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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　所定方向に走行してトナー像を加熱，溶融するとともに可撓性を有する無端状の回転ま
たは周回可能な定着部材と，前記定着部材の内周面側に固設されて当該定着部材を介して
加圧部材に当接してニップ部を形成する当接部材と，当接部材の非当接面側で前記加圧部
材による押圧力を支持することで当接部材の変形を防止する支持部材と，前記ニップ部を
除く位置で定着部材の内周面側に発熱体と、
を備え、
　前記定着部材は、その回転時または周回時に、前記発熱体との間で所定距離以下の隙間
または所定圧力以上で接触し、且つ、回転停止時または非周回時に、前記発熱体との間で
所定距離以上の隙間を持って維持され、その回転停止時に、該定着部材の所定の回転方向
とは逆の方向に回転されることを特徴とする定着装置。
【請求項２】
　前記発熱体は、定着部材の回転開始時に、該定着部材と前記発熱体とが所定距離以下の
隙間または所定圧力以上で接触した後に、昇温を開始されることを特徴とする請求項１記
載の定着装置。
【請求項３】
　所定方向に走行してトナー像を加熱，溶融するとともに可撓性を有する無端状の回転ま
たは周回可能な定着部材と，前記定着部材の内周面側に固設されて当該定着部材を介して
加圧部材に当接してニップ部を形成する当接部材と，当接部材の非当接面側で前記加圧部
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材による押圧力を支持することで当接部材の変形を防止する支持部材と，前記ニップ部を
除く位置で定着部材の内周面側に発熱体と、
を備え、
　前記発熱体が複数に分割されており、少なくとも前記ニップ部に対して前記定着部材の
走行方向上流側に配設された第２発熱体と、複数に分割されたその他の発熱体のうち前記
第２発熱体に隣り合う第１発熱体とを備え、
　前記第１発熱部材と前記第２発熱部材との間に対応する位置に、前記定着部材の温度を
検知する温度検知手段を備え、前記定着部材の非回転時には、少なくとも該定着部材と前
記第１発熱体が所定距離以上の隙間を持って維持されることを特徴とする定着装置。
【請求項４】
　前記第２発熱体は、前記複数に分割されたその他の発熱体とは別に、前記温度検知手段
の検知結果に基いて発熱量が制御されることを特徴とする請求項３記載の定着装置。
【請求項５】
　前記定着部材は、非回転時に前記発熱体を冷却する機構を有することを特徴とする請求
項１乃至４のうちの一つに記載の定着装置。
【請求項６】
　前記定着部材の非回転時に発熱体を支持する構造体を備えることを特徴とした請求項１
乃至５のうちの一つに記載の定着装置。
【請求項７】
　請求項１乃至６のうちの一つに記載の定着装置を備えた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、定着装置および画像形成装置に関し、さらに詳しくは、ベルトを定着部材と
して用いるベルト定着機構に関する。
【背景技術】
【０００２】
　周知のように、電子写真方式による画像形成装置においては、潜像担持体である感光体
上に形成された静電潜像がトナーにより可視像処理され、トナー像が記録紙などの記録媒
体に転写されたうえで定着されることにより複写出力を得るようになっている。
【０００３】
　定着方式としては、記録紙の搬送路を挟んで対向当接する定着ローラおよび加圧ローラ
を用い、定着ローラ内に設けられている熱源からの熱と加圧ローラとの挟持作用により熱
と圧力でトナー像を定着する熱ローラ定着方式や、定着ローラに代えて熱良導体となる定
着ベルトと加圧ローラおよびベルトを捲装されるローラそしてベルトに対する加熱源を設
けたベルト定着方式が知られている。
　ベルト定着方式は、熱ローラ定着方式に比べて定着ベルトの温度立ち上がりがよいこと
が理由となって所定の定着温度までの昇温時間を短縮できるという利点がある。
【０００４】
　ベルト定着方式を用いた定着装置の例としては、熱源体である加熱ヒータを有した加熱
ローラと表層にゴム層が設けられた定着ローラを内包した定着ベルト（定着体）と定着ベ
ルトに当接する加圧ローラ（加圧体）が定着回転体とした構成が提案されている（例えば
、特許文献１）。
　この定着装置においては、定着装置に到達したトナー転写済みの記録紙が定着ベルトと
加圧ローラのニップに入り、記録紙が定着ニップを通過する過程で、転写されたトナー像
が加熱および加圧され定着される。
【０００５】
　上記構成の他の例として、回転体の内面に摺接する固定部材を有している構成があり、
具体的には、フィルム加熱方式（例えば、特許文献２）、加圧ベルト方式（例えば、特許
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文献３）がある。
【０００６】
　しかし、上記特許文献２、３に開示されている構成では、耐久性およびベルトにおける
温度安定性が悪く、熱容量が大きく、昇温が遅いために、定着装置での所定温度に達する
までのウオームアップ（温度立ち上がり）に要する時間が長いという問題がある。
【０００７】
　そこで、上述した課題を解決するための構成として、無端ベルトが捲装されるパイプ状
の金属部材（金属パイプ）からなる熱伝導体により無端ベルト内面との間に熱を拡散して
無端ベルト全体に均質な熱を与えることによりベルト全体の温度を安定されるようにした
構成（例えば、特許文献４）、さらにこの構成を発展させた構成として、ベルトへの加熱
源として抵抗発熱体を用いる構成が提案されている（例えば、特許文献５）。
【０００８】
　上述した特許文献に開示されている構成において、無端ベルトは、これと対向する加圧
ローラの回転に連動して移動するようになっており、記録紙に対する定着位置に順次異な
るベルト面が到来することで、定着位置への熱供給が行えるようになっている。
【０００９】
　また、上述した抵抗発熱体を用いた構成を対象として、抵抗発熱体と無端ベルトの内面
との間に微小ギャップ（直径差で０＜δ≦１ｍｍ：ただしδはギャップを意味する）を設
けて両者が接触しないようにしてベルトの高速移動によりベルト全体への均一加熱を促進
できる構成が提案されている（例えば、特許文献６）。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１０】
　しかしながら、抵抗発熱体には温度により内部抵抗が変化し、同じ電圧を印加しても発
熱量が温度により変わってしまうという特性があり、定着装置の温度制御の精度を悪くし
ていることがわかった。
　このため、作像終了後に定着部材である定着ベルトと発熱体である抵抗発熱体とが接触
した状態で維持されると、次の作像までの間隔等により、抵抗発熱体の作像開始時の温度
にばらつきが発生し、次作像開始時に定着部材の温度を検知して、温度制御のために所定
の電圧を加熱抵抗体に印加しても、抵抗発熱体が狙いの温度にならず、結果的に定着ベル
トの温度が狙い通りに制御できないという不具合が発生した。
【００１１】
　本発明の目的は、上記従来の定着装置の問題に鑑み、特に、無端ベルトを熱伝導体ある
いは発熱源として用いられるローラに捲装した構成を対象とした定着装置における問題に
鑑み、抵抗発熱体の温度にばらつきが生じている場合でも、無端ベルトのウオームアップ
開始温度を常に所定温度に維持できる構成を備えた定着装置およびこれにより定着開始ま
での待機時間の長大化を防止できる画像形成装置を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
　この目的を達成するため、本発明は次の構成よりなる。
（１）所定方向に走行してトナー像を加熱，溶融するとともに可撓性を有する無端状の回
転または周回可能な定着部材と，前記定着部材の内周面側に固設されて当該定着部材を介
して加圧部材に当接してニップ部を形成する当接部材と，当接部材の非当接面側で前記加
圧部材による押圧力を支持することで当接部材の変形を防止する支持部材と，前記ニップ
部を除く位置で定着部材の内周面側に発熱体と、
を備え、
　前記定着部材は、その回転時または周回時に、前記発熱体との間で所定距離以下の隙間
または所定圧力以上で接触し、且つ、回転停止時または非周回時に、前記発熱体との間で
所定距離以上の隙間を持って維持され、その回転停止時に、該定着部材の所定の回転方向
とは逆の方向に回転されることを特徴とする定着装置。
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【００１４】
（２）前記発熱体は、定着部材の回転開始時に、該定着部材と前記発熱体とが所定距離以
下の隙間または所定圧力以上で接触した後に、昇温を開始されることを特徴とする（１）
記載の定着装置。
【００１５】
（３）所定方向に走行してトナー像を加熱，溶融するとともに可撓性を有する無端状の回
転または周回可能な定着部材と，前記定着部材の内周面側に固設されて当該定着部材を介
して加圧部材に当接してニップ部を形成する当接部材と，当接部材の非当接面側で前記加
圧部材による押圧力を支持することで当接部材の変形を防止する支持部材と，前記ニップ
部を除く位置で定着部材の内周面側に発熱体と、
を備え、
　前記発熱体が複数に分割されており、少なくとも前記ニップ部に対して前記定着部材の
走行方向上流側に配設された第２発熱体と、複数に分割されたその他の発熱体のうち前記
第２発熱体に隣り合う第１発熱体とを備え、
　前記第１発熱部材と前記第２発熱部材との間に対応する位置に、前記定着部材の温度を
検知する温度検知手段を備え、前記定着部材の非回転時には、少なくとも該定着部材と前
記第１発熱体が所定距離以上の隙間を持って維持されることを特徴とする定着装置。
【００１６】
（４）前記第２発熱体は、前記複数に分割されたその他の発熱体とは別に、前記温度検知
手段の検知結果に基いて発熱量が制御されることを特徴とする（３）記載の定着装置。
【００１７】
（５）前記定着部材は、非回転時に前記発熱体を冷却する機構を有することを特徴とする
（１）乃至（４）のうちの一つに記載の定着装置。
【００１８】
（６）前記定着部材の非回転時に発熱体を支持する構造体を備えることを特徴とする（１
）乃至（５）のうちの一つに記載の定着装置。
【００１９】
（７）（１）乃至（６）のうちの一つに記載の定着装置を備えた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、定着部材の回転時あるいは周回時には、定着部材を抵抗発熱体と所定
距離以下の隙間または所定圧力以上で接触させているので、定着部材の周回時においてニ
ップ部入口側での定着ベルトと抵抗発熱体とが離れるのを防止して抵抗発熱体から直接定
着部材を加熱できることにより無駄な電力消費を抑えるとともに、過剰な温度上昇を防止
しながら効率よく定着部材の加熱が行える。
　一方、回転停止または周回停止時には、定着部材と抵抗発熱体とが所定距離以上の隙間
を持って維持される状態で維持したい。本発明によれば作像終了後に定着部材と抵抗発熱
体とを所定距離以上または所定圧力以下で維持することにより、作像終了後は抵抗発熱体
の温度を定着部材との接触時に比べて速く下げることが可能となる。これにより抵抗発熱
体の温度依存性に起因する発熱量ばらつきを防止することができ、次作像工程にて定着部
材を狙い通りの温度に加熱制御することが可能となる。
【００２１】
　また本発明においては、抵抗発熱体からの熱伝達を抑制するための構成として、定着部
材の回転停止時に定着部材を所定の回転方向、つまり、定着時での回転方向と逆方向に回
転するという簡単な構成を用いるだけで済むので、特別な熱伝達抑制を要することなく既
存構成を利用するだけで定着部材を狙い通りの温度に加熱制御を行うことができる。
【００２２】
　さらに本発明においては、発熱体を定着部材の走行方向においてニップ部を境にして上
流側と下流側とに設け個々に発熱量を制御することもできるので、仮に、定着部材と発熱
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体とが所定条件で熱伝達を抑制する状態、つまり、離間あるいは軽い接触状態にない場合
であっても、定着部材に対する個別の加熱設定により定着部材の温度をウオームアップ開
始時での所定温度に制御することが可能となる。
【００２３】
　しかも本発明においては、定着部材において発熱体を冷却する機構を設けていることに
よっても、定着部材に対する発熱体からの熱伝達を抑制して定着部材をウオームアップ開
始時での所定温度に維持することができる。
【図面の簡単な説明】
【００２４】
【図１】本発明の対象とする定着装置の構成を説明するための模式図である。
【図２】図１に示した定着装置の一部変形例を説明するための模式図である。
【図３】図１に示した定着装置に用いられる定着ベルトの挙動を説明するための模式図で
ある。
【図４】図３に示した場合の定着部材として用いられる定着ベルトの温度変化と抵抗発熱
体の温度変化とを説明するための線図である。
【図５】本発明による定着装置での定着部材として用いられる定着ベルトと抵抗発熱体と
の隙間の有無に対する定着ベルトの温度変化を説明するための線図である。
【図６】本発明により定着装置での定着部材として用いられる定着ベルトと抵抗発熱体と
の接触時期と抵抗発熱体の発熱開始時期とを説明するためのタイミングチャートである。
【図７】本発明による定着装置での抵抗発熱体の別例を説明するための模式図である。
【図８】図７に示した抵抗発熱体の構成による定着ベルトの温度変化を説明するための線
図である。
【図９】本発明による定着装置での冷却機構の構成を説明するための模式図である。
【図１０】図９に示した機構を用いた場合の定着部材での温度変化を説明するための線図
である。
【図１１】本発明による定着装置での一部変形例を説明するための模式図である。
【図１２】本発明による定着装置を用いる画像形成装置の構成を説明するための模式図で
ある。
【発明を実施するための形態】
【００２５】
　以下、図示実施例により本発明を実施するための形態について説明する。
　まず、本発明の特徴を説明する前に、本発明が前提とする定着装置の構成およびその構
成での状態を説明すると次の通りである。
【００２６】
　 図１は、従来の定着装置を示す構成図である。
　定着装置は、定着部材としての定着ベルト１２１、当接部材１２２、抵抗発熱体１２３
、加圧部材としての加圧ローラ１３１等で構成される。定着ベルト１２１は、薄肉で可撓
性を有する無端状ベルトであって、図１中の矢印方向（反時計方向）に走行（周回）する
。 
　定着ベルト１２１の内部（内周面側）には、当接部材１２２、抵抗発熱体１２３、等が
固設されており、定着ベルト１２１は、当接部材１２２に押圧されて、加圧ローラ１３１
との間にニップ部を形成する。 
【００２７】
　当接部材１２２は、その幅方向両端部が定着装置の図示しない側板等により固定支持さ
れている。 
　当接部材１２２は不導体、具体的には樹脂材料や、セラミック、ガラス等の絶縁体で形
成することができ、抵抗発熱体１２３に印加される電圧によって当接部材１２２が発熱さ
れないことになる。 
【００２８】
　抵抗発熱体１２３は定着ベルト１２１の内周面に対して、ニップ部から離れた位置にお
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いて、定着ベルト１２１と抵抗発熱体１２３とのギャップ（δ）は、０ｍｍより大きく１
ｍｍ以下に設定されている（０ｍｍ＜δ≦１ｍｍである。）。
【００２９】
　しかしながら、本構成では当接部材１２２の幅方向両端部が定着装置の図示しない側板
等により固定支持されているため、当接部材１２２の変形及びそれに伴うニップ部での加
圧力の変化が発生することがある。
　このような当接部材１２２の変形を防止するために支持部材２５を備える構成もある。
　図２に示す定着装置は、図１の定着装置に支持部材１２５が追加された構成となってい
る。
【００３０】
　支持部材１２５はステンレスや鉄等の機械的強度が高い金属材料で形成されており、支
持部材１２５を具備することにより、当接部材１２２が加圧ローラ１３１から加圧力を受
けて撓んでしまうこと（幅方向両端部にかかる加圧力によって幅方向中央部が大きく撓む
こと）を防止することができる。 
【００３１】
　この定着装置においても抵抗発熱体１２３が定着ベルト１２１を積極的に加熱して、当
接部材１２２が定着ベルト１２１を積極的に加熱しないように構成されている。したがっ
て、定着ベルト１２１は、ニップ部に達するまでに抵抗発熱体１２３によって加熱される
。
【００３２】
　次に動作について説明する。
画像形成装置が出力信号を受けると、駆動装置（不図示）が動作を開始し、それと同期し
て抵抗発熱体１２３が加熱を開始する。駆動装置の動作と抵抗発熱体１２３の加熱は同時
刻に同時に開始する必要は無く、独立して定着ベルト１２１の回転開始、抵抗発熱体１２
３の加熱開始タイミングを設定可能である。
【００３３】
　駆動装置の駆動力は駆動伝達装置（不図示）により加圧部材に伝達され加圧部材１３１
が回転を開始する。加圧部材３１の回転力は接触している定着ベルト１２１に伝達され、
定着ベルト１２１が連れ周りを始める。
【００３４】
　次に定着ベルト１２１と抵抗発熱体１２３の間隙について説明する。
　図１に示した定着装置において、定着ベルト１２１はニップ部以外では抵抗発熱体１２
３にガイドされており、定着ベルト１２１と抵抗発熱体１２３は一定の間隔、具体的には
１ｍｍ以内の間隔を有するように構成されている。定着ベルト１２１にはテンションをか
けていないため、定着ベルト回転時と非回転時では定着ベルト１２１の軌跡が変化する。
【００３５】
　図３（Ｂ）に示す回転、つまり周回時には、ニップ入口からニップ出口方向へと駆動（
引っ張り力）がかかるため、ニップ入口（進入）側は定着ベルト１２１の内周が抵抗発熱
体１２３に接触し、ニップ出口側では遠心力による膨らみを規制するニップ部もないこと
から抵抗発熱体１２３から離れる（しかしながら１ｍｍ以内の間隔は保ちながら）挙動を
示す。
【００３６】
　これに対し、図３（Ａ）に示すように、定着ベルト１２１が非回転、つまり非周回状態
で放置されると、この状態では定着ベルト１２１に駆動がかかっておらず、ニップ位置で
入口側から引っ張られる力が働かないため、ニップ入口側と出口側とは対称的な形状とな
っている。
【００３７】
　しかしながら、回転停止直後は、図３（Ａ）に示すような、ニップ入口側および出口側
に対して対称的な形状とはならず、ユニット構成により異なるものの、回転時（図３（Ｂ
）参照）からニップ入口側および出口側に対して対称的な形状（図３（Ａ）参照））にな
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るまでは所定の時間が必要となる。
　特に定着ベルト１２１と抵抗発熱体１２３との密着性を向上させるために潤滑剤が介在
(塗布)されている場合には、この傾向が顕著となり、図３（Ａ）に示す状態になるまで数
分～十数分を要することもある。
【００３８】
　図３（Ｂ）に示すニップ入口側のように定着ベルト１２１と抵抗発熱体１２３との間に
間隙が生じない状態では、抵抗発熱体１２３から定着ベルト１２１に直接加熱することが
でき、無駄な電力を消費することなく、効率良く定着ベルト１２１を加熱することが可能
となる。このような隙間を生じさせない状態を得るには、定着ベルト１２１を、その周回
時に、抵抗発熱体１２３との間で所定距離以下の隙間または所定圧力以上で接触させ、且
つ、非周回時に、前記発熱体との間で所定距離以上の隙間を持って維持させるようにする
。
【００３９】
　逆に、図３（Ｂ）に示すニップ出口側のように定着ベルト１２１と抵抗発熱体１２３に
間隙が生じると、抵抗発熱体１２３からの熱が定着ベルト１２１に効率よく伝わらず、無
駄な電力を消費したり、抵抗発熱体１２３が過剰昇温を来して到達温度によっては発熱体
として機能しなくなる可能性もある。特に本構成は昇温が速いシステムであるので、この
傾向は顕著となる。
【００４０】
　一方、定着ベルト１２１が所定温度に到達すると被定着材として用いられる記録紙Ｓが
給紙搬送され、定着装置のニップ部を通過することにより熱と圧力が加わり未定着画像Ｔ
が記録紙Ｓに定着される。
　図４には、抵抗発熱体の温度と内部抵抗の関係が示されている。
　通常、抵抗発熱体の温度が高いと内部抵抗も高くなるため、同じ電圧を印加しても発熱
に寄与する電流が少なくなり、所望の発熱量が得られなくなる。
【００４１】
　逆に、抵抗発熱体の温度が高い状態を想定して電圧を印加すると、抵抗発熱体の温度が
低い場合に発熱に寄与する電流が過多となり、所望以上の発熱量となって、定着ベルト１
２１と抵抗発熱体１２３に間隙が生じた場合と同様に、上述した場合と同様な過剰昇温状
態を引き起こす可能性もある。特に本構成は昇温が速いシステムであるので、この傾向は
顕著となる。
　抵抗発熱体自身への温度検知手段を備える方法も考えられるが、コストアップになるこ
とと、前述したように定着ベルト１２１と抵抗発熱体１２３との間隙を生じさせることは
好ましくないため、定着ベルト１２１と抵抗発熱体１２３との間に温度検知手段を備える
構成にはできず、抵抗発熱体１２３の内側(回転中心側)に温度検知手段を備える構成は定
着装置の小型化に対して妨げになり、また温度検知手段のハーネスのレイアウトや、耐熱
処理が必要になることなどのデメリットもある。
【００４２】
　以上のような構成を対象とした場合の本発明における第１の特徴は、定着部材として用
いられる定着ベルト１２１の回転時および回転停止時における抵抗発熱体に対する接触状
態を制御する点にある。
【００４３】
　つまり、本実施例では、定着ベルト１２１の回転時に、図３（Ｂ）に示したように、定
着ベルト１２１と抵抗発熱体１２３との間に間隙が生じない状態を設定し、定着ベルト１
２１の回転停止時には、速やかに図３（Ａ）に示したように、定着ベルト１２１と抵抗発
熱体１２３との間に間隙を生じさせるように離間させるようになっている。
　定着ベルト１２１の回転時および回転停止時での抵抗発熱体１２３に対する当接状態を
設定するための構成として、定着ベルト１２１を駆動する駆動伝達装置（図示されず）が
用いられる。
【００４４】
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　駆動伝達装置は、モータおよびこの駆動力を定着ベルト１２１の駆動部材に伝達するギ
ヤ列などを含み、定着ベルト１２１の回転停止時に通常の定着作業時での回転方向とは逆
方向に回転できる機能をモータに持たせたり、ギヤ列が定着ベルト１２１の回転停止後に
所定の量だけ戻るようにした構成が適用されている。
　このような構成とする点が本発明の第２の特徴であり、駆動伝達装置が逆回転すると、
ニップ部で定着ベルト１２１をニップ入口側に移動させる力が働き、定着ベルト１２１の
位置は回転停止直後であっても、図３(Ｂ)の状態から図３(Ａ)に移動する。
【００４５】
　これにより定着ベルト１２１と抵抗発熱体１２３との間には１ｍｍ以内のギャップが発
生し、図５に示すように、抵抗発熱体１２３の温度を定着ベルト１２１との接触時に比べ
て速く下げることができる。
　この結果、作像動作停止後から次の作像開始までの時間に関わらず、抵抗発熱体１２３
の温度依存性に起因する発熱量ばらつきを防止することが可能となり、定着ベルトを狙い
通りの温度に加熱制御することが可能となる。
【００４６】
　次に本発明の第３の特徴について説明する。
　本発明の第３の特徴は、抵抗発熱体１２３の発熱開始時期を設定したことにある。
　つまり、前述したように、定着ベルト１２１と抵抗発熱体１２３に間隙が生じると、抵
抗発熱体１２３からの熱が定着ベルト１２１に効率よく伝わらず、無駄な電力を消費した
り、抵抗発熱体１２３が過剰な温度上昇を来す可能性がある。
　このため、動作開始時には、図６に示すように、まず駆動伝達装置(不図示)が動作を開
始し、定着ベルト１２１と抵抗発熱体１２３が、図３(Ｂ)のように接触した状態で抵抗発
熱体１２３に通電開始するように定着装置を制御する。これにより抵抗発熱体１２３の過
昇温を防止することが可能となる。
【００４７】
　次に本発明の第４の特徴について説明する。
　本発明の第４の特徴は、定着ベルト１２１に対する温度管理を、より精度よく行うよう
にした点にある。
　図７は、この特徴を説明するための図であり、同図に示された構成では、上述した定着
ベルト１２１に対する抵抗発熱体１２３が単一構造と異なり、第１抵抗発熱体１２７およ
び第２抵抗発熱体１２８というように複数の抵抗発熱体を用いて定着ベルト１２１を加熱
する構造とされている。
【００４８】
　第１抵抗発熱体１２７および第２抵抗発熱体１２８は、不図示の制御装置で個別に発熱
量を制御することが可能であり、サーミスタが用いられている温度検出素子１４１で検知
された温度により第１抵抗発熱体１２７および第２抵抗発熱体１２８の発熱量をそれぞれ
制御することにより、更に効率よく、所望の温度に定着ベルト１２１を制御することが可
能となる。
　第１抵抗発熱体１２７で加熱された定着ベルト１２１の温度は温度検出素子１４１で検
出し、温度検出素子１４１の下流側に具備された第２抵抗発熱体１２８はその検出温度に
より、定着ベルト１２１の温度を更に精度良く補正することを目的として具備されている
。
【００４９】
　第２抵抗発熱体１２８は当接部材１２２に近接しているため、本発明の第１の特徴とし
て説明したように、定着ベルト１２１と離間できる構成を用いても、定着ベルト１２１と
第２抵抗発熱体１２８の距離は第１抵抗発熱体１２７との距離に比べて狭くなり、部分的
に接触してしまう場合がある。
　しかしながら第２抵抗発熱体１２８の温度は、温度検出素子４１で検知した定着ベルト
１２１の温度と対応がとれるため、回転停止時には少なくとも第１抵抗発熱体１２７が定
着ベルト１２１と離間する構成とすればよい。
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【００５０】
　次に本発明の第５の特徴について説明する。
　本発明の第５の特徴は、図７に示した複数の抵抗発熱体を用いる構成を対象として、各
抵抗発熱体の温度管理が行えるようにした点にある。
　つまり、図８は、温度検出位置での検出温度と、第２抵抗発熱体１２８を通過した後、
当接部材１２２の位置に進入した際の定着ベルト１２１の表面温度を示した概略図である
。
【００５１】
　温度検出素子１４１通過時の定着ベルト１２１の温度が所望の制御温度である場合には
、第２抵抗発熱体１２８の発熱量は中レベルに制御して、定着ベルト１２１の温度を維持
する（符号（１）で示すプロフィール）。
　温度検出素子１４１通過時の定着ベルト１２１の温度が所望の制御温度より低い場合に
は、第２抵抗発熱体１２８の発熱量は強レベルに制御して、定着ベルト１２１を積極的に
加熱して、当接部材１２２進入時の定着ベルト１２１の表面温度が所望の制御温度になる
ように制御を行う（符号（２）で示すプロフィール）。
　温度検出素子１４１通過時の定着ベルト１２１の温度が所望の制御温度より高い場合に
は、第２抵抗発熱体１２８の発熱量は弱レベル（もしくはオフ）に制御して、定着ベルト
１２１が放熱するようにして、当接部材１２２進入時の定着ベルト１２１の表面温度が所
望の制御温度になるように制御を行う（符号（３）で示すプロフィール）。
【００５２】
　以上のように温度検出素子１４１通過時の検出温度によって定着ベルト１２１下流側の
第２抵抗発熱体１２８の発熱量を制御することにより更に精度よく、所望の温度に定着ベ
ルト１２１を制御することが可能となる。
【００５３】
　次に本発明の第６の特徴について説明する。
　本発明の第６の特徴は、定着ベルト１２１の回転停止時に、抵抗発熱体を冷却する点に
ある。
　つまり、図９は、図２に示した定着装置を対象として、冷却機構を設けた構成の一例で
ある。
　具体的には定着装置外部から抵抗発熱体１２３と支持部材１２５の間に外気を送り込む
機構が設けられている。一端が抵抗発熱体１２３と支持部材１２５の間に向けられて備え
られたダクト１５０に図示しないファンから外気が送られ、定着ベルト停止中は抵抗発熱
体１２３を冷却する。
　図示しない送風機構は画像形成装置に備えられた、定着装置以外の部分へ送風されるフ
ァン等を利用しても良い。
【００５４】
　以上の構成により、図１０に示すように、ベルトの回転停止中に送風することにより、
更に効率よく抵抗発熱体を冷却することが可能となる。この際、ベルト停止中に常時送風
する必要はなく、抵抗発熱体１２３が所定の温度まで低下した時間で送風を停止する制御
を行っても良い。また送風開始タイミングも必ずしも定着ベルト１２１の停止を待つ必要
はなく、画像を定着する目的に影響しない範囲で、停止前に送風を開始しても良い。
【００５５】
　次に本発明の第７の特徴について説明する。
　本発明の第７の特徴は、抵抗発熱体の変形などを防止するための構成を備えた点にある
。
　つまり、定着装置の逆転により、定着ベルト１２１が抵抗発熱体１２３から離間するよ
うに動作するが、抵抗発熱体１２３は薄膜状であるために、定着ベルト１２１に伴って歪
み、抵抗発熱体１２３と定着ベルト１２１が効率よく離間できない場合がある。
【００５６】
　このような場合には、図示しない側板等に抵抗発熱体１２３が定着ベルト１２１の逆転
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に伴って移動しないような部材（例えば図１１の固定部材１５１）で抵抗発熱体１２３の
端部を保持する。これにより、抵抗発熱体１２３を定着ベルト１２１から効率よく離間す
ることが可能となる。
　またこれに伴い、抵抗発熱体に離間動作に伴う応力が生じることによる変形等のストレ
スを低減することも可能となる。
【００５７】
　次に、上述した構成を用いる画像形成装置の構成を図１２により説明すると次の通りで
ある。
　図１２に示した画像形成装置は、複数の色画像を形成する作像部がベルトの展張方向に
沿って並置されたタンデム方式を用いるカラープリンタあるが、本発明はこの方式に限る
ことはなく、またプリンタだけではなく複写機やファクシミリ装置などを対象とすること
も可能である。
【００５８】
　図１２において画像形成装置１００は、イエロー、シアン、マゼンタ、ブラックの各色
に色分解された色にそれぞれ対応する像としての画像を形成可能な像担持体としての感光
体ドラム２０Ｙ、２０Ｃ、２０Ｍ、２０Ｂｋを並設したタンデム構造が採用されている。
　
【００５９】
　図１２に示す構成の画像形成装置１０００は、各感光体ドラム２０Ｙ、２０Ｃ、２０Ｍ
、２０Ｂｋに形成された可視像が、各感光体ドラム２０Ｙ、２０Ｃ、２０Ｍ、２０Ｂｋに
対峙しながら矢印Ａ１方向に移動可能な無端ベルトが用いられる中間転写体（以下、転写
ベルトという）１１に対して１次転写行程を実行してそれぞれの画像が重畳転写され、そ
の後、記録シートなどが用いられる記録紙Ｓに対して２次転写行程を実行することで一括
転写されるようになっている。
【００６０】
　各感光体ドラムの周囲には、感光体ドラムの回転に従い画像形成処理するための装置が
配置されており、いま、ブラック画像形成を行う感光体ドラム２０Ｂｋを対象として説明
すると、感光体ドラム２０Ｂｋの回転方向に沿って画像形成処理を行う帯電装置３０Ｂｋ
，現像装置４０Ｂｋ、１次転写ローラ１２Ｂｋおよびクリーニング装置５０Ｂｋが配置さ
れている。帯電後に行われる書き込みは、光書込装置８が用いられる。
【００６１】
　転写ベルト１１に対する重畳転写は、転写ベルト１１がＡ１方向に移動する過程におい
て、各感光体ドラム２０Ｙ、２０Ｃ、２０Ｍ、２０Ｂｋに形成された可視像が、転写ベル
ト１１の同じ位置に重ねて転写されるよう、転写ベルト１１を挟んで各感光体ドラム２０
Ｙ、２０Ｃ、２０Ｍ、２０Ｂｋに対向して配設された１次転写ローラ１２Ｙ、１２Ｃ、１
２Ｍ、１２Ｂｋによる電圧印加によって、Ａ１方向上流側から下流側に向けてタイミング
をずらして行われる。
【００６２】
　各感光体ドラム感光体ドラム２０Ｙ、２０Ｃ、２０Ｍ、２０Ｂｋは、Ａ１方向の上流側
からこの順で並んでいる。各感光体ドラム感光体ドラム２０Ｙ、２０Ｃ、２０Ｍ、２０Ｂ
ｋは、イエロー、シアン、マゼンタ、ブラックの画像をそれぞれ形成するための画像ステ
ーションに備えられている。
【００６３】
　画像形成装置１０００は、色毎の画像形成処理を行う４つの画像ステーションと、各感
光体ドラム２０Ｙ、２０Ｃ、２０Ｍ、２０Ｂｋの上方に対向して配設され、転写ベルト１
１及び１次転写ローラ１２Ｙ、１２Ｃ、１２Ｍ、１２Ｂｋを備えた転写ベルトユニット１
０と、転写ベルト１１に対向して配設され転写ベルト１１に従動し、連れ回りする転写部
材としての転写ローラである２次転写ローラ５と、転写ベルト１１に対向して配設され転
写ベルト１１上をクリーニングする中間転写ベルトクリーニング装置１３と、これら４つ
の画像ステーションの下方に対向して配設された光書き込み装置としての光書込装置８と
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を有している。　
【００６４】
　光書込装置８は、光源としての半導体レーザ、カップリングレンズ、ｆθレンズ、トロ
イダルレンズ、折り返しミラーおよび偏向手段としての回転多面鏡などを装備しており、
各感光体ドラム２０Ｙ，２０Ｃ，２０Ｍ，２０Ｂｋに対して色毎に対応した書き込み光Ｌ
ｂ（図１２では、便宜上、ブラック画像の画像ステーションのみを対象として符号が付け
てあるが、その他の画像ステーションも同様である）を出射して感光体ドラム２０Ｙ，２
０Ｃ，２０Ｍ，２０Ｂｋに静電潜像を形成する構成とされている。
【００６５】
　画像形成装置１０００には、感光体ドラム２０Ｙ、２０Ｃ、２０Ｍ、２０Ｂｋと転写ベ
ルト１１との間に向けて搬送される記録紙Ｓを積載した給紙カセットとしてのシート給送
装置６１と、シート給送装置６１から搬送されてきた記録紙Ｓを、画像ステーションによ
るトナー像の形成タイミングに合わせた所定のタイミングで、各感光体ドラム２０Ｙ、２
０Ｃ、２０Ｍ、２０Ｂｋと転写ベルト１１との間の転写部に向けて繰り出すレジストロー
ラ対４と、記録紙Ｓの先端がレジストローラ対４に到達したことを検知する図示しないセ
ンサとが設けられている。
【００６６】
　画像形成装置１０００には、トナー像が転写された記録紙Ｓにトナー像を定着させるた
めのローラ定着方式の定着ユニットとしての定着装置１００と、定着済みの記録紙Ｓを画
像形成装置１０００の本体外部に排出する排紙ローラ７と、画像形成装置１０００の本体
上部に配設されて排出ローラ７により画像形成装置１０００の本体外部に排出された記録
紙Ｓを積載する排紙トレイ１７と、排紙トレイ１７の下側に位置し、イエロー、シアン、
マゼンタ、ブラックの各色のトナーを充填されたトナーボトル９Ｙ、９Ｃ、９Ｍ、９Ｂｋ
とが備えられている。
【００６７】
　転写ベルトユニット１０は、転写ベルト１１、１次転写ローラ１２Ｙ、１２Ｃ、１２Ｍ
、１２Ｂｋの他に、転写ベルト１１が掛け回されている駆動ローラ７２及び従動ローラ７
３を有している。
　従動ローラ７３は、転写ベルト１１に対する張力付勢手段としての機能も備えており、
このため、従動ローラ７３には、バネなどを用いた付勢手段が設けられている。このよう
な転写ベルトユニット１０と、１次転写ローラ１２Ｙ、１２Ｃ、１２Ｍ、１２Ｂｋと、２
次転写ローラ５と、クリーニング装置１３とで転写装置７１が構成されている。
【００６８】
　シート給送装置６１は、画像形成装置１０００の本体下部に配設されており、最上位の
記録紙Ｓの上面に当接する給紙ローラとしての給送ローラ３を有しており、給送ローラ３
が反時計回り方向に回転駆動されることにより、最上位の記録紙Ｓをレジストローラ対４
に向けて給送するようになっている。
【００６９】
　定着装置１００は、図１に示したように、定着ベルト１２１とこれの内面に配置されて
いる抵抗発熱体１２３と加圧ローラ１３１と図示していないが支持部材１２２を備えた構
成が用いられ、上述した各特徴に基づき動作することで、トナー像を担持した記録紙Ｓに
対して熱と圧力とによりトナー像を記録紙Sの表面に定着するようになっている。
【００７０】
　転写装置７１に装備されているクリーニング装置１３は、詳細な図示を省略するが、転
写ベルト１１に対向、当接するように配設されたクリーニングブラシとクリーニングブレ
ードとを有しており、転写ベルト１１上の残留トナー等の異物をクリーニングブラシとク
リーニングブレードとにより掻き取り、除去して、転写ベルト１１をクリーニングするよ
うになっている。
【００７１】
　クリーニング装置１３はまた転写ベルト１１から除去した残留トナーを搬出し廃棄する
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　なお、図１に示す構成の画像形成装置１０００では、転写ベルト１１に対して各感光体
ドラムで形成された画像を順次転写することで色画像が重畳されたものを２次転写ローラ
５により記録紙Ｓに一括転写する方式であるが、これに代えて、転写ベルト１１に記録紙
Ｓを担持し、この記録紙Ｓを各感光体ドラムに対峙させて各色の画像を直接記録紙Ｓ上で
重畳する方式とすることも可能である。
【符号の説明】
【００７２】
　１００　定着装置
　１２１　定着ベルト
　１２２　当接部材　
　１２３　抵抗発熱体
　１２５　支持部材
　１２７　第１抵抗発熱体
　１２８　第２抵抗発熱体
　１４１　温度検出素子
　１０００　画像形成装置
【先行技術文献】
【特許文献】
【００７３】
【特許文献１】特開平１１－２９８２号公報
【特許文献２】特開平０４－４４０７５号公報
【特許文献３】特開平１０－２１３９８４号公報
【特許文献４】特開２００７－３３４２０５号公報
【特許文献５】特開２００８－１５８４８２号公報
【特許文献６】特開２００８－２１６９２８号公報
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