熱方式の定着装置が提案され
ている。
【０００３】
　この定着装置は、定着ローラと、定着ローラと共にシート搬送ニップ部を形成する加圧
ローラと、定着ローラの外周面を加熱する加熱ローラや、エンドレスベルトを外嵌したセ
ラミックヒータなどの回転可能な加熱部材と、を有している。このような定着装置は、定
着性を確保するためのニップ幅を得るために定着ローラが弾性層を有しており、また定着
ローラ表面を素早く定着可能温度に昇温させるために定着ローラ表面側から定着ローラを
加熱している。
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【０００４】
　上述した定着ローラ表面を外部から加熱する定着装置は、外部加熱部材の汚れが課題で
あった。
【０００５】
　外部加熱部材を有する定着装置の場合、ジャム等によるオフセットトナーは、外部加熱
部材にも回りこんでしまう場合がある。その場合、ジャム後の最初の通紙においても、シ
ートに直接接触しない外部加熱ローラ上のトナーは、そのすべてを除去することができな
い。そのため、外部加熱ローラ上に残留したトナーは、不定期に定着ローラに戻り、その
たびにシート上の画像を汚してしまうという不具合が生じていた。
【０００６】
　以上の不都合を防ぐために、外部加熱部材の離型性を、定着ローラの離型性よりも高く
する定着装置の提案がなされている（特許文献１）。
【０００７】
　トナーと定着ローラとの接着力が、トナーと外部加熱部材との接着力を上回るために、
外部加熱部材にまで回りこんだトナーは、外部加熱部材には付着せず、定着ローラ上に留
まって、シートに定着して排出することができる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００８】
【特許文献１】特開２００４－１５７５２号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　しかしながら、上記従来技術のように、外部加熱部材の離型性を、定着ローラの離型性
よりも高くしても、外部加熱部材にトナーなどが蓄積してしまう場合がある。
【００１０】
　シートを加熱定着する際には、シートに含まれる紙粉や充填剤などが、微量ながら定着
ローラに付着し、回りこんで外部加熱部材にも接触する。外部加熱部材の離型性を、定着
ローラの離型性よりも高くしても、紙粉や充填剤などは、静電的、機械的に外部加熱部材
に付着してしまう。外部加熱部材に付着した紙粉に、外部加熱部材に回りこんできたトナ
ーが付着すると、トナーと紙粉が混ざり合い、粘着性を失って、離型性だけでは外部加熱
部材から定着ローラへ移らなくなり、外部加熱部材上に蓄積してしまう。
【００１１】
　上記のようにして外部加熱ローラ上に蓄積した残留トナーは、不定期に定着ローラに戻
り、そのたびにシート上の画像を汚してしまうという不具合が生じてしまっていた。
【００１２】
　本発明は上述の課題に鑑み成されたものであり、その目的は、定着ローラを加熱する加
熱部材上に蓄積したトナーを除去することができる画像形成装置を提供するものである。
【課題を解決するための手段】
【００１３】
　上記目的を達成するための本発明に係る代表的な構成は、未定着トナー像を記録材に形
成する画像形成部と、定着ローラと、前記定着ローラに接触して前記定着ローラを加熱す
る加熱回転体と、前記加熱回転体を加熱するヒータと、前記定着ローラと共にニップ部を
形成するバックアップ部材と、前記ヒータに電力を供給して前記ヒータの温度が定着可能
な第１の温度に維持されるように前記ヒータを制御する制御部と、を有し、前記未定着ト
ナー像を担持した記録材を前記ニップ部で搬送しながら加熱し前記未定着トナー像を記録
材に定着する定着部と、を備え、記録材にクリーニング用の未定着トナー像を形成したク
リーニングシートを前記ニップ部で搬送して前記定着部のクリーニングを行うクリーニン
グモードを実行可能な画像形成装置において、前記クリーニングモードは、前記ヒータの
温度を前記第１の温度より高い第２の温度に制御しつつ前記ニップ部において前記クリー
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ニング用の未定着トナー像を前記クリーニングシートから前記定着ローラにオフセットさ
せる第１の工程と、前記第１の工程で前記定着ローラにオフセットしたオフセットトナー
を前記定着ローラと前記加熱回転体との接触部において前記加熱回転体に接触させて前記
加熱回転体の汚れをクリーニングする第２の工程と、前記ヒータの温度を前記第２の温度
より低い第３の温度に制御しつつ前記接触部を通過した前記オフセットトナーを前記クリ
ーニングシートに定着して前記オフセットトナーを前記クリーニングシートに回収する第
３の工程と、で構成され、前記第２の工程において前記ヒータを前記第３の温度に制御す
る期間を設けることを特徴とする。
【発明の効果】
【００１４】
　本発明にあっては、加熱回転体により定着ローラを加熱する定着部において、加熱回転
体に蓄積したトナーなどの付着物を、一時的に定着ローラに付着させ、クリーニングシー
トに付着させて排出させる。これにより、クリーニング部材などを設けることなく、加熱
回転体に蓄積したトナーなどの付着物をクリーニングすることができる。
【図面の簡単な説明】
【００１５】
【図１】本発明の実施形態に係る定着装置を備えた画像形成装置の概略構成を示す断面図
である。
【図２】本発明の実施形態に係る定着装置の構成を示す断面図である。
【図３】セラミックヒータの概略構成を示す断面図である。
【図４】セラミックヒータ及びその周辺手段における接続関係を示すブロック図である。
【図５】定着ニップにおけるホットオフセット現象を説明する模式図である。
【図６】第１参考例におけるクリーニング動作を示すフローチャートである。
【図７】第１参考例におけるトナーの動きなどを模式的に表したタイムチャートである。
【図８】第１参考例におけるクリーニング用画像パターンの一例を示す図である。
【図９】第１参考例におけるクリーニング用画像パターンの変更例を示す図である。
【図１０】フィルム上のコンタミトナーを定着ローラへ転移させる工程を説明する模式図
である。
【図１１】定着ローラ上のコンタミトナーをシートに転移させる工程を説明する模式図で
ある。
【図１２】第１参考例において、クリーニング終了後のシートの様子を示す図である。
【図１３】一般的なトナーの温度と溶融粘度の関係を示す図である。
【図１４】第１実施形態におけるクリーニング動作を示すフローチャートである。
【図１５】第１実施形態におけるトナーの動きなどを模式的に表したタイムチャートであ
る。
【図１６】第２実施形態におけるクリーニング用画像パターンを示す図である。
【図１７】第２実施形態におけるクリーニング動作を示すフローチャートである。
【図１８】第２実施形態におけるトナーの動きなどを模式的に表したタイムチャートであ
る。
【図１９】第３実施形態におけるクリーニング用画像パターンを示す図である。
【図２０】第３実施形態におけるクリーニング動作を示すフローチャートである。
【図２１】第３実施形態におけるシート通紙時のトナーの動きなどを模式的に表したタイ
ムチャートである。
【図２２】第３実施形態におけるシート通紙時のトナーの動きなどを模式的に表したタイ
ムチャートである。
【図２３】第４実施形態におけるクリーニング動作を示すフローチャートである。
【図２４】第４実施形態におけるシートの１面目でのトナーの動きなどを模式的に表した
タイムチャートである。
【図２５】第４実施形態におけるシートの２面目でのトナーの動きなどを模式的に表した
タイムチャートである。
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【図２６】第５実施形態におけるクリーニング動作を示すフローチャートである。
【発明を実施するための形態】
【００１６】
　次に本発明の実施形態に係る画像形成装置ついて図面を参照して説明する。
【００１７】
　〔第１参考例〕
　図１は第１参考例に係る画像形成装置、すなわち定着装置を備えた画像形成装置の模式
図である。なお、同図は、本発明に係る画像形成装置の一例としてのレーザビームプリン
タの概略構成を示す縦断面図である。
【００１８】
　［画像形成装置の全体構成］
　レーザプリンタ本体１０１（以下、本体１０１とする）は、シートＰを収納する給送カ
セット１０２を有し、給送カセット１０２からシートＰを繰り出す給送ローラ１０５等が
設けられている。
【００１９】
　また、給送ローラ１０５の下流にはレーザスキャナ部１０７からのレーザ光に基づいて
シートＰ上に未定着トナー像を形成する画像形成部１０８が設けられている。つまり、本
参考例のレーザプリンタにおいては、このレーザスキャナ部１０７と画像形成部１０８に
より画像形成手段が構成されている。そして、上記画像形成部１０８は、電子写真プロセ
スに必要な、感光ドラム１１７、帯電ローラ１１９、現像器１２０、一次転写ローラ１２
４、二次転写ローラ１２１、クリーナ１２２、中間転写体１２３等から構成されている。
【００２０】
　［定着装置］
　次に、プリンタに備えられた定着装置１０９に関して、図２を参照して説明する。尚、
図２は定着装置１０９の構成を示す模式的断面図である。
【００２１】
　定着装置１０９は、加圧体であり加熱体でもある円柱状若しくは略円柱状の回転自在な
定着ローラ３０と、加圧体たる円柱状若しくは略円柱状の回転自在な加圧ローラ１７とに
よってシートＰをニップ搬送する間に加熱、加圧してトナー像を定着する。また、定着ロ
ーラ３０の表面に接触して定着ローラ３０を加熱する回転可能な加熱部材としての無端帯
状のフィルム１６及びセラミックヒータ１５が設けられている。すなわち、定着ローラ３
０は定着体たるフィルム１６を介して加熱手段たるセラミックヒータ１５から熱印加され
る。また、セラミックヒータ１５による加熱温度は、温度検知体たるサーミスタ感温検知
センサ１８（以下、サーミスタ１８と略称する）によって検知される。
【００２２】
　セラミックヒータ１５と、定着ローラ３０は、フィルム１６を介して不図示の加圧手段
により圧接され、加熱部材当接部Ｎ２を形成し、また定着ローラ３０と、加圧ローラ１７
は、不図示の加圧手段により圧接され、定着ニップ部Ｎ１を形成する。
【００２３】
　定着装置１０９に備えられたセラミックヒータ１５は、定着装置１０９の本体に取り付
けられたホルダ１９にて支持されている。
【００２４】
　また、セラミックヒータ１５は、図３に示すように、アルミナ、窒化アルミ等のセラミ
ックを主成分とする薄板状の基板１５Ａに一方の面に銀、パラジウム等を主成分とした発
熱抵抗体１５Ｂが設けられている。基板１５Ａの他方の面にサーミスタ１８が当接して配
置され、前記一方の面が、フィルム１６との摺接等から保護されるようガラス又はフッ素
樹脂、ポリイミド等の耐熱樹脂を主成分とする保護層１５Ｃにてコートされている。尚、
図３は、セラミックヒータ１５の概略構成を示す一部透視図である。
【００２５】
　セラミックヒータ１５を構成する発熱抵抗体１５Ｂは、図４に示すように、トライアッ
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ク２０を介して商用電源２１から通電を受けるようになっている。商用電源２１からの通
電を受けた発熱抵抗体１５Ｂが発熱することによりセラミックヒータ１５による加熱が行
われることとなる。
【００２６】
　定着装置１０９に備えられたフィルム１６は、図２に示すように、その内周長がホルダ
１９の外周長より所定長長く採られている。これにより、ホルダ１９に無張力にて外嵌さ
れていると共に、定着装置１０９の本体の外部に設けられた駆動機構（図示せず）により
回転駆動されている定着ローラ３０の回転に従動しながらホルダ１９により規定方向にガ
イドされるようになっている。
【００２７】
　また、フィルム１６は、ポリイミドを主成分とする無端帯状体の外周面にＰＦＡを主成
分とする無端帯状体を被覆するという二層構造が採用されている。
【００２８】
　定着装置１０９に備えられた定着ローラ３０は、鉄、ＳＵＳ、アルミニウム等からなる
円柱状若しくは略円柱状の回転自在な芯金３０Ａの外周面に、シリコーンゴム等を主成分
とする弾性層３０Ｂが形成されている。そして、定着ローラ３０の最外層には、ＰＴＦＥ
、ＰＦＡ又はＦＥＰ等などを主成分とする離型層３０Ｃを形成されている。駆動機構から
芯金３０Ａのローラ軸線方向に対する端部に駆動力を受けることにより回転駆動されるよ
うになっている。
【００２９】
　定着装置１０９に備えられたバックアップ部材としての加圧ローラ１７は、アルミニウ
ム等を主成分とする円柱状若しくは略円柱状の回転自在な芯金１７Ａの外周面に、シリコ
ーンゴム等を主成分とする弾性層１７Ｂが形成されている。そして、加圧ローラ１７の最
外層には、ＰＴＦＥ、ＰＦＡ又はＦＥＰ等などを主成分とする離型層１７Ｃが形成されて
おり、回転駆動されている定着ローラ３０の回転に従動回転するようになっている。
【００３０】
　ここで、定着装置１０９及び画像形成装置の動作を図１及び図４を参照して説明する。
本体１０１は、不図示のコントローラにプリント信号を受け取ると、定着ローラ３０は駆
動回転され、フィルム１６および加圧ローラ１７も合わせて従動回転される。
【００３１】
　セラミックヒータ１５には通電が開始され、サーミスタ１８で検知されたセラミックヒ
ータ１５の温度が所定の目標温度となるよう制御される。
【００３２】
　定着ローラ３０の表面は、フィルム１６を介してセラミックヒータ１５から加熱されて
、所定の温度まで昇温する。セラミックヒータ１５の温度よりも、フィルム１６の表面温
度は低くなり、定着ローラ３０の表面温度はさらに低くなり、加圧ローラ１７の表面温度
は、さらに低くなる。セラミックヒータ１５から加熱している構成上、セラミックヒータ
１５が通電している間は、この関係は常に保たれる。
【００３３】
　定着装置１０９が冷えた状態から使用した場合、これらの部材間の温度差は大きくなり
、定着装置１０９が十分熱くなった状態では、小さくなる。
【００３４】
　所定のタイミングで、給送カセット１０２から給送ローラ１０５によって給送されたシ
ートＰは、図示しないレジストローラによって画像形成部１０８に送られる。
【００３５】
　画像形成部１０８によって未定着トナー画像を転写されたシートＰは、定着装置１０９
の定着ニップ部Ｎ１へ導入される。
【００３６】
　（ホットオフセット）
　定着ニップ部Ｎ１に導入されたシートＰは、フィルム１６を介してセラミックヒータ１
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５から加熱された定着ローラ３０と加圧ローラ１７の間で挟持搬送されながら、前記未定
着像が溶融してシートＰ上に半永久着される。定着ニップ部Ｎ１で定着されたシートＰは
、排出ローラ１１１，１４０を経て、装置外の排出トレイ１１２に排出される。
【００３７】
　ここで、定着ニップ部Ｎ１において、シートＰ上のトナーに過剰な熱量を与えた場合、
シートＰの溶けすぎたトナーが定着ローラ３０に転移する「ホットオフセット」といわれ
る現象が発生する。
【００３８】
　図５に示すように、溶けすぎて凝集力が小さくなったトナーは、シートＰ上に層を成し
ているトナーのうち、シートＰに接している部分と、定着ローラ３０と接している部分に
分かれて、それぞれに付着しようとする。その結果、トナー像の一部はシートＰ上に定着
され、一部は定着ローラ３０に転移する。「ホットオフセット」が発生すると、定着ロー
ラ３０に転移したトナーが、１周した後にシートＰに再転位し、画像不良となってしまう
。
【００３９】
　また逆に、定着ニップ部Ｎ１において、シートＰ上のトナー像に与える熱量が十分でな
い場合、トナーが溶融しきらず、シートＰへの定着不足を起こす。定着装置１０９から排
出されたシートＰからトナー画像がはがれ、画像不良となり、ユーザの手を汚したりする
。
【００４０】
　通常動作時の定着モードにおいては、「ホットオフセット」が発生する熱量Ｑｈより小
さく、定着不足が発生する熱量Ｑｌよりも大きい、適切な熱量を与えられるように目標温
度に設定する。これにより、シートＰ上のトナーに適正な熱量Ｑｎを与えてシートＰ上に
画像不良なくトナーを定着させる。
【００４１】
　ホットオフセットや定着不足が発生しない熱量Ｑｎ、目標温度は、シートＰ上のトナー
の量、トナーの種類によって異なる。また、シートＰの坪量、表面性によって、シートＰ
との界面の溶け方が変わる。また、画像形成装置の置かれた環境によっても異なる。その
ため、例えば使用するシートＰの種類、トナー像、環境に応じて、目標温度を切り替え、
適正な熱量Ｑｎを与えることができるようする。
【００４２】
　上記説明したように、通常の定着モードにおいては、ホットオフセットが発生しないよ
うに温度制御を行っている。しかし、例えば、画像形成装置にとって適切でないシートＰ
が使用されたりして、ホットオフセットが発生してしまった場合、定着ローラ３０へ付着
したトナーは、フィルム１６側へも回り込んでしまう可能性がある。
【００４３】
　そのため、本参考例における、フィルム１６の離型層のトナーに対する離型性は、定着
ローラ３０の離型層３０Ｃよりも良いことが望ましい。
【００４４】
　離型性の調整方法としては、例えば、離型層の主成分たるＰＴＦＥ、ＰＦＡ又はＦＥＰ
等の離型性の良い材料に、無機フィラーなどの離型性の悪い材料を分散し、化学的に離型
性を調整する方法が挙げられる。また製膜条件などを変更し、離型層の表面粗さを変えて
も良い。
【００４５】
　ここでいう各離型層のトナーに対する離型性とは、定着装置１０９が十分熱まった状態
で、ホットオフセット領域まで溶融したトナーの付着しやすさで定義している。
【００４６】
　（トナーの離型性の試験方法）
　次にトナーに対する離型性の試験方法を示す。定着装置１０９のヒータ１５を所定の目
標温度に立ち上げ、定着ローラ３０、加圧ローラ１７を回転させる。このときの目標温度
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は、定着ニップ部Ｎ１において、シートＰ上のトナーに、ホットオフセットを発生させる
温度とする。この状態で５分間維持し、定着装置１０９をウォームアップする。
【００４７】
　定着装置１０９が十分熱くなった状態で、ヒータ１５の通電と、定着ローラ３０、加圧
ローラ１７の駆動を一時停止し、定着装置１０９が熱いうちに、定着ニップ部Ｎ１と、加
熱部材当接部Ｎ２に未定着のトナーを挟む。この一時停止時間は、好ましくは１０秒以内
、長くとも３０秒以内が望ましい。再びヒータ１５を通電し、定着ローラ３０、加圧ロー
ラ１７を回転させると、定着ニップ部Ｎ１に挟まっていたトナーが、定着ローラ３０か、
加圧ローラ１７に移動する。また、加熱部材当接部Ｎ２に挟まっていたトナーが定着ロー
ラ３０か、フィルム１６に移動する。ここで、トナーがより多く移動し、より多く付着し
た部材を相対的に離型性が悪い部材としている。
【００４８】
　一般的に、トナーは表面エネルギーが小さく、表面粗さが少ない物体に付着しにくい。
また、２物体間に挟まれたトナーは、温度の低い物体の方へ移動する傾向がある。温度の
低い物体に接触しているトナーの溶融粘度は上がり、粘着力が増すためである。
【００４９】
　上記離型性試験で求められた離型性とは、２物体間の材料と、温度によって変わってい
くる。
【００５０】
　ただし、上記離型性試験は、定着装置１０９を長時間ウォームアップし、平衡状態に近
くなった状態で行っており、部材間の温度差が小さい状態で評価している。本参考例にお
けるクリーニングモードや、通常の定着動作などでは、長時間のウォームアップは行わな
い。フィルム１６、定着ローラ３０、加圧ローラ１７の表面温度の差は、上記離型性試験
時よりも大きくなる。上記離型性試験において、定着ローラ３０よりもフィルム１６の離
型性が良かった場合、クリーニングモードや、通常の定着動作などの動作中では、さらに
、定着ローラ３０よりもフィルム１６の離型性が良い状態となる。
【００５１】
　（クリーニングモード）
　次に図６のフローチャートと、図７のタイムチャートを参照して、定着装置１０９のク
リーニングについて説明する。なお、図６は画像形成装置の動作を示したフローチャート
である。また、図７はシートＰ、定着ローラ３０、フィルム１６上のトナーの動きと、定
着ローラ３０の温度の変化を模式的に示したタイムチャートである。
【００５２】
　なお、定着装置１０９において、通常の定着を行うためのモードを「定着モード」、ク
リーニングを行うためのモードを「クリーニングモード」とする。
【００５３】
　クリーニングモードは、連続的に行われる以下の３つの工程からなる。
【００５４】
　１）シートＰ上の未定着トナーを定着ローラ３０に転移させるまでの第１の工程。
【００５５】
　２）定着ローラ３０上のトナーで、フィルム１６のトナーをクリーニングする第２の工
程。
【００５６】
　３）定着ローラ３０上のトナーをシートＰ上に転移させ、定着させる第３の工程。
【００５７】
　以上の工程を経て、シートＰ上にフィルム１６のトナーを転移させて排出する。次に各
工程を具体的に説明する。
【００５８】
　（第１の工程）
　まず、シートＰ上の未定着トナーを定着ローラ３０に転移させるまでの工程の説明を行
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う。
【００５９】
　画像形成装置が待機状態において、ユーザがクリーニングが必要と判断すると、装置本
体１０１の操作パネルや、不図示のホストコンピュータからの信号によって、画像形成装
置をクリーニングモードに切り替える（ステップ１－ａ）。なお、装置本体１０１が、プ
リント枚数をカウントし、所定の枚数に達したらクリーニングが必要と判断し、自動的に
クリーニングモードへ移行しても良い。
【００６０】
　次に、クリーニングモードが開始されると、定着装置１０９におけるセラミックヒータ
１５の目標温度が、クリーニングモード用の目標温度に設定される。また、クリーニング
モード用のプロセススピードに設定される（ステップ１－ｂ）。
【００６１】
　所定のプロセススピードと、目標温度で、定着ローラ３０の駆動が開始され、セラミッ
クヒータ１５に通電される（ステップ１－ｃ）。本参考例における、クリーニングモード
では、故意に「ホットオフセット」が発生するような目標温度、または、プロセススピー
ドに設定する。
【００６２】
　定着モードの場合よりも目標温度を高くし、定着モードの場合に与える熱量（第１の熱
量）Ｑｎよりも大きい、ホットオフセットが起こる熱量（第２の熱量）ＱｈをシートＰ上
のトナーに与える。定着モードと同様に、シートＰの種類、環境などに応じて、目標温度
を切り替え、条件が変わってもホットオフセットが発生するように制御するのが望ましい
。または、クリーニングモードで使えるシートＰの種類を限定しても良い。
【００６３】
　クリーニングモードでは、クリーニングモード用のプロセススピードに切り替え、シー
トＰ上のトナーにホットオフセットが発生する熱量Ｑｈを与えることができるよう制御し
ても良い。同じ目標温度でも、プロセススピードが遅ければ、定着ニップ部Ｎ１において
、定着ローラ３０から、シートＰ上のトナーに熱伝達する時間が長くなり、与える熱量が
多くなる。
【００６４】
　クリーニングに使用するシートＰは、画像形成装置で通紙可能なシートサイズのうち、
最大の横幅であることが望ましい。ここで言うシートＰの横幅とは、シートＰの搬送方向
と直交する方向でのシート幅を指す。または、この画像形成装置でこれまでに使用してき
たシートＰ以上に横幅があることが好ましい。これまで通紙してきたシートＰの横幅にわ
たってフィルム１６に付着物がついている可能性があるためである。
【００６５】
　次に、画像形成装置は、画像形成動作を開始し、給送カセット１０２から給送ローラ１
０５によってシートＰが給送され、画像形成部１０８へ送られる（ステップ１－ｄ）。そ
して、画像形成部１０８によって、シートＰに、クリーニングモード用の画像が形成され
る（ステップ１－ｅ）。なお、図８に、クリーニング用画像パターンの一例の模式図を示
す。
【００６６】
　クリーニング用画像は、クリーニングに使用するシートＰに形成できる最大の横幅で、
フィルム１６の外周長以上の搬送方向長さで、印字率５０％～３００％、好ましくは、印
字率７０％～２００％のベタ画像を形成する。
【００６７】
　ここで言う印字率とは、単に印字されている部分と印字されていない部分との比率では
なく、各ドットごとの濃度を含めた比率を表すものである。これは、画像形成装置に描画
させる画像データ上で、画像を形成している面積あたりにおける全画素数に対する露光を
実行する画素数を百分率で示した値（（露光を実行した画素数／全画素数）×１００）で
ある。あるいはパルス幅変調（ＰＷＭ）により調整した画素毎の濃度（トナー付着量）の
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積算値によって表される値である。
【００６８】
　なお、画素毎の濃度は、ＰＷＭにより例えば２５６階調を再現する画像形成装置の場合
には、ｘ／２５６等という分数または当該分数を百分率に換算した値で表せる。例えば、
単色のベタ画像を印字率１００％として、例えば、ベタに対して光学濃度が５０％の場合
は印字率５０％、青（マゼンタのベタ画像とシアンのベタ画像の重なり部分）等の二次色
ベタ画像を２００％等として定義する。
【００６９】
　印字率５０％未満だとシートＰ上でトナーが覆う面積の方が少なくなり、定着ローラ３
０の表面に付着させることができるトナー量も少なくなる。トナー量が少ないと、定着ロ
ーラ３０の表面に付着したトナーの粘着力よりも、定着ローラ３０の表面の離型性が上回
って、クリーニングが難しくなる。一方、印字率が３００％以上であると、シートＰ上の
トナー量が多すぎ、ホットオフセットを発生させることが難しくなる。
【００７０】
　シートＰ先端には、定着ニップ部Ｎ１から排出ローラ１１１の距離以上のトナーを載せ
ない余白部を作り、排出ローラ１１１へシートＰ先端が入ってから、オフセットさせるト
ナー画像部分が、定着ニップ部Ｎ１に突入するようにするのが望ましい。これにより、シ
ートＰの定着ローラ３０への巻きつきを防ぐことができる。シートＰ後端には、定着ロー
ラ３０の外周分以上のトナーを載せない余白部を作る。
【００７１】
　図９のように、未定着画像を斜めに形成しても良い。定着ニップ部Ｎ１において、画像
が少しずつオフセットしていくので、シート幅方向全域でオフセットするよりも粘着力が
弱まり、シートＰの定着ローラ３０への巻きつきが、より発生しにくくなる。
【００７２】
　上記の未定着トナー画像を載せたシートＰが、定着装置１０９に導入される（ステップ
１－ｆ）。
【００７３】
　シートＰ上の未定着トナー画像部が、定着ニップ部Ｎ１に到達する。そして、シートＰ
上の未定着トナーの一部が、定着ニップ部Ｎ１において、「ホットオフセット」を起こし
、定着ローラ３０に転移する（ステップ１－ｇ）。以下、定着ローラ３０上に転移したト
ナーを、オフセットトナーＴｏと呼ぶ。
【００７４】
　（第２の工程）
　次に、定着ローラ３０上のオフセットトナーＴｏで、フィルム１６に付着していたトナ
ー（以下、コンタミトナーＴｃと呼ぶ）をクリーニングする工程の説明を行う。
【００７５】
　定着ローラ３０上に転移したオフセットトナーＴｏは、定着ローラ３０の回転に伴い、
加熱部材当接部Ｎ２に達し、フィルム１６に接触する。図１０に示すように、加熱部材当
接部Ｎ２において、オフセットトナーＴｏの粘着力によって、フィルム１６に付着してい
たコンタミトナーＴｃは定着ローラ３０に転移する（ステップ２－ａ）。なお、図１０は
工程２における定着装置１０９の様子を示した模式断面図である。
【００７６】
　ここで、フィルム１６に付着していたコンタミトナーＴｃを定着ローラ３０に転移させ
るメカニズムについて説明する。
【００７７】
　フィルム１６に付着しているコンタミトナーＴｃは、トナー樹脂に、シートＰに含まれ
る紙繊維や、炭酸カルシウム、タルクなどの無機物からなる填料（充填剤）などの紙粉が
混ざり合ったもので、熱を加えても軟化しにくく、粘着性も低い。
【００７８】
　これらの紙粉は、シートＰを加熱定着する際に、シートＰから脱落し、定着ローラ３０
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に付着し、加熱部材当接部Ｎ２において、加熱フィルム１６に接触する。フィルム１６の
離型性を、定着ローラ３０の離型性よりも高くしても、紙粉などは、静電的、機械的にフ
ィルム１６に付着してしまう。この無機物からなる微量な紙粉に、微量のトナーが付着し
、フィルム１６上でコンタミトナーＴｃとなる。
【００７９】
　コンタミトナーＴｃには、フィルム１６表面に固まって固着してしまっているものと、
固まってはいないが粘着性のない状態となり、フィルム１６にも粘着しないが、定着ロー
ラ３０にも強く粘着しないため、フィルム１６上に残ってしまっているものとがある。
【００８０】
　強く固着してしまったものは、容易にフィルム１６から脱落することはなく、画像に問
題を起こすことはない。弱くフィルム１６上に付着し、留まっているものは、不定期に定
着ローラ３０上へ吐き出され、画像不良となってしまう。
【００８１】
　本参考例におけるクリーニングモードは、この弱く付着したコンタミトナーＴｃを除去
できる。
【００８２】
　紙粉などが少ないオフセットしたばかりのオフセットトナーＴｏは粘着力が十分あり、
加熱部材当接部Ｎ２においては、離型性の高いフィルム１６よりも、相対的に離型性の低
い定着ローラ３０側に強く粘着し、定着ローラ３０上に維持される。そして、フィルム１
６に弱く付いているだけのコンタミトナーＴｃを、定着ローラ３０の表面に粘着力で移動
できる。
【００８３】
　加熱部材当接部Ｎ２において、定着ローラ３０よりも、フィルム１６の離型性が高けれ
ば、大半のオフセットトナーＴｏが定着ローラ３０に維持される。
【００８４】
　ただし、オフセットトナーＴｏの凝集力が低いため、オフセットトナーＴｏの一部がフ
ィルム１６に付着してしまう場合がある。フィルム１６と定着ローラ３０の離型性の差が
小さい場合などに発生しやすい。このような場合、フィルム１６へ付着したオフセットト
ナーＴｏは、フィルム１６の回転とともに再び加熱当接部Ｎ２に到達して、定着ローラ３
０と接触し、フィルム１６へ付着したオフセットトナーＴｏの大半は、定着ローラ３０へ
戻ってくる。そして、さらに次に、定着ローラ３０とフィルム１６が接触した時に、残り
のオフセットトナーＴｏの大半も戻ってくる。このようにして、フィルム１６に付着した
オフセットトナーＴｏは、最終的に、ほぼ全てが定着ローラ３０へ戻ってくる。
【００８５】
　（第３の工程）
　次に、定着ローラ３０上のトナーをシートＰ上に転移させ、定着させる工程を説明する
。
【００８６】
　図１１は、工程２における定着装置１０９の様子を示した模式断面図である。図１１に
示すように、定着ローラ３０に付着したオフセットトナーＴｏとコンタミトナーＴｃは、
定着ローラ３０の回転に伴い、再び定着ニップ部Ｎ１に達し、シートＰに接触する。定着
ニップ部Ｎ１において、シートＰにオフセットトナーＴｏとコンタミトナーＴｃがシート
Ｐ上に定着される（ステップ３－ａ）。
【００８７】
　コンタミトナーＴｃが多い場合や、シートＰの表面性が悪い場合、定着ローラ３０上に
あったオフセットトナーＴｏと、コンタミトナーＴｃが、定着ニップ部Ｎ１において定着
しきれず、一部が定着ローラ３０上に残ったまま定着ニップ部Ｎ１を通過してしまう場合
がある。
【００８８】
　定着ローラ３０に残ったトナーは、そのまま定着ローラ３０とともに回転し、加熱部材
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当接部Ｎ２に再び到達する。しかし、定着ローラ３０よりもフィルム１６の離型性は高い
ため、定着ローラ３０上にあったオフセットトナーＴｏがフィルム１６に移ることはほと
んどない。移ったとしても、定着ローラ３０が数周する間に、定着ローラ３０へ戻ってく
る。またコンタミトナーＴｃも定着ローラ３０上のオフセットトナーＴｏに粘着している
ため、フィルム１６に移ることはほとんどない。定着ローラ３０上に残ったトナーは、定
着ローラ３０とともに回転して、また定着ニップ部Ｎ１へ戻り、シートＰに定着される。
一度に全て定着できなくても、定着ローラ３０が数周する間に、徐々にシートＰに定着さ
れる。
【００８９】
　排出ローラ１１１，１４０を経て、排出トレイ１１２に排出される。この一連の動作に
より、フィルム１６に付着していたコンタミトナーＴｃは、定着ローラ３０を経て、シー
トＰに転移されて排出される（ステップ３－ｂ）。そして、駆動、ヒータ１５の通電を停
止し、クリーニングモードを終了する（ステップ３－ｃ）。
【００９０】
　以上説明した各ステップは、順次開始されるが、各ステップが始まってから終了するま
で時間がかかるため、各ステップは部分的に重複する。例えば、定着ニップ部Ｎ１におい
て、ステップ１－ｇが終わる前に、加熱部材当接部Ｎ２ではステップ２－ａが始まる。未
定着画像の長さが、定着ローラ３０の外周長以上であれば、定着ニップ部Ｎ１においてス
テップ１－ｇが終わる前に、同じく定着ニップ部Ｎ１ではステップ３－ａが始まる。
【００９１】
　この場合、シートＰ上の未定着トナーはホットオフセットして、定着ローラ３０に転移
し、同時に、すでに定着ローラ３０上にあったオフセットトナーＴｏとコンタミトナーＴ
ｃは、シートＰに定着する。定着ローラ３０上のコンタミトナーＴｃを全てシートＰに定
着させることは難しくなるが、定着ローラ３０上に残ってしまったコンタミトナーＴｃは
、前述したように、次の周回以降で定着できる。
【００９２】
　（実験結果）
　本参考例における定着装置１０９の効果を実験により確認した結果を以下に示す。
【００９３】
　実験に用いた画像形成装置は、プロセススピードが９０ｍｍ/ｓで、１４枚／分のフル
カラープリント出力が可能なレーザービームプリンタである。
【００９４】
　実験に用いた本参考例における定着装置１０９の構成を示す。セラミックヒータ１５は
、厚み１.０ｍｍ、幅７.０ｍｍのアルミナからなる基板１５Ａ上に、銀とパラジウムから
なる厚み１０μｍ、幅４.０ｍｍの発熱抵抗体１５Ｂを備えたもので、保護層１５Ｃとし
て厚み６０μｍのガラス層で覆われている。フィルム１６は、内径２０ｍｍ、厚み３０μ
ｍのポリイミド樹脂からなるフィルム１６の基層上に、厚み２０μｍのＰＦＡ樹脂からな
る離型層を備えている。
【００９５】
　定着ローラ３０は、アルミ製の外径１４ｍｍの芯金３０Ａ上に、厚み３.０ｍｍの熱伝
導率０.２ Ｗ／ｍ・Ｋのシリコーンゴムからなる弾性層３０Ｂを形成し、最外層に厚み２
０μｍのＰＦＡ樹脂からなる離型層３０Ｃを設けている。
【００９６】
　加圧ローラ１７は、アルミ製の外径１４ｍｍの芯金１７Ａ上に、厚み３.０ｍｍの熱伝
導率０.２ Ｗ／ｍ・Ｋのシリコーンゴムからなる弾性層１７Ｂを形成し、最外層に厚み２
０μｍのＰＦＡ樹脂からなる離型層１７Ｃを設けている。セラミックヒータ１５は、加圧
力１０ｋｇで定着ローラ３０に圧接され、幅５.０ｍｍの加熱部材当接部Ｎ２を形成する
。加圧ローラ１７は、加圧力１５ｋｇで定着ローラ３０に圧接され、幅６.０ｍｍの定着
ニップ部Ｎ１を形成する。
【００９７】
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　定着ニップ部Ｎ１の搬送方向下流側６０ｍｍの位置には、排出ローラ１１１が設けられ
、定着ニップ部Ｎ１を通過したシートＰは、排出ローラ１１１に送られ、排出される。
【００９８】
　本実験における画像形成装置は、例えば、坪量８０ｇ/ｍ２の紙を定着させる定着モー
ドにおいて、画像形成装置が気温１５℃環境に置かれた場合のフルカラープリントでは、
セラミックヒータ１５は、目標温度１８０～２００℃で制御される。定着ローラ３０や、
加圧ローラ１７が冷えた状態ではセラミックヒータ１５の目標温度を高く、暖まっている
状態ではセラミックヒータ１５の目標温度を低く設定する。この目標温度設定で、定着不
足もホットオフセットもすることなく定着できる。
【００９９】
　この画像形成装置を用い、気温１５℃、湿度１５％の環境下において、一般的なレーザ
ビームプリンタ（以下、ＬＢＰ）印刷シート、坪量８０ｇ/ｍ２、Ａ４サイズ紙を用い、
印字率５％の文字画像を１００００枚プリントした。このとき、プリントされたシートＰ
の表面に付着物がつくようになった。定着装置１０９内部を観察したところ、フィルム１
６にコンタミトナーＴｃなどの付着物が付着していた。
【０１００】
　上記フィルム１６のコンタミトナーＴｃを、クリーニングモードによって、クリーニン
グする試験を行った。
【０１０１】
　クリーニングシートＰとしては、フューレット・パッカード（ＨＰ）社製ＬＢＰ印刷用
グロス紙、ＨＰ Ｐｒｅｓｅｎｔａｔｉｏｎ Ｐａｐｅｒ、坪量１３０ｇ/ｍ２、Ｌｅｔｔ
ｅｒ（幅２１６ｍｍ縦２７９ｍｍ）サイズ紙を使用した。平滑なグロス紙は、定着ローラ
３０と密着しやすく、定着ローラ３０に付着させたオフセットトナーＴｏやコンタミトナ
ーＴｃの回収がしやすい。
【０１０２】
　上記ＨＰ Ｐｒｅｓｅｎｔａｔｉｏｎ Ｐａｐｅｒを通常の定着モードで使用する場合は
、坪量１３０ｇ/ｍ2のグロス紙用の定着モードが選択され、プロセススピード４５ｍｍ/
ｓにおいて、セラミックヒータ１５は、目標温度１８０～２００℃で制御される。これに
より、定着不足もホットオフセットもすることなく定着できる。
【０１０３】
　クリーニングモードが開始されると、プロセススピードを、４５ｍｍ/ｓに設定して画
像形成装置の画像形成動作を開始し、定着装置１０９の定着ローラ３０の駆動も開始され
、セラミックヒータ１５は、目標温度２００～２２０℃で制御される。定着モード時と同
様に、定着ローラ３０や、加圧ローラ１７が冷えた状態ではセラミックヒータ１５の目標
温度を高く、暖まっている状態ではセラミックヒータ１５の目標温度を低く設定する。坪
量１３０ｇ/ｍ２シートＰ上のトナーに過剰な熱量を与え、ホットオフセットを発生させ
るために、定着モードよりも、セラミックヒータ１５の目標温度も高くしている。
【０１０４】
　シートＰを給送し、画像形成部１０８ではクリーニングモード用の未定着トナー画像を
形成し、セラミックヒータ１５の通電開始から２０秒後には、定着装置１０９の定着ニッ
プ部Ｎ１へ搬入する。
【０１０５】
　このときフィルム１６の温度は１９０～２１０℃、定着ローラ３０の温度は１８０～２
００℃、加圧ローラ１７の温度は１００～１２０℃に立ち上がる。
【０１０６】
　クリーニングモード用の画像は図８と同様である。紙先端から７０ｍｍまでは余白部と
して印字せず、紙先端７０ｍｍから１４０ｍｍまで、ブラックトナー単色の印字率１００
％のベタ画像を幅２００ｍｍで形成し、紙先端１４０ｍｍから紙後端までを余白とした。
このときのベタ画像部のトナー載り量は、５.０ｇ/ｍ２であった。
【０１０７】
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　すなわち、定着ローラ３０への紙の巻きつきを防ぐために、紙が排出ローラ１１１へ到
達するまでを余白とし、フィルム１６の一周分の長さでオフセットさせる画像を形成し、
その下流をオフセットさせたトナーを吐き出させる領域とした。
【０１０８】
　クリーニングモードの後、定着装置１０９からは、図１２のようになった紙が排出され
た。紙先端７０ｍｍから１４０ｍｍのブラックトナーのベタ画像部はホットオフセットを
起こし、オフセットトナーＴｏは紙先端１３３～２０３ｍｍ、定着ローラ３０が１周した
後の位置に、フィルム１６に付着していたコンタミトナーＴｃと共に定着されている。オ
フセットトナーＴｏは、紙先端２０３～２６６ｍｍの定着ローラ３０の２周後の位置にも
微量に付着し、紙先端２６６ｍｍから紙後端までの定着ローラ３０の３周後の位置には、
ほとんど見えなくなった。
【０１０９】
　このクリーニングモードの結果、フィルム１６に付着していたコンタミトナーＴｃなど
の付着物のうち、固着していないものは除去できた。また、残りの付着物も、定着モード
における通常プリント時には、紙上に剥がれて出てこないといった優れたクリーニング効
果が得られた。
【０１１０】
　〔第１実施形態〕
　次に第１実施形態に係る装置について説明する。なお、本実施形態の装置の基本構成は
前述した実施形態と同一であるため重複する説明は省略し、ここでは本実施形態の特徴と
なる構成について説明する。また、前述した実施形態と同一機能を有する部材には同一符
号を付す。
【０１１１】
　本実施形態では、シートＰが定着装置１０９を通過する途中で、目標温調やプロセスス
ピードを切り替え、シートＰ上のオフセットトナーＴｏ発生用の画像が、定着ニップ部Ｎ
１を通っている間は、ホットオフセットが発生する熱量Ｑｈを与える。そして、シートＰ
上のオフセット発生用の画像が定着ニップ部Ｎ１を通過した後は、ホットオフセットが発
生しない前記熱量Ｑｈよりも小さい第３の熱量を与えるものである。なお、本実施形態で
は第３の熱量として定着モードと同様の熱量Ｑｎを与えるものである。
【０１１２】
　定着ローラ３０へオフセットトナーＴｏを付着させる手段として、トナーに過剰な熱量
Ｑｈを与え、ホットオフセットをさせているが、溶け過ぎたオフセットトナーＴｏは凝集
力、粘着力が弱くなる。
【０１１３】
　図１３に、一般的な、トナーの温度と溶融粘度の関係を示す。トナーに過剰な熱量を与
え、トナー温度が上がると、溶融粘度が下がり、トナーの凝集力、粘着力が弱くなる傾向
がある。
【０１１４】
　工程１が終了した後、トナーに与える熱量は、適性な熱量に戻した方が、オフセットト
ナーＴｏの凝集力、粘着力は強くなり、工程２でのフィルム１６をクリーニングする能力
が上がり、工程３でシートＰへ定着され、回収されやすくなる。
【０１１５】
　本実施形態におけるクリーニングモードを、図１４のフローチャートと、図１５のタイ
ムチャートを用いて説明する。なお、図１４は、本実施形態の画像形成装置の動作を示し
たフローチャートである。図１５は、シートＰ、定着ローラ３０、フィルム１６上のトナ
ーの動きと、定着ローラ３０の温度の変化を模式的に示したタイムチャートである。
【０１１６】
　クリーニングモード開始する（ステップ１－ａ）。次に、目標温度、プロセススピード
設定する。これは、シートＰ上のトナーにホットオフセットを発生させる熱量Ｑｈを与え
る温度と、そのプロセススピードとする（ステップ１－ｂ）。
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【０１１７】
　次に各部材の駆動とヒータ１５の通電を開始する。これにより、定着ローラ３０の温度
は所定の温度へ立ち上がる（ステップ１－ｃ）。
【０１１８】
　次にシートＰを給送し（ステップ１－ｄ）、シートＰ上にクリーニング用の未定着画像
を形成する（ステップ１－ｅ）。このシートＰを定着装置１０９へ搬送する（ステップ１
－ｆ）。シートＰ上の未定着画像は、定着ニップ部Ｎ１へ到達し、オフセットトナーＴｏ
となり、定着ローラ３０上へ転移する（ステップ１－ｇ）。
【０１１９】
　シートＰ上のオフセット発生用の画像が定着ニップ部Ｎ１を通過した後、ヒータ１５の
目標温度を変更する（ステップ１－ｈ）。これにより、定着ローラ３０の温度も変更され
る。シートＰに、定着モードと同等の熱量Ｑｎを与える温度とする。
【０１２０】
　次に、定着ローラ３０の回転に伴い、オフセットトナーは加熱部材当接部Ｎ２に到達し
、フィルム１６と接触し、コンタミトナーＴｃを定着ローラ３０上へ転移させる（ステッ
プ２－ａ）。
【０１２１】
　次に、定着ローラ３０の回転に伴い、コンタミトナーＴｃとオフセットトナーＴｏは定
着ニップ部Ｎ１に到達し、シートＰ上に定着され（ステップ３－ａ）、シートＰは排出さ
れる（ステップ３－ｂ）。さらに、ヒータ１５の通電ＯＦＦ、画像形成装置を停止してク
リーニングモードが終了する（ステップ３－ｃ）。
【０１２２】
　ここで、ステップ１－ｈのタイミングは、シートＰ上の未定着画像が定着ニップ部Ｎ１
を通過した後としたため、未定着画像の長さによっては、ステップ２－ａが始まるタイミ
ングや、ステップ３－ａが始まるタイミングよりも遅くなる。この場合、工程２の途中か
らフィルム１６をクリーニングする能力が上がり、工程３の途中からコンタミトナーＴｃ
をシートＰへ定着させやすくなる。
【０１２３】
　工程２や工程３の途中までステップ１－ｈが行われないことになるが、工程２と工程３
は、ステップ１－ｈが行われなくても第１参考例と同様には機能する。
【０１２４】
　ステップ１－ｈのタイミングを、未定着画像の長さに関わらず、シートＰの未定着画像
が定着ニップ部Ｎ１へ到達し、フィルム１６の外周長分通過した後、としても良い。フィ
ルム１６の外周長分のオフセットトナーＴｏを、定着ローラ３０に付着させ、残りの未定
着画像は普通にシートＰ上に定着させる。
【０１２５】
　工程１で定着ローラ３０にオフセットトナーＴｏを付着させる期間は、最低限のフィル
ム１６の外周１周分だけになるが、工程２でのフィルム１６をクリーニングする能力が上
がる期間、工程３でのシートＰへ定着されやすくなる期間が長くできる。シートＰの平滑
性が不十分であり、定着ローラ３０上のオフセットトナーＴｏやコンタミトナーＴｃが十
分に回収できない懸念がある場合などは、前記のタイミングでステップ１－ｈを行ったほ
うが良い。
【０１２６】
　（実験結果）
　本実施形態における定着装置１０９の効果を実験により確認した。実験に用いた画像形
成装置および定着装置１０９は、第１参考例と同様である。
【０１２７】
　第１参考例と同様にフィルム１６に付着したコンタミトナーＴｃのクリーニング性能を
テストした。
【０１２８】
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　本実施形態のクリーニングシートＰとしては、Ｃａｎｏｎ社製ＬＢＰ印刷用普通紙、Ｃ
ＬＣ８０ｇ紙、坪量８２ｇ/ｍ２、Ａ４（幅２１０ｍｍ縦２９７ｍｍ）サイズを使用した
。カラープリント用の普通紙であるＣＬＣ８０ｇ紙は、グロス紙に比べれば平滑性は劣る
ものの、普通紙としては平滑性が高い。本実施形態のクリーニングモードでは、定着ロー
ラ３０のオフセットトナーＴｏをシートＰに回収させやすいため、高価なグロス紙を使用
する必要がなく、平滑な普通紙でクリーニングできる。このＣＬＣ８０ｇ紙を通常の定着
モードで使用する場合は、坪量８０ｇ/ｍ２の普通紙用の定着モードが選択され、プロセ
ススピード９０ｍｍ/ｓにおいて、セラミックヒータ１５は、目標温度１８０～２００℃
で制御され、定着不足もホットオフセットもすることなく定着できる。
【０１２９】
　クリーニングモードが開始されると、プロセススピードを、定着モードの半分である４
５ｍｍ/ｓとして、画像形成装置の画像形成動作を開始する。そして、定着装置１０９の
定着ローラ３０の駆動も開始され、セラミックヒータ１５は、ホットオフセットが発生す
る目標温度２００～２２０℃で制御される。
【０１３０】
　シートＰを給送し、画像形成部１０８ではクリーニングモード用の未定着トナー画像を
形成し、セラミックヒータ１５の通電開始から２０秒後には、定着装置１０９の定着ニッ
プ部Ｎ１へ搬入する。
【０１３１】
　このときフィルム１６の温度は１９０～２１０℃、定着ローラ３０の温度は１８０～２
００℃、加圧ローラ１７の温度は１００～１２０℃に立ち上がる。クリーニングモード用
の画像は、第１参考例と同様である。
【０１３２】
　本実施形態では、紙先端から１４０ｍｍの位置、すなわちホットオフセット発生用の画
像部分までが定着ニップ部Ｎ１を通過すると、プロセススピードは４５ｍｍ/ｓのまま、
セラミックヒータ１５の目標温度を１６０～１８０℃に変更する。これは、プロセススピ
ード４５ｍｍ/ｓにおいて、紙上のトナーに適切な熱量を与え、定着不足も、ホットオフ
セットが発生しない温度である。
【０１３３】
　このときフィルム１６の温度は１５０～１７０℃、定着ローラ３０の温度は１４０～１
６０℃、加圧ローラ１７の温度は７０～９０℃となる。
【０１３４】
　このクリーニングモードの結果、フィルム１６に付着していたコンタミトナーなどの付
着物のうち、固着していないものは除去でき、残りの付着物も、定着モードにおける通常
プリント時には、紙上に剥がれて出てこないといった優れたクリーニング効果が得られた
。
【０１３５】
　本実施形態では、クリーニングシートＰとして、平滑な普通紙を用いたが、定着ローラ
３０の表面に付着させたオフセットトナーＴｏとコンタミトナーを、シートＰ表面に定着
させて、すべて回収することができた。
【０１３６】
　〔第２実施形態〕
　次に第２実施形態に係る装置について説明する。なお、本実施形態の装置の基本構成は
前述した実施形態と同一であるため重複する説明は省略する。また、前述した実施形態と
同一機能を有する部材には同一符号を付す。
【０１３７】
　本実施形態のクリーニング用画像には、シートＰの先端側にホットオフセットを発生さ
せる画像を形成し、定着ローラ３０上のトナーが転移するシート部分であるシートＰの後
端側にはオフセットトナーＴｏを回収する画像を形成する。
【０１３８】
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　図１６に、クリーニング用画像パターンの一例の模式図を示す。シートＰ先端側には、
定着ニップ部Ｎ１から排出ローラ１１１の距離以上のトナーを載せない余白部を作る。そ
してフィルム１６の外周長以上の長さで、印字率５０％～３００％、好ましくは、印字率
７０％～２００％のベタ画像を形成し、オフセット発生用の画像とする。シートＰ後端側
には、フィルム１６の外周長以上の長さで、印字率５０％以上、好ましくは、印字率１０
０％以上のベタ画像を形成し、オフセットトナーＴｏ回収用画像とする。
【０１３９】
　本実施形態では、シートＰが定着装置１０９を通過する途中で、目標温調やプロセスス
ピードを切り替えるものである。具体的には、シートＰ上のオフセットトナーＴｏ発生用
の画像が、定着ニップ部Ｎ１通っている間は、ホットオフセットが発生する熱量Ｑｈを与
える。そして、シートＰ上のオフセット発生用の画像が定着ニップ部Ｎ１を通過した後は
、ホットオフセットが発生しない定着モードと同様の熱量Ｑｎを与える。
【０１４０】
　シートＰ上のオフセットトナーＴｏ回収用のトナー画像が定着ニップ部Ｎ１を通ってい
る間は、ホットオフセットが発生しない定着モードと同様の熱量Ｑｎが与えられている。
オフセットトナーＴｏ回収用画像は、シートＰ上に定着させられると同時に、画像のトナ
ーの粘着力によって、定着ローラ３０に付着したオフセットトナーＴｏやコンタミトナー
Ｔｃを剥ぎ取り、クリーニングシートＰに回収しやすくする。回収用画像の印字率は高い
ほど、トナーの粘着性が増し、クリーニングシートＰへの回収が容易になる。
【０１４１】
　ここで、本実施形態におけるクリーニングモードを、図１７のフローチャートと、図１
８のタイムチャートを用いて説明する。なお、図１７は、本実施形態の画像形成装置の動
作を示したフローチャートである。図１８は、シートＰ、定着ローラ３０、フィルム１６
上のトナーの動きと、定着ローラ３０の温度の変化を模式的に示したタイムチャートであ
る。
【０１４２】
　クリーニングモード開始し（ステップ１－ａ）、目標温度、プロセススピード設定する
。この温度、スピードは、シートＰ上のトナーに、ホットオフセットを発生させる熱量Ｑ
ｈを与える温度と、プロセススピードとする（ステップ１－ｂ）。
【０１４３】
　各部材の駆動とヒータ１５の通電を開始する。定着ローラ３０の温度は所定の温度へ立
ち上がり（ステップ１－ｃ）、シートＰを給送して（ステップ１－ｄ）、このシートＰ上
にクリーニング用のオフセットトナーＴｏ発生用と回収用の未定着画像を形成する（ステ
ップ１－ｅ）。
【０１４４】
　シートＰを定着装置１０９へ搬送し、シートＰ上の未定着画像が定着ニップ部Ｎ１へ到
達すると（ステップ１－ｆ）、オフセットトナーＴｏとなり、定着ローラ３０上へ転移す
る（ステップ１－ｇ）。
【０１４５】
　シートＰ上のオフセット発生用の画像が定着ニップ部Ｎ１を通過した後、ヒータ１５の
目標温度を変更し、定着ローラ３０の温度も変更される。シートＰに、定着モードと同等
の熱量Ｑｎを与える温度とする（ステップ１－ｈ）。
【０１４６】
　次に、定着ローラ３０の回転に伴い、オフセットトナーＴｏは加熱部材当接部Ｎ２に到
達し、フィルム１６と接触し、コンタミトナーＴｃを定着ローラ３０上へ転移させる（ス
テップ２－ａ）。
【０１４７】
　定着ローラ３０の回転に伴い、コンタミトナーＴｃとオフセットトナーＴｏは定着ニッ
プ部Ｎ１に到達し、シートＰ上に定着される（ステップ３－ａ）。そして、シートＰ上の
回収用画像が定着ニップ部Ｎ１へ到達し、コンタミトナーＴｃとオフセットトナーＴｏは
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シートＰ上に回収用画像とともに定着され（ステップ３－ｂ）、シートＰは排出される（
ステップ３－ｃ）。さらに、ヒータ１５の通電ＯＦＦ、画像形成装置の停止、クリーニン
グモードを終了（ステップ３－ｄ）。
【０１４８】
　（実験結果）
　本実施形態における定着装置１０９の効果を実験により確認した。実験に用いた画像形
成装置および定着装置１０９は、第１参考例と同様である。第１参考例と同様にフィルム
１６に付着したコンタミトナーのクリーニング性能をテストした。
【０１４９】
　クリーニングモードが開始されると、プロセススピードを、定着モードの半分である４
５ｍｍ/ｓとして、画像形成装置の画像形成動作を開始し、定着装置１０９の定着ローラ
３０の駆動も開始され、セラミックヒータ１５は、目標温度２００～２２０℃で制御され
る。
【０１５０】
　本実験では、北京造紙一廠製ＬＢＰ印刷シート、三一牌、坪量８０ｇ/ｍ２、Ａ４サイ
ズ紙をクリーニングシートとして使用した。今回のクリーニングシートは、カラープリン
ト専用でもない、普通ＬＢＰ印刷シートで、特別な平滑性は有していないが、シートＰ後
端に回収用画像があるために、良好にクリーニングを行うことができる。
【０１５１】
　シートＰを給送し、画像形成部１０８ではクリーニングモード用の未定着トナー画像を
形成し、ヒータ１５の通電開始から２０秒後には、定着装置１０９の定着ニップ部Ｎ１へ
シートＰを搬入する。
【０１５２】
　このときフィルム１６の温度は１９０～２１０℃、定着ローラ３０の温度は１８０～２
００℃、加圧ローラ１７の温度は１００～１２０℃に立ち上がる。
【０１５３】
　クリーニングモード用の画像は、紙先端から７０ｍｍまでは余白部として印字せず、紙
先端７０ｍｍから１４０ｍｍまで、ブラックトナー単色の印字率１００％のベタ画像を幅
２００ｍｍで形成した。また、紙先端１４０ｍｍから２１０ｍｍまでは印字しないベタ白
部とし、紙先端２１０ｍｍから紙後端まで、シアントナーとマゼンダトナー二次色の印字
率２００％ベタ画像を幅２１０ｍｍで形成した。
【０１５４】
　紙先端から、紙先端より７０ｍｍまでは、オフセットトナーＴｏ発生用画像であり、紙
先端より１４０ｍｍから２１０ｍｍまでは、オフセットトナーＴｏ回収用画像である。
【０１５５】
　紙先端より７０ｍｍから１４０ｍｍまでは、定着装置１０９の温度が切り替わる期間を
見込んで、ベタ白部としている。この領域でも定着ローラ３０に付着したオフセットトナ
ーＴｏも回収される。
【０１５６】
　本実施形態では、紙先端から１４０ｍｍの位置までが定着ニップ部Ｎ１を通過すると、
プロセススピードは４５ｍｍ/ｓのまま、セラミックヒータ１５の目標温度を１６０～１
８０℃に変更する。これは、プロセススピード４５ｍｍ/ｓにおいて、紙上のトナーに適
切な熱量を与え、定着不足も、ホットオフセットが発生しない温度である。
【０１５７】
　定着モード時と同様に、定着ローラ３０や、加圧ローラ１７が冷えた状態ではセラミッ
クヒータ１５の目標温度を高く、暖まっている状態ではセラミックヒータ１５の目標温度
を低く設定する。セラミックヒータ１５の温度、および定着ローラ３０の温度は、紙先端
より２１０ｍｍ位置が、定着ニップ部Ｎ１到達するまでに切り替わり、オフセットトナー
回収用画像をホットオフセットさせることなく定着させる。
【０１５８】
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　このときフィルム１６の温度は１５０～１７０℃、定着ローラ３０の温度は１４０～１
６０℃、加圧ローラ１７の温度は７０～９０℃となる。
【０１５９】
　このクリーニングモードの結果、フィルム１６に付着していたコンタミトナーなどの付
着物のうち、固着していないものは除去でき、残りの付着物も、定着モードにおける通常
プリント時には、紙上に剥がれて出てこないといった優れたクリーニング効果が得られた
。
【０１６０】
　本実施形態では、クリーニングシートＰとして、特に平滑ではない普通紙を用いたが、
定着ローラ３０の表面に付着させたオフセットトナーＴｏとコンタミトナーを、シートＰ
表面に定着させて、すべて回収することができた。
【０１６１】
　〔第３実施形態〕
　次に第３実施形態に係る装置について説明する。本実施形態の装置の基本構成も前述し
た実施形態と同一であるため重複する説明は省略する。また、前述した実施形態と同一機
能を有する部材には同一符号を付す。
【０１６２】
　本実施形態では、オフセット発生用のシートＰ１と、オフセットトナーＴｏ回収用のシ
ートＰ２を用いて、クリーニングを行う。
【０１６３】
　１枚目のオフセットトナーＴｏ発生用のシートＰ１に、オフセットトナーＴｏ発生用の
画像を形成し、定着ニップ部Ｎ１に搬送し、ホットオフセットが発生する熱量Ｑｈを与え
、定着ローラ３０上にトナーを付着させた後、目標温度やプロセススピードを切り替える
。
【０１６４】
　オフセット回収用の画像を形成したオフセットトナーＴｏ回収用シートＰ２を定着ニッ
プ部Ｎ１に搬送する。そして、定着不足もホットオフセットも発生しない定着モードと同
様の熱量ＱｎをシートＰ２上のトナーに与え、定着ローラ３０に付着させたオフセットト
ナーＴｏやコンタミトナーＴｃを回収する。
【０１６５】
　シートＰ１が定着ニップ部Ｎ２を抜けてから、シートＰ２が定着ニップ部Ｎ２に導入さ
れるまでに、定着ローラ３０および、フィルム１６、加圧ローラ１７が複数回回転するの
が望ましい。
【０１６６】
　本実施形態における、バックアップ部材である加圧ローラ１７の離型層１７Ｃのトナー
に対する離型性は、定着ローラ３０の離型層３０Ｃよりも良いことが望ましい。
【０１６７】
　離型性の試験方法は、第１参考例と同様である。本実施形態のクリーニングモードは、
定着装置１０９が十分に熱くなり、定着ローラ３０と、加圧ローラ１７の温度差が比較的
小さくなるように、セラミックヒータ１５に通電を開始してから、シートＰ１を通紙する
までの期間を長くとることが望ましい。
【０１６８】
　シートＰ１が定着ニップ部Ｎ１をぬけてからＰ２が通紙されるまでの期間で、定着ロー
ラ３０上のトナーが加圧ローラ１７へ移動するのを防ぐためである。
【０１６９】
　本実施形態におけるクリーニングモード用の画像について図１９（ａ）、図１９（ｂ）
を用いて説明する。
【０１７０】
　オフセット発生用のシートＰ１には、シートＰ１先端に、定着ニップ部Ｎ１から排出ロ
ーラ１１１の距離以上のトナーを載せない余白部を作る。さらに、余白部に続いてフィル
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ム１６の外周長以上の長さで、印字率５０％～３００％、好ましくは、印字率７０％～２
００％のベタ画像を、シートＰ最後端まで形成し、オフセット発生用の画像とする。
【０１７１】
　シートＰ最後端でオフセットしたトナーは、次のシートＰ２が定着ニップ部Ｎ１に導入
されるまで、定着ローラ３０上でクリーニングを行う。
【０１７２】
　オフセット回収用シートＰ２には、シートＰ２先端に、定着ニップ部Ｎ１から排出ロー
ラ１１１の距離以上のトナーを載せない余白部を作る。次に、フィルム１６の外周長以上
の長さで、印字率５０％以上、好ましくは、印字率１００％以上のベタ画像を形成し、オ
フセットトナーＴｏ回収用画像とする。
【０１７３】
　本実施形態のクリーニングモードでは、定着ローラ３０上のオフセットトナーＴｏを、
加熱部材当接部Ｎ２を複数回通過させることができ、フィルム１６のクリーニング効果を
高めることができる。また、定着ローラ３０上のオフセットトナーを、定着ニップ部Ｎ１
において、加圧ローラ１７に接触させ、加圧ローラ１７に付着したコンタミトナーも回収
することができる。
【０１７４】
　本実施形態におけるクリーニングモードを、図２０のフローチャートと、図２１、図２
２のタイムチャートを用いて説明する。なお、図２０は、本実施形態の画像形成装置の動
作を示したフローチャートである。図２１、図２２は、シートＰ１、シートＰ２、定着ロ
ーラ３０、フィルム１６、加圧ローラ１７上のトナーの動きと、定着ローラ３０の温度の
変化を模式的に示したタイムチャートである。図２１にはシートＰ１が定着装置１０９に
通紙されて排出され、シートＰ２が通紙されるまでの期間を示し、図２２には、シートＰ
２が定着装置１０９に通紙され、排出されるまでの期間を示している。
【０１７５】
　クリーニングモード開始し（ステップ１－ａ）、目標温度、プロセススピード設定する
（ステップ１－ｂ）。前記温度、スピードは、シートＰ１上のトナーに、ホットオフセッ
トを発生させる熱量Ｑｈを与える温度と、プロセススピードとする。
【０１７６】
　各部材の駆動とヒータ１５の通電を開始し（ステップ１－ｃ）、定着ローラ３０の温度
が所定の温度へ立ち上がると、シートＰ１を給送し（ステップ１－ｄ）、シートＰ１上に
クリーニング用の未定着画像を形成する（ステップ１－ｅ）。
【０１７７】
　画像が転写されたシートＰ１を定着装置１０９へ搬送する（ステップ１－ｆ）。シート
Ｐ１上のオフセット発生用の未定着画像は、定着ニップ部Ｎ１へ到達し、オフセットトナ
ーＴｏとなり、定着ローラ３０上へ転移する（ステップ１－ｇ）。
【０１７８】
　次に、定着ローラ３０の回転に伴い、オフセットトナーＴｏは加熱部材当接部Ｎ２に到
達し、フィルム１６と接触し、コンタミトナーＴｃを定着ローラ３０上へ転移させる（ス
テップ２－ａ）。
【０１７９】
　定着ローラ３０の回転に伴い、コンタミトナーＴｃとオフセットトナーＴｏは再び、定
着ニップ部Ｎ１に到達する。
【０１８０】
　コンタミトナーＴｃとオフセットトナーＴｏの一部は、シートＰ１上に定着され、残り
は、シートＰ上のオフセット発生用の未定着画像から新たに発生したオフセットトナーＴ
ｏと共に、定着ローラ３０上に留まる。シートＰ１が定着ニップ部Ｎ１を通過した後には
、少なくとも、シートＰ１の最後端に形成された未定着画像からオフセットしたオフセッ
トトナーＴｏが、定着ローラ３０上に付着している。
【０１８１】
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　シートＰ１が定着ニップ部Ｎ１を通過すると（ステップ２－ｂ）、ヒータ１５の目標温
度を変更する（ステップ２－ｃ）。これにより、定着ローラ３０の温度も変更される。な
お、前記温度はシートＰ２に、定着モードと同等の熱量Ｑｎを与える温度とする。
【０１８２】
　定着ローラ３０の回転に伴い、オフセットトナーＴｏは定着ニップ部Ｎ１に到達し、加
圧ローラ１７と接触し、加圧ローラ１７に付着していたコンタミトナーＴｃを定着ローラ
３０上へ転移させる（ステップ２－ｄ）。
【０１８３】
　シートＰ２が定着装置１０９へ搬送されるまで、定着ローラ３０上のオフセットトナー
Ｔｏは、定着ローラ３０の表面とともに回転し、加熱部Ｎ１と定着ニップ部Ｎ２に繰り返
し接触して、それぞれのクリーニングを行う。フィルム１６と加圧ローラ１７の離型層１
７Ｃは、定着ローラ３０の離型層３０Ｃよりも離型性を高くしているため、オフセットト
ナーＴｏは、定着ローラ３０の表面に留まりながらクリーニングを行う。
【０１８４】
　加圧ローラ１７の温度を十分に高くできなかった場合など、定着ローラ３０上のオフセ
ットトナーＴｏなどの一部が、加圧ローラ１７へ移ってしまう場合もあるが、ステップ３
-ａ以降の工程で、加圧ローラ１７側からシートＰ２の裏へ定着させて排出できる。
【０１８５】
　シートＰ１が排出されてから、シートＰ２が定着装置１０９へ搬送されるまでの期間で
、フィルム１６をクリーニングする効果は薄れるが、シートＰ１通紙中にフィルム１６か
らクリーニングしたコンタミトナーＴｃは排出できる。
【０１８６】
　加圧ローラ１７へ付着したオフセットトナーＴｏの粘着力で、加圧ローラ１７へ付着し
ていたコンタミトナーＴｃも、ステップ３-ａ以降の工程によって、シートＰ２の裏へ定
着させて、排出することができる。
【０１８７】
　次にシートＰ２を給送する（ステップ３－ａ）。シートＰ２上に回収用の未定着画像形
成が形成される（ステップ３－ｂ）。このシートＰ２を定着装置１０９に搬送する（ステ
ップ３－ｃ）。
【０１８８】
　定着ローラ３０上のコンタミトナーＴｃとオフセットトナーＴｏは定着ニップ部Ｎ１に
て、シートＰ２上に定着される（ステップ３－ｄ）。
【０１８９】
　（ステップ３－ｅ）シートＰ２上の回収用画像が定着ニップ部Ｎ１へ到達し、コンタミ
トナーＴｃとオフセットトナーＴｏはシートＰ２上に回収用画像とともに定着される。
【０１９０】
　このシートＰ２を排出し（ステップ３－ｆ）、ヒータ１５の通電ＯＦＦ、画像形成装置
の停止、クリーニングモードを終了する（ステップ３－ｇ）。
【０１９１】
　（実験結果）
　本実施形態における定着装置１０９の効果を実験により確認した。実験に用いた画像形
成装置および定着装置１０９は、第１参考例と同様である。
【０１９２】
　第１参考例と同様にフィルム１６に付着したコンタミトナーのクリーニング性能と、加
圧ローラ１７に付着したコンタミトナーのクリーニング性能をテストした。
【０１９３】
　クリーニングモードが開始されると、プロセススピードを、定着モードの半分である４
５ｍｍ/ｓとして、画像形成装置の画像形成動作を開始し、定着装置１０９の定着ローラ
３０の駆動も開始され、セラミックヒータ１５は、目標温度２００～２２０℃で制御され
る。
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【０１９４】
　セラミックヒータ１５に通電を開始してから、シートＰ１の給送を行うまで所定時間待
機し、ヒータ１５の通電開始から１０秒～５分後に、定着装置１０９の定着ニップ部Ｎ１
へシートＰを搬入する。
【０１９５】
　定着装置１０９が冷えた状態からクリーニングモードを始めた場合は長くし、熱い状態
から始めた場合は短くする。このときフィルム１６の温度は１９０～２１０℃、定着ロー
ラ３０の温度は１８０～２００℃、加圧ローラ１７の温度は１４０～１５０℃に立ち上が
る。
【０１９６】
　オフセットトナーＴｏ発生用のクリーニングシートＰ１として、北京造紙一廠製ＬＢＰ
印刷シート、三一牌、坪量８０ｇ/ｍ２、Ａ４サイズ紙を給送し、画像形成部１０８では
クリーニングモード用の未定着トナー画像を形成し、定着装置１０９の定着ニップ部Ｎ１
へ搬入する。クリーニングモード用の画像は、紙先端から７０ｍｍまでは余白部として印
字せず、紙先端７０ｍｍから紙後端まで、ブラックトナー単色の印字率１００％のベタ画
像を幅２００ｍｍで形成したものである。定着ニップ部Ｎ１で、シートＰ１上のトナーは
、ホットオフセットを起こし、オフセットトナーＴｏが定着ローラ３０に転移する。
【０１９７】
　シートＰ１が定着ニップ部Ｎ１を通過すると、プロセススピードは９０ｍｍ/ｓに変更
し、セラミックヒータ１５の目標温度を１８０～２００℃に変更する。これは、プロセス
スピード９０ｍｍ/ｓにおいて、紙上のトナーに適切な熱量を与え、定着不足も、ホット
オフセットが発生しない温度である。定着モード時と同様に、定着ローラ３０や、加圧ロ
ーラ１７が冷えた状態ではセラミックヒータ１５の目標温度を高く、暖まっている状態で
はセラミックヒータ１５の目標温度を低く設定する。
【０１９８】
　このときフィルム１６の温度は１７０～１９０℃、定着ローラ３０の温度は１６０～１
８０℃、加圧ローラ１７の温度は９０～１１０℃となる。
【０１９９】
　フィルム１６にコンタミトナーが溜まると、フィルム１６から剥がれたコンタミトナー
が、定着ローラ３０に付着し、さらに転移して加圧ローラ１７に付着することがある。ま
た、加圧ローラ１７自体にコンタミトナーが蓄積することがある。
【０２００】
　クリーニングシートＰ１が定着ニップ部Ｎ１を通過してから、クリーニングシートＰ２
が定着ニップ部Ｎ２に導入されるまでには、定着ローラ３０、加圧ローラ１７、フィルム
１６を５回転させる。この期間に、フィルム１６および加圧ローラ１７に付着したコンタ
ミトナーを、定着ローラ３０へ転移させることができる。
【０２０１】
　次に、オフセットトナー回収用クリーニングシートＰ２として、北京造紙一廠製ＬＢＰ
印刷シート、三一牌、坪量８０ｇ/ｍ2、Ａ４サイズ紙を給送し、画像形成部１０８ではク
リーニングモード用の未定着トナー画像を形成し、定着装置１０９の定着ニップ部Ｎ１へ
搬入する。クリーニングモード用の画像は、紙先端から７０ｍｍまでは余白部として印字
せず、紙先端７０ｍｍから紙後端まで、シアントナーとマゼンダトナー二次色の印字率２
００％ベタ画像を幅２００ｍｍで形成したものである。
【０２０２】
　定着ニップ部Ｎ１において、シートＰ２上のオフセットトナーＴｏ回収用画像を、ホッ
トオフセットさせることなく定着させつつ、定着ローラ３０上のオフセットトナーＴｏと
コンタミトナーをシートＰ２に回収する。
【０２０３】
　このクリーニングモードの結果、フィルム１６に付着していたコンタミトナーなどの付
着物のうち、固着していないものは除去できた。残りの付着物も、定着モードにおける通
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常プリント時には、紙上に剥がれて出てこないといった優れたクリーニング効果が得られ
た。また、加圧ローラ１７に付着していたコンタミトナーのうち、固着していないものは
除去することができた。
【０２０４】
　〔第４実施形態〕
　次に第４実施形態に係る装置について説明する。本実施形態の装置の基本構成も前述し
た実施形態と同一であるため重複する説明は省略する。また、前述した実施形態と同一機
能を有する部材には同一符号を付す。
【０２０５】
　前述した第３実施形態では、シートＰの両面に画像形成可能な画像形成装置においてオ
フセット発生用のシートＰ１と、オフセットトナーＴｏ回収用のシートＰ２を用いて、ク
リーニングを行った。本実施形態では、オフセット発生用のシートＰの１面目に、定着ロ
ーラ３０にオフセットトナーＴｏを付着させる。そして、排出されたシートＰを反転させ
、２面目にオフセットトナーＴｏ回収用の画像を形成する。すなわち、同じシートＰで、
定着ローラ３０上のオフセットトナーとコンタミトナーを回収するものである。
【０２０６】
　シートＰに、画像形成部１０８にてオフセットトナーＴｏ発生用の画像を形成し、定着
ニップ部Ｎ１に搬送し、ホットオフセットが発生する熱量Ｑｈを与え、定着ローラ３０上
にトナーを付着させた後、目標温度やプロセススピードを切り替える。このとき、オフセ
ット発生用の未定着トナーは、一部はオフセットし、残りのトナーは「残りのトナー画像
」として、シートＰ上に定着される。シートＰはオフセットトナーＴｏを定着ローラ３０
に付着させた後、定着装置１０９から排出されるが、画像形成装置が備えた自動両面機構
によって、または、ユーザが手動で反転させ、「残りのトナー画像」面を裏にして、シー
トＰを再び画像形成部１０８に搬送する。
【０２０７】
　画像形成部１０８にて、シートＰの２面目にオフセット回収用の画像を形成する。この
シートＰを定着ニップ部Ｎ１に搬送し、定着不足もホットオフセットも発生しない定着モ
ードと同様の熱量ＱｎをシートＰ上のトナーに与え、オフセット回収用の画像を定着させ
ながら、定着ローラ３０に付着させたオフセットトナーＴｏやコンタミトナーを回収する
。このときシートＰの１面目に定着されていた「残りのトナー画像」は、加圧ローラ１７
側へ接触し、定着ニップ部Ｎ１において溶けて、粘着し、加圧ローラ１７のコンタミトナ
ーをクリーニングする。
【０２０８】
　第３実施形態と同様に、シートＰ１が定着ニップ部Ｎ２を抜けてから、シートＰ２が定
着ニップ部Ｎ２に導入されるまでに、定着ローラ３０および、フィルム１６、加圧ローラ
１７が複数回回転するのが望ましい。
【０２０９】
　本実施形態では、効果の高いクリーニングを１枚のシートＰで完結させることができ、
また、加圧ローラ１７も、より効果的にクリーニングできる。
【０２１０】
　本実施形態におけるクリーニングモードを、図２３のフローチャートと、図２４、図２
５のタイムチャートを用いて説明する。図２３は、本実施形態の画像形成装置の動作を示
したフローチャートである。図２４、図２５は、シートＰ、定着ローラ３０、フィルム１
６、加圧ローラ１７上のトナーの動きと、定着ローラ３０の温度の変化を模式的に示した
タイムチャートである。
【０２１１】
　図２４にはシートＰの１面目が定着装置１０９に通紙されて排出され、シートＰの２面
目が通紙されるまでの期間を示し、図２５には、シートＰの２面目が定着装置１０９に通
紙され、排出されるまでの期間を示している。
【０２１２】
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　クリーニングモード開始し（ステップ１－ａ）、目標温度、プロセススピード設定する
（ステップ１－ｂ）。前記温度、スピードはシートＰ上のトナーに、ホットオフセットを
発生させる熱量Ｑｈを与える温度と、プロセススピードとする。
【０２１３】
　各部材の駆動とヒータ１５の通電を開始する。定着ローラ３０の温度は所定の温度へ立
ち上がると（ステップ１－ｃ）、シートＰを給送し（ステップ１－ｄ）、シートＰ上にク
リーニング用の未定着画像を形成する（ステップ１－ｅ）。
【０２１４】
　このシートＰを定着装置１０９へ搬送する（ステップ１－ｆ）。シートＰ上のオフセッ
ト発生用の未定着画像は、定着ニップ部Ｎ１へ到達し、オフセットトナーＴｏとなり、定
着ローラ３０上へ転移する。オフセットしなかったトナーはシートＰに定着される（ステ
ップ１－ｇ）。以後、これを、残り画像と呼ぶ。
【０２１５】
　次に、定着ローラ３０の回転に伴い、オフセットトナーＴｏは加熱部材当接部Ｎ２に到
達し、フィルム１６と接触し、コンタミトナーＴｃを定着ローラ３０上へ転移させる（ス
テップ２－ａ）。
【０２１６】
　定着ローラ３０の回転に伴い、コンタミトナーＴｃとオフセットトナーＴｏは再び、定
着ニップ部Ｎ１に到達する。
【０２１７】
　コンタミトナーＴｃとオフセットトナーＴｏの一部は、シートＰ上に定着され、残りは
、シートＰ上のオフセット発生用の未定着画像から新たに発生したオフセットトナーＴｏ
と共に、定着ローラ３０上に留まる。シートＰが定着ニップ部Ｎ１を通過した後には、少
なくとも、シートＰの最後端に形成された未定着画像からオフセットしたオフセットトナ
ーＴｏが、定着ローラ３０上に付着している。
【０２１８】
　シートＰには、前述した残り画像と、オフセットトナーＴｏ、コンタミトナーＴｃなど
が付着している。
【０２１９】
　シートＰが定着ニップ部Ｎ１を通過すると（ステップ２－ｂ）、ヒータ１５の目標温度
を変更し、定着ローラ３０の温度も変更される（ステップ２－ｃ）。このときの温度はシ
ートＰに、定着モードと同等の熱量Ｑｎを与える温度とする。
【０２２０】
　定着ローラ３０の回転に伴い、オフセットトナーＴｏは定着ニップ部Ｎ１に到達し、加
圧ローラ１７と接触し、コンタミトナーＴｃを定着ローラ３０上へ転移させる（ステップ
２－ｄ）。
【０２２１】
　シートＰ２が定着装置１０９へ搬送されるまで、定着ローラ３０上のオフセットトナー
Ｔｏは、定着ローラ３０の表面とともに回転し、加熱部Ｎ１と定着ニップ部Ｎ２に繰り返
し接触して、それぞれのクリーニングを行う。フィルム１６と加圧ローラ１７の離型層は
、定着ローラ３０の離型層３０Ｃよりも離型性を高くしているため、オフセットトナーＴ
ｏは、定着ローラ３０の表面に留まりながらクリーニングを行う。
【０２２２】
　第３実施形態と同様に、仮に、定着ローラ３０に付着したオフセットトナーＴｏが、加
圧ローラ１７へ移ってしまっても、加圧ローラ１７側から排出できる。
【０２２３】
　上記シートＰを、自動両面機構により反転し、再給送する（ステップ３－ａ）。そして
、シートＰの２面目に回収用の未定着画像を形成し（ステップ３－ｂ）、このシートＰを
定着装置１０９に搬送する（ステップ３－ｃ）。
【０２２４】
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　定着ローラ３０上のコンタミトナーＴｃとオフセットトナーＴｏは定着ニップ部Ｎ１に
て、シートＰの２面目上に定着される（ステップ３－ｄ）。シートＰ上の回収用画像が定
着ニップ部Ｎ１へ到達し、コンタミトナーＴｃとオフセットトナーＴｏはシートＰの２面
目上に回収用画像とともに定着される（ステップ３－ｅ）。
【０２２５】
　シートＰの１面目に定着されていた残り画像などが定着ニップ部Ｎ１へ到達し、加圧ロ
ーラ１７と接触し、加圧ローラ１７上のコンタミトナーＴｃをクリーニングする（ステッ
プ３－ｆ）。
【０２２６】
　上記シートＰを排出し（ステップ３－ｇ）、ヒータ１５の通電ＯＦＦ、画像形成装置の
停止、クリーニングモードを終了する（ステップ３－ｈ）。
【０２２７】
　（実験結果）
　本実施形態における定着装置１０９の効果を実験により確認した。実験に用いた画像形
成装置および定着装置１０９は、第１参考例と同様であるが、自動両面機構を備え、シー
トＰの１面目を定着した後、自動的に反転させ、再び画像形成部１０８へ導入し、２面目
に印字することができる。
【０２２８】
　第１参考例と同様にフィルム１６に付着したコンタミトナーのクリーニング性能と、加
圧ローラ１７に付着したコンタミトナーのクリーニング性能をテストした。
【０２２９】
　クリーニングモードが開始されると、プロセススピードを、定着モードの半分である４
５ｍｍ/ｓとして、画像形成装置の画像形成動作を開始し、定着装置１０９の定着ローラ
３０の駆動も開始され、セラミックヒータ１５は、目標温度２００～２２０℃で制御され
る。
【０２３０】
　セラミックヒータ１５に通電を開始してから、シートＰ１の給送を行うまで所定時間待
機し、ヒータ１５の通電開始から１０秒～５分後に、定着装置１０９の定着ニップ部Ｎ１
へシートＰを搬入する。
【０２３１】
　定着装置１０９が冷えた状態からクリーニングモードを始めた場合は長くし、熱い状態
から始めた場合は短くする。このときフィルム１６の温度は１９０～２１０℃、定着ロー
ラ３０の温度は１８０～２００℃、加圧ローラ１７の温度は１４０～１５０℃に立ち上が
る。
【０２３２】
　オフセットトナーＴｏ発生用のクリーニングシートＰ１として、北京造紙一廠製ＬＢＰ
印刷シート、三一牌、坪量８０ｇ/ｍ2、Ａ４サイズ紙を給送し、画像形成部１０８ではク
リーニングモード用の未定着トナー画像を形成し、定着装置１０９の定着ニップ部Ｎ１へ
搬入する。クリーニングモード用の画像は、紙先端から７０ｍｍまでは余白部として印字
せず、紙先端７０ｍｍから紙後端まで、ブラックトナー単色の印字率１００％のベタ画像
を幅２００ｍｍで形成したものである。定着ニップ部Ｎ１で、シートＰ１上のトナーは、
ホットオフセットを起こし、オフセットトナーＴｏが定着ローラ３０に転移する。
【０２３３】
　シートＰ１が定着ニップ部Ｎ１を通過すると、プロセススピードは９０ｍｍ/ｓに変更
し、セラミックヒータ１５の目標温度を１８０～２００℃に変更する。これは、プロセス
スピード９０ｍｍ/ｓにおいて、紙上のトナーに適切な熱量を与え、定着不足も、ホット
オフセットが発生しない温度である。定着モード時と同様に、定着ローラ３０や、加圧ロ
ーラ１７が冷えた状態ではセラミックヒータ１５の目標温度を高く、暖まっている状態で
はセラミックヒータ１５の目標温度を低く設定する。このときフィルム１６の温度は１７
０～１９０℃、定着ローラ３０の温度は１６０～１８０℃、加圧ローラ１７の温度は９０
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～１１０℃となる。
【０２３４】
　画像形成装置から排出されたシートＰ１は、自動両面機構により反転され、再び画像形
成部１０８へ送られる。
【０２３５】
　画像形成部１０８では回収用の未定着トナー画像を形成し、定着装置１０９の定着ニッ
プ部Ｎ１へ搬入する。クリーニングモード用の画像は、紙先端から７０ｍｍまでは余白部
として印字せず、紙先端７０ｍｍから紙後端まで、シアントナーとマゼンダトナー二次色
の印字率２００％ベタ画像を幅２００ｍｍで形成したものである。
【０２３６】
　このクリーニングモードの結果、フィルム１６に付着していたコンタミトナーなどの付
着物のうち、固着していないものは除去でき、残りの付着物も、定着モードにおける通常
プリント時には、紙上に剥がれて出てこないといった優れたクリーニング効果が得られた
。
【０２３７】
　また、加圧ローラ１７に付着していたコンタミトナーも除去することができた。
【０２３８】
　〔第５実施形態〕
　次に第５実施形態に係る装置について説明する。本実施形態の装置の基本構成も前述し
た実施形態と同一であるため重複する説明は省略する。また、前述した実施形態と同一機
能を有する部材には同一符号を付す。
【０２３９】
　本実施形態では定着装置１０９において、クリーニングシートＰをステップ送りしなが
ら、クリーニングを行うものである。
【０２４０】
　これを具体的に説明すると、クリーニングモードが開始されると、定着装置１０９にお
けるセラミックヒータ１５の目標温度が、クリーニングモード用の目標温度に設定される
。所定のプロセススピードと、目標温度で、定着ローラ３０の駆動が開始され、セラミッ
クヒータ１５に通電される。
【０２４１】
　画像形成装置は、画像形成動作を開始し、給送カセット１０２から給送ローラ１０５に
よって給送されたシートＰには、画像形成部１０８によって、クリーニングモード用の画
像を形成される。クリーニングモード用の画像は、第１参考例と同様である。
【０２４２】
　シートＰの未定着画像が、所定量、定着ニップ部Ｎ１に侵入すると、定着ローラ３０は
回転を停止し、所定の期間停止した後、定着ニップ部Ｎ１の幅分回転してシートＰを搬送
し、再び停止する。回転と停止を繰り返しながら、シートＰをステップ送りし、シートＰ
後端が定着ニップ部Ｎ１に近づいたら、定着ローラ３０を回転させて、シートＰを排出す
る。
【０２４３】
　定着ローラ３０は、停止中に、シートＰ上のトナーにホットオフセットが発生する熱量
を与え、シートＰ上の未定着トナーを定着ローラ３０へホットオフセットさせ、転移させ
る。
【０２４４】
　定着ローラ３０上のオフセットトナーＴｏは、停止、回転を繰り返しながら、加熱部材
当接部Ｎ２を通り、フィルム１６のコンタミトナーを定着ローラ３０へ転移させる。さら
に、回転、停止を繰り返しながら、定着ローラ３０上のオフセットトナーＴｏとコンタミ
トナーは、定着ニップ部Ｎ１に到達し、シートＰ上に定着されて回収される。
【０２４５】
　本実施形態では、ステップ送りをすることにより、定着ニップ部Ｎ１における定着ロー
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ラ３０とシートＰの接触時間および、加熱部材当接部Ｎ２における定着ローラ３０とフィ
ルム１６の接触時間、が長く取れる。
【０２４６】
　フィルム１６から定着ローラ３０へのコンタミトナーの転移、定着ローラ３０に付着し
たオフセットトナーとコンタミトナーのシートＰへの回収がしやすくなり、よりクリーニ
ング効果が高まる。
【０２４７】
　また、加圧ローラ１７にコンタミトナーが付着していた場合には、加圧ローラ１７上の
コンタミトナーを、長い時間をかけて溶融させ、シートＰの裏面に融着させてクリーニン
グすることができる。
【０２４８】
　本実験におけるクリーニングモードを、図２６のフローチャートを用いて説明する。
【０２４９】
　クリーニングモード開始し（ステップ１－ａ）、目標温度、プロセススピード設定する
（ステップ１－ｂ）。また、各部材の駆動とヒータ１５の通電を開始することで定着ロー
ラ３０の温度は所定の温度へ立ち上がる（ステップ１－ｃ）。
【０２５０】
　次に、シートＰを給送し（ステップ１－ｄ）、シートＰ上にクリーニング用の未定着画
像を形成する（ステップ１－ｅ）。このシートＰを定着装置１０９へ搬送する（ステップ
１－ｆ）。
【０２５１】
　シートＰ上の未定着画像が定着ニップ部Ｎ１を通過するときに（ステップ１－ｇ）、ス
テップ送り開始する（ステップ１－ｈ）。すなわち、定着ローラ３０は回転を停止し、所
定の期間Ｔｓ停止した後、定着ニップ部Ｎ１の幅分にあたる時間Ｔｄ回転してシートＰを
搬送し、再び停止する。回転と停止を繰り返しながら、シートＰをステップ送りする。
【０２５２】
　シートＰ上の未定着画像が定着ニップ部Ｎ１において、オフセットトナーＴｏとなり、
定着ローラ３０上へ転移する（ステップ１－ｉ）。そして、定着ローラ３０の回転に伴い
、オフセットトナーは加熱部材当接部Ｎ２に到達し、フィルム１６と接触し、コンタミト
ナーＴｃを定着ローラ３０上へ転移させる（ステップ２－ａ）。
【０２５３】
　定着ローラ３０の回転に伴い、コンタミトナーＴｃとオフセットトナーＴｏは定着ニッ
プ部Ｎ１に到達し、シートＰ上に定着される（ステップ３－ａ）。
【０２５４】
　次にシートＰ後端が定着ニップ部Ｎ１に近づき、シートＰの所定の位置が定着ニップ部
Ｎ１を通過したら、シートＰが排出されるまで定着ローラ３０を回転させ（ステップ３－
ｂ）、シートＰを排出する（ステップ３－ｃ）。そして、ヒータ１５の通電ＯＦＦ、画像
形成装置を停止し（ステップ３－ｄ）、クリーニングモードを終了する。
【０２５５】
　（実験結果）
　本実施形態における定着装置１０９の効果を実験により確認した。実験に用いた画像形
成装置および定着装置１０９は、第１参考例と同様である。
【０２５６】
　第１参考例と同様にフィルム１６に付着したコンタミトナーのクリーニング性能をテス
トした。
【０２５７】
　クリーニングモードが開始されると、画像形成装置の画像形成動作を開始し、定着装置
１０９の定着ローラ３０の駆動も開始され、セラミックヒータ１５は、目標温度２００℃
で制御される。本実施形態のクリーニングシートＰとしては、北京造紙一廠製ＬＢＰ印刷
シート、三一牌、坪量８０ｇ/ｍ2、Ａ４サイズ紙を使用した。シートＰに、画像形成部１
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プ部Ｎ１へ搬入する。クリーニングモード用の画像は、第１参考例と同様である。
【０２５８】
　本実施形態では、紙先端から７６ｍｍの位置、すなわちホットオフセット発生用の画像
が、定着ニップ部Ｎ１に入ったタイミングで、定着ローラ３０の回転を停止する。３秒間
停止した後に、定着ニップ部Ｎ１の幅６ｍｍ分回転してシートＰを送り、再び停止する。
これを２４回繰り返して、シートＰ先端から２２０ｍｍの位置までシートＰを送った後、
定着ローラ３０を回転させ、シートＰを排出する。
【０２５９】
　このクリーニングモードの結果、フィルム１６に付着していたコンタミトナーなどの付
着物のうち、固着していないものは除去でき、残りの付着物も、定着モードにおける通常
プリント時には、紙上に剥がれて出てこないといった優れたクリーニング効果が得られた
。また、加圧ローラ１７に付着していたコンタミトナーも除去することができた。
【符号の説明】
【０２６０】
　Ｎ１　…定着ニップ
　Ｎ２　…加熱部材当接部
　１０８ …画像形成部
　１０９ …定着装置
　１６　…フィルム
　１７　…加圧ローラ
　３０　…定着ローラ
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