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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　中間転写体と、テストパターンデータを生成する生成部と、
　色ずれ量を保持する保持部と、現時点での前記保持部に保持されている色ずれ量に基づ
き、前記テストパターンデータおよび画像データを補正する補正部と、
　前記補正部により補正された前記テストパターンデータに基づいたテストパターンを所
定間隔ごとに前記中間転写体に形成し、かつ、前記補正部により補正された前記画像デー
タに基づいた画像を前記中間転写体に形成する形成部と、
　前記中間転写体に形成されたテストパターンを検知する検知部と、
　前記検知部の検知結果から、色ずれ量の変化量を求め、該変化量に第１係数を乗じた値
と、該色ずれ量の変化量の積算値に所定の第２係数を乗じた値と、前記保持部に保持され
ている色ずれ量と、を加算し、色ずれ量を更新する更新部と、を有することを特徴とする
画像形成装置。
【請求項２】
　前記所定間隔とは、
　所定個数の画像間の間隔であることを特徴とする請求項１記載の画像形成装置。
【請求項３】
　前記所定間隔とは、
　所定時間の間隔であることを特徴とする請求項１記載の画像形成装置。
【請求項４】
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　前記所定間隔とは、
　所定個数の画像間の間隔であり、かつ、所定時間の間隔であることを特徴とする請求項
１記載の画像形成装置。
【請求項５】
　前記更新部は、
　該更新部により求められた色ずれ量の変化量のうち、少なくとも１つの成分が、予め定
められた所定範囲内に属していない場合には、色ずれ量の更新を行わないことを特徴とす
る請求項１～４何れか１項に記載の画像形成装置。
【請求項６】
　前記色ずれ量は、
　スキューずれ、主走査方向倍率ずれ、主走査方向レジストずれ、副走査方向レジストず
れ、のうち、少なくとも１つを含むことを特徴とする請求項１～５何れか１項に記載の画
像形成装置。
【請求項７】
　前記補正部は、
　色ずれ量の各成分を要素とする行列の逆行列を用いて、前記テストパターンデータおよ
び前記画像データを補正することを特徴とする請求項１～６何れか１項に記載の画像形成
装置。
【請求項８】
　前記第１係数及び前記第２係数は、
　色ずれ量の各成分の演算ごとに異なることを特徴とする請求項１～７何れか１項に記載
の画像形成装置。
【請求項９】
　前記形成部は、
　前記テストパターンを前記中間転写体上の、主走査方向両端に形成することを特徴とす
る請求項１～８何れか１項に記載の画像形成装置。
【請求項１０】
　前記形成部は、
　前記テストパターンを前記中間転写体に形成された画像間に形成することを特徴とする
請求項１～８何れか１項に記載の画像形成装置。
【請求項１１】
　現時点での保持部に保持されている色ずれ量に基づき、生成部により生成されたテスト
パターンデータおよび画像データを補正する補正工程と、
　前記補正工程により補正された前記テストパターンデータに基づいたテストパターンを
所定間隔ごとに中間転写体に形成し、かつ、前記画像データに基づいた画像を前記中間転
写体に形成する形成工程と、
　前記中間転写体に形成されたテストパターンを検知する検知工程と、
　前記検知工程の検知結果から、色ずれ量の変化量を求め、該変化量に第１係数を乗じた
値と、該色ずれ量の変化量の積算値に所定の第２係数を乗じた値と、前記保持部に保持さ
れている色ずれ量と、を加算し、色ずれ量を更新する更新工程と、を有することを特徴と
する画像形成方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、画像形成装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　電子写真方式のカラー画像形成装置では、複数の画像形成部を直列に配置して、１パス
でフルカラー画像を形成するタンデム方式が主流となっている。しかし、このタンデム方
式では、各色の画像形成部における感光体ドラムや露光装置等の位置精度や径のずれや、
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光学系の精度ずれなどに起因して、各色の記録用紙上での位置ずれによる色ずれ（レジず
れ）となって現れる。このため、タンデム方式では、色ずれ制御（レジストレーション制
御ともいう）が不可欠である。
【０００３】
　この色ずれ制御の方法として、一般的に、中間転写ベルト上に各色の色ずれ検出用のテ
ストパターンを形成して、このテストパターンの位置をセンサで検知してその結果からレ
ジずれ量を算出する。そして、算出されたレジずれ量を基に、各光学系の光路を補正した
り、各色の画像書き出し位置や画素クロック周波数を補正する色ずれ制御方法が知られて
いる。
【０００４】
　しかし、従来の色ずれ制御方法では、２つの問題点があった。１つ目の問題点として、
光学系の光路を補正するためには、光源やｆ－θレンズを含む補正光学系や光路内のミラ
ー等を、機械的に動作させ、各色の位置を合わせ込む必要があった。しかし、このために
は高精度な可動部材が必要となり、高コスト化を招く。 更に、補正の完了までに時間が
かかるため、頻繁に補正を行うことができない。
【０００５】
　２つ目の問題点として、機内温度の変化などにより光学系や支持部材などに変形が生じ
るなどして、レジずれ量が経時的に変化することがあり、色ずれ制御を行った直後の高品
位な画像を常に保つことが困難である。
【０００６】
　１つ目の問題点を解決するものとしては、例えば、座標変換手段が、検出されたレジず
れ量に基づいて、各色毎の画像データの出力座標位置を、レジずれを補正した出力座標位
置に自動変換する方法が提案されている（特許文献１等参照）。
【０００７】
　また、レジずれ補正手段は、レジずれ検出用パターン形成時や画像形成時で、記録媒体
に対する画像位置補正量の成分のうち（例えば、主走査方向倍率ずれ）、少なくとも１つ
以上を変更可能とする方法が提案されている（特許文献２等参照）。
【０００８】
　また、２つ目の問題点を解決するには、機内の温度を検知して一定の温度変化があった
ときや時間経過に伴い、上述した色ずれ制御を繰り返し行う方法が知られている。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　しかし、特許文献１、２記載の技術では、色ずれ制御直後には、色ずれの少ない高品位
な画像を形成できるが、時間経過につれ色ずれ量が変化するために、常にこの状態を保つ
ことが困難である。機内温度を検知して色ずれ制御を行うようにしても同様であり常に色
ずれが制御されている訳ではない。また、色ずれ量を直接検知していないので、所定の色
すれ量に収まるようにタイミングよく正確に色ずれ制御を行うのは困難であり、色ずれ制
御の頻度過多や不足になりやすい。
【００１０】
　また、色ずれ検出用のテストパターンを形成して、該テストパターンを検知し、検知結
果からずれ量を算出する処理に時間がかかる。そして、該テストパターン形成時には通常
の画像が印刷できず、さらには機械的制御を伴う場合には安定動作する補正完了までの時
間も印刷できない。よって、高品位な画像形成を保つため頻繁に色ずれ制御を行うと、生
産性が低下してしまうという問題が生じる。
【００１１】
　また、特許文献１、２記載の技術では、機内温度の変化や時間経過や連続画像形成枚数
などの情報に基づき実行される1回の色ずれ制御内で、テストパターンの形成と、テスト
パターンからの色ずれ量検出と、検出された色すれ量に基づき次の色ずれ制御工程が実行
されるまでに使用する画像位置補正量の算出とが行われる。このとき色ずれ量検出値に検
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出誤差やノイズ要因が生じると、誤った（誤差の生じた）画像位置補正量が算出され、次
の色ずれ制御工程が実行されるまでは、これに基づいて色ずれの生じた画像が形成されて
しまう。そのため検出誤差の低減は不可欠である。そのため、コストをかけて高精度な部
品を使用するか、色ずれ検出用のテストパターンを複数組形成して、この複数組の検出値
の平均値から色ずれ量を算出することで、検出誤差を低減するようにしている。しかし、
この場合、テストパターン長が長くなり通常画像の印刷が出来ない期間も増えるため、色
ずれ補正精度向上と引き換えに生産性の低下を招くという第１の問題が生じる。
【００１２】
　特に、連続印刷中には機内の温度上昇が著しいため色ずれ変化量が大きく、頻繁な色ず
れ制御を必要とする。一方、色ずれ制御を高頻度で行うとテストパターン形成及びずれ量
検知による印刷できない時間（ダウンタイムと呼ぶ）が多くなってしまうことによる生産
性の低下が生じてしまうという第２の問題が生じる。これら第１の問題、第２の問題を同
時に解決することは困難であった。
【００１３】
　すなわち、色ずれ制御の頻度不足により色ずれ量の変動に対し対応できなかったり、検
出誤差やノイズの影響により誤った補正がなされ高品位な画像を形成できないという懸念
がある。この懸念を解決するために色ずれ制御の頻度を増やしたり、検出精度向上のため
テストパターン長を長くすることで、生産性を低下させていた。さらには、ディジタル印
刷機と呼ばれる電子写真方式の印刷機では、常に高品位な画像と高生産性との両立が求め
られるため、この問題点はより顕著となる。
【００１４】
　そこで、本発明は、上記のような問題を鑑みて、生産性を低下させることなく、常に色
ずれ補正された高品位な画像を形成する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】
【００１５】
　上記目的を達成するため、中間転写体と、テストパターンデータを生成する生成部と、
色ずれ量を保持する保持部と、現時点での前記保持部に保持されている色ずれ量に基づき
、前記テストパターンデータおよび画像データを補正する補正部と、前記補正部により補
正された前記テストパターンデータに基づいたテストパターンを所定間隔ごとに前記中間
転写体に形成し、かつ、前記補正部により補正された前記画像データに基づいた画像を前
記中間転写体に形成する形成部と、前記中間転写体に形成されたテストパターンを検知す
る検知部と、前記検知部の検知結果から、色ずれ量の変化量を求め、該変化量に第１係数
を乗じた値と、該色ずれ量の変化量の積算値に所定の第２係数を乗じた値と、前記保持部
に保持されている色ずれ量と、を加算し、色ずれ量を更新する更新部と、を有する画像形
成装置を提供する。
【発明の効果】
【００１６】
　本発明の画像形成装置によれば、生産性を低下させることなく、常に色ずれの少ない高
品質な画像を形成できる。
【図面の簡単な説明】
【００１７】
【図１】本実施例の画像形成装置の機能構成例を示したブロック図である。
【図２】本実施例の印刷ジョブのタイミングを示した図である。
【図３】本実施例の中間転写ベルトを真上から見た図である。
【図４】本実施例のテストパターンの機能構成例を示した図である。
【図５】本実施例の検知部の機能構成例を示した図である。
【図６】本実施例の画像形成装置の処理フローを示した図である。
【図７】別の実施例の画像形成装置の処理フローを示した図である。
【図８】本実施例の印刷ジョブ開始指示を制御する処理フローである。
【図９】本実施例の画像形成装置のハードウェア構成を示すブロック図である。
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【発明を実施するための形態】
【００１８】
［用語の説明］
　実施例の説明の前に、用語の説明を行う。
【００１９】
　画像形成装置とは例えば、プリンタ、ファクシミリ、複写装置、プロッタ、これらの複
合機などである。
【００２０】
　また、記録媒体は、例えば、紙、糸、繊維、皮革、金属、プラスチック、ガラス、木材
、セラミックスなどの媒体である。以下では、記録媒体を用紙として説明する。
【００２１】
　画像形成とは、文字や図形、パターンなどの画像を記録媒体や中間転写体に付与するこ
となどをいう。
【００２２】
　また、中間転写体とは、例えば、中間転写ベルトであり、以下の説明では、中間転写体
を中間転写ベルトであるとして説明する。
［要部の構成図］
　図１に本実施例の画像形成装置の要部の構成図の一例を示す。以下の例では、タンデム
方式と称される複数色の画像形成部を有する多色対応の画像形成装置について説明する。
また、複数色とは、Ｃ（シアン）Ｍ（マゼンダ）Ｙ（イエロー）Ｋ（ブラック）であるが
、これらのうち、少なくとも２つの色を用いればよく、他の色を用いても良い。さらには
他の色を追加して５色以上としてもよい。本実施例の画像形成装置では、画像およびテス
トパターンを中間転写ベルト８に形成するのであるが、該形成の流れを簡単に説明する。
【００２３】
　図１の例では、生成部１、画像パス切替部２、補正部３、書込制御部５、走査光学系６
、各色ＣＭＹＫに対応する像担持体（以下では、「感光体」という。）７Ｋ、７Ｍ、７Ｃ
、７Ｙ、中間転写ベルト６、二次転写部９、検知部１１などを含む。また、以下では、感
光体７Ｋ、７Ｍ、７Ｃ、７Ｙをまとめていう場合には、感光体７という。
【００２４】
　図１に記載されている各構成部について簡単に説明する。生成部１は、印刷ジョブ制御
部１３からのパターン出力指示信号（後述する）を受信すると、各色Ｙ、Ｃ、Ｍ、Ｋごと
のテストパターンデータＴＰＤｙ、ＴＰＤｃ、ＴＰＤｍ、ＴＰＤｋを生成する。このテス
トパターンデータは、テストパターンの基となるデータである。また、テストパターンと
は、色ずれ検知に用いられるものである。
【００２５】
　画像パス切換部２は、各色Ｙ、Ｃ、Ｍ、Ｋごとの画像データＶＤｙ、ＶＤｃ、ＶＤｍ、
ＶＤｋと、生成部１から出力されるテストパターンデータＴＰＤｙ、ＴＰＤｃ、ＴＰＤｍ
、ＴＰＤｋとを切り換えて出力する。画像データＶＤｙ、ＶＤｃ、ＶＤｍ、ＶＤｋは制御
部２０６から転送される。図１では、画像データＶＤｙ、ＶＤｃ、ＶＤｍ、ＶＤｋと、テ
ストパターンデータＴＰＤｙ、ＴＰＤｃ、ＴＰＤｍ、ＴＰＤｋとをまとめて、それぞれ２
１ｃ、２１ｍ、２１ｙ、２１ｋと示す。画像パス制御部２の切替は、印刷ジョブ制御部１
３からの切替信号により行われる。
【００２６】
　補正部３は、保持部４に保持されている現時点での色ずれ量を用いて、この色ずれ量を
打ち消すように、画像パス切換部２の出力する画像データおよびテストパターンデータ２
１Ｃ,２１Ｍ,２１Ｙ,２１Ｋを補正し、補正画像データおよび、補正テストパターンデー
タ２２Ｃ,２２１Ｍ,２２Ｙ,２２Ｋを出力する。色ずれ量の参照は画像データの先頭で行
い１枚（あるいはテストパターン１組）を補正する間は同一の色ずれ量で補正する。この
補正方法については後述する。
【００２７】
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　保持部４には、現時点での色ずれ量が保持されている。そして、更新部１２が、保持部
４内の色ずれ量を更新する。この更新手法について後述する。
【００２８】
　書込制御部５は、各色毎に各色のライン同期信号２４Ｃ,２４Ｍ,２４Ｙ,２４Ｋから主
走査同期信号を生成する。各色のライン同期信号２４Ｃ,２４Ｍ,２４Ｙ,２４Ｋとは、各
色の走査光学系６から入力される、光ビームが所定位置を通過したことを示すものである
。主走査同期信号とは、主走査方向の書き出し位置を示す信号である。
【００２９】
　また、入力される印刷ジョブ開始指示信号あるいはエンジンコントローラ部からの書込
み開始指示を基準とし、各感光体間の距離（例えばＰｙとＰｃとの距離）と中間転写ベル
ト８の線速Ｖとに基づき決定される各色間の時間差により、各色毎に副走査同期信号を生
成する。副走査同期信号とは、副走査方向の書き出し位置を示す信号である。そして、書
込制御部５内部で生成される画素クロックを基準として、主走査同期信号および副走査同
期信号に同期し、各色毎に補正画像データおよび補正テストパターンデータ２２Ｃ,２２
Ｍ,２２Ｙ,２２Ｋから走査光学系６内にある光源の変調信号である書込信号２３Ｃ,２３
Ｍ,２３Ｙ,２３Ｋへと変換する。このようにして、各色の補正画像データは、それぞれ対
応する感光体上に顕像化され、中間転写ベルト８上に多重に転写される。
【００３０】
　走査光学系６は、各色の感光体７に対応して備えられる。図１の例では、各色ごとの走
査光学系をまとめて走査光学系６として図示する。走査光学系６内の光源は、補正画像デ
ータおよび補正テストパターンデータ２２Ｃ,２２Ｍ,２２Ｙ,２２Ｋについての光ビーム
をそれぞれの感光体７Ｙ、７Ｃ、７Ｍ、７Ｋに走査することで、画像（静電潜像）および
テストパターンをそれぞれの感光体７上に形成する。未図示の現像部は、それぞれの潜像
を顕像化する。それぞれの感光体上に顕像化された画像は、一次転写位置（一次転写部）
Ｐｙ、Ｐｃ、Ｐｍ、Ｐｋで、中間転写ベルト８上に多重に一次転写される。一次転写後、
多重に転写された各色の画像は、二次転写部９により用紙１０上に一括して二次転写され
る。そして、定着手段（図示せず）は、記録用紙１０上に画像を定着することにより、カ
ラー画像を形成する。これらの動作のタイミング制御は制御部２０６（またはエンジンコ
ントローラ部）で行われる。
【００３１】
　また、形成部４０とは、走査光学系６および感光体７を含む。つまり、形成部４０は、
補正部で補正された、画像データに基づいた画像およびテストパターンデータに基づいた
テストパターンを中間転写ベルト８に形成する。また、以下で言及する色ずれとは、書込
み制御部５以降で生じるものであるとする。
【００３２】
　印刷ジョブ制御部１３は、印刷ジョブのタイミングを制御するものである。ここで、印
刷ジョブとは、画像１個の中間転写ベルト８への形成処理または、テストパターン１組の
中間転写ベルト８への形成処理をいう。印刷ジョブ制御部１３は、画像印刷要求に伴い印
刷ジョブ開始信号を生成、出力する。また、印刷ジョブ制御部１３は、画像の印刷ジョブ
の合間に所定間隔ごとに（後述する）テストパターンの印刷ジョブを挿入し、印刷ジョブ
開始信号を生成、出力する。通常画像の印刷ジョブ開始により画像データ転送要求信号を
生成し、テストパターンの印刷ジョブ開始によりテストパターン出力指示信号を生成する
。また、印刷ジョブ開始信号はエンジンコントローラ部及び書込制御部５にも出力し、こ
れを開始基準として各部でタイミング制御が図られる。
【００３３】
　エンジンコントローラ部（未図示）は、これらタイミング制御を含む各部の様々な制御
を司る。
［印刷ジョブのタイミング］
　図２は、各部における印刷ジョブのタイミングを説明するためのタイミングチャートの
一例である。図２の例では、３つの画像形成ごとに、１個のテストパターンを形成する例
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について説明する。また、図２の（ａ）～（ｈ）において、横軸は時間を示す。
【００３４】
　（ａ)は印刷ジョブ開始指示信号を表す。ＴＰ１、ＴＰ２・・・下矢印を付したものは
、それぞれ１つ目、２つ目のテストパターンの印刷ジョブの開始時刻を示す。また、Ｖ１
、Ｖ２、Ｖ３・・・にそれぞれ下矢印を付したものは、それぞれ１つ目、２つ目、３つ目
の画像の印刷ジョブの開始時刻を示す。
【００３５】
　(ｂ)～（ｅ）は中間転写ベルト８上の各点での印刷ジョブのタイミングを表す。また、
括弧で囲まれた数字は、それぞれ、印刷ジョブ開始信号で説明した、印刷ジョブの開始時
刻の「Ｖ」に付加した数字と対応する。つまり、印刷ジョブ開始信号Ｖ１、Ｖ２・・・に
より、例えば、イエロー色の画像（１）（２）、・・・は、中間転写ベルト８に形成され
る。
【００３６】
　(ｂ)はイエローの感光体７Ｙ上に顕像化された画像（トナー画像）が中間転写ベルト８
の一次転写位置Ｐｙに転写されるタイミングについて示す。印刷ジョブ開始信号から遅延
時間Ｔｄｙ後にイエローの画像Ｖｙは中間転写ベルト８上に形成される。遅延時間Ｔｄｙ
は、印刷ジョブ開始信号から各部での処理・遅延時間が加算された時間である。
【００３７】
　（ｃ）は、シアンの感光体７Ｃ上に顕像化された画像（トナー画像）が中間転写ベルト
８の一次転写位置Ｐｃに転写されるタイミングについて示す。印刷ジョブ開始信号から遅
延時間Ｔｄｃ後にシアンの画像Ｖｃは中間転写ベルト８上に形成される。遅延時間Ｔｄｃ
は、以下の式により求められる。
【００３８】
　Ｔｄｃ＝Ｔｄｙ＋（Ｐｙ－Ｐｃ）／Ｖ
　ただし、（Ｐｙ－Ｐｃ）は、一次転写位置Ｐｙ、Ｐｃ間の距離を示し、Ｖは、中間転写
ベルト８の線速を示す。
【００３９】
　（ｄ）は、マゼンダの感光体７Ｍ上に顕像化された画像（トナー画像）が中間転写ベル
ト８の一次転写位置Ｐｍに転写されるタイミングについて示す。印刷ジョブ開始信号から
遅延時間Ｔｄｍ後にマゼンダの画像Ｖｍは中間転写ベルト８上に形成される。遅延時間Ｔ
ｄｍは、以下の式により求められる。
【００４０】
　Ｔｄｍ＝Ｔｄｙ＋（Ｐｙ－Ｐｍ）／Ｖ
　ただし、（Ｐｙ－Ｐｍ）は、一次転写位置Ｐｙ、Ｐｍ間の距離を示す。
【００４１】
　（ｅ）は、ブラックの感光体７Ｋ上に顕像化された画像（トナー画像）が中間転写ベル
ト８の一次転写位置Ｐｍに転写されるタイミングについて示す。印刷ジョブ開始信号から
遅延時間Ｔｄｋ後にブラックの画像Ｖｋは中間転写ベルト８上に形成される。遅延時間Ｔ
ｄｋは、以下の式により求められる。
【００４２】
　Ｔｄｋ＝Ｔｄｙ＋（Ｐｙ－Ｐｋ）／Ｖ
　ただし、（Ｐｙ－Ｐｋ）は、一次転写位置Ｐｙ、Ｐｋ間の距離を示す。
【００４３】
　（ｆ）は検知部（センサ）１１の検出点（検出位置）Ｐｓでのテストパターン通過タイ
ミングを表す。イエローの一次転写位置Ｐｙと、検出点Ｐｓとの間の距離に応じて印刷ジ
ョブ開始時刻からテストパターン通過時刻までの時間が決まる。また、テストパターンの
通過タイミング付近以外では検知部１１が動作を停止させるようにしておくと、誤検出防
止及び省電力となる。この検知部１１の動作の停止は、制御部２０６（またはエンジンコ
ントローラ部）により行われる。
【００４４】
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　（ｇ）は検知部１１によるテストパターンの検知が完了する時刻を表し、色ずれ量のサ
ンプリング点に相当する。印刷ジョブ開始時刻からの遅延時間Ｔｄｓは、以下の式により
求められる。
Ｔｄｓ＝Ｔｄｙ＋（Ｐｙ－Ｐｓ＋Ｌ）／Ｖ
　ただし、Ｌは、テストパターンの長さを示す。その後、色ずれ量の演算時間τ後に新し
い色ずれ量に更新される。この更新については後述する。時間Ｔｄｓ＋τが、テストパタ
ーンの印刷ジョブ開始時刻から色ずれ量更新までの時間となる。
【００４５】
　（ｈ）は二次転写部９における、印刷ジョブのタイミングである。二次転写部９は、中
間転写ベルト１上に重畳形成された画像を用紙１０に転写（二次転写）する。
【００４６】
　なお、図２中の時間Ｔｓについては後述する。
【００４７】
　図３に、中間転写ベルト８を上方から垂直方向に見た図を示す。図３では、中間転写ベ
ルト８上に形成された画像及びテストパターンや、検知部（センサー）１１の位置なども
示す。また、以下の説明では、中間転写ベルト８の移動方向を副走査方向とする。また、
中間転写ベルト８上での画像形成の際に、画像が走査される方向を主走査方向という。主
走査方向をｘ軸方向とし、副走査方向をｙ軸方向とする。
【００４８】
　斜線を付した領域５１は画像形成領域である。画像形成領域とは、中間転写ベルト８の
全領域のうち、画像が形成される領域である。また、画像形成領域に付した括弧で囲った
数字（１）～（３）は、図２で説明した（１）～（３）に対応する。
【００４９】
　また、図２の例では検知部１１は主走査方向一列に３つ配置される。これら３つの検知
部をそれぞれ１１ａ、１１ｂ、１１ｃとする。また、５２ａ、５２ｂ、５２ｃはそれぞれ
テストパターンが形成される領域（以下、「テストパターン形成領域」という。）であり
、主走査方向の位置は検知部１１ａ、１１ｂ、１１ｃ位置（図２では一点鎖線ａ、ｂ、ｃ
で示す）に対応（対向）している。テストパターン形成領域は、画像形成領域外に設定さ
れる。もし、テストパターン形成領域が、画像形成領域内に設定されると、二次転写部１
１において、用紙１０にテストパターンが転写されるからである。
【００５０】
　ここで、本実施例の画像形成装置の形成部４０（図１参照）は、所定間隔ごとにテスト
パターンを形成する。そして、所定間隔について更に詳細に説明する。
［所定間隔（その１）］
　所定間隔（その１）を、所定個数の画像間の間隔とする。図３に実線で示すように、テ
ストパターンＴＰは、副走査方向において、所定個数の画像間（画像形成領域５１の間（
いわゆる紙間））に形成される。図３の例では、所定個数とは３個である。つまり、図３
の例では、３個の画像ごとに、テストパターンは形成される。そして、所定個数（３個）
の画像をおいて、画像間に次のテストパターン５３ａ、５３ｂ、５３ｃが形成される。こ
の間隔は厳密に一定距離である必要はなく、その付近の画像間に挿入するよう印刷ジョブ
が制御される。つまり図３の例では、画像の所定個数ごとに、テストパターンは形成され
る。
［所定間隔（その２）］
　所定間隔（その２）を所定時間の間隔とする。テストパターンは、画像形成領域外であ
れば、どこに形成してもよい。例えば、破線５４ａ、５４ｃに示すように、テストパター
ンを中間転写ベルト８上の主走査方向両端に形成するようにしても良い。この場合、検知
部１１はその主走査位置に対応して、５５ａ、５５ｃの位置に配置される。テストパター
ンを中間転写ベルト８上の主走査方向両端に形成するようにすれば、画像間を開ける必要
がなく、生産性を向上させることが出来る。また、テストパターン形成間隔も自由に選択
できる。
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［所定間隔（その３）］
　所定間隔（その３）を所定個数の画像間の間隔であり、かつ、所定時間の間隔とする。
例えば、形成される画像のサイズがそれぞれ異なる場合、例えば、画像サイズが、Ａ４．
Ａ３、Ａ４・・・などと形成される場合には、所定時間ごとであり、かつ、画像の所定個
数ごとに、テストパターンを形成すると、更に好ましい。
［テストパターンの構成］
　次に、テストパターンの構成例について説明する。図４に、テストパターンの構成例を
示す。図４の例では、主走査方向と平行な直線パターン６１と、主走査方向と４５度の角
をなす斜線パターン６２を一つのテストパターンＴＰとする。これが各色（例えばＣ，Ｋ
，Ｙ，Ｍ）順に副走査方向に並んでいる。つまり、直線パターン６１Ｃ、６１Ｋ、６１Ｙ
、６１Ｍ、斜線パターン６２Ｃ、６２Ｋ、６２Ｙ、６２Ｍの順番で並んでいる。これらの
テストパターンＴＰを主走査方向に複数（図３の例では３箇所、５２ａ～ｃおよび５３ａ
～ｃ）それぞれに形成して、１組のテストパターンとする。図４中のＬ１ｃ、Ｌ２ｋ、Ｌ
２ｃについては後述する。
［検知部１１の構成］
　次に、検知部１１の構成について説明する。図５に検知部１１の構成例を示す。検知部
１１は、発光部６５と受光部６６とを一対として構成される。発光部６５は中間転写ベル
ト８に対して、光を照射する。そして、受光部６６は、中間転写ベルト８で反射された反
射光を受光し、該受光を電気信号に変換する。中間転写ベルト８上にテストパターンが形
成されていない（トナーがない）状態では反射光量は強いが、テストパターンが形成され
ている（トナーが存在する）と照射光が散乱するため受光部６６で受光する反射光量が減
る。また、反射光量についての閾値を予め定めておく。検知部１１は、反射光量が、該閾
値より大きければ、テストパターンは形成されていないと判断し、該閾値より小さければ
、テストパターンは形成されていると判断するようにする。このようにして、検知部１１
は、テストパターンの有無が検出できる。
【００５１】
　そして受光部６６が出力する電気信号（検知部出力信号）を、更新部１２（図１参照）
内のＡ／Ｄ変換器などがデジタル信号に変換する。そして、更新部１２内の信号処理部が
、該デジタル信号を信号処理することにより、各パターン６１、６２の中心が検知部１１
の位置を通過した時間などを求める。
［実施形態１］
　次に、本実施例の実施形態１について説明する。また、本実施例において、色ずれ量の
構成要素として、スキューずれｄ、主走査方向倍率ずれａ、主走査方向レジストずれｃ、
副走査方向レジストずれｆ、のうち、少なくとも１つを含むものであればよい。ただし、
ｄ、ａ、ｃ、ｆは実数であるとする。また、色ずれ量の構成要素として、他の要素を含ん
でいても良い。また、「ずれ」とは誤差を意味する。以下の説明での色ずれ量は、スキュ
ーずれｄ、主走査方向倍率ずれａ、主走査方向レジストずれｃ、副走査方向レジストずれ
ｆの全てを含むものとして説明する。
【００５２】
　「スキューずれ」とは、「中間転写ベルト８上に形成された画像やテストパターンが、
所定の傾きを持ってしまうことから生じるずれ」をいう。「主走査方向倍率ずれ」とは「
画像の倍率を変更した場合の主走査方向のずれ」をいう。「主走査方向レジストずれ」と
は、「理想的な走査線に対し、主走査方向の平行方向のずれ」をいう。「副走査方向レジ
ストずれ」とは、「理想的な走査線に対し、副走査方向の平行方向のずれ」をいう。
【００５３】
　また、主走査方向の倍率ずれにおいて、主走査方向の全体倍率はａ'＝１＋ａで表され
る。つまり、以下の説明では、ａ'、ｃ、ｄ、ｆが、色ずれ量の構成要素となる。また、
ａ'、ｃ、ｄ、ｆは更新されるのであるが、Ｎ回（Ｎは自然数）更新されたものをそれぞ
れａ'Ｎ、ｃＮ、ｄＮ、ｆＮとする。
【００５４】
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　図６に実施形態１の画像形成装置の処理フローを示す。図６を用いて、実施形態１の画
像形成装置の処理を説明する。なお、図６記載のフローは各色（Ｃ、Ｍ、Ｙ、Ｋ）それぞ
れについて実行される。
＜ステップＳ１０１＞
　ステップＳ１０１では、色ずれ量の初期値ａ'０、ｃ０、ｄ０、ｆ０を設定する。設定
された色ずれ量の初期値ａ'０、ｃ０、ｄ０、ｆ０は保持部４（図１参照）に保持される
。初期値の設定手法は様々ある。例えば、初期値を色ずれ量なしとして、ａ'０＝１、ｃ

０＝０、ｄ０＝０、ｆ０＝０としてもよい。また、前回使用時の色ずれ量を保持部４に保
持させておき、該保持された色ずれ量を初期値としても良い。また、色ずれ量を補正せず
にテストパターンを形成して、このテストパターンの検出結果から上述したように色ずれ
量を算出する色ずれ量初期値検出ステップを含み、これを初期値として設定しても良い。
色ずれ量の補正については後述する。また、この色ずれ量初期値検出ステップでは、テス
トパターンを複数組形成して検出した結果の平均を色ずれ量の初期値とし、誤差を平滑化
するようにしても良い。
＜ステップＳ１０２＞
　ステップＳ１０２では、補正部３が、保持部４に保持されている現時点での色ずれ量に
基づき、テストパターンデータ及び画像データを補正する。ここで、補正部３による補正
と、色ずれ量の関係について説明する。
【００５５】
　補正部３に入力される画像データＶＤ及びテストパターンデータＴＰＤの座標系を（ｘ
、ｙ）とする。また、補正部３により補正された画像データＶＤ'及びテストパターンデ
ータＴＰＤ'の座標系を（ｘ'、ｙ'）とする。また、中間転写ベルト８上に形成される画
像およびテストパターンの座標系を（ｘ''、ｙ''）とする。なお、ｘ、ｘ'、ｘ''は、主
走査方向の座標であり、ｙ、ｙ'、ｙ''は副走査方向の座標である。
【００５６】
　そうすると、（ｘ'、ｙ'）と（ｘ''、ｙ''）の関係は以下の式（１）で表すことができ
る。
ｘ''＝ａ'ｘ'＋０ｙ＋ｃ
ｙ''＝ｄｘ'＋１ｙ＋ｆ　　　（１）
　また、式（１）を行列を用いて、以下の式（２）で表すことができる。
【００５７】
【数１】

　ここで、式（３）において、行列Ａを乗算することは、色ずれが生じたこと（色ずれを
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生じさせる）を意味する。以下では、行列Ａを「色ずれ変換行列」という。また、上記の
式（１）～（３）は各色について成り立つものである。
【００５８】
　そこで、補正部３は、式（４）に示すように、色ずれ変換行列Ａの逆行列Ａ－１を用い
て座標（ｘ、ｙ）を補正する。逆行列Ａ－１を補正行列という。
【００５９】
【数２】

　補正部３の式（４）による補正により、以下の式（５）に示すように、色ずれ変換行列
Ａを打ち消すことができ、つまり、中間転写ベルト８上に形成される画像の色ずれ量を補
正できる（色ずれを生じなくさせることができる）。色ずれ変換行列Ａの逆行列を補正行
列Ａ－１という。
【００６０】

【数３】

　つまり、補正部３は、色ずれ量の各成分ａ'、ｃ、ｄ、ｆを要素とする行列Ａの逆行列
Ａ－１を用いて、画像データＶＤおよびテストパターンデータＴＰＤを補正する。そして
、補正された形成部（走査光学系６と感光体７）は補正されたテストパターンデータおよ
び画像データに基づいて、中間転写ベルト８上にテストパターンおよび画像を形成する。
＜ステップＳ１０３＞
　ステップＳ１０３では、検知部１１が、テストパターンＴＰを検知する（図５の説明参
照）。そして、更新部１２が、検知部１１からの出力信号をサンプリングする。更新部１
２のサンプリングは、図２で説明した印刷ジョブ開始信号に従って、定められる。そのタ
イミングまでは、このステップＳ１０３で待機となる。そして、更新部１２は、隣接する
テストパターン間の距離（図４参照）などを求める。
＜ステップＳ１０４＞
　ステップＳ１０４では、更新部１２は、色ずれ量の変化量を求める。今回は１回目の色
ずれ量の変化量を求める演算であるので、色ずれ量の初期値ａ'０、ｃ０、ｄ０、ｆ０か
らの変化量を求める。Ｎ回目の変化量（つまり、Ｎ個目のテストパターンを用いて求めら
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れた変化量）をそれぞれ、Δａ'Ｎ、ΔｃＮ、ΔｄＮ、ΔｆＮ、とする。今回は１回目の
変化量の演算であるので、Δａ'１、Δｃ１、Δｄ１、Δｆ１となる。
【００６１】
　次に、色ずれ量の変化量の求め方について説明する。
【００６２】
　以下の例では、ブラック（Ｋ）を基準とした各色（Ｃ，Ｍ，Ｙ）の色ずれ量の変化量の
演算方法を説明する。また、パターンの構成例を図４である場合について説明する。基準
色Ｋの横線パターン６１Ｋと対象色（例えばＣ）の横線パターン６１Ｃとの測定された距
離をＬ１cとする。Ｍ，Ｙも同様にＬ１ｍ，Ｌ１ｙ（未図示）とする。また、同色の横線
パターン６１と斜線パターン６２との測定された距離をＬ２とし添え字にその色を表す。
例えばシアンであればＬ２ｃとし、ブラックであればＬ２ｋとする。また、単位はｍｍと
する。
【００６３】
　また、基準色Ｋの横線パターン６１Ｋと対象色（例えばＣ）の横線パターン６１Ｃとの
理想的な距離（つまり、生成部１が出力するパターン間の距離）をＬ１ｒｅｆとする。Ｋ
とＹの横線パターン間の距離も同一でありＬ１ｒｅｆとし、ＫとＭとの横線パターン間の
距離はその倍で２Ｌ１ｒｅｆとなる。
【００６４】
　さらに、検知部１１ａ、１１ｂ，１１ｃそれぞれで測定される上記の距離をそれぞれ「
＿ａ」，「＿ｂ」，「＿ｃ」を付けて区別する。例えば、検知部１１ａで検知した、直線
パターン６１Ｃと６１Ｋとの距離は、Ｌ１ｃ＿ａとなる。また、検知部１１ａで検知した
、直線パターン６１Ｋと斜線パターン６２Ｋとの距離は、Ｌ２ｋ＿ａとなる。また、検知
部１１ａと検知部１１ｃ間の距離をＬａｃとする。このように測定された距離を用いて、
色ずれ量の各成分の演算は以下のように表せる。
（スキューずれ）
　各色（Ｃ，Ｍ，Ｙ）のブラック（Ｋ）に対するスキューずれｄ(Ｃ)、ｄ(Ｍ)、ｄ(Ｙ)の
変化量Δｄ(Ｃ)、Δｄ(Ｍ)、Δｄ(Ｙ)はそれぞれ以下の式で表される。これらの式をまと
めて（式６）とする。ただし、Ｌａｃは、検知部１１ａと検知部１１ｃとの距離を示し、
予め定められているものである。
Δｄ(C)= (L1c_c-L1c_a)/Lac
Δｄ(M)= (L1m_c-L1m_a)/Lac
Δｄ(Y)= (L1y_c-L1y_a)/Lac　　　（６）
（副走査方向のレジストずれ）
　各色（Ｃ，Ｍ，Ｙ）のブラック（Ｋ）に対する副走査方向のレジストずれｆ(Ｃ)、ｆ(
Ｍ)、ｆ(Ｙ)の変化量Δｆ(Ｃ)、Δｆ(Ｍ)、Δｆ(Ｙ)はそれぞれ以下の式で表される。こ
れらの式をまとめて（式７）とする。
Δｆ(C)＝((0.25・L1c_a +0.5・L1c_b +0.25・L1c_c)-L1ref)・κ
Δｆ(M)= ((0.25・L1m_a +0.5・L1m_b +0.25・L1m_c)-2・L1ref)・κ
Δｆ(Y)= ((0.25・L1y_a +0.5・L1y_b +0.25・L1y_c)-L1ref)・κ　　　（７）
　ここで、κは距離の単位を［ｍｍ]から[ｄｏｔ]に変換する係数で、例えば画像データ
が１２００ｄｐｉとすると、κ＝１２００／２５．４である。
（主走査方向の倍率ずれ）
　各色（Ｃ，Ｍ，Ｙ）のブラック（Ｋ）に対する主走査方向の倍率ずれａ(Ｃ)、ａ(Ｍ)、
ａ(Ｙ)の変化量Δａ(Ｃ)、Δａ(Ｍ)、Δａ(Ｙ)はそれぞれ以下の式で表される。これらの
式をまとめて式（８）とする。
Δa(C)= ((L2c_c-L2k_c)-(L2c_a-L2k_a))/Lac
Δa(M)= ((L2m_c-L2k_c)-(L2m_a-L2k_a))/Lac
Δa(Y)= ((L2y_c-L2k_c)-(L2y_a-L2k_a))/Lac　　　（８）
（主走査方向のレジストずれ）
　各色（Ｃ，Ｍ，Ｙ）のブラック（Ｋ）に対する主走査方向のレジストずれｃ(Ｃ)、ｃ(
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Ｍ)、ｃ(Ｙ)の変化量Δｃ(Ｃ)、Δｃ(Ｍ)、Δｃ(Ｙ)はそれぞれ以下の式で表される。こ
れらの式をまとめて式（９）とする。
Δc(C)= ((L2c_a-L2k_a)-Lbd・a(C))・κ
Δc(M)= ((L2m_a-L2k_a)-Lbd・a(M))・κ
Δc(Y)= ((L2y_a-L2k_a)-Lbd・a(Y))・κ　　　（９）
　ここで、式（９）中のＬｂｄについて説明する。走査光学系６（図１参照）内に、各色
毎に同期検知センサが備えられている。同期検知センサは、光ビームが通過した時にライ
ン同期信号２４Ｙ、２４Ｃ、２４Ｍ、２４Ｋを生成するものである。Ｌｂｄは、この同期
検知センサと検知部１１ａとの距離を示すものであり、予め定められているものである。
また、Ｌｂｄ・ａ(Ｃ)の項は主走査方向の同期位置となる同期検知センサから検知部１１
ａまで走査する期間に、主走査方向の倍率ずれによって生じる位置ずれをレジストずれか
ら減じて校正する項である。
【００６５】
　また、テストパターンを５４の位置（図３参照）に形成する場合は、副走査方向のレジ
ストずれについては、式（７）を以下の式（７'）に変えればよく、他の各ずれ成分（ス
キューずれ、主走査方向倍率ずれ、主走査方向レジストずれ、）は同一式で求められる。
ｆ(C)=ｆ(M)=ｆ(Y)=((0.5・L1c_a + 0.5・L1c_c)-L1ref)・κ　　　（７'）
　式（６）（７）（７'）（８）（９）で用いられる値のうち、予め定められている値（
例えば、Ｌａｃなど）以外の全ての値をまとめて、「更新必要値」という。更新必要値と
は、予め定められない値であり、例えば、Ｌ１ｃ＿ｃなどである。これらの求め方の手法
の一例を、Ｌ１ｃ＿ｃを例にして説明する。
【００６６】
　検知部１１ｃは、直線パターン６１ｃを検知した時刻と、直線パターン６１ｋを検知し
た時刻と、の差である時間ｓを求める。そして、更新部１２が、中間転写ベルト８の線速
Ｖに、時間ｓを乗算することで、Ｌ１ｃ＿ｃを求めることができる。また、他の値につい
ても同様に求めることができる。このようにして、全ての更新必要値は、ステップＳ１０
３で求められる。
【００６７】
　また、図４以外のテストパターンの構成である場合には、適宜、色ずれ量の変化量の求
め方は変更される。
＜ステップＳ１０５＞
　ステップＳ１０５では、更新部１２は、ステップＳ１０４で求められた色ずれ量の変化
量を用いて、保持部４で保持されている直近の色ずれ量を更新する。更新の手法は様々あ
るが、ここでは、３つの手法を説明する。また、以下の３つの更新手法では、色ずれ量の
各構成要素のうち、主走査方向倍率ずれａの更新手法のみについて説明するが、他の構成
要素であるスキューずれｄ、主走査方向レジストずれｃ、副走査方向レジストずれｆにつ
いても、同様の式で更新させることができる。また、全ての色Ｃ，Ｍ、Ｙ、Ｋについて、
色ずれ量の更新は行われる。
（第１の更新手法）
　まず第１の更新手法について説明する。第１の更新手法では、以下の式（１０）のよう
に、保持部４に保持されている直近の（前回の）色ずれ量に、今回求められた色ずれ量の
変化量を加算することで、色ずれ量を更新させる。
ａｎ＝ａｎ－１＋Δａｎ　　　（１０）
　ただし、ａｎ、ａｎ－１は、それぞれｎ回目、ｎ－１回目の更新により求められた色ず
れ量の主走査方向の倍率ずれである。また、ΔａｎはＮ回目に求められた色ずれ量の主走
査方向の倍率ずれの変化量である。また、今回の更新は１回目の更新（ｎ＝１）であるこ
とから、初期値ａ０は以下の式（１０'）により更新され、ａ１が算出される。
ａ１＝ａ０＋Δａ１　　　（１０'）
（第２の手法）
　１組のテストパターンから算出した色ずれ量には、テストパターン形成時の誤差、ある
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いはセンサの読取り誤差などが含まれることがある。従って、式（１０）のように、初期
値ａ０と色ずれ量の変化量Δａ１を単純に加算するだけでは、テストパターン形成時の誤
差、あるいはセンサの読取り誤差などの誤差（以下、「ノイズ」という。）に反応して演
算される色ずれ量がばらついてしまう場合がある。このノイズを制限するために、下式（
１１）のように、色ずれ量の変化値に所定の係数Ｋｐを掛けた値を加算し新しい色ずれ量
ａ(ｎ)を計算する。この式（１１）の演算により、ノイズ成分が平滑化されるため高精度
に色ずれ量が求められる。なお、Ｋｐは比例ゲイン係数であり、予め定められる定数であ
る。
ａｎ＝ａｎ－１＋Ｋｐ・Δａｎ　　　（１１） 
　また、今回の更新は１回目の更新であることから、初期値ａ０は以下の式（１１'）に
より更新され、ａ１が算出される。
ａ１＝ａ０＋Ｋｐ・Δａ１　　　（１１'）
　式（１１）（１１'）を用いて、更新することで、ノイズが平滑化されるために、高精
度に色ずれ量を更新することができる。
（第３の更新手法）
　次に第３の更新手法について説明する。第３の更新手法では、以下の式（１２）のよう
に、更新部１２は、今回求められた色ずれ量の変化量に所定の第１係数Ｋｐを乗じた値と
、今回求められた色ずれ量の変化量の積算値に所定の第２係数Ｋｉを乗じた値と、保持部
４に保持されている直近の色ずれ量と、を加算することで、色ずれ量を更新する。いわゆ
るＰＩ制御により、色ずれ量を更新する。
【００６８】

【数４】

　また、今回の更新は１回目の更新であることから、初期値ａ０は以下の式（１２'）に
より更新され、ａ１が算出される。
ａ１＝ａ０＋Ｋｐ・Δａ１＋Ｋｉ・Δａ１　　　（１２'）
　ここで、Ｋｐは比例ゲイン係数、Ｋｉは積分ゲイン係数、であり予め定められる値であ
る。ＫｐとＫｉのゲイン係数により制御帯域が決まり、この制御帯域より高周波成分のノ
イズが制限される。つまり、第３の更新手法を用いると、複数組のテストパターンを形成
しなくても良いという効果を奏する。更に、複数のテストパターンについての色ずれ量の
変化量の平均値を求める必要がなくなり、１組の短いテストパターンでも十分精度良く色
ずれ量が求められるという効果も奏する。色ずれ量の変化量Δａｎの積算値も反映してい
るので、定常誤差を低減できる。
【００６９】
　また、この制御帯域は、以下の変動に対して追従して色ずれ量が求められる。ここでは
温度変化などによる緩やかな変動に対して追従するよう色ずれ量を求めればよい。従って
、例えばサンプリング周期を数秒オーダーとすれば、制御帯域はサンプリング周期の数十
分の１～数百分の１でよく、こうなるように第１係数Ｋｐ及び第２係数Ｋｉを定めればよ
い。
【００７０】
　また、第１係数Ｋｐおよび第２係数Ｋｉは、色ずれ量の各成分の演算ごとに異なるよう
にすることが好ましい。換言すれば、ａ，ｃ，ｄ，ｆの各要素ごとに要求される制御帯域



(15) JP 5771925 B2 2015.9.2

10

20

30

40

50

が異なるのであれば（例えば温度変化に敏感な要素があれば）、その要素に対するＫｐ，
Ｋｉのみ変える。また、各要素に対するＫｐ，Ｋｉを変えて制御帯域を互いに異なるよう
にしてもよい。このようにすることで、各要素の色ずれ量の更新処理において、互いに干
渉することを防ぐことができ、さらに正確な、色ずれ量の更新を行うことができる。
【００７１】
　また、第１の更新手法、第２の更新手法以外の更新手法を用いても良い。そして、更新
部１２は、更新された色ずれ量を、保持部４に保持されている直近の色ずれ量を、求めら
れた色ずれ量に更新する。
［２回目以降の更新処理］
＜ステップＳ１０２＞
　ステップＳ１０５の１回目の更新処理が終了すると、ステップＳ１０２に戻る。そして
、補正部３は、更新された色ずれ量（現時点での色ずれ量）に基づき、入力された画像デ
ータおよびテストパターンデータを、式（４）を用いて補正する。補正行列Ａ－１を構成
する各要素であるａ'、ｃ、ｄ、ｆはステップＳ１０５で更新された値を用いる。そして
、形成部４０は、補正された画像データおよびテストパターンに基づいた画像及びテスト
パターンを中間転写ベルト８上に形成する。
【００７２】
　そして、ステップＳ１０３で、中間転写ベルト８上に形成されたテストパターンを検知
する。
【００７３】
　また、ステップＳ１０４で、ステップＳ１０３で求められた更新必要値（例えば、Ｌ１
ｃ＿ｃ）などを用いて、上記式（６）（７）（または（７'））（８）（９）により色ず
れ量の変化量が求められる。
【００７４】
　そして、ステップＳ１０５で、更新部１２は、上記更新式（１０）～（１２）の何れか
、または、他の更新式により、直近に求められた色ずれ量の変化量を用いて、保持部４で
保持されている色ずれ量を更新する。そして、ステップＳ１０２に戻り、処理が繰り返さ
れる。
【００７５】
　このように、本実施形態１の画像形成装置の形成部４０は、所定間隔ごとに、かつ、画
像形成を妨げないように（つまり、画像形成領域外に）テストパターンを形成する。従っ
て、色ずれ量更新の精度を上げるべく、テストパターン形成の周期（間隔）を短くしても
、生産性が低下することはない。また、色ずれの補正も、安定動作するまでに、比較的、
時間のかかる機械的な補正を伴わずに行うので、テストパターン形成や色ずれ量の検知や
機械的な補正によるダウンタイムが発生せず、生産性も低下しない。
【００７６】
　また、本実施形態１の画像形成装置であれば、ステップＳ１０２において、補正部３が
テストパターンデータおよび画像データを補正する。そして、検知部１１が、直近に補正
部３により補正されたテストパターンデータに基づいたテストパターンを検知することで
、更新必要値を求める。そして、ステップＳ１０４において、更新部１２が、求められた
更新必要値から、色ずれ量の変化量を求め、保持部４に保持されている色ずれ量を更新さ
せる（つまり、色ずれ量についてフィードバック制御を行うことができる）。つまり、本
実施例の画像形成装置であれば、色ずれ量の定常誤差を低減しつつ、該色ずれ量を更新す
ることができ、結果として、画像形成装置内の温度変化などに随時適応した色ずれ量を更
新することができる。よって、正確な色ずれ量の更新を行うことができる。
［実施形態２］
　次に実施形態２の画像形成装置について説明する。図７に実施形態２の画像形成装置の
処理フローを示す。図７は、ステップＳ１１０が、ステップＳ１０４とステップＳ１０５
との間に介在されている点で、図６と異なる。以下では、ステップＳ１１０を中心に説明
する。
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【００７７】
　ステップＳ１０４で、色ずれ量の変化量が求められる。そして、ステップＳ１１０では
、更新部１２が、ステップＳ１１０で、色ずれ量の変化量Δａｎ, Δｃｎ、Δｄｎ、Δｆ

ｎ（ｎ＝１、...、Ｎ）が所定範囲（正常範囲）内に属しているか否かを判断する。そし
て更新部１２が、色ずれ量の変化量が正常範囲に属していると判断すると（ステップＳ１
１０のＹｅｓ）、ステップＳ１０５に移行する。この正常範囲とは予め実験的に求められ
る。
【００７８】
　また、更新部１２が、色ずれ量の変化量が正常範囲に属していないと判断すると（ステ
ップＳ１１０のＮｏ）、更新部１２が色ずれ量の更新処理を行うことなく、ステップＳ１
０２に戻る。色ずれ量の変化量が正常範囲に属していないということは、更新部１２は、
検知部１１によるテストパターンの検知がエラーである等を判断するからである。以下で
は、色ずれ量の変化量が、正常範囲内に属している場合には、色ずれ量の変化量が正常値
であるといい、正常範囲内の属していない場合には、色ずれ量の変化量が異常値であると
いう。
【００７９】
　色ずれの変化量が正常範囲に属していないと判断することについて説明する。例えば、
中間転写ベルト８に傷などがある場合に、検知部１１がその傷を検知すると、検知部１１
はその傷についての検知結果を出力する場合がある。従って、テストパターン付近に傷が
あると、更新部１２により算出される色ずれ量の変化量が実際とは異なる値となる。そし
て該色ずれ量の変化量を用いて、色ずれ量を更新すると、誤った更新がなされることにな
る。
【００８０】
　従って、色ずれ量の変化量が正常範囲に属しているか否か判断する処理（ステップＳ１
１０）を設けることで、色ずれ量の更新に反映させないようにすれば、誤った色ずれ量の
更新がなされることないという効果を奏する。
【００８１】
　本実施形態においては、上述したように定期的に色ずれ量の変化量を検出するようにな
っている。定期的に検出している短時間での色ずれ量の変化量は通常大きくないので、正
常範囲の幅を小さめに（例えばプラスマイナス数十ミクロン相当）にしておけばよい。
【００８２】
　また、色ずれ量の変化量の１つの要素が、異常値である場合、中間転写ベルト８上の傷
などの影響を受け、正常な色ずれ量の変化量の別の要素においても正常値が検知できてい
ない場合がある。よって色ずれ量の変化量の１つの要素において異常値が検出された場合
は、色ずれ量の変化量の他の要素の演算と更新を行わないようにしても良い。
【００８３】
　また、色ずれ量の変化量の要素うち、少なくとも、２つ以上が、異常値である場合に、
色ずれ量の変化量の他の要素の演算と更新を行わないようにしても良い。
［その他の実施形態（その１）］
　次に、その他の実施形態（その１）について説明する。図２（ｇ）において、色ずれ量
の更新時間τに時間Ｔｄｓを加えたものが、テストパターンの印刷ジョブ開始時刻から色
ずれ量の更新までの時間となる。そして、保持部４で保持されている色ずれ量を常にその
時点での色ずれ量になるように制御する制御系にとってのむだ時間となる。テストパター
ンの印刷ジョブ間隔Ｔｓが制御系にとってのサンプリング周期となり、本実施例では、前
述のむだ時間より長くなるようにしている。制御対象となる色ずれ量の変動は温度変化が
主因となるので、比較的遅く（緩やかに変化する）、例えば数分の間隔で変化していく。
これに対してサンプリング周期Ｔｓが十分短ければよいので、例えばＴｓを数秒と設定す
る。例えば、毎分６０枚の印刷ができる装置では数枚に一回テストパターンを挿入するこ
とになる。なお、図３の例では３枚に１つのテストパターンが挿入されている例である。
なお、このときのサンプリング時間精度は特段厳密である必要はない。
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［その他の実施形態（その２）］
　次に、その他の実施形態（その２）について説明する。図３において、検知部１１ａ～
ｃの組付け精度、位置の経時変化などにより、検出される各々の色の位置ずれ検出値の絶
対精度は依存してしまう。また、検知部１１の位置の組付け精度を向上させるにはコスト
アップになる。また、事前にキャリブレーションなどを行っても、支持部材の熱変形など
により経時的な位置変動を生じるおそれもあり、テストパターン検出の度にキャリブレー
ション動作を行っていては、本発明の課題である生産性を落とさずに色ずれ補正を行うと
いう主旨にも反する。
【００８４】
　そこで本実施例では、所定の基準色（例えばブラックＫ）に対する各色（Ｃ，Ｍ，Ｙ）
の相対的な色ずれを求め、この色ずれを補正するようにする（式（６）～（９）参照）。
人間の視覚特性として相対的なずれの方が認識しやすいので、相対的な色ずれの補正でも
十分である。
【００８５】
　もちろん、ここで説明した以外にもテストパターン及び検出部１１は既存技術が存在す
るので、本画像形成装置の実施形態にそれらを適用することも可能であり、その形態によ
っては上述したことはその限りではない。
［その他の実施形態（その３）］
　次に、その他の実施形態（その３）について説明する。また、図２において、１つの印
刷ジョブに対し、書込制御部５（図１参照）が、それぞれの色毎に各感光体間の距離に応
じた時間差をつけて出力する。書込制御部５内に備えるバッファメモリの低減のため、テ
ストパターンデータ及び画像データを色毎に上記時間差をつけて出力するようにすると良
い。すなわち、書込制御部５が、上述した副走査同期信号に基づき色毎のテストパターン
出力指示信号を生成部１に出力し、色毎の画像データ転送要求信号を発行するようにして
も良い。あるいは、副走査同期信号を印刷ジョブ制御部１３に入力し、該印刷ジョブ制御
部１３で色毎のテストパターン出力指示信号及び画像データ転送要求信号を生成するよう
にしてもよい。
［その他の実施形態（その４）］
　図８は、印刷ジョブ制御部１３において、印刷ジョブ開始指示を制御する方法を示す処
理フローである。
【００８６】
　ステップＳ２０１では、テストパターンデータの生成要求があるか否かを判別し、該生
成要求があればステップＳ２０２へ進む。ステップＳ２０２では、印刷ジョブ制御部１３
が印刷ジョブ開始指示信号およびテストパターン出力指示信号を生成し、生成部１に出力
する。そして、ステップＳ２０３では、テストパターンの出力時間に相当する時間（図２
におけるＴｔｐ）だけ待機し、つまりその間他の印刷ジョブが発行されないようにして、
ステップＳ２０１に戻る。
【００８７】
　また、ステップＳ２０１において、テストパターンデータの生成要求がなければステッ
プＳ２０４へ移行する。テストパターンの生成要求は、印刷ジョブ制御部１３内に別途、
前回のテストパターン出力指示信号から上記時間Ｔｓが経過すると生成要求を発行するル
ーチンを持ち行われる。あるいは前回のテストパターン出力指示信号から所定個数の印刷
ジョブ開始指示信号が発行されると生成要求を発行するルーチンを持ち行われる。ステッ
プＳ２０４では、印刷ジョブ制御部１３が、印刷要求があるか否か判別し、あればステッ
プＳ２０５へ移行し、なければステップＳ２０１へ戻る。
ステップＳ２０５では、印刷ジョブ制御部１３が、印刷ジョブ開始指示信号を生成し、画
像データ転送要求を行う。ステップＳ２０６では、画像データの出力時間に相当する時間
（図２におけるＴｐｒｉｎｔであり、印刷する用紙サイズにより異なる）だけ待機する。
つまりその間他の印刷ジョブが生成されないようにして、ステップＳ２０１に戻る。
【００８８】
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　図８記載フローチャートに従って、テストパターン及び通常画像の印刷ジョブ開始指示
を行うことにより、画像形成領域と重なることなく、テストパターンを所定間隔で形成で
きる。
［その他の実施形態（その５）］
　図９は、更新部１２、保持部４及び印刷ジョブ制御部１３の機能を果たすプログラムな
どが実行されるハードウェア構成の一例である。また、前述した画像形成装置内各部の動
作タイミング制御を行うエンジンコントローラと兼ねても良い。
【００８９】
　Ａ/Ｄ変換器１０１は、検知部１１の出力が入力され、これをディジタルデータへ変換
し、Ｉ／Ｏ（入出力）ポート１０５へ接続される。または、フィルタ処理などの信号処理
を行う信号処理部やバッファメモリ（ともに未図示）などを介してＩ／Ｏポート１０５へ
接続される。
【００９０】
　Ｉ／Ｏポート１０５は、Ａ/Ｄ変換器１０１及び外部ブロックと接続され、ＣＰＵ１０
２との入出力信号のやり取りを行う。印刷要求信号の入力や印刷ジョブ開始指示信号の発
行、補正部３への色ずれ量の更新などはこのＩ／Ｏポート１０５を介して行う。
【００９１】
　ＣＰＵ１０２は、Ｉ／Ｏポート１０５を介して外部との入出力が行われ、色ずれ量の演
算や印刷ジョブ開始制御などが実行される。またメモリバス１０６を介してＲＡＭ１０３
及びＲＯＭ１０４と接続される。
【００９２】
　ＲＯＭ１０４には、色ずれ量を演算・更新するためのプログラムを始め、各種プログラ
ムが格納されている。
【符号の説明】
【００９３】
　１・・・生成部、２・・・画像パス切替部、３・・・補正部、４・・・保持部、５・・
・書込制御部、６・・・走査光学系、７・・・感光体、８・・・中間転写体、９・・・二
次転写部、１０・・・用紙、１１・・・検知部、１２・・・更新部、１３・・・印刷ジョ
ブ制御部
【先行技術文献】
【特許文献】
【００９４】
【特許文献１】特開平８－８５２３６号公報
【特許文献２】特開２００５－２７４９１９号公報
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