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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　負荷に供給する電力を制御する電力制御手段と、
　前記負荷に流れる電流の経路に設けられた電流検出トランスの出力電圧に基づき、前記
負荷に流れる電流値を検知する電流検知手段と、
　前記電流検知手段で検知した電流値を、前記電力制御手段により制御される電力に対応
した位相に基づき補正する歪量補正手段を有することを特徴とする電流制御装置。
【請求項２】
　前記負荷に供給する電力の周波数を検出する周波数検出手段を有し、
　前記歪量補正手段は、前記電流検知手段で検知した電流値を、前記周波数検出手段で検
出した周波数に基づき補正することを特徴とする請求項１に記載の電流制御装置。
【請求項３】
　前記電流検知手段が、前記負荷に供給される電力の周波数の１周期もしくは半周期ごと
に検知電圧を出力する回路であることを特徴とする請求項１または２に記載の電流制御装
置。
【請求項４】
　記録材に画像を定着する定着手段を有する画像形成装置において、
　商用電源から前記定着手段に供給する電力を制御する電力制御手段と、
　前記定着手段に流れる電流の経路に設けられた電流検出トランスの出力電圧に基づき、
前記定着手段に流れる電流値を検知する電流検知手段と、
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　前記電流検知手段で検知した電流値を、前記電力制御手段により制御される電力に対応
した位相に基づき補正する歪量補正手段を有することを特徴とする画像形成装置。
【請求項５】
　前記負荷に供給する電力の周波数を検出する周波数検出手段を更に有し、
前記歪量補正手段は、前記電流検知手段で検知した電流値を、前記周波数検出手段で検出
した周波数に基づき補正す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】
　前記電流検知手段が、前記負荷に供給される電力の周波数の１周期もしくは半周期ごと
に検知電圧を出力する回路であることを特徴とする請求項４または５に記載の画像形成装
置。
【請求項７】
　前記発熱体の温度を検出する温度検出手段を有し、
　前記温度検出手段により検出される温度が所定温度範囲になるように前記電力制御手段
によって前記定着手段に供給される電力を制御することを特徴とする請求項４乃至６のい
ずれか１項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、電流制御装置及び画像形成装置に関する。特に画像の定着に用いる、加熱手
段としての定着器に流れる電流を制御する電流制御装置及びそれを具備した画像形成装置
に関する。
【背景技術】
【０００２】
　一般的な電子写真プロセスを用いた画像形成装置（レーザプリンタ）について説明する
。
【０００３】
　このような画像形成装置の熱定着器は、電子写真プロセス等の画像形成手段により転写
紙上に形成された未定着画像（トナー像）を転写紙上に定着させるものである。この熱定
着器には、加熱手段としてハロゲンヒータを熱源とする熱ローラ式の熱定着器やセラミッ
ク面状発熱体ヒータを熱源とするフィルム加熱式の熱定着器が用いられている、例えば特
許文献１，特許文献２に示されている。
【０００４】
　熱定着器の温調制御する際に、画像形成装置のエンジンコントローラは、温度検出素子
で検出される温度と、予め設定されている目標温度とを比較して、上述した加熱手段とし
てのヒータに供給する電力デューティを算出する。そして、その電力デューティに相当す
る位相角或は波数を決定し、その位相条件又は波数条件で、ヒータを駆動しているスイッ
チング素子をオン／オフ制御する。
【０００５】
　ここで商用電源から熱定着器に供給される電流は、熱定着器の定格電流及び、米国ＵＬ
規格や電気用品安全法によって定められる上限の電流値以下に制御する必要がある。その
ため、熱定着器に流れる電流を検知し、通電可能な上限電流値以下に制御する。
【０００６】
　また特許文献３では、電流検出トランスで電圧変換した波形を、抵抗を介して電流検出
回路に入力することで、半周期ごとの電流実効値を検知する方法が提案されている。
【０００７】
　この熱定着器に使用されるヒータは一般的に、トライアック等のスイッチング素子を介
して交流電源に接続されており、この交流電源から電力が供給されている。またヒータを
熱源とする熱定着器には温度検出素子、例えばサーミスタ感温素子が設けられており、こ
の温度検出素子により検出された温度情報を基にスイッチング素子をオン／オフ制御して
、熱定着器の温度が目標の温度になるように制御される。またセラミック面状発熱体ヒー
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タのオン／オフ制御は通常、入力される商用電源の位相制御又は波数制御により行われる
。また、トライアック等のスイッチング素子の故障や電力制御の暴走によりヒータが異常
発熱した場合には、温度検出素子によりヒータの過昇温を検出して、交流電源からヒータ
への電力供給を遮断している。
【特許文献１】特開昭６３－３１３１８２号公報
【特許文献２】特開平０２－１５７８７８号公報
【特許文献３】特開２００４－２２６５５７号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　しかし、電流検出トランスで電圧変換した二次側出力波形には、素子固有の特性により
波形の歪みを生じてしまう。特に電流実効値を検知する場合、波形の歪みによって実効値
が変化してしまい、電流検出精度が低下してしまう。電流検出トランス二次側出力に生じ
る歪量は、一次側入力波形の振幅、位相角、周波数によって異なる。また負荷が急激に変
動する場合には、それ以前の波形によって歪み量は異なる。電流検出トランスの歪みによ
って生じる誤差を補正することは、より正確な電流検知を行うための課題であった。
【０００９】
　本発明の目的は、上記従来技術の問題点を解決することにある。
【００１０】
　本発明では、負荷に供給する電力デューティを、周波数、位相角の変動量の情報に基づ
き歪量補正を行うことでより高精度な電流制御を行う電流制御装置及びそれを具備した画
像形成装置を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　本発明は、上述の目的を達成するため、以下（１）、（２）の構成を備えるものである
。
【００１２】
　（１）負荷に供給する電力を制御する電力制御手段と、前記負荷に流れる電流の経路に
設けられた電流検出トランスの出力電圧に基づき、前記負荷に流れる電流値を検知する電
流検知手段と、前記電流検知手段で検知した電流値を、前記電力制御手段により制御され
る電力に対応した位相に基づき補正する歪量補正手段を有することを特徴とする電流制御
装置。
　（２）記録材に画像を定着する定着手段を有する画像形成装置において、商用電源から
前記定着手段に供給する電力を制御する電力制御手段と、前記定着手段に流れる電流の経
路に設けられた電流検出トランスの出力電圧に基づき、前記定着手段に流れる電流値を検
知する電流検知手段と、前記電流検知手段で検知した電流値を、前記電力制御手段により
制御される電力に対応した位相に基づき補正する歪量補正手段を有することを特徴とする
画像形成装置。
【発明の効果】
【００２０】
　本発明によれば、負荷に供給する電力デューティを、周波数、位相の変動量の情報に基
づき歪量補正を行うことでより高精度な電流制御を行う電流制御装置及びそれを具備した
画像形成装置を提供することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２８】
　以下、本発明を実施するための最良の形態を、実施例により詳しく説明する。
【実施例１】
【００２９】
　商用電源から電力を供給する電力供給手段を有し、負荷に流れる電流を検知するための
電流検出トランスの２次側出力波形に生じる歪みの誤差を低減し、前記負荷に流れる電流
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を精度良く検知する電流検知装置を有する画像形成装置についての説明である。
【００３０】
　以下、添付図面に基づき説明する。
【００３１】
　図２は電子写真プロセスを用いた画像形成装置の概略構成図であり、例えばレ－ザプリ
ンタの場合を示している。
【００３２】
　＜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）は、記録紙Ｓを収納するカセット１０
２を有する。このカセット１０２の記録紙Ｓの有無を検知するカセット有無センサ１０３
、カセット１０２の記録紙Ｓのサイズを検知するため復数個のマイクロスイッチで構成さ
れたカセットサイズセンサ１０４を有する。そして、カセット１０２から記録紙Ｓを繰り
出す給紙ローラ１０５等が設けられ、給紙ローラ１０５の下流には記録紙Ｓを同期搬送す
るレジストローラ対１０６が設けられている。また、レジストローラ対１０６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記録紙Ｓ上にトナー像を形成する画像
形成部１０８が設けられている。更に、画像形成部１０８の下流には記録紙Ｓ上に形成さ
れたトナー像を熱定着する定着器１０９が設けられている。定着器１０９の下流には排紙
部の搬送状態を検知する排紙センサ１１０、記録紙Ｓを排紙する排紙ローラ１１１、記録
の完了した記録紙Ｓを積載する積載トレイ１１２が設けられている。この記録紙Ｓの搬送
基準は、記録紙Ｓの画像形成装置の搬送方向に直交する方向の長さ、つまり記録紙Ｓの幅
に対して中央になるように設定されている。
【００３３】
　また、前記レーザスキャナ１０７は、後述する外部装置１３１から送出される画像信号
（画像信号ＶＤＯ）に基づいて変調されたレーザ光を発光するレーザユニット１１３があ
る。このレーザユニット１１３からのレーザ光を後述する感光ドラム１１７上に走査する
ためのポリゴンモータ１１４、結像レンズ１１５、折り返しミラー１１６等により構成さ
れている。
【００３４】
　そして、前記画像形成部１０８は、公知の電子写真プロセスに必要な、感光ドラム１１
７、１次帯電ローラ１１９、現像器１２０、転写帯電ローラ１２１、クリーナ１２２等か
ら構成されている。
【００３５】
　また、定着器１０９は定着フィルム１０９ａ、定着ローラ１０９ｂ、定着フィルム内部
に設けられたセラミックヒータ１０９ｃ、セラミックヒータの表面温度を検出するサーミ
スタ１０９ｄから構成されている。
【００３６】
　また、メインモータ１２３は、給紙ローラ１０５には給紙ローラクラッチ１２４を介し
て、レジストローラ対１０６にはレジストローラ１２５を介して駆動力を与えている。更
にメインモータ１２３は、感光ドラム１１７を含む画像形成部１０８の各ユニット、定着
器１０９、排紙ローラ１１１にも駆動力を与えている。
【００３７】
　また、エンジンコントローラ１２６は、当該発明にかかる歪補正制御シーケンスを実施
するのに必要な情報を記憶する記憶手段を有する。また、レーザスキャナ部１０７、画像
形成部１０８、定着器１０９による電子写真プロセスの制御、前記本体１０１内の記録紙
の搬送制御なども行なっている。
【００３８】
　また、ビデオコントローラ１２７は、パーソナルコンピュータ等の外部装置１３１と汎
用のインターフェース（セントロニクス、ＲＳ２３２Ｃ、ＵＳＢ等）１３０で接続されて
いる。この汎用インターフェースから送られてくる画像情報をビットデータに展開し、そ
のビットデータをＶＤＯ信号として、エンジンコントローラ１２６へ送出している。
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【００３９】
　＜セラミックヒータの駆動及び制御回路の構成＞
　図１には本実施例における定着器１０９を構成するセラミックヒ－タの駆動及び制御回
路を示した図である。交流電源１は、本画像形成装置である本体１０１に接続される商用
電源である。本体１０１には交流電源１からＡＣフィルタ２，電流検出トランス２５，リ
レー４１を介して加熱手段であるセラミックヒ－タ１０９ｃを構成する発熱体２０３，発
熱体２２０へ電力を供給することにより、発熱体２０３，発熱体２２０を発熱させる。
【００４０】
　商用電源から発熱体２０３への電力供給手段として、トライアック４の通電、あるいは
遮断することによって制御が行われている。抵抗５、６はトライアック４のためのバイア
ス抵抗である、フォトトライアックカプラ７は、一次（負荷側）と、二次（制御側）間の
沿面距離（絶縁距離）を確保するためのデバイスである。フォトトライアックカプラ７の
発光ダイオードに通電することによりトライアック４を通電する。抵抗８はフォトトライ
アックカプラ７の電流を制限するための抵抗であり、トランジスタ９によりフォトトライ
アックカプラ７を通電、あるいは遮断する。トランジスタ９は抵抗１０を介してエンジン
コントロ－ラ１２６からのＯＮ１信号にしたがって動作する。
【００４１】
　商用電源から発熱体２２０への電力供給手段として、トライアック１３の通電、あるい
は遮断することによって制御が行われている。抵抗１４、１５はトライアック１３のため
のバイアス抵抗である、フォトトライアックカプラ１６は、一次、二次間の沿面距離を確
保するためのデバイスである。フォトトライアックカプラ１６の発光ダイオードに通電す
ることによりトライアック１３を通電する。抵抗１７はフォトトライアックカプラ１６の
電流を制限するための抵抗であり、トランジスタ１８によりフォトトライアックカプラ１
６を通電、あるいは遮断する。トランジスタ１８は抵抗１９を介してエンジンコントロ－
ラ１２６からのＯＮ２信号にしたがって動作する。
【００４２】
　＜位相角検出回路の構成＞
　交流電源１の位相角の検出は、ゼロクロス検出回路１２によって行われる。ＡＣフィル
タ２を介して交流電源１の出力は、ゼロクロス検出回路１２のＨｏｔとＮｅｕｔｒａｌに
入力される。ゼロクロス検出回路１２では、入力された商用電源電圧がある閾値以下の電
圧になっていることをエンジンコントロ－ラ１２６に対して位相角を算出するためのパル
ス信号を報知する。以下、エンジンコントロ－ラ１２６に送出されるこのパルス信号をＺ
ＥＲＯＸ信号と呼ぶ。エンジンコントロ－ラ１２６では前記ＺＥＲＯＸ信号のパルスのエ
ッジを検知し、そのエッジ間隔Ｔ１から商用電源である交流電源１の位相角が算出される
。そして検出された位相角に基づき位相制御または波数制御を行うことによりトライアッ
ク４又は１３を通電、あるいは遮断する。また、検出された前記位相角は、エンジンコン
トローラの記憶手段に位相角情報として記憶される、前記記憶手段に記憶された過去の位
相角情報は、検出された位相角と比較されその差に基づく前記電流検出トランスで検出さ
れた電流値の歪補正に利用される。
【００４３】
　また、ゼロクロス検出回路は商用電源の周波数を検出する周波数検出手段としての機能
も有し、前記ゼロクロス検出回路から出力される前記ＺＥＲＯＸ信号より、商用電源の周
波数もエンジンコントローラ１２６で算出される。
【００４４】
　＜セラミックヒータ電流検出回路の構成＞
　トライアック４及び１３に制御されて、発熱体２０３及び発熱体２２０に通電されるヒ
ータ電流は、電流の経路に設置された電流検出トランス２５によって電圧変換され、電流
検出トランスの２次側の出力電圧として電流検出回路２７に入力される。
【００４５】
　前記電流検出トランスによって電圧変換された２次側出力は商用周波数周期毎のヒータ
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電流に対応した値であり、電流検出回路２７では、電圧変換されたヒータ電流波形を半波
整流し、その２乗値に変換し、更に反転増幅した後、コンデンサに充電される。この場合
、電流検出トランスの前記コンデンサに充電された電圧Ｉ１ｆはＨＣＲＲＴ信号としてエ
ンジンコントローラ１２６にＡ／Ｄ入力される。この２乗値とＨＣＲＲＴ信号とは概比例
している。
【００４６】
　＜セラミックヒータ温度検知回路の構成＞
　図１に示した温度検知素子１０９ｄは発熱体２０３，および発熱体２２０によって形成
されているセラミックヒ－タ１０９ｃの温度を検知するための温度検知手段としての温度
検知素子である、例えば、サ－ミスタ感温素子などである。セラミックヒータ１０９ｃ上
に発熱体２０３，および発熱体２２０に対して絶縁距離を確保できるように絶縁耐圧を有
する絶縁物を介して配置されている。この温度検知素子１０９ｄによって検出される温度
は、抵抗２２と、温度検知素子１０９ｄとで分圧された電圧として検出され、エンジンコ
ントロ－ラ１２６にＴＨ信号としてＡ／Ｄ入力される。
【００４７】
　前記ＴＨ信号は前記エンジンコントロ－ラ１２６の記憶手段に記憶され、発熱体２０３
、および発熱体２２０の温調制御する信号として使用される。
【００４８】
　＜エンジンコントローラの制御方法と過昇温防止回路＞
　セラミックヒ－タ１０９ｃの温度は、ＴＨ信号としてエンジンコントロ－ラ１２６にお
いて監視されている。エンジンコントロ－ラ１２６の内部で予め設定されるセラミックヒ
－タ１０９ｃの設定温度とＴＨ信号とを比較することによって、セラミックヒ－タ１０９
ｃを構成する発熱体２０３，２２０に供給するべき電力比を算出する。そして、供給する
電力比に対応した位相角（位相制御）または波数（波数制御）に換算し、その制御条件に
よりエンジンコントロ－ラ１２６がトランジスタ９にＯＮ１信号、あるいはトランジスタ
１８にＯＮ２信号を送出する。発熱体２０３，２２０に供給する電力比を算出する際に、
電流検出回路２７から報知されるＨＣＲＲＴ信号（検知電圧）を基に上限の電力比を算出
して、その上限の電力比以下の電力が通電されるように制御する。例えば、位相制御の場
合、下記の表１のようなデータをエンジンコントローラ１２６内に有しており、この制御
表に基づき制御をおこなう。
【００４９】
【表１】

【００５０】
　さらに、発熱体２０３，２２０に電力を供給しており、制御する手段が故障し、発熱体
２０３，２２０が熱暴走に至った場合、過昇温を防止する手段として、過昇温防止手段２
２３がセラミックヒータ１０９ｃ上に配されている。過昇温防止手段２２３は、例えば温
度ヒューズやサーモスイッチである。電力供給制御手段の故障により、発熱体２０３，２
２０が熱暴走に至り過昇温防止手段２２３が所定の温度以上になると、過昇温防止手段２
２３がＯＰＥＮ状態になり、発熱体２０３および２２０への通電が遮断される保護回路を
有している。
【００５１】
　また、ＴＨ信号として監視されているセラミックヒ－タ１０９ｃの温度は、エンジンコ
ントローラ１２６において、温度制御の設定温度とは別に異常高温検知温度が設定されて
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いる。ＴＨ信号から検知される温度がその異常高温検知温度以上になった場合には、エン
ジンコントローラ１２６からのＲＬＤ信号はＬｏｗレベルとなる。その結果、トランジス
タ４２がオフとなり、リレー４１の接点回路をオープンとすることにより、発熱体２０３
および２２０への通電を遮断する。通常、温度制御時には常に、エンジンコントローラ１
２６はＲＬＤ信号をＨｉｇｈレベルとして送出し、トランジスタ４２をオンにし、リレー
４１の接点回路をクローズにしている。抵抗４３は電流制限抵抗であり、抵抗４４ベース
・エミッタ間のバイアス抵抗である。ダイオード４５はリレー４１のオフ時の逆起電力吸
収用素子である。
【００５２】
　＜セラミックヒータ及び熱定着器の概略＞
　図３（ａ）（ｂ）は、本実施の形態に係るセラミックヒータ１０９ｃの概略を説明する
図である。図３（ａ）は、セラミック面状発熱体ヒータの断面図であり、図３（ａ）の矢
印３０１で示すのは、発熱体２０３，２２０が形成されている表面を示しており、同じく
図３（ａ）の矢印３０２で示すのは、３０１が示す表面と相対する裏面を示している。
【００５３】
　このセラミック面状発熱体ヒータ１０９ｃは、ＳｉＣ，ＡｌＮ，Ａｌ２Ｏ３等のセラミ
ックス系の絶縁基板３３１が使用されている。また、絶縁基板３３１面上にはペースト印
刷等で形成されている発熱体２０３，２２０と、２本の発熱体を保護しているガラス等の
保護層３３４から構成されている。この保護層３３４上に、セラミック面状発熱体ヒータ
１０９ｃの温度を検出する温度検出素子１０９ｄと過昇温防止手段２２３が配置されてい
る。図３（ｂ）で示すように、これらは記録紙Ｓの搬送基準、つまり発熱部２０３ａ，２
２０ａの長さ方向の中心（ａ１）に対して左右対称な位置（ｈ）で、かつ通紙可能な最小
の記録紙のシート幅よりも内側の位置に配設されている。
【００５４】
　発熱体２０３は、電力が供給されると発熱する部分２０３ａと、コネクタを介して電力
が供給される電極部２０３ｃ，２０３ｄと、これら電極部２０３ｃ，２０３ｄと発熱体２
０３とを接続する導電部２０３ｂとを有している。また発熱体２２０は、電力が供給され
ると発熱する部分２２０ａと、コネクタを介して電力が供給される電極部２０３ｃ，２２
０ｄと、電極部２０３ｃ，２２０ｄと接続される導電部２２０ｂとを有している。電極部
２０３ｃは、２本の発熱体２０３と２２０に共通に接続されており、発熱体２０３，２２
０の共通電極となっている。また発熱体２０３，２２０が印刷されている絶縁基板３３１
との対向面側に摺動性を向上させるために図３で示すガラス層３３４が形成される場合も
ある。
【００５５】
　この共通電極２０３ｃは、商用電源である交流電源１のＨＯＴ側端子から過昇温防止部
２２３を介して接続される。電極部２０３ｄは、発熱体２０３を制御するトライアック４
に接続され、交流電源１のＮｅｕｔｒａｌ端子に接続される。電極部２２０ｄは、発熱体
２２０を制御するトライアック１３と電気的に接続され、交流電源１のＮｅｕｔｒａｌ端
子に接続される。セラミックヒータ１０９ｃは、図４（ａ）（ｂ）に示すように、フィル
ムガイド６２によって支持されている。
【００５６】
　図４（ａ）（ｂ）は、本実施例に係る熱定着器１０９の概略構成を示す図である。図４
（ａ）は、絶縁基板３３１に対して、発熱体２０３，２２０が定着ニップ部と反対側にあ
る場合を示し、図４（ｂ）は、絶縁基板３３１に対して、発熱体２０３，２２０が定着ニ
ップ部側に位置している場合を示している。
【００５７】
　定着フィルム１０９ａは、円筒状の耐熱材製の定着フィルムであり、セラミックヒータ
１０９ｃを下面側に支持させたフィルムガイド６２に外嵌させてある。そして、このフィ
ルムガイド６２の下面のセラミックヒータ１０９ｃと、加圧部材としての弾性加圧ローラ
１０９ｂとを、定着フィルム１０９ａを挟ませて弾性加圧ローラ１０９ｂの弾性に抗して
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所定の加圧力をもって圧接させている。こうして加熱部としての所定幅の定着ニップ部を
形成している。また過昇温防止手段２２３、例えば、サーモスタットがセラミックヒータ
１０９ｃの絶縁基板３３１面上、或はガラス層３３４面上に当接されている。このサーモ
スタット２２３は、フィルムガイド６２に位置を矯正され、サーモスタット２２３の感熱
面がセラミックヒータ１０９ｃの面上に当接されている。図示はしていないが、温度検出
素子１０９ｄも同様に、このセラミックヒータ１０９ｃの面上に当接されている。ここで
、図４（ａ）のように、セラミックヒータ１０９ｃは発熱体２０３，２２０が定着ニップ
部と反対側にあっても良く、或は図４（ｂ）のように、発熱体２０３，２２０が定着ニッ
プ部側にあってもかまわない。また、定着フィルム１０９ａの摺動性を上げるために、定
着フィルム１０９ａとセラミックヒータ１０９ｃとの界面に摺動性のグリースを塗布して
もかまわない。
【００５８】
　＜ヒータ電流検出回路＞
　図５は、本実施例に係る電流検出回路２７の構成を説明するための回路図であり、図６
は、この電流検出回路２７の動作を説明するためのタイミング波形図である。
【００５９】
　図６のヒータ電流Ｉ１（６０１）は、発熱体２０３に流される電流Ｉ１の波形で、電流
検出トランス２５によって、その電流波形が２次側で電圧変換される。この電流検出トラ
ンス２５の電圧出力をダイオード５１ａ，５３ａによって整流し、負荷抵抗として抵抗５
２ａ，５４ａを接続している。半波整流後電圧（６０３）は、このダイオード５３ａによ
って半波整流された波形を示す。この電圧波形は、抵抗５５ａを介して乗算器５６ａに入
力される。この乗算器５６ａの出力は、半波整流後２乗電圧（６０４）で示されるように
、２乗した電圧波形を出力する。これは電圧波形を２乗することにより、制御対象の変化
に対する応答が速く、かつ、高精度で制御をおこなうための電流検知手段となる。この２
乗された波形は、抵抗５７ａを介してオペアンプ５９ａの－端子に入力される。このオペ
アンプ５９ａの＋端子には、抵抗５８ａを介してリファレンス電圧８４ａが入力されてお
り、帰還抵抗６０ａにより反転増幅される。尚、このオペアンプ５９ａは片電源から電源
が供給されているものとする。
【００６０】
　反転増幅出力（６０５）は、リファレンス電圧８４ａを基準に半波整流後２乗電圧（６
０４）を反転増幅した波形を示す。このオペアンプ５９ａの出力は、オペアンプ７２ａの
＋端子に入力される。オペアンプ７２ａでは、リファレンス電圧８４ａと、その＋端子に
入力された波形の電圧差と、抵抗７１ａで決定される電流がコンデンサ７４ａに流入され
るようにトランジスタ７３ａを制御している。こうしてコンデンサ７４ａは、リファレン
ス電圧８４ａと、その＋端子に入力された波形の電圧差と抵抗７１ａで決定される電流で
充電される。
【００６１】
　ダイオード５３ａによる半波整流区間が終わると、コンデンサ７４ａへの充電電流がな
くなるため、その電圧値がピークホールドされる。そしてＨＣＲＲＴ１信号（６０６）が
示すように、ダイオード５１ａの半波整流期間にＤＩＳ信号（６０７）によりトランジス
タ７５ａをオンする。これにより、コンデンサ７４ａの充電電圧が放電される。トランジ
スタ７５ａは、エンジンコントローラ１２６からのＤＩＳ信号によりオン／オフされてお
り、ＤＩＳ信号は図２で示すゼロクロス検出回路から送出されるＺＥＲＯＸ信号６０２を
基に、トランジスタ７５ａのオン／オフ制御を行っている。このＤＩＳ信号は、ＺＥＲＯ
Ｘ信号の立ち上がりエッジから所定の遅延時間Ｔｄｌｙ後にＨｉｇｈｔレベルとなり、Ｚ
ＥＲＯＸ信号の立下がりエッジと同じタイミング、もしくは直前でＬｏｗレベルとなる。
これにより、ダイオード５３ａの半波整流期間であるヒータの通電期間を干渉することな
く制御できる。
【００６２】
　こうしてコンデンサ７４ａにピークホールドされた電圧値が、電流検出回路２７からＨ
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ＣＲＲＴ１信号としてエンジンコントローラ１２６に送出される。図５に示す回路の特徴
として検出した電圧波形を２乗することにより、対象となるヒータ電流の変化に対する応
答が速く、高精度で制御をおこなうためには有効な電流検知手段となる。
【００６３】
　また、前記ＨＣＲＲＴ信号は前記電流検出回路２７で検出された電流値として、エンジ
ンコントローラの記憶手段に電流値情報として記憶される。前記記憶手段に記憶された電
流値情報は、電流検出トランスで検出された電流値の歪補正シーケンスで利用される。
【００６４】
　＜電流検出トランスの歪補正方法＞
　図７は、本実施例に係る電流検出トランス２５によって生じる歪みの補正方法を説明す
るための等価回路図を示している。歪みのない理想的な変圧器に対して、一次インダクタ
ンス、一次巻線漏洩インダクタンスの影響を加味した回路図になっている。本実施の形態
１を説明するために行ったシミュレーションでは、一次側及び二次側巻き線抵抗、浮遊容
量、鉄損の影響は少ないため、等価回路図から省略している。また、本提案の電流検出ト
ランス歪の補正量を決める手段にあっては、実測値や、他の等価回路を用いたシミュレー
ション値を用いてもよい。必ずしも本実施の形態１で説明する方法に限定されるものでは
ない。
【００６５】
　電流検出トランスの歪補正方法の具体例として、次の位相角と、周波数による歪補正方
法を説明する。
【００６６】
　＜位相角による歪補正方法＞
　本実施例で用いる、発熱体２０３，２２０の位相制御に用いる位相角に応じて、電流検
出トランス２５による歪みの影響を補正する方法を説明する。
【００６７】
　図８（ａ）のシミュレーション結果は、日本国内で使用されている商用周波数５０Ｈｚ
と６０Ｈｚにおいて、電流検出トランス２５によって生じる歪量の位相角による変化を示
している。縦軸は理想的な変圧器の出力と、前記等価回路の出力との誤差を、比率で示し
ている。
【００６８】
　図８（ｂ）のシミュレーション結果は、電流検出トランス２５によって生じる歪量の位
相角による変化を表している。縦軸は理想的な変圧器の出力と、前記等価回路の出力との
電位差を示している。
【００６９】
　図８中のグラフの表示は、商用周波数が５０Ｈｚの場合を○、６０Ｈｚの場合を●の曲
線で示している。
【００７０】
　図９は図８（ａ）及び図８（ｂ）のシミュレーション結果を元に作成した、位相角補正
表である。このとき商用周波数は６０Ｈｚを規準値とする。図９のような表をエンジンコ
ントローラ１２６内に有しており、この表に基づき補正をおこなう。この補正表を用いる
ことで、電流検出回路２７の出力ＨＣＲＲＴ１信号より検出されるＡＤ値を位相角により
歪補正することができる。図８（ｂ）から分かるように、位相角が１８０°に近づくと、
理想的な変圧器の出力と、前記等価回路の出力との電位差は小さくなる。位相角１２０°
～１８０°では発生する歪が電流検出回路２７の出力に与える影響は少ないため、補正量
を一定値とした。位相角１２０°～１８０°の状態とは、セラミックヒータ１０９ｃの温
度が定常状態に達した状態に相当する。
【００７１】
　このように、補正表は所望の精度や、制御に求められる条件に応じて、シミュレーショ
ン結果や、実測値に基づいて作成すれば良い。
【００７２】
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　＜周波数による歪補正方法＞
　本実施例で用いる、商用周波数に応じて、電流検出トランス２５による歪みを補正する
方法を説明する。図９の補正表を用いて算出した補正値は、商用周波数が６０Ｈｚの場合
でのＨＣＲＲＴ１信号より検出されたＡＤ値の補正量であり、周波数の違いによって適正
な補正量は異なる。そのため、周波数検出手段より求めた商用周波数に応じて、更に周波
数補正を行う必要がある。
【００７３】
　図１０のシミュレーション結果は、電流検出トランス２５によって生じる歪み量の商用
電源の周波数による変化を示している。縦軸は周波数６０Ｈｚの出力と、各商用周波数の
出力との差分を、比率で示している。
【００７４】
　図１１は図１０のシミュレーション結果を元に作成した、商用周波数ごとの補正表であ
る。図９の位相角補正表で得られた補正値を、更に図１０で周波数補正を行うことができ
る。位相角１２０°～１８０°では入力波形の歪みが電流検出回路２７の出力に与える影
響は少ないため、周波数の違いによる補正は行っていない。
【００７５】
　＜定着器の温調制御シーケンス＞
　次に、エンジンコントローラ１２６で実施される、本実施の形態１における定着器１０
９のヒータ温調制御シーケンスについて説明する。
【００７６】
　図１２は、本発明の本実施の形態１に係るエンジンコントローラ１２６による定着器１
０９のヒータ温調制御シーケンスを、Ｓ１００～Ｓ１１４のフローチャートで説明する。
【００７７】
　＜Ｓ１００＞
　ステップＳ１００は、エンジンコントローラ１２６にて、ヒータ温調制御シーケンスの
開始を示す。
【００７８】
　＜Ｓ１０１＞
　「ヒータＯＮ要求？」
　ステップＳ１０１は、エンジンコントローラ１２６にて、セラミックヒータ１０９ｃへ
の電力供給開始の要求が発生するかを判断する工程である。
　電力供給開始の要求が発生れば“Ｙｅｓ”でＳ１０２へ、“Ｎｏ”で有ればステプＳ１
０１を繰り返す。
【００７９】
　＜Ｓ１０２＞
　「電力デュ―ティの最初の上限値Ｄｌｉｍｉｔ（ｎ）＝Ｄｌｉｍｉｔ（１）を設定」
　ステップＳ１０２では、想定されている入力電圧範囲やヒータの抵抗値等を考慮して、
最大の電力デューティとして予め定めたＤｌｉｍｉｔ（１）として初期値に設定する。例
えば、入力電圧が最小値、抵抗値が最大値の場合を想定して、ヒータに通電可能な許容電
流を超えない電力デューティを初期値に設定する。
　ｎ＝１，２，３・・・、等の整数である。
【００８０】
　＜Ｓ１０３＞
　「ヒータをＤｌｉｍｉｔ（ｎ）以下の電力ＤｕｔｙでＴＨ信号を基に温度制御」
　ステップＳ１０３では、Ｄｌｉｍｉｔ（ｎ）を上限電力デューティとして、目標の温度
情報とＴＨ信号（温度検出素子の信号）との温度差を基に電力デューティＤ（ｎ）を決定
しヒータ温調制御を開始する。エンジンコントローラ１２６に設定されている所定の温度
になるように、ＴＨ信号からの情報を基に、例えばＰＩ制御（比率積分制御）により発熱
体２０３，２２０に供給する電力を制御する。目標の温度情報とＴＨ信号からの温度情報
の差分から供給する電力デューティを決定している。但し、算出された電力デューティが
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上限デューティＤｌｉｍｉｔ（ｎ）を超える場合は、Ｄｌｉｍｉｔ（ｎ）を供給する電力
デューティとする。つまりステップＳ１０２では、上限デューティＤｌｉｍｉｔ（ｎ）以
下の電力デューティＤ（ｎ）でヒータ温調制御を行う。
　ここでは電力デューティＤ（ｎ）に相当する位相角α（ｎ）で、ＯＮ１，ＯＮ２信号の
オンパルスがＺＥＲＯＸ信号をトリガにして、エンジンコントローラ１２６より送出され
る。これにより発熱体２０３及び２２０には、位相角α（ｎ）で電流が供給される。
【００８１】
　＜Ｓ１０４＞
　「現在の位相角α（ｎ）を記憶部に保存する。」
　ステップＳ１０４では、位相角α（ｎ）の値をエンジンコントローラ１２６の記憶部に
記憶させる。
【００８２】
　＜Ｓ１０５＞
　「ＺＥＲＯＸ周期Ｔ（ｎ）を検出」
　ステップＳ１０５では、ＺＥＲＯＸ周期Ｔ（ｎ）を検出する。エンジンコントローラ１
２６は、ＺＥＲＯＸ信号の立下がりエッジから立下がりエッジまでの時間間隔Ｔ（ｎ）を
検出することにより、商用周波数Ｆ（ｎ）を算出することができる。
【００８３】
　＜Ｓ１０６＞
　「商用周波数Ｆ（ｎ）を記憶部に保存する」
　検知したＺＥＲＯＸ信号の立下り時間の間隔Ｔ（ｎ）より入力電源の周波数を算出し、
記憶部に保存する。
　ステップＳ１０６では、算出した商用周波数Ｆ（ｎ）の値をエンジンコントローラ１２
６の記憶部に記憶される。
【００８４】
　＜Ｓ１０７＞
　「ＨＣＲＲＮＴ１信号から電流値Ｉ１ｆ（ｎ）を検知」
　ステップＳ１０７では，電力デューティＤ（ｎ）で通電している状態で、電流値Ｉ１ｆ
（ｎ）に相当する電流検出回路２７から送られてくるＨＣＲＲＴ１信号により電圧Ｖ１ｆ
（ｎ）を取得する。これは前述したようにコンデンサ７４ａでピークホールドされた電圧
値Ｖ１ｆ（ｎ）に該当している。即ち、図６に示すＨＣＲＲＴ１信号のピークホールド値
である。本実施例では、ＺＥＲＯＸ信号をトリガにして、ＺＥＲＯＸ信号の立ち上がりエ
ッジからＤＩＳ信号を送出するまでの間、Ｔｄｌｙの期間内にこの値を取得する。この期
間Ｔｄｌｙは、エンジンコントローラ１２６がピークホールド値Ｖ１ｆ（ｎ）を検知する
のに十分な時間に設定されている。
　尚、図１２のフローチャートの説明では、電流値を検出し、その電流値に基づいて上限
電流値及び上限デューティを求めるように説明しているが、前述したように、実際はピー
クホールドされた電圧値を検出している。そして、この電圧値に対応する電流値を求めて
計算を実行している。
【００８５】
　＜Ｓ１０８＞
　「電流値Ｉ１ｆ（ｎ）の周波数換算値Ｉ１（ｎ）を算出」
　ステップＳ１０８では、電流値Ｉ１ｆ（ｎ）の周波数換算値を求める。ここで、ＨＣＲ
ＲＴ１信号が報知するＩ１ｆ（ｎ）値は、前記電流検出回路で説明したように、２乗波形
の商用周波数半周期分の積分値である。周波数Ｆ（ｎ）Ｈｚにおける電流値Ｉ１ｆ（ｎ）
に対して、商用周波数を特定の周波数、例えば５０Ｈｚを規準の周波数として設定してお
くことで周波数の比を求め補正を行う。電流値Ｉ１ｆ（ｎ）の５０Ｈｚ換算値をＩ１（ｎ
）とすると、
　Ｉ１（ｎ）＝Ｉ１ｆ（ｎ）×Ｆ（ｎ）／５０
　と表すことができる。
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【００８６】
　＜Ｓ１０９＞
　「電流値Ｉ１（ｎ）のＡＤ値と位相角α（ｎ）を用いて図９位相角補正表から歪補正値
Ｉ１’（ｎ）を算出する。」
　ステップＳ１０９では、ステップＳ１０８で求めた電流値Ｉ１（ｎ）（２５６ｂｉｔの
ＡＤ値）と、エンジンコントローラ１２６に記憶されている位相角α（ｎ）を用いて、図
９の位相角補正表から電流値Ｉ１’（ｎ）を算出する。
【００８７】
　＜Ｓ１１０＞
　「電流値Ｉ１’（ｎ）と周波数Ｆ（ｎ）を用いて図１１周波数補正表から歪み補正値Ｉ
１’’（ｎ）を算出する」
　ステップＳ１１０では、ステップＳ１０９で求めたＩ１’（ｎ）と、エンジンコントロ
ーラ１２６に記憶されている周波数Ｆ（ｎ）を用いて、図１１の周波数補正表から電流値
Ｉ１’’（ｎ）を算出する。
【００８８】
　＜Ｓ１１１＞
　「位相角α（ｎ）と電流値Ｉ１’’（ｎ）より、上限電力デューティＤｌｉｍｔ（ｎ＋
１）を算出する」
　ステップＳ１１１では、補正値Ｉ１’’（ｎ）と、電力デューティＤ（ｎ）と予め設定
されている通電可能な電流値Ｉｌｉｍｉｔから、通電可能な上限の電力デューティの更新
値Ｄｌｉｍｉｔ（ｎ＋１）を次の式より算出する。
　Ｄｌｉｍｉｔ（ｎ＋１）＝（Ｉｌｉｍｉｔ／Ｉ１’’（ｎ））×Ｄ（ｎ）
　電流値Ｉｌｉｍｉｔは、接続される商用電源の定格電流に対して、ヒータ以外の部分に
供給される電流を差し引いたヒータに供給可能な許容電流値を設定する、ここでは周波数
５０Ｈｚにおける値を設定する。
【００８９】
　＜Ｓ１１２＞
　「ヒータ温調制御終了？」
　ステップＳ１１２で、ヒータ１０９ｃの温調制御が終了かを判断する、温調制御終了な
ら「Ｙｅｓ」で終了、さらに継続するなら「Ｎｏ」へ進み、ステップＳ１１３を経て温調
制御を繰り返す。
【００９０】
　＜Ｓ１１３＞
　「ｎ＝ｎ＋１」
　ステップＳ１１３はヒータ温調制御が継続する場合に、ｎ＝ｎ＋１と更新し、Ｓ１０３
へ戻して温調制御のステップを繰り返す。
　ｎ＝１，２，３・・・、等の整数である。
【００９１】
　＜Ｓ１１４＞
　ヒータ温調制御シーケンスの終了となり、ヒータ１０９への電力供給が停止される。
　以上の処理を、ヒータ１０９ｃの温調制御が終了するまで、商用電源の周期ごとに繰り
返し行う。その結果、エンジンコントローラ１２６で、発熱体２０３，２２０に供給する
電力デューティを算出する処理を繰り返し、正確なヒータ温調制御を実施することが可能
となる。このように、電流検出回路２７の出力を検知した結果に対して、図９の位相角に
基づいた補正と、図１１の商用周波数に基づいた補正を行うことで、電流検出トランス２
５による歪みの影響を低減することができる。
　位相角と商用周波数に基づき、どのような補正を行うかは、想定する周波数範囲や、位
相角の範囲、電流検出トランスの特性などにより最適な方法は異なるため、本出願の補正
方法は実施例１の説明にある手段に限られるものではない。
【実施例２】
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【００９２】
　実施例１に記載の画像形成装置であって、本実施例２では定着器１０９に供給される電
力を位相制御する際に、位相角が急激に変わる負荷変動が発生した場合の歪量補正方法を
示すものである。
【００９３】
　位相角の変動が少ない場合、すなわち定着器が定常状態にある場合には近接する波形の
位相角には連続性があるため、実施例１の方法で精度よく補正することができる。しかし
位相角が急激に変わる場合には、それ以前の波形の影響を受けて電流検出トランスの２次
側電圧に歪みを生じる。そのため、加熱手段に流れる電流に急激な変動がある場合には、
電流検知手段で検知した電流値を更に補正する必要がある。実施例２では、実施例１で説
明した歪みの補正結果に、更に加熱手段の負荷変動によって生じる歪みの補正を行う方法
を説明する。
【００９４】
　図１３は、位相角が変化した場合に、電流検出トランスの出力に与える影響を説明する
ための、シミュレーション結果である。
【００９５】
　図１３（ａ）は、位相角を１８０°から９０°に減少させた場合の、シミュレーション
結果を示す。
【００９６】
　図１３（ｂ）は、位相角を０°から９０°に増加させた場合の、シミュレーション結果
を示す。
【００９７】
　電流検出トランスが同じ位相角で通電されている定常状態と比べて、一波前の波形より
位相角が減少する場合は波形の実効値が減少する。一波前の波形より位相角が増加する場
合は波形の実効値が増加する。実施例２では図１３のように負荷変動が生じた場合、負荷
の変動量に応じて電流検出トランス２５による歪みを補正する方法を説明する。
【００９８】
　図１４（ａ）のシミュレーション結果は、電流検出トランス２５によって生じる歪み量
の、負荷の増加量に対する変化を示している。縦軸は負荷変動が無い場合の出力を１００
％とし、負荷変動が生じた場合の出力との比率を示している。横軸には一波前と現在の波
形の、位相角の差分（°）を示している。（制御位相角が減少すると、負荷は増大する）
位相制御に用いた位相角の値はエンジンコントローラ１２６に記憶されており、エンジン
コントローラ内部で位相角の差分値を算出する。
【００９９】
　図１４（ｂ）のシミュレーション結果は、電流検出トランス２５によって生じる歪み量
の、負荷の減少量に対する変化を示している。縦軸は負荷変動無い場合の出力を規準とし
、負荷変動が生じた場合の出力との比率を示している。横軸は一波前の波形と、現在の実
効値の差分（Ｖ）を示している。この実効値は、エンジンコントローラ１２６に記憶され
た、位相角に基づき算出する。（この実効値は位相角０°で実効値１Ｖの正弦波位相制御
波形とする）位相角に応じた実効値を算出するため、エンジンコントローラは角位相角ご
との実効値に相当する値を位相角情報として記憶しており、エンジンコントローラ内部で
実効値の差分値を算出する。（例えば実施例１で用いた、表１の電力比～位相角変換表の
電力比は、実効値の値に相当する値である。実効値＝電力比／１００（Ｖ））。
【０１００】
　図１５は図１４のシミュレーション結果を元に作成した、負荷変動に対する補正表であ
る。図１５を用いて、実施例１で得られた補正後の電流値を、更に負荷変動による歪みの
影響を加味してより精度の高い補正をすることができる。
【０１０１】
　次に、本実施例２における定着器１０９の温調制御シーケンスについて説明する。
【０１０２】
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　定着器の急激な負荷変動が発生した場合でも、実施例１で示した定着器１０９の温調制
御シーケンスに基づき電圧デューティが決られる。更に、エンジンコントローラ１２６に
記憶されている電流値情報と比較して、その変化量に対応した歪補正を更に加えることで
、より精度の高い電圧デューティを決定するものである。
【０１０３】
　＜定着器の温調制御シーケンス＞
　図１６は、本発明の本実施例２に係るエンジンコントローラ１２６による定着器１０９
の温調制御シーケンスを説明するフローチャートである。
【０１０４】
　前記温調制御シーケンスのステップＳ２００からＳ２１０までのフローは、本発明の実
施例１で説明した図１２の温調制御シーケンスのステップＳ１００からＳ１１０までの内
容と同一の処理である。重複するステップＳ２００からＳ２１０につてはステップＳ１０
０からＳ１１０を参照し、説明を省略する。
【０１０５】
　ステップＳ２１１より説明する。
【０１０６】
　＜Ｓ２１１＞
　「電流値Ｉ１’’（ｎ）、位相角α（ｎ），α（ｎ－１）を用いて、図１５の位相角補
正表から補正値Ｉ１’’’（ｎ）を算出する。」
　ステップＳ２１１では、位相角α（ｎ），α（ｎ－１），電流値Ｉ１’’（ｎ）をもち
いて、図１５（ａ）の位相角補正表から補正値Ｉ１’’’（ｎ）を算出する。
　α（ｎ）＜α（ｎ－１）の場合は図１５（Ａ）の補正表を用いる。位相角の差分値は、
α（ｎ－１）－α（ｎ）で求めることができる。位相角の初期値α（０）は電流が通電さ
れていない状態なので、α（０）＝１８０°とする。
　α（ｎ）＞α（ｎ－１）の場合は図１５（ｂ）の補正表を用いる。実効値の差分値は、
（Ｄ（ｎ－１）　－Ｄ（ｎ））／１００で求めることができる。電力デューティＤ（ｎ）
は実施例１の表１の電力比～位相角変換表と位相角α（ｎ）より求めることができる。
【０１０７】
　＜Ｓ２１２＞
　「位相角α（ｎ）と電流値Ｉ１’’’（ｎ）より、上限電力デューティＤｌｉｍｔ（ｎ
＋１）を算出する」
　ステップＳ２１２では、補正値Ｉ１’’’（ｎ）と、電力デューティＤ（ｎ）と予め設
定されている通電可能な電流値Ｉｌｉｍｉｔから、通電可能な上限の電力デューティの更
新値Ｄｌｉｍｉｔ（ｎ＋１）を次の式より算出する。
　Ｄｌｉｍｉｔ（ｎ＋１）＝（Ｉｌｉｍｉｔ／Ｉ１’’’（ｎ））×Ｄ（ｎ）
　電流値Ｉｌｉｍｉｔは、接続される商用電源の定格電流に対して、ヒータ以外の部分に
供給される電流を差し引いたヒータに供給可能な許容電流値を設定する、ここでは周波数
５０Ｈｚにおける値を設定する。
【０１０８】
　＜Ｓ２１３＞
　「ヒータ温調制御終了？」
　ステップＳ２１３で、ヒータ１０９ｃの温調制御が終了かを判断する、温調制御終了な
ら「Ｙｅｓ」で終了、さらに継続するなら「Ｎｏ」へ進み、ステップＳ２１４を経て温調
制御を繰り返す。
【０１０９】
　＜Ｓ２１４＞
　「ｎ＝ｎ＋１を設定する」
　ステップＳ２１４はヒータ温調制御が継続する場合に、ｎ＝ｎ＋１と更新し、Ｓ２０３
へ戻して温調制御のステップを繰り返す。
　ｎ＝１，２，３・・・、等の整数である。
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【０１１０】
　＜Ｓ２１５＞
　ヒータ温調制御シーケンスの終了となり、ヒータ１０９への電力供給が停止される。
【０１１１】
　実施例２で説明した方法は、一波前の波形と現在の波形の位相角及び、位相角から推定
する電流実効値に基づき、補正を行っている。つまり実施例２による温調制御シーケンス
では、実施例１で説明した電流値の歪補正の精度を更に高めた温調制御が可能となる。
【０１１２】
　位相角に基づき補正を行う方法以外にも、例えば、一波前の波形と現在の波形の電流検
知結果に基づき、同様に表を作成して補正を行ってもよい。より精度の高い補正を行うた
めには、２波以前の波形の影響についても、同様に表を作成して補正を行ってもよい。実
施例２で説明した方法では、表を用いて補正をしているが、例えば図１３の表に基づき近
似式を作成して補正を行ってもよい。
【０１１３】
　どのような補正を行うかは、精度を向上させる目的や、想定する周波数範囲、位相角の
範囲、電流検出トランスの特性などにより最適な方法は異なるため、本出願の補正方法は
実施形２の説明にある手段に限られるものではない。
【実施例３】
【０１１４】
　本実施例３では定着器１０９に供給する電力を位相制御する際に、位相角が急激に変わ
る負荷変動が発生した場合と、位相角の変動が少ない定常状態の場合とにおける、歪量補
正方法を切り替える手段について説明する。これは定着器１０９への電力供給をより効率
的に実施するための温調制御シーケンスを提供するものである。
【０１１５】
　例えば、定着器１０９の立ち上げ時には発熱体２０３，２０９へ流れる電流に大きな変
動が生じるが、立ち上げ後の定常時では発熱体へ流れる電流の変動が少なくなる場合につ
いて説明する。このような場合では、電流変動が大きい立ち上げ時のみ、前記電流変動に
よって生じる歪みの歪量補正を行えば、電流検知結果を精度良く、かつ効率的に補正する
ことができる。しかし定常時まで発熱体へ流れる電流の変動補正を行うと、エンジンコン
トローラ１２６の負荷が大きくなってしまうため、温調制御シーケンスを更に効率的に補
正する必要がある。そのため、前記発熱体の温調制御シーケンスに応じて、歪量補正手段
を切り替えることは有用な方法である。
＜定着器の温調制御シーケンス３＞
　図１７は、本実施例３に係るエンジンコントローラ１２６による定着器１０９の温調制
御シーケンスを説明するフローチャートである。
【０１１６】
　前記温調制御シーケンスのステップＳ３００～Ｓ３１０までのフローは、本発明の実施
例１にかかる図１２の温調制御シーケンスのステップＳ１００～Ｓ１１０と内容が重複す
るため、ステップＳ１００～Ｓ１１０を参照し説明を省略する。
【０１１７】
　ステップＳ３１１から説明する。
【０１１８】
　＜Ｓ３１１＞
　「定着器立ち上げ中？」
　ステップＳ３１１では、エンジンコントローラ１２６内部に有している、負荷変動補正
を行うかを判断する判断部によって定着器１０９の制御シーケンスが、立ち上げ中か定常
時かを判断する。
　立ち上げ中の場合にはＳ３１２に進み、負荷変動に応じた歪量補正を行う。定常時の場
合にはＳ３１４に進む。
【０１１９】
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　＜Ｓ３１２＞
　「電流値Ｉ１’’（ｎ）、位相角α（ｎ），α（ｎ－１）を用いて、図１５の位相角補
正表から補正値Ｉ１’’’（ｎ）を算出する。」
　ステップＳ３１２では、位相角α（ｎ），α（ｎ－１），電流値Ｉ１’’（ｎ）をもち
いて、図１５（ａ）の位相角補正表から補正値Ｉ１’’’（ｎ）を算出する。
　α（ｎ）＜α（ｎ－１）の場合は図１５（ａ）の補正表を用いる。位相角の差分値は、
α（ｎ－１）－α（ｎ）で求めることができる。位相角の初期値α（０）は電流が通電さ
れていない状態なので、α（０）＝１８０°とする。
　α（ｎ）＞α（ｎ－１）の場合は図１５（ｂ）の補正表を用いる。実効値の差分値は、
（Ｄ（ｎ－１）－Ｄ（ｎ））／１００で求めることができる。電力デューティＤ（ｎ）は
実施例１の表１の電力比～位相角変換表と位相角α（ｎ）より求めることができる。
【０１２０】
　＜Ｓ３１３＞
　「位相角α（ｎ）と電流値Ｉ１’’’（ｎ）より、上限電力デューティＤｌｉｍｔ（ｎ
＋１）を算出する」
　ステップＳ３１３では、補正値Ｉ１’’’（ｎ）と、電力デューティＤ（ｎ）と予め設
定されている通電可能な電流値Ｉｌｉｍｉｔから、通電可能な上限の電力デューティの更
新値Ｄｌｉｍｉｔ（ｎ＋１）を次の式より算出する。
　Ｄｌｉｍｉｔ（ｎ＋１）＝（Ｉｌｉｍｉｔ／Ｉ１’’’（ｎ））×Ｄ（ｎ）
　電流値Ｉｌｉｍｉｔは、接続される商用電源の定格電流に対して、ヒータ以外の部分に
供給される電流を差し引いたヒータに供給可能な許容電流値を設定する、ここでは周波数
５０Ｈｚにおける値を設定する。
【０１２１】
　＜Ｓ３１４＞
　「位相角α（ｎ）と電流値Ｉ１’’（ｎ）より、上限電力デューティＤｌｉｍｔ（ｎ＋
１）を算出する」
　ステップＳ３１４では負荷変動に応じた歪量補正は行わずに、通電可能な上限の電力デ
ューティの更新値Ｄｌｉｍｉｔ（ｎ＋１）を算出する。
【０１２２】
　＜Ｓ３１５＞
　「ヒータ温調制御終了？」
　ステップＳ２１５で、ヒータ１０９ｃの温調制御が終了かを判断する、温調制御終了な
ら「Ｙｅｓ」で終了、さらに継続するなら「Ｎｏ」へ進み、ステップＳ３１６を経て温調
制御を繰り返す。
【０１２３】
　＜Ｓ３１６＞
　「ｎ＝ｎ＋１を設定する」
　ステップＳ３１６はヒータ温調制御が継続する場合に、ｎ＝ｎ＋１と更新し、Ｓ３０３
へ戻して温調制御のステップを繰り返す。
　ｎ＝１，２，３・・・、等の整数である。
【０１２４】
　＜Ｓ３１７＞
　ヒータ温調制御シーケンスの終了となり、ヒータ１０９への電力供給が停止される。
【０１２５】
　実施例３で説明した方法では定着器１０９の発熱体の温調制御シーケンスに応じて、歪
補正の有無を切り換えへる手段を特徴とするもので、定着器１０９の発熱体の温調制御で
ヒータ電流の検知結果を精度良く、かつ効率的に補正する方法を示した例である。また、
複数の歪量補正手段から最適な方法を選択する方法もある。複数の方法から歪量補正手段
を選択する以外にも、例えば、通常時は補正を行わず、精度が必要な制御シーケンスのみ
、電流検知結果に歪量補正するなど、歪量補正の有無を切り替えても良い。
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【０１２６】
　どのような補正を行うかは、精度を向上させる目的や、想定する周波数範囲、位相角の
範囲、電流検出トランスの特性などにより最適な方法は異なるため、本出願の補正方法は
実施例３の説明にある手段に限られるものではない。
【図面の簡単な説明】
【０１２７】
【図１】本発明における定着器の制御及び駆動回路を示した図
【図２】本発明における画像形成装置を示した図
【図３】本発明における加熱手段であるセラミックヒータの概略を示した図
【図４】本発明における定着装置の概略構成を示した図
【図５】本発明における電流検出回路の構成を説明するブロック図
【図６】本発明における電流検出回路の動作を説明するための波形図
【図７】本発明における電流検出トランスのシミュレーションに用いた等価回路図
【図８】本発明における位相角ごとの歪み量のシミュレーション結果
【図９】本発明における位相角ごとに歪みの影響を補正するための補正表
【図１０】本発明における商用周波数ごとの歪み量のシミュレーション結果
【図１１】本発明における商用周波数ごとに歪みの影響を補正するための補正表
【図１２】本発明における本実施例１のエンジンコントローラによる定着器の温調制御シ
ーケンス
【図１３】本発明における負荷変動によって電流検出トランスで生じる歪みを説明するた
めの、シミュレーション波形図
【図１４】本発明における負荷変動量ごとの歪み量のシミュレーション結果
【図１５】本発明における負荷変動量ごとに歪みの影響を補正するための補正表
【図１６】本発明における本実施例２のエンジンコントローラによる定着器の温調制御シ
ーケンス
【図１７】本発明における本実施例３のエンジンコントローラによる定着器の温調制御シ
ーケンス
【符号の説明】
【０１２８】
１　　　　交流電源（商用電源に対応）
２　　　　ＡＣフィルタ
４及び１３　トライアック
１２　　　ゼロクロス検出回路（位相制御手段に対応）
２５　　　電流検出トランス
２７　　　電流検出回路（電流検知手段に対応）
４１　　　リレー
６２　　　フィルムガイド
１０１　　画像形成装置
１０９　　熱定着器
１０９ａ　定着フィルム
１０９ｂ　弾性加圧ローラ
１０９ｃ　セラミックヒータ
１０９ｄ　温調制御用の温度検知素子
１２６　　エンジンコントローラ
１２７　　ビデオコントローラ
１３０　　汎用インターフェース
１３１　　外部装置
２０３及び２２０　発熱体
２２３　　過昇温防止手段
３０１　　セラミックヒータ表面
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３０２　　セラミックヒータ裏面
３３４　　保護層
Ｖ　　　　電源電圧（位相制御波形）
Ｖｉｎ　　電流検出トランスの入力電圧
ＬＩ１　　１次巻線漏洩インダクタンス
ＬＰ　　　１次インダクタンス
Ｒｈ　　　発熱体抵抗
ｎ２ＺＬ　電流検出トランス巻線比の二乗値×二次側負荷抵抗

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】

【図６】

【図７】

【図８】
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【図９】

【図１０】

【図１１】

【図１２】 【図１３】
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【図１４】 【図１５】

【図１６】 【図１７】
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