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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
像担持体の表面上に画像を形成する作像手段と、
前記像担持体の表面上の画像濃度を検出する像担持体上濃度検出手段と、
前記像担持体上濃度検出手段の検出結果に基づいて前記作像手段による作像条件を制御す
る作像条件制御手段と、
基準となる反射特性を有する基準部材と、
前記像担持体の表面上の画像を記録媒体に転写する転写手段と、
接触部材と、を備え、
前記像担持体上濃度検出手段によって前記基準部材を検出した検出結果に基づいて、前記
像担持体の表面上の画像濃度の検出条件を補正する補正条件を算出する画像形成装置にお
いて、
前記像担持体上濃度検出手段は、前記像担持体の表面上の画像及び前記基準部材に光を照
射する発光手段と、前記像担持体の表面上の画像または前記基準部材に反射した反射光を
受光する受光手段と、を有し、
前記受光手段は受光素子を一方向に複数並べて配置した構成であり、
前記基準部材は、前記受光素子を一方向に複数並べて配置した構成よりも前記一方向に長
い被検知表面を有し、
記録媒体上に出力した画像濃度を検出するための出力濃度検出画像を前記像担持体に作像
し、前記転写手段によって記録媒体に転写したときの記録媒体上での前記出力濃度検出画
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像の画像濃度を検出する出力濃度検出手段の検出結果の情報を取得する出力濃度情報取得
手段を備え、
前記接触部材は前記出力濃度検出画像が転写された記録媒体の表面に接触し、
記録媒体に転写する前の前記像担持体上の前記出力濃度検出画像を前記像担持体上濃度検
出手段で検出した検出結果と、
前記出力濃度情報取得手段が取得した検出結果と、
前記像担持体上濃度検出手段で前記基準部材を検出した検出結果と、に基づいて、前記補
正条件を修正し、
記録媒体の表面における前記接触部材と対向する位置を、前記出力濃度検出画像の画像濃
度の検出結果を前記補正条件の修正に用いない除外位置とし、
前記像担持体の表面上における前記除外位置に転写する画像を担持する位置の画像濃度の
前記検出条件の前記補正条件を修正する修正条件は、前記除外位置以外の位置に転写する
画像を担持する位置の前記修正条件に基づいて求め、
前記出力濃度検出画像は、前記像担持体の表面上における表面移動方向に直交する方向に
延在する帯状の画像であり、前記除外位置に画像濃度の検出を除外することを示す画像を
作成すること、を特徴とする画像形成装置。
【請求項２】
請求項１に記載の画像形成装置において、
前記除外位置に前記出力濃度検出画像を作成しないことを特徴とする画像形成装置。
【請求項３】
請求項１又は２の何れかに記載の画像形成装置において、
前記像担持体の表面上における前記除外位置に転写する画像を担持する位置の前記修正条
件を、前記除外位置を挟んで両側の位置に転写する画像を担持する位置の前記修正条件に
基づいて求めることを特徴とする画像形成装置。
【請求項４】
像担持体の表面上に画像を形成する作像手段と、
前記像担持体の表面上の画像濃度を検出する像担持体上濃度検出手段と、
前記像担持体上濃度検出手段の検出結果に基づいて前記作像手段による作像条件を制御す
る作像条件制御手段と、
基準となる反射特性を有する基準部材と、
前記像担持体の表面上の画像を記録媒体に転写する転写手段と、
接触部材と、を備え、
前記像担持体上濃度検出手段によって前記基準部材を検出した検出結果に基づいて、前記
像担持体の表面上の画像濃度の検出条件を補正する補正条件を算出する画像形成装置にお
いて、
前記像担持体上濃度検出手段は、前記像担持体の表面上の画像及び前記基準部材に光を照
射する発光手段と、前記像担持体の表面上の画像または前記基準部材に反射した反射光を
受光する受光手段と、を有し、
前記受光手段は受光素子を一方向に複数並べて配置した構成であり、
前記基準部材は、前記受光素子を一方向に複数並べて配置した構成よりも前記一方向に長
い被検知表面を有し、
記録媒体上に出力した画像濃度を検出するための出力濃度検出画像を前記像担持体に作像
し、前記転写手段によって記録媒体に転写したときの記録媒体上での前記出力濃度検出画
像の画像濃度を検出する出力濃度検出手段の検出結果の情報を取得する出力濃度情報取得
手段を備え、
前記接触部材は前記出力濃度検出画像が転写された記録媒体の表面に接触し、
記録媒体に転写する前の前記像担持体上の前記出力濃度検出画像を前記像担持体上濃度検
出手段で検出した検出結果と、
前記出力濃度情報取得手段が取得した検出結果と、
前記像担持体上濃度検出手段で前記基準部材を検出した検出結果と、に基づいて、前記補
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正条件を修正し、
記録媒体の表面における前記接触部材と対向する位置を、前記出力濃度検出画像の画像濃
度の検出結果を前記補正条件の修正に用いない除外位置とし、
前記像担持体の表面上における前記除外位置に転写する画像を担持する位置の画像濃度の
前記検出条件の前記補正条件を修正する修正条件は、前記除外位置以外の位置に転写する
画像を担持する位置の前記修正条件に基づいて求め、
画像形成量が所定量に満たない場合は、前記除外位置を設定しないこと、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、画像形成装置、画像形成システム及び画像形成方法に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来、トナー像担持体の表面上に濃度検出用画像を作像し、この画像の画像濃度を光学
センサによって検出し、その検出結果に基づいて画像形成条件を設定する画像形成装置が
知られている。
　この種の画像形成装置として、特許文献１には、トナー像担持体の表面上の濃度検出用
画像に発光手段で光を照射し、その反射光を受光手段で受光して、受光した光量に基づい
て画像濃度を検出する反射型の光学センサを備えた構成が開示されている。この画像形成
装置では、基準となる反射特性を有する基準部材を備え、発光手段から基準部材に光を照
射し、その反射光の測定結果に基づいて、光学センサによる濃度検出用画像の検出条件を
補正している。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　しかしながら、基準部材または光学センサの周辺の部材の交換等により基準部材と光学
センサとの位置関係が変化すると、基準部材の反射光の測定結果が変化する。具体的には
、光学センサから基準部材までの距離が変化した場合、距離が近いほど基準部材で反射し
た反射光が光学センサの受光手段で受光され易くなって受光する光量は大きくなり、逆に
距離が遠くなるほど受光する光量は小さくなる。このように受光する光量が変化すると基
準部材の反射光の測定結果が変化する。その結果、光学センサによる濃度検出用画像の検
出条件を適切に補正することができず、画像濃度を精度良く検出できなくなるおそれがあ
る。
【課題を解決するための手段】
【０００４】
上述した課題を解決するために、本発明は、像担持体の表面上に画像を形成する作像手段
と、前記像担持体の表面上の画像濃度を検出する像担持体上濃度検出手段と、前記像担持
体上濃度検出手段の検出結果に基づいて前記作像手段による作像条件を制御する作像条件
制御手段と、基準となる反射特性を有する基準部材と、前記像担持体の表面上の画像を記
録媒体に転写する転写手段と、接触部材と、を備え、前記像担持体上濃度検出手段によっ
て前記基準部材を検出した検出結果に基づいて、前記像担持体の表面上の画像濃度の検出
条件を補正する補正条件を算出する画像形成装置において、前記像担持体上濃度検出手段
は、前記像担持体の表面上の画像及び前記基準部材に光を照射する発光手段と、前記像担
持体の表面上の画像または前記基準部材に反射した反射光を受光する受光手段と、を有し
、前記受光手段は受光素子を一方向に複数並べて配置した構成であり、前記基準部材は、
前記受光素子を一方向に複数並べて配置した構成よりも前記一方向に長い被検知表面を有
し、記録媒体上に出力した画像濃度を検出するための出力濃度検出画像を前記像担持体に
作像し、前記転写手段によって記録媒体に転写したときの記録媒体上での前記出力濃度検
出画像の画像濃度を検出する出力濃度検出手段の検出結果の情報を取得する出力濃度情報
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取得手段を備え、前記接触部材は前記出力濃度検出画像が転写された記録媒体の表面に接
触し、
記録媒体に転写する前の前記像担持体上の前記出力濃度検出画像を前記像担持体上濃度検
出手段で検出した検出結果と、前記出力濃度情報取得手段が取得した検出結果と、
前記像担持体上濃度検出手段で前記基準部材を検出した検出結果と、に基づいて、前記補
正条件を修正し、記録媒体の表面における前記接触部材と対向する位置を、前記出力濃度
検出画像の画像濃度の検出結果を前記補正条件の修正に用いない除外位置とし、前記像担
持体の表面上における前記除外位置に転写する画像を担持する位置の画像濃度の前記検出
条件の前記補正条件を修正する修正条件は、前記除外位置以外の位置に転写する画像を担
持する位置の前記修正条件に基づいて求め、前記出力濃度検出画像は、前記像担持体の表
面上における表面移動方向に直交する方向に延在する帯状の画像であり、前記除外位置に
画像濃度の検出を除外することを示す画像を作成すること、を特徴とするものである。
【発明の効果】
【０００５】
　本発明によれば、像担持体上濃度検出手段に対する基準部材や像担持体の位置関係が変
動しても、画像濃度の検出条件を適切に補正し、画像濃度を精度よく検出することが可能
になるという優れた効果がある。
【図面の簡単な説明】
【０００６】
【図１】実施形態１に係る複写機を備えた画像形成システムの概略図。
【図２】同複写機の画像形成部を示す概略構成図。
【図３】同複写機によって行われる画像データ処理の流れの一例を示すブロック図。
【図４】ドット状の面積階調パターンの一例を示す模式図。
【図５】ライン状の面積階調パターンの一例を示す模式図。
【図６】階調特性が変動した際の入力画像面積率と紙上画像濃度との関係の一例を示すグ
ラフ。
【図７】濃度センサを示す概略構成図。
【図８】濃度センサが中間転写ベルトに対向する位置を斜め下方から見た斜視説明図。
【図９】ラインセンサ及び基準板と、中間転写ベルト上の濃度調整用トナー像との位置関
係を示す説明図。
【図１０】検出窓が開いた状態の濃度センサの概略構成図。
【図１１】検出窓が閉じた状態の濃度センサの概略構成図。
【図１２】中間転写ベルトを濃度センサとともに示す下面図。
【図１３】階調パターン像の第一被検部群を示す拡大模式図。
【図１４】被検部のエッジ部の画像濃度が高くなっている状態を示す中間転写ベルトの断
面図。
【図１５】「調整値算出モード」の制御を示すフローチャート。
【図１６】中間転写ベルト上に作像された、シート上濃度検出用トナー像の説明図。
【図１７】記録シート画像濃度検出装置の概略上面図。
【図１８】記録シート上のトナー像の画像濃度と、同じトナー像を転写する前の中間転写
ベルト上でのトナー像の画像濃度との関係を示すグラフ。
【図１９】濃度センサの実特性が狙いの特性からずれている状態の一例を示すグラフ。
【図２０】マゼンタトナー像の分光反射率分布と、「Ｒｅｄ」の光の発光波長分布とを重
ねたグラフ。
【図２１】変形例１の複写機の中間転写ベルト上に作像された、シート上濃度検出用トナ
ー像の説明図。
【図２２】基準板が直線的に傾いて設置されたときの濃度センサの長手方向の位置と、そ
の位置に対応した「Ｐｉ／Ｐ」の値との関係を示すグラフ。
【図２３】変形例２の複写機の中間転写ベルト上に作像された、シート上濃度検出用トナ
ー像の説明図。
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【図２４】基準板が直線的に傾いて設置されたときの濃度センサの両端部の推定データと
検出値から得たデータとの関係を示すグラフ。
【図２５】基準板に反りが生じたときの濃度センサの両端部の推定データと検出値から得
たデータとの関係を示すグラフ。
【図２６】変形例３における記録シートの説明図。
【図２７】変形例４における記録シートの説明図。
【図２８】濃度センサに対して基準板が正しく取り付けられた状態の説明図。
【図２９】濃度センサに対して基準板が傾いて取り付けられた状態の説明図。
【図３０】実施例１の記録シートと搬送コロとの説明図。
【図３１】実施例１の記録シート上のシアン用シート上濃度検出用トナー像の画像濃度の
検出結果を示すグラフ。
【図３２】実施例１の中間転写ベルト上のシアン用シート上濃度検出用トナー像の出力値
を１０［ｍｍ］ピッチで平均化したグラフ。
【図３３】実施例１における除外位置の調整値の算出方法の説明図。
【図３４】実施例１の構成で作像条件を調節したベタ画像をラインセンサで検出した結果
を示すグラフ。
【図３５】実施例２の記録シートと搬送コロとの説明図。
【図３６】実施例２における除外位置の調整値の算出方法の説明図。
【図３７】記録シートに形成されたシート上濃度検出用トナー像に搬送コロが接触する場
合の説明図、（ａ）は搬送コロが接触する状態の模式図、（ｂ）は記録シート濃度センサ
の検出値のグラフ、（ｃ）はラインセンサの検出値のグラフ。
【図３８】図３７（ｂ）の検出結果に基づいて主走査方向の濃度を調整する制御を実行し
た後のベタ画像のラインセンサの検出値のグラフ。
【発明を実施するための形態】
【０００７】
　〔実施形態１〕
　以下、本発明を適用した画像形成装置として、電子写真方式で画像を形成する複写機の
一つ目の実施形態（以下、「実施形態１」と呼ぶ）について説明する。
　まず、実施形態１に係る複写機の基本的な構成について説明する。図１は、実施形態１
に係る複写機（以下、「複写機６００」という）を備えた画像形成システム７００の概略
図である。図１に示すように、画像形成システム７００は、記録媒体である記録シートＳ
上に形成されたトナー像の画像濃度を検出する記録シート画像濃度検出装置６０と複写機
６００とを備える。記録シート画像濃度検出装置６０についての詳細は後述する。
【０００８】
　図２は、複写機６００の画像形成部を示す概略構成図である。
　複写機６００は、画像形成手段としての画像形成部１００、記録シート供給手段として
の給紙部４００、画像読取手段としてのスキャナ２００、原稿供給手段としての原稿自動
搬送装置３００等を備えている。
【０００９】
　画像形成部１００は、記録シートに画像を形成するものである。給紙部４００は、画像
形成部１００に対して記録シートを供給するものである。スキャナ２００は、原稿画像を
読み取って画像データを生成するものである。原稿自動搬送装置３００は、スキャナ２０
０に原稿シートを自動給紙するものである。
【００１０】
　複写機６００の筐体内には、像担持体としての無端状の中間転写ベルト３１を複数の支
持ローラによって支持している転写手段としての転写ユニット３０が配設されている。複
数の支持ローラとして、駆動手段によって回転駆動される駆動ローラ３２と、従動ローラ
３３と、二次転写バックアップローラ３５とを備える。
【００１１】
　中間転写ベルト３１は、例えば、伸びの少ないポリイミド樹脂に、電気抵抗を調整する
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ためのカーボン粉末を分散させた材料からなっている。中間転写ベルト３１は、そのルー
プ内側に配設された駆動ローラ３２、二次転写バックアップローラ３５、従動ローラ３３
及び四つの一次転写ローラ３４によって支持され、駆動ローラ３２の回転に伴って図２中
の時計回り方向（矢印Ａ方向）に無端移動する。
【００１２】
　一次転写電源から出力される一次転写バイアスが印加されるＹ，Ｃ，Ｍ，Ｋ用の一次転
写ローラ３４は、潜像担持体であるドラム状の感光体１（Ｙ，Ｃ，Ｍ，Ｋ）との間に中間
転写ベルト３１を挟み込んでＹ，Ｃ，Ｍ，Ｋ用の一次転写ニップを形成している。感光体
１（Ｙ，Ｃ，Ｍ，Ｋ）の表面上に形成されたイエロー（Ｙ），シアン（Ｃ），マゼンタ（
Ｍ），黒（Ｋ）のトナー像は、Ｙ，Ｃ，Ｍ，Ｋ用の一次転写ニップで中間転写ベルト３１
のおもて面に一次転写される。
【００１３】
　作像ユニット１０（Ｙ，Ｃ，Ｍ，Ｋ）の上方には、潜像書込手段としての光書込ユニッ
ト２０が配設されている。光書込ユニット２０は、出力対象の入力画像等の画像情報に基
づいて、レーザー制御部によって四つの半導体レーザー（ＬＤ）を駆動して四つの書込光
を出射する。作像ユニット１０（Ｙ，Ｃ，Ｍ，Ｋ）は、感光体１（Ｙ，Ｃ，Ｍ，Ｋ）を有
している。以下、Ｙ，Ｃ，Ｍ，Ｋの各色を区別せずに、各色に共通の事柄を説明する際に
は、符号の末尾に添えるＹ，Ｃ，Ｍ，Ｋという添字を省略することもある。
【００１４】
　作像ユニット１０の感光体１の周囲には、帯電手段である帯電ユニット２、現像手段で
ある現像ユニット３、クリーニング手段であるクリーニングユニット４などが配設されて
いる。感光体１は図２中の反時計回り方向の回転に伴ってその表面が帯電ユニット２との
対向位置を通過する際に、帯電ユニット２によってその表面が一様に帯電される。感光体
１における一様帯電後の表面は、光書込ユニット２０から発せられる書込光によって暗中
で光走査されることで、静電潜像を担持する。
【００１５】
　光書込ユニット２０は、光源としての半導体レーザー（ＬＤ）、ポリゴンミラー等の光
偏向器、反射ミラー及び光学レンズなどを有している。光書込ユニット２０は、半導体レ
ーザーから出射したレーザー光を光偏向器によって偏向しながら、反射ミラーで反射した
り光学レンズに通したりすることで、四つの感光体１（Ｙ，Ｃ，Ｍ，Ｋ）のそれぞれの表
面を光走査する。これにより、四つの感光体１（Ｙ，Ｃ，Ｍ，Ｋ）のそれぞれの表面にＹ
，Ｃ，Ｍ，Ｋ用の静電潜像を書き込む。光書込ユニット２０としては、半導体レーザーか
ら発したレーザー光によって光走査を行うものに代えて、光源としてのＬＥＤアレイによ
って光走査を行うものを用いてもよい。
【００１６】
　四つの作像ユニット１０（Ｙ，Ｃ，Ｍ，Ｋ）は、使用するトナーの色が異なる点の他は
、互いにほぼ同様の構成になっている。作像ユニット１０の現像ユニット３は、感光体１
上の静電潜像を、現像剤担持体としての現像ローラ３ａに担持されたトナーによって現像
する。互いに回転可能な感光体１と現像ローラ３ａとは、所定の間隙（現像ギャップ）を
介して互いに対向している。クリーニングユニット４は、一次転写ニップを通過した後の
感光体１の表面に付着している転写残トナーをクリーニングするものである。
【００１７】
　光書込ユニット２０によって感光体１上に書き込まれた静電潜像は、現像ユニット３に
よって現像されてトナー像になる。感光体１上のトナー像は、中間転写ベルト３１のおも
て面に順次重ね合わせて一次転写される。これにより、中間転写ベルト３１上に四色重ね
合わせトナー像が形成される。
【００１８】
　中間転写ベルト３１の周方向における全域のうち、二次転写バックアップローラ３５に
対する掛け回し箇所のおもて面には、搬送ベルト３６が当接して二次転写ニップを形成し
ている。
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【００１９】
　記録シートは、給紙部４００内に多段に配設された給紙トレイ４１（４１ａ、４１ｂ）
の何れか一つから給紙路４２内に送り出される。給紙路４２に送り出された記録シートは
、第一搬送ローラ対４３、第二搬送ローラ対４４及び第三搬送ローラ対４５を経てからレ
ジストローラ対４６まで搬送される。レジストローラ対４６は、ローラ間に挟み込んだ記
録シートを、二次転写ニップ内で中間転写ベルト３１のおもて面の四色重ね合わせトナー
像に重ね合わせるタイミングで送り出す。二次転写ニップ内では、二次転写バックアップ
ローラ３５に印加される二次転写バイアスによる二次転写電界やニップ圧の作用により、
中間転写ベルト３１上の四色重ね合わせトナー像が記録シートに一括二次転写され、記録
シート上でフルカラー画像になる。
【００２０】
　二次転写ニップを通過した記録シートは、搬送ベルト３６のおもて面に保持されながら
移動して定着ユニット３８に送られる。定着ユニット３８内では、定着ニップ圧や加熱の
作用により、記録シートの表面にフルカラー画像が定着される。その後、記録シートは、
機外の排紙トレイ３９等に排出される。
【００２１】
　図１に示されるように、複写機６００は制御部１５を有している。この制御部１５は、
後述する各種の制御行うマイクロコンピュータ等からなる中央演算処理装置（ＣＰＵ）、
各種制御回路、入出力装置、クロック、タイマー、不揮発性メモリ及び揮発性メモリから
なる記憶手段（記憶部）、などを備えている。制御部１５の記憶部には、各種の制御用プ
ログラムや、各種センサからの出力、各種演算データなどの様々な情報が記憶されている
。
【００２２】
　図３は、実施形態１に係る複写機６００によって行われる画像データ処理の流れの一例
を示すブロック図である。外部のホストコンピュータ５００上のアプリケーションソフト
からプリンタドライバに受け渡された画像データは、複写機６００に出力される。このと
き画像データは、プリンタドライバによってＰＤＬ（ページ記述言語）に変換される。Ｐ
ＤＬによって記述された画像データが入力データとして入力されると、ラスタ化処理部６
０１において解釈され、ラスタイメージが形成される。このとき、それぞれのオブジェク
トについて、例えば文字、線、写真、グラフィックス画像などの種別や属性を示す信号を
生成する。その信号を、入出力特性補正部６０２、ＭＴＦフィルタ処理部６０３、色・階
調補正処理部６０４、及び擬似中間調処理部６０５などへ出力する。
【００２３】
　入出力特性補正部６０２では、入出力特性補正信号によって所望の特性が得られるよう
にラスタイメージ内の各階調値が補正される。入出力特性補正部６０２は、濃度センサ出
力部６１０からの出力を用いるとともに、不揮発メモリ及び揮発メモリから構成される記
憶部６０６との間で情報を授受することにより、入出力特性補正信号の生成や補正動作を
行う。生成された入出力特性補正信号は、記憶部６０６の不揮発メモリに保存され、次回
からの作像に使用される。
【００２４】
　ＭＴＦフィルタ処理部６０３では、ラスタ化処理部６０１から送られてくる属性の信号
にしたがって各属性に対して最適なフィルタが選択された状態で強調処理が行われる。Ｍ
ＴＦフィルタ処理については周知の技術と同一であるので、詳細の説明は省略する。ＭＴ
Ｆフィルタ処理を行った後の画像データは、次工程である色・階調補正処理部６０４に引
き渡される。
【００２５】
　色・階調補正処理部６０４では、次のような色補正及び階調補正など各種の補正処理が
行われる。
　色補正では、ホストコンピュータ５００から入力されたＰＤＬの色空間であるＲＧＢ色
空間から、画像形成部１００で用いるトナーの色からなる色空間であるＣＭＹＫ色空間へ
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の色変換を行う。この色補正は、ラスタ化処理部６０１から送られてくる属性の信号にし
たがって、各属性に最適な色補正係数を用いて行われる。
　階調補正では、後述の階調パターン像Ｉｔにおける各被検部の画像濃度を濃度センサ５
０で検出した結果に基づいて作成した階調特性データに基づいて、出力対象の多階調画像
の画像データを補正する階調補正処理を行う。
【００２６】
　画像データは、色・階調補正処理部６０４における処理が施された後、擬似中間調処理
部６０５に引き渡される。擬似中間調処理部６０５では擬似中間調処理を行い、出力画像
用データを生成する。例えば、色補正及び階調補正の処理を施されたデータに対して、デ
ィザ法によって擬似中間調処理を行う。具体的には、予め記憶されたディザマトリクスと
の比較参照を行うことによって量子化を行う。
【００２７】
　擬似中間調処理部６０５から出力された出力用画像データは、ビデオ信号処理部６０７
で処理されてビデオ信号に変換される。このビデオ信号に基づいて、ＰＷＭ信号生成部６
０８において光源制御信号としてＰＷＭ（パルス幅変調）信号が生成される。ＬＤ駆動部
６０９は、ＰＷＭ信号生成部６０８から受けたＰＷＭ信号に基づいて、光書込ユニット２
０の光源としての半導体レーザー（ＬＤ）を駆動するＬＤ駆動信号を出力する。
【００２８】
　図４は、ドット状の面積階調パターンの一例を示す模式図である。また、図５は、ライ
ン状の面積階調パターンの一例を示す模式図である。実施形態１に係る複写機６００では
、このような面積階調パターンに従って面積階調を実施することで、擬似中間調を再現す
るようになっている。ラスタ化処理部６０１から送られてくる属性の信号にしたがって、
最適な線数とスクリーン角に設定されたディザマトリクスが選択され、最適な擬似中間調
処理が施される。
【００２９】
　図６は、階調特性が変動した際の入力画像面積率と記録紙等の記録媒体上の画像濃度と
の関係の一例を示す図である。周囲環境の変動や画像形成部の劣化、現像ユニット３内の
トナー濃度などが変動した場合に、図６の実線に示されるように入力画像面積率に対して
所望の階調特性が得られなくなる。一般に、同一の潜像に対しては、現像ユニット３内の
トナー濃度が高く変動した場合には、トナーの帯電量が低下するために付着量が増加して
、記録媒体上の画像濃度は全体的に高くなる。逆に、現像ユニット３内のトナー濃度が低
下した場合には、トナー帯電量が増加し付着量が減少するため、全体的に画像濃度が低く
なる傾向がある。このような階調特性の変動は、色を重ねた二次色や三次色の色味に大き
な影響を与えるため、目標階調特性に戻すための補正が必要となる。
【００３０】
　そこで、制御部１５は、中間転写ベルト３１上に各色の濃淡パターン像である階調パタ
ーン像を作成する。各色について、階調パターン像における互いに異なる階調で作像され
た複数の被検部の画像濃度を濃度センサ５０で検出した結果に基づいて、図６に示される
ような階調特性データを構築する。そして、各階調のそれぞれで目標の画像濃度が得られ
るように階調特性データを補正する。具体的には、各階調のそれぞれについて、入力画像
面積率［％］に対し、実際に出力する出力画像面積率を目標の画像濃度が得られる値に関
連付けた階調特性データにする。
【００３１】
　感光体１上に形成された後、中間転写ベルト３１上に転写された階調パターン像におけ
る各被検部の画像濃度は、図１や図２に示される像担持体上濃度検出手段としての濃度セ
ンサ５０によって検出される。
　複写機６００が備える濃度センサ５０は、中間転写ベルト３１の表面上に形成されたト
ナー像を光学的に読み取る。濃度センサ５０は、四つの一次転写ローラ３４（Ｙ，Ｃ，Ｍ
，Ｋ）のうち、中間転写ベルト３１の走行方向（図中の矢印Ａ方向）の最下流に配置され
た黒用一次転写ローラ３４Ｋよりも中間転写ベルト３１の走行方向（図中の矢印Ａ方向）
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の下流側に配置される。また、濃度センサ５０は、二次転写ニップよりも中間転写ベルト
３１の走行方向（図中の矢印Ａ）の上流側に配置される。
【００３２】
　実施形態１では、主走査方向に均一な画像濃度となるように設定されたベタ画像の作像
条件で濃度調整用トナー像Ｔａ（図７及び図９参照）を中間転写ベルト３１上に形成する
（濃度検出用画像作像工程）。この濃度調整用トナー像Ｔａを濃度センサ５０で読み取る
ようにしている（像担持体上画像濃度検出工程）。
　制御部１５は、濃度調整用パターンである濃度調整用トナー像Ｔａを作成する位置を決
めるパターン作成部と、複数の波長からなる濃度センサ５０の出力から付着量を算出する
付着量算出部とを備える。付着量算出は出力と付着量の関係を示すＬＵＴ（ルックアップ
テーブル）を用いて行う。
【００３３】
　図７は、濃度センサ５０を示す概略構成図であり、図８は、転写ユニット３０における
濃度センサ５０が中間転写ベルト３１に対向する位置を斜め下方から見た斜視説明図であ
る。
　図７に示すように、濃度センサ５０は、センサ筐体５８の内部に、発光手段である光源
５１と、受光手段であるラインセンサ５２と、レンズアレイ５３とを備える。また、濃度
センサ５０は、センサ筐体５８の中間転写ベルト３１側に設けられた開口部である検出窓
５４ａに光を透過する透明ガラスからなる光透過部材５４を備える。さらに、濃度センサ
５０は、センサ筐体５８と中間転写ベルト３１との間を図７中の矢印Ｄ方向に移動し、光
透過部材５４と対向する位置と光透過部材５４に対向しない位置との間で移動可能なシャ
ッター部材５５を備える。シャッター部材５５の検出窓５４ａと対向し得る側の表面には
基準板５６が固定されている。
【００３４】
　図９は、濃度センサ５０が備えるラインセンサ５２及び基準板５６と、中間転写ベルト
３１上の濃度調整用トナー像Ｔａとの位置関係を示す説明図である。図９に示すように、
ラインセンサ５２は、光の明暗を電気信号に変換する画像素子５２ａが線状に一列または
複数列に並べて配置されている。実施形態１のラインセンサ５２は、図９中の矢印Ａで示
す中間転写ベルト３１の走行方向に直交する幅方向（図９中の矢印Ｂ方向）に複数の画像
素子５２ａを三列に並べて配置した構成である。
　濃度センサ５０は、受光手段が幅方向に複数の画像素子５２ａを並べて配置したライン
センサ５２であるため、中間転写ベルト３１の表面上における主走査方向である幅方向（
矢印Ｂ方向）の全域にわたり、トナーの付着量を検出可能である。
【００３５】
　ラインセンサ５２は、主走査方向の全域にわたり画像濃度を検出できるため、ページ内
における主走査方向の位置の違いによる画像濃度のムラを検出することが可能となる。そ
して、その検出結果に基づいて作像条件を制御することで、ページ内での画像濃度の安定
化を図ることが可能となる。ラインセンサ５２としては、スキャナの読み取り部に搭載さ
れたＣＩＳ（密着型イメージセンサ）や縮小光学系ユニットに使用されているものを用い
ることができる。
【００３６】
　発光手段である光源５１は白色光を照射するＬＥＤ（発光ダイオード）であり、受光手
段であるラインセンサ５２は、三列に並べて配置した画像素子５２ａの各列の表面にＲｅ
ｄ（Ｒ）、Ｇｒｅｅｎ（Ｇ）、Ｂｌｕｅ（Ｂ）のフィルタをそれぞれ設けた構成である。
これにより、レッド画像素子５２ａＲ、グリーン画像素子５２ａＧ及びブルー画像素子５
２ａＢのそれぞれの画像素子５２ａが、白色光の反射光をその表面のフィルタの色に応じ
て、Ｒ、Ｇ、Ｂに分けて受光することができる。それぞれの画像素子５２ａは、レンズア
レイ５３によって結像されたＲ（レッド）光、Ｇ（グリーン）光、Ｂ（ブルー）光を個別
に受光し、それぞれが受光した光に応じた信号を出力する。画像素子５２ａとしては、Ｃ
ＭＯＳイメージセンサやＣＣＤイメージセンサ等を用いることができる。
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【００３７】
　光源５１は、ＬＥＤを幅方向に複数個並べて配置することで、中間転写ベルト３１や基
準板５６の表面上に、幅方向に延在する線状の光を照射する。光源５１としては、発光素
子が導光体の端部に設けられたものやＬＥＤアレイなどが使用可能である。
　レンズアレイ５３としては、セルフォック（登録商標）レンズを用いることができるが
、これに限るものではない。
【００３８】
　実施形態１の濃度センサ５０は、発光手段である光源５１が白色光を発するＬＥＤであ
り、受光手段であるラインセンサ５２が複数の画像素子５２ａを三列に配置した構成であ
る。濃度センサ５０の発光手段と受光手段との構成としてはこれに限るものではない。例
えば、発光手段である光源５１がＲ、Ｇ、Ｂのそれぞれの光をそれぞれ個別に発するＬＥ
Ｄで、受光手段であるラインセンサ５２が複数の画像素子５２ａを一列に配置した構成で
もよい。この構成では、光源５１が、Ｒ、Ｇ、Ｂそれぞれの光を順番に点灯させることで
、Ｒ、Ｇ、Ｂのそれぞれの光に対する反射光の出力を画像素子５２ａで検出できる。
【００３９】
　図７及び図９に示すように、基準板５６は、表面の色が、白、黒、シアン、マゼンタ及
びイエローとなるように作成された白色基準板５６Ｗ、黒色基準板５６Ｋ、シアン基準板
５６Ｃ、マゼンタ基準板５６Ｍ及びイエロー基準板５６Ｙを備える。
　各色の基準板５６の長手方向の長さ（図８及び図９中の矢印Ｂ方向の長さ）は、ライン
センサ５２の読取幅（ラインセンサ５２が中間転写ベルト３１の表面上のトナー像の反射
光を読み取る幅方向の長さ）以上である。そして、各色の基準板５６は、幅方向（矢印Ｂ
方向）の全域に渡って均一な色（均一な分光反射率分布特性）を有する。基準板５６は、
後述するシェーディング補正で用いるデータ（基準板出力）の取得に使用される。
【００４０】
　図７に示すように、基準板５６は濃度センサ５０のセンサ筐体５８の開口部である検出
窓５４ａを覆うシャッター部材５５の裏面に設ける。濃度センサ５０は、シャッター部材
５５が閉じた状態で基準板５６の表面で反射した反射光の光量を検出し、シャッター部材
５５を開けて中間転写ベルト３１の表面上のトナー像で反射した反射光の光量を検出する
。
　シャッター部材５５は、アクチュエーターの駆動によって図７中の矢印Ｄで示すように
ベルト移動方向に沿って往復移動することが可能になっており、その往復移動に伴って検
出窓５４ａを開閉する。図７では、シャッター部材５５が検出窓５４ａの直上から待避し
て検出窓５４ａを開いている状態を示している。
【００４１】
　白色基準板５６Ｗとしては、例えば、東レ株式会社製の白色フィルムであるルミラーＥ
２０（商品名）からなるものを用いることができる。白色基準板５６Ｗは両面テープ等に
よってシャッター部材５５の裏面に固定されており、シャッター部材５５と一体となって
ベルト移動方向に沿って往復移動する。他色の基準板５６（５６Ｋ，５６Ｃ，５６Ｍ及び
５６Ｙ）も同様である。
【００４２】
　図１０は、検出窓５４ａが開いた状態の濃度センサ５０の概略構成図であり、図１１は
、検出窓５４ａが閉じた状態の濃度センサ５０の概略構成図である。
　図８及び図９に示すように、濃度センサ５０の長手方向の寸法は、中間転写ベルト３１
上のベルト幅方向（図中の矢印Ｂ方向）の寸法よりも大きくなっている。これにより、濃
度センサ５０は、中間転写ベルト３１上に形成される階調パターン像Ｉｔや濃度調整用ト
ナー像Ｔａの長手方向の全域を読み取ることができる。濃度センサ５０の長手方向の寸法
をベルト幅より大きくしなくても、ベルト幅方向における有効画像領域の寸法と同等以上
にすれば、濃度センサ５０に対して中間転写ベルト３１上の画像の全域を読み取らせるこ
とができる。
【００４３】
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　濃度センサ５０においては、複数の画像素子５２ａの並び方向がセンサ全体の長手方向
になっている。この濃度センサ５０は、中間転写ベルト３１の表面と対向する位置でベル
ト表面移動方向（図中の矢印Ａ方向）に占める長さよりも、ベルト表面移動方向に直交す
るベルト幅方向（図中の矢印Ｂ方向）に占める長さを大きくする姿勢で配設されている。
具体的には、その長手方向を中間転写ベルト３１のおもて面におけるベルト幅方向に延在
させる姿勢で配設されている。そして、図１０に示すように、検出窓５４ａを開いた状態
で、中間転写ベルト３１上の階調パターン像Ｉｔや濃度調整用トナー像Ｔａを読み取るこ
とができる。
【００４４】
　濃度センサ５０によるトナー像の読み取りが行われないときには、制御部１５の制御に
より、図１１に示すようにシャッター部材５５を検出窓５４ａの直上に移動し、検出窓５
４ａを閉じる。これにより、検出窓５４ａに汚れが付着することを抑えることができる。
シャッター部材５５によって検出窓５４ａを閉じた状態では、濃度センサ５０により、中
間転写ベルト３１上のトナー像を読み取ることができないが、シャッター部材５５の裏面
に固定された基準板５６を読み取ることができる。
【００４５】
　制御部１５は、所定のタイミングで、階調特性データを補正するための補正処理を実施
する。そして、その補正処理において、階調パターン像Ｉｔを中間転写ベルト３１上に形
成し、その階調パターン像Ｉｔに具備される複数の被検部の画像濃度を濃度センサ５０に
よって読み取る。そして、その読み取り結果に基づいて、Ｙ，Ｃ，Ｍ，Ｋ用の階調特性デ
ータのそれぞれを個別に補正する。これにより、各階調で所望の画像濃度（擬似中間調濃
度）が得られるようにする。
【００４６】
　また、制御部１５は、工場出荷後の初回の運転時に、シェーディング補正データ構築処
理を実施する。このシェーディングデータ構築処理では、各色の基準板５６を濃度センサ
５０に読み取らせて得た画像データの各画素のデータに基づいてシェーディング補正デー
タを構築する。具体的には、各色の基準板５６や検出窓５４ａに汚れが全く付着していな
い状態では、理論的には、各色の基準板５６の読み取りによって得られる画像データの各
画素が何れも各色（イエロー、シアン、マゼンタ、黒、白）として読み取られるはずであ
る。
【００４７】
　例えば、各画素のＲ，Ｇ，Ｂの階調を８［ｂｉｔ］の自然数で表現し、且つ「０～２５
５」のうち「２００～２５５」を一律に「２００」として扱って（上限を「２００」とし
て）「０～２００」の「２０１階調」で階調を表現するとする。この場合、白色基準板５
６Ｗや検出窓５４ａに汚れが全く付着していなければ、白色基準板５６Ｗを読み取って得
た画像データの各画素の画素値が何れも（Ｒ＝２００，Ｇ＝２００，Ｂ＝２００）になる
はずである。ところが、実際には、ラインセンサ５２の画像素子５２ａの感度誤差や光源
５１の発光量のムラなどにより、各画素の画素値に若干のバラツキが発生してしまう場合
がある。この場合、そのままでは濃度ムラが誤検知されてしまう。そこで、この濃度ムラ
の誤検知を防止するために、全ての画素について各色であると認識するための補正データ
をシェーディング補正データとして構築する。
【００４８】
　図１２は、中間転写ベルト３１を濃度センサ５０とともに示す下面図である。実施形態
１に係る複写機６００の制御部１５は、階調パターン像Ｉｔとして、中間転写ベルト３１
の表面上でベルト表面移動方向（図１２中の矢印Ａ方向）に占める長さよりも、ベルト幅
方向（図１２中の矢印Ｂ方向）に占める長さを大きくしたものを形成する。具体的には、
図１２に示すように、階調パターン像Ｉｔを、ベルト幅方向に沿って延在させる形状で形
成する。階調パターン像Ｉｔについては、ベルト幅方向に厳密に沿わせて延在させる必要
はない。例えば、ベルト幅方向から僅かに傾けて形成してもよい。相対的にベルト幅方向
に延在させる形状になっていればよい。
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【００４９】
　図１２において、シート対応領域Ａ１は、中間転写ベルト３１のおもて面における全域
のうち、二次転写ニップで記録シートＳに密着する領域である。ユーザーの命令に基づく
画像は、そのシート対応領域Ａ１の内側に形成される。また、シート間対応領域Ａ２は、
中間転写ベルト３１の周方向における全域のうち、互いに隣り合う二つのシート対応領域
Ａ１の間の領域である。このシート間対応領域Ａ２内には、ユーザーの命令に基づく画像
が形成されることはない。制御部１５は、図１２に示すように、シート間対応領域Ａ２内
に階調パターン像Ｉｔを形成するように画像形成部１００を制御する。
【００５０】
　受光手段としてラインセンサ５２を備える濃度センサ５０は、単純な反射型光学センサ
とは異なり、３００～１２００［ｄｐｉ］というような高解像度で階調パターン像Ｉｔを
撮像することができる。反射型光学センサによって、例えば数センチメートル角のパッチ
状の被検部における画像濃度を検出するような従来構成とは異なり、数ミリメートル角の
小さな被検部であっても、その画像濃度を検出することが可能である。よって、各被検部
の大きさを小さくして、階調パターン像Ｉｔの小型化を図ることができる。更には、反射
型光学センサとは異なり、撮像した各画素の画素値（Ｒ，Ｇ，Ｂ）に基づいて、被検部の
色を検出することもできる。
【００５１】
　階調パターン像Ｉｔは、ベルト幅方向に沿って順に並ぶ第一被検部群９０１、第二被検
部群９０２、第三被検部群９０３、第四被検部群９０４、第五被検部群９０５、及び第六
被検部群９０６の六つの被検知群を具備している。
【００５２】
　図１３は、図１２に示す第一被検部群９０１の拡大模式図である。図１３に示すように
、第一被検部群９０１は、四色の被検部（Ｅｋ，Ｅｃ，Ｅｍ，Ｅｙ）を一つずつ具備して
いる。具体的には、Ｋトナーによって形成された黒被検部Ｅｋ、Ｃトナーによって形成さ
れたシアン被検部Ｅｃ、Ｍトナーによって形成されたマゼンタ被検部Ｅｍ及びＹトナーに
よって形成されたイエロー被検部Ｅｙを一つずつ具備している。これらの被検部は、図１
３中の左側から右側に向けてＫ，Ｃ，Ｍ，Ｙの順で並んでおり、その並び方向はベルト幅
方向に沿っている。
【００５３】
　黒被検部Ｅｋ、シアン被検部Ｅｃ、マゼンタ被検部Ｅｍ、及びイエロー被検部Ｅｙは、
互いにそれぞれの一次色で同じ階調値になる条件で面積階調されたものである。一次色は
、一色のトナーだけで再現される色であり、実施形態１に係る複写機６００ではＹ，Ｃ，
Ｍ，Ｋのそれぞれが一次色である。互いに異なる二つの一次色の重ね合わせによる色は二
次色、三つの一次色の重ね合わせによる色は三次色である。
【００５４】
　図１２に示す階調パターン像Ｉｔは、第一被検部群９０１の他に、五つの被検部群（９
０２～９０６）を具備しているが、これらの被検部群も第一被検部群９０１と同様に、各
色の被検部を一つずつ具備している。同じ被検部群（９０１～９０６）に具備される各色
の被検部（Ｅｋ，Ｅｃ，Ｅｍ，Ｅｙ）は、互いに同じ階調値になる条件で面積階調されて
いる。図１２中の左側から右側に向けて、順に被検部（Ｅｋ，Ｅｃ，Ｅｍ，Ｅｙ）の中間
調濃度が薄くなるように、六つの被検部群（９０１～９０６）が並べられている。被検部
群の数としては、互いに異なる階調のものを六つ以上形成することが、図６のような階調
特性グラフを得る上で望ましい。
【００５５】
　各色の被検部（Ｅｋ，Ｅｃ，Ｅｍ，Ｅｙ）については、図１３に示すように、互いに隣
り合う被検部間に間隙を設けて形成することが望ましい。具体的には、例えば、Ｙ，Ｃ，
Ｍ，Ｋの各色の間において最大で１２０［μｍ］の位置ずれを生ずるおそれのある機種で
は、前述の間隙として、ベルト幅方向の寸法を１２０［μｍ］よりも大きくしたものを設
けることが望ましい。このようにすることにより、何れかの被検部（Ｅｋ，Ｅｃ，Ｅｍま
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たはＥｙ）が最大に位置ずれしたとしても、各被検部を確実に重ねずに独立させることが
できる。これにより、互いに異なる色の被検部を重ねてしまうことに起因する被検部の画
像濃度の誤検出を回避することができる。
【００５６】
　図１４は、被検部（Ｅｃ，Ｅｍ，Ｅｙ）のエッジ部の画像濃度が高くなっている状態を
示す中間転写ベルト３１の断面図である。
　実施形態１に係る複写機６００のように、電子写真方式でトナー像を形成するものでは
、画像のエッジ部にエッジ効果が作用してエッジ部の画像濃度が他の部分に比べて濃くな
り易い。これは、画像周囲から画像のエッジ部に向かって電気力線が集中して延びること
で、図１４に示すように、画像（図示の例では被検部）のエッジ部に対して画像の他の部
分（以下、非エッジ部という）よりも多くのトナーが付着するからである。
【００５７】
　被検部（Ｅｋ，Ｅｃ，Ｅｍ，Ｅｙ）の画像濃度を精度良く検出するためには、被検部に
おける非エッジ部の画像濃度を検出することが望ましく、そのためには、非エッジ部を発
生させるのに十分な大きさの被検部を形成する必要がある。そこで、制御部１５は、被検
部（Ｅｋ，Ｅｃ，Ｅｍ，Ｅｙ）としてそれぞれ、被検部の並び方向（ベルト幅方向）にお
ける大きさを外郭からのエッジ効果領域の大きさの二倍よりも大きくしたものを形成する
ように画像形成部１００を制御する。具体的には、実施形態１に係る複写機６００では、
画像のエッジ（外郭）から１．５［ｍｍ］程度まで画像中心に向かう領域がエッジ効果領
域になることから、被検部の最小幅の大きさを３［ｍｍ］よりも大きくしている。
【００５８】
　受光手段がラインセンサ５２である実施形態１の濃度センサ５０は、画素単位で色や濃
度を検出することが可能である。よって、撮像によって得られた各画素のデータから、色
の重なりやエッジ部のエッジ効果で濃くなっている画素のデータを排除して、画像濃度の
検出に適した画素のデータだけを抽出して画像濃度の算出に利用することも可能である。
具体的には、各画素のデータから、Ｙ，Ｃ，Ｍ，Ｋの領域をもともとのパターン書き込み
データなどに基づいて特定し、画像の外縁部に相当する画素を色の重なりや、エッジ効果
の影響などの観点から除外し、それ以外の画素だけを抽出することが可能である。
【００５９】
　制御部１５は、中間転写ベルト３１上の階調パターン像Ｉｔが濃度センサ５０の対向位
置に進入するタイミングを計時処理によって把握する。具体的には、黒用感光体１Ｋのシ
ート間対応領域に対する黒被検部Ｅｋ用の光書込を終えた時点を基準にする。この基準時
点から、前述の光書込による黒被検部Ｅｋ用の静電潜像が現像され、黒被検部ＥｋがＫ用
の一次転写ニップで中間転写ベルト３１に一次転写され、中間転写ベルト３１の移動に伴
って濃度センサ５０の対向位置に進入するまでの時間は、予め判明している。
【００６０】
　基準時点から前述の時間が経過した時点（以下、検出位置進入時点という）で、黒被検
部Ｅｋを具備する階調パターン像Ｉｔが濃度センサ５０との対向位置に進入することにな
る。制御部１５は、検出位置進入時点よりも少し前のタイミングで、濃度センサ５０のシ
ャッター部材５５を開いて、濃度センサ５０による撮像を開始させる。その後、階調パタ
ーン像Ｉｔが濃度センサ５０との対向位置を通過するまで、撮像を継続する。そして、撮
像によって得られた各画素のデータの中から、前述のようにして各被検部の画像濃度の算
出に適した画素のデータだけを抽出する。そして、同じ被検部について抽出した複数の画
素のデータを平均化して、その被検部の画像濃度として求める。
【００６１】
　このようにして、Ｙ，Ｃ，Ｍ，Ｋの各色のそれぞれについて、図６のような階調特性グ
ラフのデータを構築する。そして、構築したデータに基づいて、各階調で目標の擬似中間
調濃度が得られるように、各階調のそれぞれについて、入力画像面積に対する出力画像面
積の値を決定する。最後に、それらの値に基づいて、各階調のそれぞれについて入力画像
面積を所定の出力画像面積に変換する階調特性データを構築する。
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【００６２】
　制御部１５は、階調パターン像Ｉｔの撮像を終えると、濃度センサ５０の光源５１をオ
フにした後、シャッター部材５５を閉じる。複数のシート間対応領域Ａ２に対して階調パ
ターン像Ｉｔを連続的に形成する場合には、全ての階調パターン像Ｉｔの撮像を終えるま
で、シャッター部材５５を開いたままにしておいてもよい。
【００６３】
　上述した基準板５６の検出結果に基づいたシェーディング補正は、濃度センサ５０と基
準板５６との位置関係、及び、濃度センサ５０と中間転写ベルト３１との位置関係が変わ
らないという前提がある。
　しかし、濃度センサ５０の長手方向（図８中の矢印Ｂ方向）の位置によって中間転写ベ
ルト３１との距離が異なるように、濃度センサ５０が中間転写ベルト３１に対して傾斜し
ていると次のような不具合が生じる。すなわち、光源５１の各ＬＥＤから照射された光が
、中間転写ベルト３１に反射してラインセンサ５２のそれぞれの画像素子５２ａに入るま
での距離が、画像素子５２ａ毎に異なることになる。このような距離の違いにより中間転
写ベルト３１上に同じ濃度のトナーパターンがあっても、濃度センサ５０で検出した値は
画像素子５２ａによって異なった値として検出される。その結果、正確な濃度検出ができ
ず、安定した画像濃度制御を実施することができなくなる。
【００６４】
　また、濃度センサ５０の長手方向（図８中の矢印Ｂ方向）の位置によって、濃度センサ
５０との距離が異なるように、濃度センサ５０に対して基準板５６が長手方向で傾斜して
いると次のような不具合が生じる。
　以下、図２８及び図２９を用いて、濃度センサ５０に対して基準板５６が傾斜して取り
付けられた場合について具体的に説明する。
【００６５】
　図２８は、濃度センサ５０に対して基準板５６が正しく取り付けられた状態の説明図で
あり、図２９は、濃度センサ５０に対して基準板５６が傾いて取り付けられた状態の説明
図である。図２８及び図２９中の「Ｆ」は、複写機６００の図１及び図２中の手前側であ
ることを示し、「Ｒ」は、奥側であることを示す。
【００６６】
　図２８（ａ）及び図２９（ａ）は、主走査方向（濃度センサ５０の長手方向、ベルト幅
方向）における濃度センサ５０、基準板５６及び中間転写ベルト３１の位置関係の模式図
である。図２８（ｂ）及び図２９（ｂ）は、基準板５６と中間転写ベルト３１上の濃度調
整用トナー像Ｔａとをそれぞれ検出したときの主走査方向（Ｙ軸方向）における位置が異
なるそれぞれの画像素子５２ａの検出結果（「Ｋ（ｙ）」及び「Ｐ（ｙ）」）を示すグラ
フである。
　図２８（ｃ）及び図２９（ｃ）の「Ｋ（ｙ）ｒ」は、基準板５６の検出結果（「Ｋ（ｙ
）」）を予め定めた理想の基準板５６の検出値（Ｋ０）とする係数（「Ｋ０／Ｋ（ｙ）」
）を、基準板５６の検出結果（「Ｋ（ｙ）」）に乗じた補正後の値を示すグラフである。
また、図２８（ｃ）及び図２９（ｃ）の「Ｐ（ｙ）ｒ」は、同じ係数（「Ｋ０／Ｋ（ｙ）
」）を、中間転写ベルト３１上の濃度調整用トナー像Ｔａの検出結果（「Ｐ（ｙ）」）に
乗じた補正後の値を示すグラフである。
【００６７】
　図２８に示す場合、基準板５６を用いて画像素子５２ａの出力値の補正を実施すると、
基準板５６を検出したときの検出結果が主走査方向で一定の値となるように補正が実施さ
れる。上述したようにラインセンサ５２は、画像素子５２ａが幅方向（主走査方向）に複
数ならべて配置されており、画像素子５２ａごとに受光感度にばらつきがある。これのば
らつきは、画像素子５２ａ自体の部品ばらつきに加えて、画像素子５２ａをラインセンサ
５２に配置する際の光軸の向きのズレ等に起因して発生する。
【００６８】
　基準板５６は、主走査方向に渡って均一な色（均一な分光反射率分布特性）であるため
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、基準板５６を検出した結果、全ての画像素子５２ａの検出結果は同じ値になるはずであ
る。しかし、上述したように、画像素子５２ａごとに受光感度にばらつきがあるため、検
出結果にも図２８（ｂ）に示すようなばらつきが生じることになる。そのため、基準板５
６を検出した結果が同じ値となるように、個々の画像素子５２ａの検出結果に所定の係数
を乗じて補正を行う。図２８に示す例では、図２８（ｂ）に示す基準板５６の検出値「Ｋ
（ｙ）の補正後の値を「Ｋ（ｙ）ｒ」としたときに、「Ｋ（ｙ）ｒ＝Ｋ（ｙ）×｛Ｋ０／
Ｋ（ｙ）｝」という補正を行うことで、図２８（ｃ）に示すように補正後の値が一定の値
「Ｋ０」となる。
【００６９】
　そして、この補正（図２８に示す例では、検出値に「Ｋ０／Ｋ（ｙ）」を乗じる補正）
を行う状態で、中間転写ベルト３１上の濃度調整用トナー像Ｔａを検出する。この場合、
個々の画像素子５２ａの検出結果の出力の差異は濃度調整用トナー像Ｔａの濃度差による
ものだと判断することができる。図２８に示す例では、濃度調整用トナー像Ｔａの検出値
「Ｐ（ｙ）」に「Ｋ０／Ｋ（ｙ）」を乗じた値（Ｐ（ｙ）ｒ＝Ｐ（ｙ）×｛Ｋ０／Ｋ（ｙ
）｝）が主走査方向で一定となっているので、濃度調整用トナー像Ｔａに濃度ムラがない
状態を検出している。
【００７０】
　上述した補正を行う状態での濃度調整用トナー像Ｔａを検出した画像素子５２ａの出力
が一定となるように作像条件（例えばＬＤパワーの調整など）にフィードバックして作像
を行う（作像工程）ことで、主走査方向の濃度を均一に補正することが可能となる。
【００７１】
　一方、図２９に示すように、基準板５６が長手方向で傾いて取り付けられている場合、
光源５１のＬＥＤから照射された光が、基準板５６に反射してラインセンサ５２の画像素
子５２ａに入るまでの距離（検出距離）が、画像素子５２ａ毎に異なることになる。その
結果、基準板５６を検出したときの個々の画像素子５２ａの検出結果（図２９（ｂ）の「
Ｋ（ｙ）」）に差異が生じることとなる。例えば、検出距離が近い場合は画像素子５２ａ
に光が入り易いため出力が増加し、検出距離が遠い場合は出力が減少するなど、検出結果
に差異が発生する。
【００７２】
　しかしながら、基準板５６を用いて補正を行う際には、基準板５６の検出結果を基準と
するため、基準板５６の取り付けによって生じている検出結果の差異も、個々の画像素子
５２ａのばらつきだと判断して補正を行ってしまう。そのため、仮に画像素子５２ａとし
ては全く誤差が発生しないとしても、基準板５６の傾きに起因して出力が低くなっている
画像素子５２ａの出力に対しては出力が上がるように係数を乗じる補正が実施される。ま
た、基準板５６の傾きに起因して出力が高くなっている画像素子５２ａの出力に対しては
出力が下がるように係数を乗じる補正が実施される。
　図２９に示す例では、「Ｋ（ｙ）」の補正値である「Ｋ（ｙ）ｒ」が一律の値「Ｋ０」
となるように、「Ｋ（ｙ）」に係数「Ｋ０／Ｋ（ｙ）」を乗じる補正が実施される。
【００７３】
　その結果、基準板５６の検出結果を補正した値は、図２９（ｃ）中の「Ｋ（ｙ）ｒ」で
示すように主走査方向ですべての出力が一定となる。しかし、中間転写ベルト３１上の濃
度調整用トナー像Ｔａの検出結果を補正した値は、濃度調整用トナー像Ｔａの検出結果を
補正した値は、図２９（ｃ）中の「Ｐ（ｙ）ｒ」で示すように主走査方向でズレが生じて
しまう。
【００７４】
　例えば、中間転写ベルト３１上の濃度調整用トナー像Ｔａが均一な濃度であった場合、
その検出結果を補正した値は図２９（ｃ）中の破線で示すように、一定の値となることが
理想である。
　しかし、基準板５６を検出した際の補正前の出力「Ｋ（ｙ）」が低い箇所（図２９（ｂ
）中の左側）は、乗じる係数「Ｋ０／Ｋ（ｙ）」の値が大きくなり、画像素子５２ａの出
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力が高くなるように補正される。このため、濃度調整用トナー像Ｔａの検出結果を補正し
た値（Ｐ（ｙ）ｒ）は高くなる。
　一方、基準板５６を検出した際の補正前の出力（Ｋ（ｙ））が高い箇所（図２９（ｂ）
中の右側）は、乗じる係数「Ｋ０／Ｋ（ｙ）」の値が小さくなり、画像素子５２ａの出力
が低くなるように補正される。このため、濃度調整用トナー像Ｔａの検出結果を補正した
値（Ｐ（ｙ）ｒ）は低くなる。
【００７５】
　このように、基準板５６が傾いていると、検出対象の濃度調整用トナー像Ｔａの濃度が
実際には均一な場合であっても、主走査方向で濃度ムラが発生していると判断してしまう
こととなる。この判断結果を用いて作像条件にフィードバックを行うと、中間転写ベルト
３１上に形成されるトナー像に主走査方向の濃度差が発生することになる。
【００７６】
　基準板５６と濃度センサ５０との位置関係のズレは、それぞれの部品を交換した場合に
発生する可能性がある。複写機６００の出荷時では治具などを用いて基準板５６と濃度セ
ンサ５０との位置関係が狙い通りであるかをきっちり確認してから出荷を行うことが可能
である。しかし、市場でメンテナンスなどを行った際に部品が交換される可能性がある。
市場で交換を実施する場合、位置関係をきっちりと管理することが困難であるため、上述
したように、濃度センサ５０に対して基準板５６が傾いて取り付けられることに起因して
い画像濃度の誤検出が発生する可能性がある。
【００７７】
　図１に示すように、実施形態１の画像形成システム７００では、複写機６００の制御部
１５を、記録シート画像濃度検出装置６０の記録シート濃度センサ６１に接続し、制御部
１５が記録シート濃度センサ６１の検出結果を取得できる構成となっている。
　複写機６００は、作像条件の調整を行うために以下の制御１～制御３を行う。
【００７８】
　〔制御１〕
　中間転写ベルト３１上の濃度調整用トナー像Ｔａを濃度センサ５０で検出し、個々の画
像素子５２ａの検出結果を所定の補正式で補正し、補正後の出力に基づいてトナー濃度を
算出し、主走査方向の濃度を均一にするように作像条件の調整を行う。
　この制御１の実行タイミングとしては、所定枚数の画像形成毎の紙間や電源投入時等に
実行する。
【００７９】
　〔制御２〕
　基準板５６を濃度センサ５０で検出し、基準板５６の検出結果に基づいて上記「制御１
」で用いる所定の補正式を算出する。実施形態１では、基準板５６を検出したときの個々
の画像素子５２ａの検出結果「Ｋ（ｎ）」に対して、補正後の出力「Ｋ（ｎ）ｒ」が同一
の値となる補正係数「Ｋ０／Ｋ（ｎ）」を個々の画像素子５２ａ毎について算出する。そ
して、この補正係数「Ｋ０／Ｋ（ｎ）」に基づいて上記「制御１」で用いる所定の補正式
を算出する。
　この制御２の実行タイミングとしては、経時変化によって画像素子５２ａ等の受光素子
やＬＥＤ等の発光素子の特性が変化することがあるため、制御１よりも頻度の低いタイミ
ングの所定枚数の画像形成毎の紙間や電源投入時等に実行する。受光素子の受光特性や発
光素子の発光特性は温度変化等の環境変化によって変化することがあるため、周辺温度が
所定温度以上変化した場合等、環境条件について所定量以上の変化を検知して場合に、こ
の制御２を実行しても良い。
【００８０】
　〔制御３〕
　記録シートＳにシート上濃度検出用トナー像を形成し、記録シート濃度センサ６１でシ
ート上濃度検出用トナー像を検出する。また、記録シートＳに転写する前の中間転写ベル
ト３１上のシート上濃度検出用トナー像を濃度センサ５０で検出する。この制御３の検出



(17) JP 6948585 B2 2021.10.13

10

20

30

40

50

結果に基づいて、上記「制御２」で算出された上記「制御１」で用いる所定の補正式によ
る補正条件を修正する。実施形態１では、補正条件を修正する「調整値」を算出する。
　この制御３の実行タイミングとしては、濃度センサ５０、基準板５６及び中間転写ベル
ト３１の位置関係に変動が生じた可能性がある、濃度センサ５０や基準板５６の交換が行
われたメンテナンス時等に実行する。また、振動等によって経時で位置関係に変動が生じ
る可能性もあるので上記制御２よりも頻度の低いタイミングの所定枚数の画像形成毎の紙
間や電源投入時等に実行してもよい。
【００８１】
　実施形態１の複写機６００では、「制御３」では、記録シート画像濃度検出装置６０で
画像濃度を検出するためのシート上濃度検出用トナー像Ｔｓを各色のトナーで作成する（
出力濃度検出画像作像工程）。そして、このシート上濃度検出用トナー像Ｔｓが記録シー
トＳに転写される前の中間転写ベルト３１上に位置する状態で濃度センサ５０によって検
出し、濃度センサ出力「Ｐ（ｎ）」を取得する（像担持体上濃度検出工程）。「Ｐ（ｎ）
」の「ｎ」は、複数の画像素子５２ａのそれぞれに対応する番号である。次に、この中間
転写ベルト３１上のシート上濃度検出用トナー像を記録シートＳに転写する（出力濃度検
出画像転写工程）。そして、記録シートＳ上に出力し、複写機６００の外部の記録シート
画像濃度検出装置６０によって画像濃度を検出して、シート上センサ出力「Ｄｉ（ｎ）」
を取得する（記録媒体上濃度検出工程）。また、「制御３」では、濃度センサ５０によっ
てシート上濃度検出用トナー像Ｔｓを検出する直前または直後に濃度センサ５０によって
基準板５６を検出する（基準部材検出工程）。
【００８２】
　そして、このシート上センサ出力「Ｄｉ（ｎ）」に基づいて、基準板５６を検出した際
の出力値に基づいて算出される補正式を修正する。修正する対象としては、補正式に含ま
れる基準板５６を検出したときの出力値「Ｋ（ｎ）」でも良い。
　実施形態１では、シート上濃度検出用トナー像Ｔｓとして、各色とも幅方向の濃度が均
一なベタパターンを作成するが、これに限るものではなく、中間調のパターンでもよい。
【００８３】
　このように補正式を修正することで、濃度センサ５０、基準板５６及び中間転写ベルト
３１の位置関係に変動が生じても、変動後の位置関係に応じた補正式を得ることが出来、
安定した画像濃度検出が可能となる。その結果として、画像濃度が安定した画像を提供す
ることができる。
【００８４】
　図１５は、上述した制御３において記録シート濃度センサ６１によって検出したシート
上濃度検出用トナー像の画像濃度に基づいて、制御１の所定の補正式を修正する「調整値
」を算出する「調整値算出モード」の制御を示すフローチャートである。
　上述したように、制御３を実行するタイミングは、基準板５６や濃度センサ５０の交換
時、あるいは、転写ユニット３０のメンテナンス時に実行する。このようなメンテナンス
の前後では、濃度センサ５０、基準板５６及び中間転写ベルト３１の位置関係が、傾いた
り、距離が変化したりする可能があるからである。
　所定の補正式の修正は、「調整値算出モード」として、制御部１５に図１５に示すよう
な制御フローで動作するモードを用意し、サービスマンまたはユーザーが調整値算出動作
の開始を指示するようにする。
【００８５】
　調整値算出モードがスタートすると、まず、濃度センサ５０の発光素子であるＬＥＤの
発光が開始される（Ｓ１）。ＬＥＤの発光量が安定する時間まで待った後に、シャッター
部材５５が駆動され、受光素子である画像素子５２ａの出力モニタが開始される（Ｓ２）
。上述したようにシャッター部材５５の裏面には基準板５６が設けられているため、シャ
ッター部材５５の動きと共にシアン、マゼンタ、イエロー、白に対応する出力変化をモニ
タできる。この四つの基準板５６による出力変化をモニタし、各色の基準板５６の位置を
特定した後、シャッター部材５５の動きを逆にして、イエロー、マゼンタ及びシアンの基
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準板５６の検出時の出力データであるＹ（ｎ）、Ｍ（ｎ）及びＣ（ｎ）を取得する（Ｓ３
）。
【００８６】
　基準板５６の検出時の出力データについて、Ｃ、Ｍ及びＹの検出時の出力データをまと
めて、以降の説明では基準板データＫ（ｎ）と呼ぶ。
　各色の基準板５６の検出時の出力データを取得する際、データ取得前後いずれかまたは
両方で、出力データ取得時のシャッター部材５５の位置のままＬＥＤを消灯して、フレア
光出力「Ｂ（ｎ）」を取得しても良い。この場合、基準板データを「Ｋ（ｎ）＝Ｋ（ｎ）
－Ｂ（ｎ）」のように補正しても良い。
【００８７】
　濃度センサ５０の発光素子としては、白色光源のものとＲＧＢを順次高速に切り替えて
発光するものとがある。実施形態１のように、白色光源を用いたタイプのセンサでは受光
素子（画像素子５２ａ）にＲＧＢの偏光フィルタを設けており、ＲＧＢ出力を分離して検
出する。一方で発光素子がＲＧＢを切り替えるタイプのセンサでは「Ｒ」発光時の検出結
果が「Ｒ」の出力となる。
【００８８】
　複数の基準板５６において、色によってＲＧＢの検出結果の感度に差異がある。実施形
態１では各色の基準板５６で最も感度が高いＲＧＢ出力の値を用いて基準板５６の反射光
量の検出を行う。具体的には、イエロー基準板５６Ｙを検出する場合には、最も感度が高
いＲの出力を用いる。
【００８９】
　次にシャッター部材５５を開放して（Ｓ４）、各色のシート上濃度検出用トナー像Ｔｓ
を中間転写ベルト３１上に作像し、濃度センサ５０のそれぞれの画像素子５２ａで出力「
Ｐ（ｎ）」を取得する（Ｓ５）。図１６は、中間転写ベルト３１上に作像された、シート
上濃度検出用トナー像Ｔｓの説明図である。
　シート上濃度検出用トナー像Ｔｓとしては、イエロー用シート上濃度検出用トナー像Ｔ
ｓＹ、マゼンタ用シート上濃度検出用トナー像ＴｓＭ及びシアン用シート上濃度検出用ト
ナー像ＴｓＣを作像する。図１６に示すように、各色のシート上濃度検出用トナー像Ｔｓ
に対して幅方向の等間隔に黒ラインを入れているのは、後述する記録シート画像濃度検出
装置６０によって記録シートＳ上のシート上濃度検出用トナー像Ｔｓを検出する際に利用
するためである。
【００９０】
　中間転写ベルト３１上のシート上濃度検出用トナー像Ｔｓは、画像出力時と同じ動作で
、記録シートＳ上に転写定着されて出力される。図１に示すように複写機６００は、紙詰
まり検知用に排紙センサ３９ａを備えている。そして、この排紙センサ３９ａによってシ
ート上濃度検出用トナー像Ｔｓを載せた記録シートＳが排紙トレイ３９に排出されたこと
を検知すると、複写機６００の制御部１５は、「シート上センサ出力データ要求」を出す
（Ｓ６）。「シート上センサ出力データ要求」は、複写機６００の操作パネルに表示して
も良いし、複写機６００に接続されているパーソナルコンピューター等の外部機器に表示
してもよい。
【００９１】
　「シート上センサ出力データ要求」を出した後、制御部１５が「シート上センサ出力デ
ータ」を受信するまで複写機６００は待機モードに入る（Ｓ７）。ここで、ユーザーまた
はサービスマンが至急に複写機６００を使用したい場合などに備えてリセット信号を受け
られるようにしている（Ｓ８）。リセット信号は、複写機６００の操作パネルに入力ボタ
ンを設けても良いし、パーソナルコンピューター等の外部機器から受信できるようにして
も良い。リセット信号を受信したら（Ｓ８で「Ｙｅｓ」）、今までのフローで取ったデー
タを消去し、前のデータを用いて画像形成できるようにして複写機６００は待機状態に入
る（Ｓ９）。
【００９２】
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　図１７は、記録シート画像濃度検出装置６０の概略上面図である。記録シート画像濃度
検出装置６０は、記録シートＳを載置するシート台６２と、シート台６２上に載置された
記録シートＳの表面上の画像濃度を検出する記録シート濃度センサ６１とを備える。また
、記録シート濃度センサ６１を図１７中の矢印Ｈ方向にスライド可能に保持し、シート台
６２に対して図１７中の矢印Ｉ方向にスライド可能なセンサガイド６３を備える。さらに
、シート台６２の端には、記録シートＳが突き当たり、シート台６２上における記録シー
トＳの位置決めを行う位置合わせガイド６４を備える。記録シート濃度センサ６１として
は、分光測色計を用いることができるが、記録シートＳ上のトナー像の画像濃度を検出す
ることができるものであればこれに限るものではない。
【００９３】
　図１７に示す記録シート画像濃度検出装置６０は、記録シート濃度センサ６１をセンサ
ガイド６３に沿ってスライドさせて記録シートＳの幅方向に延在するシート上濃度検出用
トナー像Ｔｓを検出している。記録シート濃度センサ６１としては、記録シートＳの幅方
向にスライドするものに限らず、記録シートＳの幅方向に複数の撮像素子を並べて配置し
たラインセンサを用いてもよい。
　しかし、ラインセンサを用いる構成では、発光素子同士や撮像素子同士の製造誤差等に
起因する発光特性や受光特性のばらつきの影響が生じる。一方、図１７に示す記録シート
濃度センサ６１は発光素子と撮像素子とを幅方向にスライドさせて画像濃度を検出してい
るため、検出結果が素子間の特性のばらつきの影響を受けることを抑制できる。
【００９４】
　「シート上センサ出力データ」を取得する際には、シート上濃度検出用トナー像Ｔｓが
形成された記録シートＳをシート台６２の上に、位置合わせガイド６４に突き当てて位置
決めして載せる。次に、記録シート濃度センサ６１によってシート上濃度検出用トナー像
Ｔｓの画像濃度の測定を行う。記録シート濃度センサ６１内には発光素子と受光素子とが
内蔵されており、画像の反射濃度に応じた出力が得られる。
　記録シート濃度センサ６１は、記録シートＳ上を図１７中の矢印Ｉ方向にスライド可能
なセンサガイド６３に保持されている。そして、記録シート濃度センサ６１をセンサガイ
ド６３に沿って図１７中の矢印Ｈ方向にスライドさせることで、シート上濃度検出用トナ
ー像Ｔｓの画像濃度を測定することができる。
【００９５】
　図１７に示すように四色のシート上濃度検出用トナー像Ｔｓが一枚の記録シートＳ上に
転写定着されて出力される。全てのシート上濃度検出用トナー像Ｔｓを一ページに収まる
ように配置したことにより、使用する記録シートＳは一枚でよく、出力までに要する時間
も低減できる。
【００９６】
　実施形態１の記録シート画像濃度検出装置６０は、記録シート濃度センサ６１を手で動
かして測定を行う。このため、動かすスピードを一定に維持はできない。しかし、上述し
たように各色のシート上濃度検出用トナー像Ｔｓに対して幅方向の等間隔に黒ラインを入
れており、この黒ラインの部分で記録シート濃度センサ６１からの出力が変化する。この
ため、シート上濃度検出用トナー像Ｔｓにおけるどの位置の濃度を測定しているかを、出
力データから特定することができる。記録シート濃度センサ６１の出力は、通信可能に接
続された複写機６００の制御部１５に送信される。
【００９７】
　制御部１５の側では、黒ラインによる変動で挟まれた検出領域「Ｘ（ｍ）」の記録シー
ト濃度センサ６１の出力データを平均して、シート上センサ出力データ「Ｄｉ（ｍ）」と
して記憶する。「Ｄｉ（ｍ）」の「ｍ」は、シート上濃度検出用トナー像Ｔｓにおける黒
ラインで挟まれた領域に対応する数値である。
　記録シート画像濃度検出装置６０の記録シート濃度センサ６１の移動をモータ駆動にす
ることで、移動速度を定速とすることで、シート上濃度検出用トナー像Ｔｓの黒ラインを
なくすことも可能である。また、シート上濃度検出用トナー像Ｔｓのトナー付着量によっ
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ては、記録シートＳの地肌部の反射濃度が記録シート濃度センサ６１の出力に影響するこ
とがある。このため、シート上濃度検出用トナー像Ｔｓの測定を行う際に、記録シートＳ
の地肌濃度を測定し、地肌部の反射濃度の影響を排除するように制御しても良い。
【００９８】
　以上の動作により制御部１５は、記録シート濃度センサ６１からのデータ「Ｄｉ（ｍ）
」、濃度センサ５０でシート上濃度検出用トナー像Ｔｓを検出した濃度センサ出力「Ｐ（
ｎ）」及び濃度センサ５０で基準板５６を検出した濃度センサ出力「Ｋ（ｎ）」を得る。
記録シート濃度センサ６１と濃度センサ５０とでデータ数を揃えるため、制御部１５では
、「Ｐ（ｎ）」及び「Ｋ（ｎ）」について、黒ラインで挟まれた領域に対応した範囲の平
均値を算出して、「Ｐ（ｍ）」及び「Ｋ（ｍ）」を取得する計算を行う。
【００９９】
　図１８は、記録シートＳ上のトナー像の画像濃度の測定値と、同じトナー像を記録シー
トＳに転写する前の中間転写ベルト３１上でのトナー像の画像濃度の測定値との関係を示
すグラフである。記録シートＳ上のシート上濃度検出用トナー像Ｔｓの画像濃度とシート
上濃度検出用トナー像Ｔｓを検出した濃度センサ５０の出力との間には図１８に示すよう
な一定の相関関係がある。
　この相関関係は、実験的に予め測定して決定しておき、制御部１５内に近似関数「Ｐｉ
＝ｆ（Ｄｉ）」の形で記憶しておくことができる。
　ここで、「Ｄｉ」は上述した複写機６００機外の分光測色計などの記録シート濃度セン
サ６１からのデータ「Ｄｉ（ｍ）」であり、「Ｐｉ」は、濃度センサ５０でシート上濃度
検出用トナー像Ｔｓを検出したときに得られるべき本来の出力データ「Ｐｉ（ｍ）」であ
る。ここで「本来」と述べたのは、実際の濃度センサ５０による検出で得た濃度センサ出
力「Ｐ（ｍ）」には、濃度センサ５０の中間転写ベルト３１などに対する傾きや距離のバ
ラツキなどによって、得られるべき本来の値からのズレが含まれているからである。
【０１００】
　濃度制御にあたっては、一定の濃度のトナー像に対して一定の濃度センサ５０からの出
力が得られる関係となるように、濃度センサ５０の実際の検出値を補正する必要がある。
例えば、ある濃度のトナー像検出したときに「２［Ｖ］」の出力が得られた場合に、同じ
濃度のトナー像を違うタイミングで読んでも「２［Ｖ］」という出力が得られるようにす
る必要がある。
【０１０１】
　図１９は、ある画像濃度のトナー像に対して、濃度センサ５０の実特性が狙いの特性か
らずれている状態の一例を示すグラフである。図１９中の実線が狙いの特性を示すグラフ
であり、一点鎖線が実特性を示すグラフである。上述したような濃度制御を行うには、図
１９に示すように、実特性が狙いの特性からずれているとき、濃度センサ５０の発光素子
の発光量を変える、受光素子からの出力に補正係数をかける、回路構成により受光素子出
力を増減する等を実行する。これらの何れかを実行するようにしてセンサ出力を補正して
やればよい。
　図１９に示す状態では、実特性「Ｐ」と記録シートＳ上に出力した画像濃度から判明し
た狙いの特性における狙いのセンサ出力「Ｐｉ」がわかったので、濃度センサ５０の出力
を「Ｐｉ／Ｐ」倍してやれば良い。それには、濃度センサ５０の受発光素子を調整して、
改めて、シート上濃度検出用トナー像Ｔｓを出力して確認してもできるが、煩雑な測定作
業と紙の無駄が発生する。
【０１０２】
　実施形態１では、上述した「制御２」で検出した基準板５６の検出結果に基づいて、「
制御１」で用いる所定の補正式を算出する。そして、この所定の補正式、または、「制御
２」で取得する基準板５６を検出したときのセンサ出力、の何れかを「制御３」で検出し
た狙いのセンサ出力「Ｐｉ」に基づいて算出する調整値によって修正する。
【０１０３】
　濃度センサ５０は、経時環境によってＬＥＤの発光性能や画像素子５２ａの受光感度が
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変動することがある。実施形態１では、上述した「制御３」で算出した調整値と、「制御
２」で検出した基準板５６の検出結果とに基づいて、「制御１」で用いる補正式を算出す
る。これにより、濃度センサ５０、中間転写ベルト３１及び基準板５６の位置関係が変わ
らない限り、狙いの特性に濃度センサ５０の出力とパターントナー像の濃度との関係を維
持できる。一度組みつけてしまえば、これらの位置関係はほとんど変わらない。
【０１０４】
　以上より、基準板５６の検出結果に基づいて補正式を算出することで、記録シートＳ上
に画像を出力しなくても濃度センサ５０の特性を一定の狙いの範囲に保つことができる。
　よって、図１５に示す制御フローでは、最後に複数の画像素子５２ａのそれぞれについ
て補正式を修正する調整値をメモリに記憶し（Ｓ１０）、画像素子５２ａの調整をして調
整値算出モードを終了して、次の画像形成動作に備える（Ｓ１１）。
　画像素子５２ａの調整としては、実際にもう一度、基準板５６を調整後の特性値で検出
して確認してもよいが、単に調整値を記憶するだけでも良い。
【０１０５】
　以上のように、基準板５６の検出結果に基づいた補正条件を、記録シートＳ上のパター
ントナー像の検出結果に基づいて修正することで、基準板５６等の位置関係のズレに対し
て補正を行うことができる。よって、図１５に示す制御フローを実行した後は、基準板５
６の検出結果を用いて濃度センサ５０の検出値を補正する制御を実行すれば適正な画像濃
度を維持することが可能となる。基準板５６を用いた補正動作は複写機６００の内部で自
動に実行することができるため、濃度センサ５０の出力が変化すると想定される条件に応
じて実行することが可能となる。例えば、環境の変化や経時変化に対して補正する制御を
実行すればよい。
【０１０６】
　また、濃度センサ５０としては、発光素子を点灯することによって温度が上昇し、自身
の温度上昇によって特性が変化するため、発光素子の点灯時間によって出力が変化しやす
いセンサがある。このようなセンサを用いる場合には、パターントナー像を検出する直前
で基準板５６を検出し、補正を行ってから、パターントナー像の検出を行うようにするこ
とも可能となる。特にプロダクションプリンタのように画像安定性に対して要求が厳しい
画像形成装置に対しては、上述した制御フローを適用することで、より正確に画像濃度制
御を実施することが可能となる。
【０１０７】
　各色の基準板５６としては、複写機６００が用いる各色のトナーと同一色のものとする
ことが望ましい。これは、濃度センサ５０の発光素子（ＬＥＤ）の発光波長分布や受光素
子（画像素子５２ａ）の分光感度分布が、素子ごとにばらついたり、経時環境で変動した
りすることがあるからである。発光波長分布や分光感度分布が変動するとトナーの分光反
射率との関係で同じトナー量でも出力が変わり、結果的に画像濃度制御が狙いから外れて
しまうからである。
【０１０８】
　より具体的に図２０を用いて説明する。
　図２０は、「Ｍトナー」で示すマゼンタトナー像の分光反射率分布と、「ＬＥＤ（Ｒ）
」で示す「Ｒｅｄ」の光の発光波長分布とを重ねたグラフである。「ＬＥＤ（Ｒ）」の実
線、破線及び一点鎖線は、発光素子であるＬＥＤの温度によって発光波長分布にばらつき
が生じている状態の一例を示している。具体的には、ある温度において「ＬＥＤ（Ｒ）」
の実線で示す発光波長分布特性を有する場合、温度が高くなると「ＬＥＤ（Ｒ）」の破線
で示すように波長のピーク位置が長波長側へシフトする。一方、ある温度から温度が低く
なると「ＬＥＤ（Ｒ）」の一点鎖線で示すように波長のピーク位置が短波長側へシフトす
る。
【０１０９】
　トナー付着量を検出するときの画像素子５２ａの出力は、各波長における『「ＬＥＤの
発光量」×「トナー像の反射率」×「画像素子の感度」』の値の全波長域での総和に依存
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する。このため、ある波長における発光強度が高くても、その波長におけるトナー像の分
光反射率が低い場合は画像素子５２ａの出力は小さくなる。また、ある波長における発光
強度及びトナー像の分光反射率が高くても、その波長における画像素子５２ａの分光感度
が低い場合は画像素子５２ａの出力は小さくなる。
【０１１０】
　一方、基準板５６を検出するときの画像素子５２ａの出力は、各波長における『「ＬＥ
Ｄの発光量」×「基準板の反射率」×「画像素子の感度」』の値の全波長域での総和に依
存する。
　トナー像と白色の基準板５６とでは、分光反射率分布特性が異なる。
　具体的には白色の基準板５６は可視光域の全域に渡って高い反射率を有し、トナー像は
反射率が低くなる波長域があり、この波長域では上記「基準板の反射率」と上記「トナー
像の反射率」とが異なる。
【０１１１】
　図２０に示すように、トナー像の分光反射率が下がり始めている領域（波長の違いによ
る反射率の変動幅が大きい領域）に発光素子のピーク波長があり、発光素子の発光波長分
布が図２０のように変化する場合が現実にある。
　このような場合、基準板５６が白色であると発光素子の発光分布変化を検出できない。
そして、結果的に、同じトナー量でも、濃度センサ５０の出力が変動してしまい、濃度を
安定的に制御できない。
【０１１２】
　そこで、実施形態１ではトナーの濃度の検出結果の補正に用いる基準板５６をトナーと
同色のもの等、分光反射率分布がトナーの分光反射率分布に倣うような基準板５６を用い
る。そうすれば、図２０のような発光波長分布の変動が起きても、トナーに倣った分光反
射率を有する基準板５６であれば、この変動が検出され、濃度センサ５０の検出結果を適
切に補正することができ、画像濃度変動を防止できる。
【０１１３】
　ここで、基準板５６の分光反射率分布がトナーの分光反射率分布に倣った構成は、具体
的には、４００［ｎｍ］～７００［ｎｍ］の波長領域において、次のような分光反射分布
特性を有する基準板５６を用いる構成である。
　すなわち、基準板５６での反射率が「最大値－最小値」の７０［％］となる波長が、ト
ナー像での反射率が「最大値－最小値」の７０［％］となる波長に対し、±２０［ｎｍ］
の分光反射分布特性を持つ校正板を用いる。ここで、トナー像での反射率が「最大値－最
小値」の７０［％］となる波長を算出するときのトナー像の分光反射率分布は、白紙の上
にベタ画像のトナー像を定着したものを測定した値である。
【０１１４】
　ここで、各色のトナー像での反射率が「最大値－最小値」の７０［％］となる波長の算
出方法について説明する。
　図２０中の「Ｍトナー」に示すように、マゼンタトナー像は、４００［ｎｍ］～７００
［ｎｍ］の波長領域において、反射率が最大となるのは、波長が６８０［ｎｍ］以上の光
であり、その値は約９２［％］である。一方、反射率が最小となるのは、波長が約５８０
［ｎｍ］以下の光であり、その値は約７［％］である。このため、マゼンタトナー像での
「最大値－最小値」の値は、「約９２［％］－約６［％］」の約８５［％］である。この
反射率の７０［％］の値となる反射率は、約６０［％］である。
【０１１５】
　そして、図２０中の「Ｍトナー」に示すマゼンタトナー像の分光反射率分布において反
射率が約６０［％］となる波長は、約６１０［ｎｍ］である。よって、マゼンタトナー像
での反射率が「最大値－最小値」の７０［％］となる波長は、約６１０［ｎｍ］である。
　マゼンタ基準板５６Ｍとしては、同様の算出方法によって算出した表面における反射率
の「最大値－最小値」の７０［％］となる波長が、約６１０［ｎｍ］の±２０［ｎｍ］の
範囲内の波長となっているものを用いる。
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【０１１６】
　また、同様の算出方法によって算出すると、シアントナー像では、反射率が「最大値－
最小値」の７０［％］となる波長は、約４２０［ｎｍ］及び約５１０［ｎｍ］である。よ
って、シアン基準板５６Ｃとしては、同様の算出方法によって算出した表面における反射
率の「最大値－最小値」の７０［％］となる波長が、約４２０［ｎｍ］の±２０［ｎｍ］
及び約５１０［ｎｍ］の±２０［ｎｍ］の範囲内の波長となっているものを用いる。
　さらに、同様の算出方法によって算出すると、イエロートナー像では、反射率が「最大
値－最小値」の７０［％］となる波長は、約５１０［ｎｍ］である。よって、イエロー基
準板５６Ｙとしては、同様の算出方法によって算出した表面における反射率の「最大値－
最小値」の７０［％］となる波長が、約５１０［ｎｍ］の±２０［ｎｍ］の範囲内の波長
となっているものを用いる。
【０１１７】
　このような特性を有する各色のトナー像に対応した各色の基準板５６を備えることで、
トナー像と基準板５６との分光反射率分布特性が異なることに起因する誤検知の不具合の
発生を抑制できる。
【０１１８】
　以下、図２９に示すように基準板５６が傾斜して取り付けられることが起こり得る構成
での補正式の具体的な算出方法の一例について説明する。
　複写機６００の内部に配置された濃度センサ５０が備える画像素子５２ａは複数あり、
上述したシート上濃度検出用トナー像Ｔｓの黒ラインで仕切られた検出領域「Ｘ（ｍ）」
は、画像素子５２ａよりも数が少ない。このため、一つの検出領域「Ｘ（ｍ）」に対して
複数の画像素子５２ａが対応する関係となっている。
【０１１９】
　そして、Ｍ番目の検出領域「Ｘ（ｍ）」に対応する一つの画像素子５２ａに関係する検
出値としては、以下の三つの検出値がある。
　一つ目は、複写機６００の外部の記録シート濃度センサ６１で記録シートＳ上のシート
上濃度検出用トナー像Ｔｓを検出したときの検出値である「Ｄｉ（ｍ）」に基づいて算出
される、狙いのセンサ出力「Ｐｉ（ｍ）」である。
　二つ目は、複写機６００の内部の濃度センサ５０で中間転写ベルト３１上のパターント
ナー像を検出したときの検出値「Ｐ（ｍ）」である。
　三つ目は、複写機６００の内部の濃度センサ５０で基準板５６を検出したときの検出値
「Ｋ（ｍ）」である。
【０１２０】
　上記「Ｐｉ（ｍ）」は、「制御３」を実行したときに出力される。
　上記「Ｐ（ｍ）」は、「制御３」または「制御１」を実行したときに出力される。この
「Ｐ（ｍ）」のうち、「制御１」で濃度調整用トナー像Ｔａを検出したときの出力を「Ｐ
（ｍ）１」とし、「制御３」でシート上濃度検出用トナー像Ｔｓを検出したときの出力を
「Ｐ（ｍ）３」とする。
　上記「Ｋ（ｍ）」は、「制御３」を実行したときに、濃度センサ５０でシート上濃度検
出用トナー像Ｔｓを検出する直前または直後と、「制御２」を実行したときと、に出力さ
れる。この「Ｋ（ｍ）」のうち、「制御３」のときの出力を「Ｋ（ｍ）３」とし、「制御
２」のときの出力を「Ｋ（ｍ）２」とする。
【０１２１】
　「制御１」でのトナー濃度の算出に用いる値は、濃度センサ５０によって濃度調整用ト
ナー像Ｔａに対する検出値「Ｐ（ｍ）１」を、基準板５６を検出したときの出力値「Ｋ（
ｍ）２」を用いてシェーディング補正したものである。この補正後の値を「Ｐ（ｍ）１ｒ
」とする。以下、検出値を補正した値には、検出値を示す表記の後に「ｒ」を付加する。
【０１２２】
　実施形態１では、「Ｋ（ｍ）」を用いて「Ｐ（ｍ）」の値をシェーディング補正する補
正式として、以下の（１）式を用いる。
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　Ｐ（ｍ）ｒ＝Ｐ(ｍ)×｛Ｋ０／Ｋ（ｍ）｝×α・・・（１）
　このため、「制御１」で用いるトナー濃度の算出に用いる値である「Ｐ（ｍ）１ｒ」は
、以下の（２）式で表すことができる。
　Ｐ(ｍ)１ｒ＝Ｐ(ｍ)１×｛Ｋ０／Ｋ（ｍ）２｝×α・・・（２）
【０１２３】
　「制御３」で検出する各値を上記（１）式に代入すると、以下の（３）式で表すことが
できる。
　Ｐ(ｍ)３ｒ＝Ｐ(ｍ)３×｛Ｋ０／Ｋ（ｍ）３｝×α・・・（３）
　ここで、「制御３」で算出する「Ｐｉ（ｍ）」と「Ｐ(ｍ)３ｒ」とは同じ値となること
が理想であるため、以下の（４）式の関係が成り立つ。
　Ｐ(ｍ)３ｒ＝Ｐｉ（ｍ）　・・・・（４）
　この（４）式を上記（３）式に代入すると、
　α＝Ｐｉ（ｍ）／［Ｐ(ｍ)３×｛Ｋ０／Ｋ（ｍ）３｝］・・・（５）
【０１２４】
　実施形態１では、上記（５）式で表される「α」の値が、「制御３」で算出する調整値
である。
　「制御１」のトナー濃度の算出に用いる値は、上記（２）式で表される「Ｐ(ｍ)１ｒ」
であるため、個々の画像素子５２ａによる画像濃度の検出条件を補正する所定の補正式は
、上記（２）式である。また、上記（２）式中の「Ｋ（ｍ）２」の値は「制御２」を実行
する毎に更新され、上記（２）式中の「α」の値は、上記（５）式より、「制御３」を実
行する毎に更新される。
【０１２５】
　上記（２）式で示される補正式を算出することで、基準板５６が傾いて配置された場合
であっても、基準板５６の検出結果に基づいた補正条件を修正することができる。その結
果、「制御１」で正確な濃度データを取得することができ、画質を安定に制御することが
できる。
　上述した「Ｋ０」は、濃度センサ５０で基準板５６を検出したときの基準となる値であ
り、実施形態１では、出荷前に濃度センサ５０で基準板５６を検出した値を用いるが、こ
れに限るものではない。
【０１２６】
　画像素子５２ａによる濃度調整用トナー像Ｔａの検出条件の補正としては、濃度調整用
トナー像Ｔａに光を照射したときの画像素子５２ａの出力データを基準板５６の検出結果
に基づいて補正するものに限らない。例えば、基準板５６の検出結果に基づいて、濃度調
整用トナー像Ｔａを検出するときのＬＥＤの出力を調整したり、画像素子５２ａの感度を
調整したりすることによって検出条件を補正する構成としてもよい。
　そして、基準板５６と濃度センサ５０との位置関係が変動した可能性がある場合には、
濃度センサ５０及び記録シート濃度センサ６１によるシート上濃度検出用トナー像Ｔｓの
検出結果に基づいて検出条件を補正する補正条件を修正する。
【０１２７】
　従来、画像形成装置の出力画像を濃度変動等発生させることなく安定して出力させるた
め像担持体の表面に形成した濃淡パターン像の画像濃度を像担持体上濃度検出手段によっ
て検出し作像条件を調整する画像形成装置が知られている。像担持体上濃度検出手段は、
経時、環境で出力が変動するので、定期的に像担持体上濃度検出手段の出力の校正を行う
必要がある。
【０１２８】
　例えば、特許文献１ではデジタルカラー複写機で単色モード時転写ベルトの位置が変わ
るのを利用してキャリブレーションを行う画像形成装置が開示されている。
　上述した校正においては、基準板と濃度センサとの位置関係、濃度センサと検出対象と
の位置関係が一定である必要がある。しかしながら、実際には基準板と濃度センサとの位
置関係、濃度センサと検出対象との位置関係にはバラツキが発生する。
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【０１２９】
　同一画像形成装置では装置の出荷工程において一度組み付けを行えば、一定の関係をあ
る程度維持できる。しかし、濃度センサ、基準板、検出対象の像担持体（例えば転写ベル
トやベルトユニット）を交換した場合などでは、その前後において、濃度センサ、基準板
等の位置関係が変化し画像濃度検出出力が変化してしまうことがある。
【０１３０】
　このような不具合を避ける手段として、基準板を利用せず転写ベルトなど検出対象から
の反射光を利用して校正する方法がある。この手法は像担持体上に作成したパターントナ
ー像の検出結果を用いて濃度センサの校正を実施するため、基準板を設ける必要がない。
そのため、部品の交換による基準板と濃度センサの位置関係にズレが生じることがない。
また、基準板を設置するための機構も不要なためコストの点で有利である。
　しかしながら、濃度センサの構成として拡散反射光のみを用いる方式では黒色の転写ベ
ルトの場合、転写ベルトの地肌部（パターンが無い状態）からは拡散反射光が得られず濃
度センサの校正を行うことができない。
【０１３１】
　別の方法として、特許文献２に記載の構成のように、紙などの画像出力に濃度検出用の
パターントナー像を出力し、スキャナでこれを読み取って制御を行うものもある。しかし
、これは補正制御のたびに紙上に画像出力するため、手間がかかり無駄紙が発生すると言
う不具合がある。
【０１３２】
　また、大量の印刷を連続して行うような場合では濃度センサの使用環境によっては温度
変化が生じる場合があり、このような場合には濃度センサの校正を印刷の途中で実施する
ことが望ましい。濃度センサは温度が変化すると発光素子と受光素子との特性が変化する
可能性があるため、校正を実施する必要がある。特に濃度センサの発光素子を点灯してか
らの時間に応じて光学素子の特性が変化しやすい濃度センサにおいては所定の頻度で校正
を実施する必要がある。そのため、記録紙上にパターントナー像を作成して校正を行う方
式では印刷を中断する必要があり生産性が低下するといった問題が生じる。
【０１３３】
　以上より、濃度センサは定期的に校正を行う必要があるため画像形成装置に基準板を設
けて自動で校正動作を行う構成が望ましい。しかし、上述したように交換時などの取り付
けにおいてズレが生じてしまうと画像濃度検出出力に誤差が生じてしまうという問題が生
じる。
【０１３４】
　これに対して実施形態１の複写機６００は、「制御３」で、トナー像担持体である中間
転写ベルト３１上にパターントナー像であるシート上濃度検出用トナー像Ｔｓを作成し、
そのときの濃度センサ５０の出力データ「Ｐ（ｍ）３」を取得する。これとともに、この
シート上濃度検出用トナー像Ｔｓを記録シートＳ上に出力して別の濃度センサである記録
シート濃度センサ６１によってデータ「Ｄｉ（ｍ）」を取得する。さらに、このときの基
準板５６を検出したときの濃度センサ５０の出力データ「Ｋ（ｍ）３」を取得する。これ
ら三つの出力データに基づき、基準板５６を検出したときの検出値に基づいて算出する濃
度センサ５０の検出値の補正式を修正する制御を実行する。この結果、交換時等の位置関
係の変化の影響を校正することができ、正確な濃度データを取得することが可能となり、
画質を安定に制御することが可能となるため、従来の画像形成装置で発生していた濃度変
動を抑えることができる。
【０１３５】
　上記（５）式の右辺を並べ替えると、以下の（６）式のようになる。
　α＝×｛Ｋ（ｍ）３／Ｋ０｝×｛Ｐｉ（ｍ）／Ｐ(ｍ)３｝・・・（６）
　上記（６）式において、シート上濃度検出用トナー像Ｔｓを検出することによって出力
される値は、「Ｐｉ（ｍ）」及び「Ｐ(ｍ)３」である。そして、上述した実施形態１では
、調整値「α」の「Ｐｉ（ｍ）／Ｐ(ｍ)３」を算出するために、シート上濃度検出用トナ
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ー像Ｔｓを幅方向の全域に渡って作像している。
　以下、「Ｐｉ（ｍ）／Ｐ(ｍ)３」の算出方法が上述した実施形態１と異なる変形例１及
び変形例２について説明する。
【０１３６】
　〔変形例１〕
　図２１は、変形例１の複写機６００の中間転写ベルト３１上に作像された、シート上濃
度検出用トナー像Ｔｓの説明図である。
　変形例１は、図２１に示すように、シート上濃度検出用トナー像Ｔｓを濃度センサ５０
の検出領域の両サイドだけに形成するというものである。他の構成については基本的に上
述した実施形態１と同じである。
【０１３７】
　濃度センサ５０と、中間転写ベルト３１及び基準板５６との位置関係は、中間転写ベル
ト３１を支持するベルトユニットと基準板５６とが一定の強度を持つものであれば、直線
的に傾いた状態か、全体的に距離が近くなったり遠くなったりする関係となる。
　この場合、シート上濃度検出用トナー像Ｔｓについては、幅方向の両端のデータ（「Ｐ
ｉ（Ｆ）／Ｐ（Ｆ）３」及び「Ｐｉ（Ｒ）／Ｐ（Ｒ）３」）を取得する。
【０１３８】
　図２２は、基準板５６が直線的に傾いて設置されたときの濃度センサ５０の長手方向の
位置と、その位置に対応した「Ｐｉ／Ｐ」の値との関係を示すグラフである。長手方向の
両端の間は、図２２に示すように、横軸に長手方向に置ける位置、縦軸に「Ｐｉ／Ｐ」を
プロットした一次関数を算出する。そして、各位置の座標から長手方向のそれぞれの位置
に対応する「Ｐｉ（ｍ）／Ｐ(ｍ)３」の値を計算・設定すれば十分なことが多い。
【０１３９】
　変形例１では、イエロー用のシート上濃度検出用トナー像Ｔｓとして、手前側イエロー
用シート上濃度検出用トナー像ＴｓＹＦ及び奥側イエロー用シート上濃度検出用トナー像
ＴｓＹＲを作像する。同様に、手前側マゼンタ用シート上濃度検出用トナー像ＴｓＭＦ及
び奥側マゼンタ用シート上濃度検出用トナー像ＴｓＭＲと、手前側シアン用シート上濃度
検出用トナー像ＴｓＣＦ及び奥側シアン用シート上濃度検出用トナー像ＴｓＣＲと、を作
像する。
　各色のシート上濃度検出用トナー像Ｔｓの手前側と奥側とは同じ画像濃度となるように
設定された作像条件で作像されたものである。
【０１４０】
　変形例１では、長手方向の両端部のみにシート上濃度検出用トナー像Ｔｓを作成し、そ
れぞれの「Ｐｉ（ｍ）／Ｐ(ｍ)３」を検出し、他の位置については、その座標に応じて補
間した「Ｐｉ（ｍ）／Ｐ(ｍ)３」の値を算出する。このような変形例１では、「制御３」
で調整値を算出する工程において、トナーの消費量を大幅に削減し、記録シート画像濃度
検出装置６０でのシート上濃度検出用トナー像Ｔｓの測定の手間も大幅に減らすことがで
きる。
【０１４１】
　〔変形例２〕
　図２３は、変形例２の複写機６００の中間転写ベルト３１上に作像された、シート上濃
度検出用トナー像Ｔｓの説明図である。
　変形例２は、図２３に示すように、シート上濃度検出用トナー像Ｔｓを濃度センサ５０
の検出領域の両サイドと中央にだけに形成するというものである。他の構成については基
本的に上述した変形例１と同じである。
【０１４２】
　基準板５６は、スペース上の制約から厚みを厚くすることができないことが多い。そう
すると樹脂材料を使うことが多くなる。樹脂材料は、まれに経時で反ってくるように曲げ
が生じることがある。そのような恐れがあるときは、変形例１の両サイドに加えて中央部
にもシート上濃度検出用トナー像Ｔｓを作成し、補正式の修正を行うと良い。このような
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ときに、調整値の算出に用いる「Ｐｉ（ｍ）／Ｐ(ｍ)３」の値は、手前側端部と中央部、
奥側端部と中央部とでそれぞれ図２２に示すような直線関数を想定して一次関数を算出す
る。そして、各位置の座標から「Ｐｉ（ｍ）／Ｐ(ｍ)３」を計算・設定してやればよい。
【０１４３】
　変形例２では、イエロー用のシート上濃度検出用トナー像Ｔｓとして、手前側イエロー
用シート上濃度検出用トナー像ＴｓＹＦ、奥側イエロー用シート上濃度検出用トナー像Ｔ
ｓＹＲ及び中央部イエロー用シート上濃度検出用トナー像ＴｓＹＣを作像する。同様に、
手前側マゼンタ用シート上濃度検出用トナー像ＴｓＭＦ、奥側マゼンタ用シート上濃度検
出用トナー像ＴｓＭＲ及び中央部マゼンタ用シート上濃度検出用トナー像ＴｓＭＣを作像
する。さらに、手前側シアン用シート上濃度検出用トナー像ＴｓＣＦ、奥側シアン用シー
ト上濃度検出用トナー像ＴｓＣＲ及び中央部シアン用シート上濃度検出用トナー像ＴｓＣ
Ｃを作像する。
　各色のシート上濃度検出用トナー像Ｔｓの手前側と奥側と中央部とは同じ画像濃度とな
るように設定された作像条件で作像されたものである。
【０１４４】
　変形例２では、長手方向の両端部と中央部のみにシート上濃度検出用トナー像Ｔｓを作
成し、それぞれの「Ｐｉ（ｍ）／Ｐ(ｍ)３」を検出し、他の位置については、その座標に
応じて補間した「Ｐｉ（ｍ）／Ｐ(ｍ)３」の値を算出する。このような変形例２では、「
制御３」で調整値を算出する工程において、トナーの消費量を大幅に削減し、記録シート
画像濃度検出装置６０でのシート上濃度検出用トナー像Ｔｓの測定の手間も大幅に減らす
ことができる。さらに、基準板５６に曲げが生じても概ね適切に補正式の修正を行うこと
ができる。
【０１４５】
　上述した実施形態１では、濃度センサ５０の検出精度が重要である。濃度センサ５０は
検出距離に対して検出誤差が大きくなり易い。しかし、実施形態１の複写機６００では、
パターントナー像が形成される中間転写ベルト３１と濃度センサ５０との位置関係は、こ
れらの交換などで取り付けかえたとき以外は変わらない。したがって、濃度センサ５０と
パターントナー像との距離の変化に伴う誤差はない。
【０１４６】
　また、記録シートＳ上のシート上濃度検出用トナー像Ｔｓを検出する記録シート濃度セ
ンサ６１による検出精度も重要である。
　特許文献３には、紙面上のトナー像を検出するために、紙搬送路内を移動する転写紙の
紙面上のトナー像を検出する構成が記載されているが、紙搬送路内では、転写紙はバタつ
いて上下に振れ易い。そして、この振れによって検出距離にばらつきが生じ、検出結果の
ばらつきが大きくなり易いため、複数枚の転写紙上にパターントナー像を出力してその平
均を取る必要がある。このような構成では、パターントナー像が作成される無駄紙が多く
発生するという不具合がある。
【０１４７】
　これに対して実施形態１の複写機６００では、外部装置である記録シート画像濃度検出
装置６０のシート台６２の上で停止した記録シートＳに対して記録シート濃度センサ６１
を用いて画像濃度の検出動作を行っている。停止した記録シートＳに対して検出動作を行
うことで、搬送時のバタツキの影響がなく、一枚の記録媒体上に作成したシート上濃度検
出用トナー像Ｔｓを検出することで精度の高い画像濃度の検出を行うことが出来る。
　よって、実施形態１の複写機６００では、シート上濃度検出用トナー像Ｔｓを一枚の記
録媒体としての記録シートＳ上に収まるように作成する。
【０１４８】
　一枚の記録シートＳ内にシート上濃度検出用トナー像Ｔｓを収めて、精度のよい検出結
果が得られるため、パターントナー像の出力枚数を増やして検出データを平均化する必要
がない。このようにすることで、基準板５６の検出結果を用いて濃度センサ５０の出力を
補正する補正式の修正を行う際に使用する紙量を低減できる。さらに、パターントナー像
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作成に使用するトナー量を低減することが出来る。
　実施形態１の複写機６００では、補正式を修正するためのパターントナー像の出力に使
う時間、および、トナーと紙とのコストを低減できる。また、記録シート濃度センサ６１
のように、測色器が複写機６００の外部の場合には、一枚の記録シートＳに収めることで
、測色の手間を低減できる。
【０１４９】
　図１７に示すように、シート上濃度検出用トナー像Ｔｓは、イエロー用シート上濃度検
出用トナー像ＴｓＹ、マゼンタ用シート上濃度検出用トナー像ＴｓＭ及びシアン用シート
上濃度検出用トナー像ＴｓＣが一枚の記録シートＳに収まるように配置されている。
　実施形態１ではシート上濃度検出用トナー像Ｔｓとして各色のベタパターンを作像して
いるが、濃度ムラを検出できるパターントナー像であれば網点面積率は限定されない。
【０１５０】
　出力紙は、Ａ４サイズの横通紙で、シート上濃度検出用トナー像Ｔｓの主走査方向（中
間転写ベルト３１の幅方向）のサイズは出力紙の最大画像領域サイズと同じである。シー
ト上濃度検出用トナー像Ｔｓの主走査方向のサイズは、より正確に補正式を修正するには
濃度センサ５０の検出範囲の両端まで検出できる大きさであることが好ましい。但し、検
出範囲の両端まで検出できなくても、あるいは、検出範囲内の途中で検出データが抜けて
いても、後述するように補間できるため問題ない。
　パターントナー像の副走査方向（中間転写ベルト３１の移動方向）のサイズは、必要な
パターントナー像を配置して一枚の出力紙に収められるならば、どのような大きさでも良
い。パターントナー像の大きさはトナー消費量に影響するため、濃度センサ５０や記録シ
ート濃度センサ６１で画像濃度を検出可能な範囲で小さいほうが、無駄なトナー消費を抑
えられる。
【０１５１】
　停止した記録シートＳ上のシート上濃度検出用トナー像Ｔｓを検出する記録シート濃度
センサ６１としては、上述した実施形態１のように、複写機６００の外部装置に配置する
構成に限るものではない。例えば、排紙トレイ３９に記録シート濃度センサ６１を配置し
てシート上濃度検出用トナー像Ｔｓを検出する構成としてもよい。しかし、実施形態１の
ように複写機６００の外部装置である記録シート画像濃度検出装置６０が備える記録シー
ト濃度センサ６１の検出結果を用いる構成であれば、使用頻度が低い記録シート濃度セン
サ６１を複写機６００に設ける必要がなくなる。これにより、複写機６００の部品点数及
び製造コストの低下を図ることができる。
【０１５２】
　ここで、一方向に複数個並んだ濃度センサ５０の画像素子５２ａの一部でパターントナ
ー像の反射光に対する出力データが取れなかった場合の補間例について説明する。
　実施形態１では、濃度センサ５０の両端部の画像素子５２ａであり、Ａ４横の主走査方
向の最大画像領域の外側を検出する部分である。
【０１５３】
　図２４は、基準板５６が直線的に傾いて設置されたときの濃度センサ５０の長手方向の
位置と、その位置に対応した「Ｐｉ／Ｐ」の値との関係を示すグラフで、濃度センサ５０
の両端部の推定データと検出値から得たデータとの関係を示すグラフである。
　変形例１で述べたように、ベルトユニットと基準板５６とが一定の強度を持つものの場
合、濃度センサ５０と、中間転写ベルト３１及び基準板５６との位置関係は、直線的に傾
いた状態か、全体的に距離が近くなったり遠くなったりする関係となる。
　この場合は、図２４に示すように、検出値から得た「Ｐｉ（ｍ）／Ｐ(ｍ)３」の値を用
いて、横軸に長手方向の位置、縦軸に「Ｐｉ（ｍ）／Ｐ(ｍ)３」をプロットした一次関数
を算出する。これにより、パターントナー像が作成された部分以外の位置についても調整
値「α」の算出に用いる値「Ｐｉ（ｍ）／Ｐ(ｍ)３」を推定できる。
【０１５４】
　補間を行う別の例としては、基準板５６として樹脂材料を使う場合がある。



(29) JP 6948585 B2 2021.10.13

10

20

30

40

50

　図２５は、基準板５６に反りが生じたときの濃度センサ５０の長手方向の位置と、その
位置に対応した「Ｐｉ／Ｐ」の値との関係を示すグラフで、濃度センサ５０の両端部の推
定データと検出値から得たデータとの関係を示す他の例のグラフである。
【０１５５】
　変形例２で述べたように、基準板５６は、スペース上の制約から厚みを厚くすることが
できないことが多く、樹脂材料を使う場合がある。樹脂材料は、まれに経時で反ってくる
ようなことがある。このような場合、図２５のように横軸に位置、縦軸に「Ｐｉ（ｍ）／
Ｐ(ｍ)３」をプロットすると直線的にはならないので、多項式関数で近似式を算出する。
これにより、パターントナー像が作成された部分以外の位置についても調整値「α」の算
出に用いる値「Ｐｉ（ｍ）／Ｐ(ｍ)３」を推定できる。
【０１５６】
　〔変形例３〕
　図２６は、同一色のシート上濃度検出用トナー像Ｔｓを記録媒体搬送方向に複数作成す
る変形例３における記録シートＳの説明図である。図２６に示すシート上濃度検出用トナ
ー像Ｔｓを作像する変形例３では、パターントナー像が同一色について、記録シートＳの
搬送方向において複数あり、記録シートＳの一ページ上に収まるように配置されたもので
ある。変形例３では、図１６及び図１７に示すシート上濃度検出用トナー像Ｔｓを一組と
すると、これが二組収まったものである。他の部分は、基本的には、上述した実施形態１
と同じである。
【０１５７】
　ただし変形例３では、一色につきパターントナー像二組分の「Ｄｉ（ｍ）」と「Ｐ（ｎ
）」とが得られる。このため、一組目の「Ｄｉ（ｍ）」と「Ｐ（ｎ）」とを使った調整値
「α」のデータと、二組目の「Ｄｉ（ｍ）」と「Ｐ（ｎ）」とを使った調整値「α」のデ
ータとを平均し、調整値「α」としてメモリに記憶する。
　このように変形例３では、一枚の出力であっても記録媒体搬送方向に複数の同色のシー
ト上濃度検出用トナー像Ｔｓがあることにより、補正式の調整値「α」のデータ数が増え
、補正精度の向上を図ることができる。
【０１５８】
　〔変形例４〕
　図２７は、シート上濃度検出用トナー像Ｔｓの記録媒体搬送方向のサイズを上述した実
施形態１よりも小さくした変形例４における記録シートＳの説明図である。
　変形例４は、上述した実施形態１よりもシート上濃度検出用トナー像Ｔｓの副走査方向
（記録媒体搬送方向）のサイズを小さくして、「７［ｍｍ］」としたものである。他の部
分は基本的に上述した実施形態１と同じである。
【０１５９】
　上述した通り、電子写真方式でトナー像を形成するものでは、画像のエッジ部にエッジ
効果が作用してエッジ部の画像濃度が他の部分に比べて濃くなり易い。そこで変形例４で
は、シート上濃度検出用トナー像Ｔｓの検出データからエッジ効果領域となるシート上濃
度検出用トナー像Ｔｓの先端と後端とのそれぞれ「１.５［ｍｍ］」分を除外し、非エッ
ジ部となる「４［ｍｍ］」分のデータだけを利用している。
【０１６０】
　補正式の調整値「α」のデータ数が多くするには、シート上濃度検出用トナー像Ｔｓは
小さいほうが好ましい。また、トナー消費量を少なく抑えるためにもシート上濃度検出用
トナー像Ｔｓは小さいほうが好ましい。しかし、小さくしすぎると、エッジ効果で本来の
付着量ではないところを検出してしまう。
【０１６１】
　変形例４の濃度センサ５０は、上述した実施形態１の濃度センサ５０と同様に、画素単
位で色や濃度を検知することが可能であるため、エッジ効果分を除外でき、非エッジ部だ
けを抽出できる。
　このようにして、変形例４では、上述した実施形態１よりも小さいシート上濃度検出用
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トナー像Ｔｓであっても、エッジ効果領域より大きければ、実施形態１と遜色ない精度の
補正式の調整値「α」のデータが得られる。また、シート上濃度検出用トナー像Ｔｓの出
力に消費するトナー量も低減できる。
【０１６２】
　〔実施形態２〕
　次に、複写機の二つ目の実施形態（以下、「実施形態２」と呼ぶ）について説明する。
実施形態２の複写機は、上述した実施形態１の制御３で算出する調整値「α」の算出方法
が一部異なる点で実施形態１と異なるが、他の点は共通する。
【０１６３】
　上述した実施形態１では、ラインセンサ５２で基準板５６を検出したときの出力を補正
するために、シート上濃度検出用トナー像Ｔｓを作成する。そして、ラインセンサ５２に
よる中間転写ベルト３１上のシート上濃度検出用トナー像Ｔｓの検出値と、基準板５６の
検出値と、シート上濃度検出用トナー像Ｔｓを記録シートＳに出力したものの記録シート
濃度センサ６１による検出値とを紐づける。これにより、基準板５６と中間転写ベルト３
１上のトナーパターンとの位置関係のずれの影響を補正する。
【０１６４】
　また、基準板５６の長手方向の長さは、ラインセンサ５２の読取幅以上であり、基準板
５６の表面の色の濃度は長手方向で完全に均一ではない場合がある。このため、基準板５
６の位置のずれの影響に加え、基準板５６の表面の色の濃度のムラの影響も補正する。こ
の補正では、基準板５６の長手方向の各位置ごとに中間転写ベルト３１上のトナーパター
ンをラインセンサ５２で検出した出力と、記録シートＳ上のトナーパターンの画像濃度を
記録シート濃度センサ６１で検出した出力とを得る。そして、これらの出力から補正式を
修正する「調整値」を求める。
【０１６５】
　一方、画像形成装置は記録シートＳ等の記録媒体を搬送する搬送経路内に、記録媒体に
搬送力を付与する搬送コロや、記録媒体を案内するガイドリブを備える。さらに、中間転
写ベルト３１等のトナー像担持体や定着部材からの記録媒体の分離を促す分離爪を備える
。搬送コロ、ガイドリブ及び分離爪は、搬送経路内で記録媒体の表面に接触する。
【０１６６】
　このため、実施形態１のように横帯状のトナーパターンを形成し、主走査方向全域に渡
って画像濃度の検出を行うと、搬送経路内の搬送コロやガイドリブ、分離爪が配置された
位置などで、記録媒体上のトナーパターンが搬送経路内の部材と接触する。記録媒体上に
おけるトナーパターンが搬送経路内の部材と接触する位置では、トナーパターンの画像濃
度が他の位置に比べて高くなり、上記「α」のような調整値を適切に算出できない、とい
う問題が生じることがある。特にプロダクションプリンティング分野の画像形成装置では
、記録媒体の搬送経路が長いため、二次転写ニップ等の二次転写部以降の記録媒体の搬送
経路内に複数の搬送コロが存在し、その影響が無視できない。
【０１６７】
　図３７は、実施形態１のようにシート上濃度検出用トナー像Ｔｓを作像する構成で、複
写機６００の搬送経路内で、記録シートＳに形成されたシート上濃度検出用トナー像Ｔｓ
に搬送コロ３７が接触する場合の説明図である。図３７（ａ）は、矢印Ｇ方向に搬送され
る記録シートＳの主走査方向（図３７（ａ）中の左右方向）の二箇所に搬送コロ３７が接
触する状態を示す模式図である。図３７（ｂ）は、図３７（ａ）に示す記録シートＳ上の
シート上濃度検出用トナー像Ｔｓを記録シート画像濃度検出装置６０の記録シート濃度セ
ンサ６１で検出したときのシート上センサ出力データ「Ｄｉ（ｍ）」のグラフである。図
３７（ｃ）は、記録シートＳに転写される前の中間転写ベルト３１上のシート上濃度検出
用トナー像Ｔｓをラインセンサ５２で検出したときの「Ｐ（ｍ）３×Ｋ０／Ｋ（ｍ）３」
のグラフである。
【０１６８】
　図３８は、図３７（ｂ）及び（ｃ）の検出結果に基づいて、調整値及び補正式を算出し
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て、上述した制御１で主走査方向の画像濃度が均一になるように作像条件を調節したベタ
画像をラインセンサ５２で検出したときの「Ｐ（ｍ）×Ｋ０／Ｋ（ｍ）」のグラフである
。
　詳しくは、図３７（ｂ）に示す「Ｄｉ（ｍ）」から算出される「Ｐｉ」と図３７（ｃ）
に示すグラフを得る際に検出する「Ｐ（ｍ）３」、｛Ｋ０｝及び「Ｋ（ｍ）３」とを用い
て、上記（５）式から調整値「α」を算出する。
　そして、補正式として、
　Ｐ（ｍ）１ｒ＝Ｐ（ｍ）１×｛Ｋ０／Ｋ（ｍ）３｝×α・・・（２）’
　を算出する。
　この補正式より算出される「Ｐ（ｍ）１ｒ」の値が主走査方向で均一になるように作像
条件を調節して、調整した条件で作像したベタ画像をラインセンサ５２で検出する。そし
て、その検出結果「Ｐ（ｍ）」を、上述した補正係数「Ｋ０／Ｋ（ｍ）」で補正した値「
Ｐ（ｍ）×｛Ｋ０／Ｋ（ｍ）｝」を算出する。
【０１６９】
　図３７（ａ）に示すシート上濃度検出用トナー像Ｔｓは、各色ともに幅方向の濃度が均
一のベタパターンである。
　図３７（ｂ）に示すように、搬送コロ３７が接触する位置において、画像濃度が周りよ
り高く測定されていることがある。これは記録シートＳ上のトナーパターンがコロと接触
することによって画像濃度が変化したためである。記録シートＳの搬送経路にはローラや
リブ、コロなどが多数存在する。これらの部材と記録シートＳが接触することで、紙粉に
より接触部材に傷がついたり、接触部材にトナーが付着し汚れたりするため上述した画像
濃度の変化が生じる。
【０１７０】
　図３７（ｃ）に示すように、転写前の中間転写ベルト３１上のトナー付着量は、幅方向
における位置が搬送コロ３７に対応する位置でも周りと同等で多いということはない。そ
のため、搬送コロ３７に接触した位置におけるシート上濃度検出用トナー像Ｔｓの画像濃
度が正しいとして調整値「α」を算出し、主走査方向の画像濃度が均一になるように調整
を行うと、図３８に示すような検出結果となる。すなわち、中間転写ベルト３１上におけ
る、主走査方向の位置が搬送コロ３７と同じ位置となる箇所では、トナー付着量が少なく
なってしまう。
【０１７１】
　そこで、実施形態２では、記録シートＳの搬送経路中にあり、記録シートＳに対して接
触する部材である、ローラ、コロ、リブなどの接触部材が存在する主走査方向の位置を通
過した部分の記録シートＳ上の画像濃度は測定しない。すなわち、記録シートＳの表面上
において、搬送経路中で接触部材が接触する位置の画像濃度は測定しない構成である。そ
して、接触部材が接触する位置の周囲の位置の調整値「α」を元に、補間処理を行い、接
触部材が接触する位置の調整値を算出する構成である。補間処理は記録シート濃度センサ
６１が接続されている複写機６００の制御部１５で行う。
【０１７２】
　〔実施例１〕
　実施形態２の複写機６００の一つ目の実施例（以下、「実施例１」とよぶ）について説
明する。
　図３０は、シート上濃度検出用トナー像Ｔｓとして主走査方向に長いベタの横帯に加え
、搬送コロ３７の位置を示す「×」印の非読込部トナー像ＴｓＮを作成する実施例１の複
写機６００で出力する記録シートＳと搬送コロ３７との説明図である。
　図３１は、記録シートＳ上のシアン用シート上濃度検出用トナー像ＴｓＣについて、非
読込部トナー像ＴｓＮに対応する部分を除き、１０［ｍｍ］ピッチで画像濃度（Ｄｉ（ｍ
））を検出した結果を示すグラフである。
　図３２は、主走査方向における「×」印の非読込部トナー像ＴｓＮの位置を除いた位置
について中間転写ベルト３１上のシアン用シート上濃度検出用トナー像ＴｓＣの出力（Ｐ
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（ｍ）３×Ｋ０／Ｋ（ｍ）３）の値を１０［ｍｍ］ピッチで平均化したグラフである。
　図３１及び図３２では、濃度センサ長手方向位置及び主走査方向の位置「Ｙ４」及び「
Ｙ２０」が、シート上濃度検出用トナー像Ｔｓに搬送コロ３７が接触する位置である。こ
の位置は、シート上濃度検出用トナー像Ｔｓの検出結果に基づいて調整値「α」の算出を
行わない除外位置である。
【０１７３】
　搬送コロ３７に対応する位置以外の調整値「α」は、実施形態１と同様に算出する。す
なわち、記録シートＳ上のシート上濃度検出用トナー像Ｔｓの画像濃度「Ｄｉ（ｍ）」に
対応する中間転写ベルト３１上の出力「Ｐｉ（ｍ）」と、中間転写ベルト３１上のシート
上濃度検出用トナー像Ｔｓを実際に検出した出力「Ｐ（ｍ）」とを取得する。さらに、基
準板５６の理想の検出値「Ｋ０」と基準板５６の実際の検出値「Ｋ（ｍ）」と取得し、取
得した「Ｐｉ（ｍ）」、「Ｐ（ｍ）」、「Ｋ０」及び「Ｋ（ｍ）」と上記（５）式とに基
づいて調整値「α」をそれぞれの位置について算出する。
【０１７４】
　図３３は、実施例１における搬送コロ３７が接触する除外位置の調整値「α」の算出方
法の説明図である。実施例１では、除外位置に作像されたシート上濃度検出用トナー像Ｔ
ｓは調整値「α」の算出に用いず、除外位置以外の位置の調整値「α」に基づいて除外位
置の調整値「α」を算出する。
【０１７５】
　二つの搬送コロ３７が接触する位置の一方の「Ｙ４」に対応する調整値を「α４」とし
たときに、「Ｙ４」を挟んで両側の位置となる「Ｙ３」及び「Ｙ５」の調整値「α３」及
び「α５」を線形補間して「α４」を算出する。同様に、他方の位置「Ｙ２０」について
も「Ｙ２０」を挟んで両側の調整値（「α１９」及び「α２１」）から線形補間して調整
値「α２０」を算出する。線形補間を行うことでシート上濃度検出用トナー像Ｔｓの画像
濃度を検出しなかった部分に対応する調整値「α」を容易な方法で精度良く算出すること
ができる。
【０１７６】
　上述のような算出方法によって搬送コロ３７が接触する位置に対応する調整値「α」を
補間処理によって求め、主走査方向の画像濃度が均一になるように作像条件を調節したベ
タ画像をラインセンサ５２で検出した結果（Ｐ（ｍ）×Ｋ０／Ｋ（ｍ））を図３４に示す
。図３４に示すように、搬送コロ３７が接触する位置の調整値「α」を補間処理によって
算出することで、搬送コロ３７が接触する位置の実際の検出結果に基づいて調整値「α」
を算出して作像条件を調節した図３８と比較しても均一な画像となっている。
【０１７７】
　実施例１では、中間転写ベルト３１上に主走査方向に長い帯状のシート上濃度検出用ト
ナー像Ｔｓを作像し、それを記録シートＳ上に転写して出力する。この際、中間転写ベル
ト３１上のシート上濃度検出用トナー像Ｔｓをラインセンサ５２で検出した出力と、基準
板５６を検出した出力も取得する。そして、ラインセンサ５２で読み取ったシート上濃度
検出用トナー像Ｔｓを記録シートＳに転写した結果を、記録シート濃度センサ６１で検出
する際に、シート上濃度検出用トナー像Ｔｓにおける搬送コロ３７と接触しない部分を検
出する。搬送経路内で接触部材が接触しない部分のシート上濃度検出用トナー像Ｔｓを検
出して調整値「α」を算出し、接触部材が接触する部分の調整値「α」は周辺の部分の調
整値「α」に基づいて算出する。すなわち、接触部材が接触する除外位置におけるシート
上濃度検出用トナー像Ｔｓの画像濃度は調整値「α」の算出に用いず、除外位置の周辺の
位置の調整値「α」に基づいて除外位置の調整値「α」を算出する。
【０１７８】
　これにより、接触部材である搬送コロ３７が接触することに起因するシート上濃度検出
用トナー像Ｔｓの画像濃度の変動の影響を受けることなく、シート上濃度検出用トナー像
Ｔｓの画像濃度の算出が可能になる。よって、中間転写ベルト３１上のトナー付着量を検
出する際の補正条件を適切に修正することが可能となり、画像濃度の検出精度の向上を図
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ることができる。
【０１７９】
　〔実施例２〕
　実施形態２の複写機６００の二つ目の実施例（以下、「実施例２」とよぶ）について説
明する。
　図３５は、シート上濃度検出用トナー像Ｔｓを搬送コロ３７が接触しない位置に形成す
る実施例２の複写機６００で出力する記録シートＳと搬送コロ３７との説明図である。実
施例２では、図３５に示す構成では、主走査方向の中央部に実施例１の搬送コロ３７より
も長い搬送コロ３７が一つ配置されている。このため、この搬送コロ３７が接触する位置
を挟んで主走査方向の両側に二つのトナーパターンを作成する。
【０１８０】
　図３６は、実施例２における搬送コロ３７が接触する位置の調整値「α」の算出方法の
説明図である。
　実施例２では、搬送コロ３７が接触する位置は、「Ｙ１１」、「Ｙ１２」、「Ｙ１３」
、「Ｙ１４」及び「Ｙ１５」である。これらの位置の調整値「α１１」～「α１５」の算
出は、「Ｙ１１」～「Ｙ１５」を挟んで両側の位置となる「Ｙ１０」及び「Ｙ１６」の調
整値「α１０」及び「α１６」を線形補間して「α１１」～「α１５」を算出する。
【０１８１】
　搬送コロ３７が主走査方向に長い場合に、搬送コロ３７の接触する位置の全てを同じ調
整値とするのではなく、線形補間してそれぞれの位置の調整値を算出することで、画像濃
度調整の精度を高めることができる。また、搬送コロ３７が主走査方向に長い場合、実施
例２のようにシート上濃度検出用トナー像Ｔｓを主走査方向の全域に作成せず、搬送コロ
３７が接触する位置を除いて作成することで、実施例１と比較してトナーの消費量を低減
することができる。
【０１８２】
　実施形態２では、記録シートＳ上のシート上濃度検出用トナー像Ｔｓに接触する接触部
材が搬送コロ３７である場合について説明した。接触部材としては、細かいリブを多数有
する構成であっても同様の補間処理を行う構成とすることができる。細かいリブを多数有
する構成では、上述した実施例２のように接触部材の位置を避けてシート上濃度検出用ト
ナー像Ｔｓを作像すると、エッジ部となる箇所が多くなる。これにより、トナー像のエッ
ジ部のトナー付着量が増加するエッジ効果の影響によってシート上濃度検出用トナー像Ｔ
ｓのトナー付着量を正しく算出できない不具合が発生してしまう。このような場合、実施
例２のようにシート上濃度検出用トナー像Ｔｓを区切らずに、実施例１のように、横帯状
に作成し、画像濃度を検出しない位置を示す印（「×」印等の非読込部トナー像ＴｓＮ）
をつける方法が好ましい。これにより、エッジ効果の影響を抑制でき、シート上濃度検出
用トナー像Ｔｓのトナー付着量の検出精度の向上を図ることができる。
【０１８３】
　記録シートＳにおけるコロやリブのような接触部材と接触する位置のシート上濃度検出
用トナー像Ｔｓの画像濃度が、他の位置に比べて高くなるのは、画像形成を繰り返して記
録シートＳと接触する部分がトナーで汚れたり、紙粉で削られたりした後である。
　このため、使用開始からの画像形成枚数が少ないときは接触部材がある位置の画像濃度
は高くなく、画像濃度を検出する位置として接触部材が接触する位置を除外する必要はな
い。
　そこで、使用開始からの画像形成枚数の累積値が所定値以下の場合は除外位置を設けず
にすべての位置について調整値を求め、所定値を超えた場合は、接触部材の位置を除外し
補間処理によってその位置の調整値を算出する制御に切り替える構成としてもよい。この
ような構成では、制御部１５が制御を切り替える切替手段としての機能を有する。
【０１８４】
　この構成では、使用開始からの画像形成枚数を記憶しておき、あらかじめ設定しておい
た枚数以下の場合は、シート上濃度検出用トナー像Ｔｓとして主走査方向につながった横
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帯状のトナーパターンを形成する。そして、所定の枚数を超えた場合に、シート上濃度検
出用トナー像Ｔｓを実施例１や実施例２で説明したように、接触部材が接触する位置の画
像濃度の情報を用いないトナーパターンに変更する。コロやリブ等の接触部材の劣化は、
通紙する記録シートＳの種類によっても変わるため、記録シートＳの種類に応じて上述し
た所定の枚数の設定を変更しておいても良い。このように、調整値を算出する制御を切り
替えることによって、画像形成枚数が少ない状態で、除外位置を設けず、トナー付着量を
検出する全ての位置についてシート上濃度検出用トナー像Ｔｓの検出結果に基づいた調整
値「α」を算出することができる。よって、中間転写ベルト３１上のトナー付着量を精度
良く算出することが可能となる。
【０１８５】
　以上に説明したものは一例であり、次の態様毎に特有の効果を奏する。
【０１８６】
　（態様Ａ）
　中間転写ベルト３１等の像担持体の表面上に画像を形成する作像ユニット１０等の作像
手段と、像担持体の表面上の画像濃度を検出する濃度センサ５０等の像担持体上濃度検出
手段と、像担持体上濃度検出手段の検出結果に基づいて作像手段による作像条件を制御す
る制御部１５等の作像条件制御手段と、基準となる反射特性を有する基準板５６等の基準
部材と、像担持体の表面上の画像を記録シートＳ等の記録媒体に転写する転写ユニット３
０等の転写手段と、を備え、像担持体上濃度検出手段によって基準部材を検出した検出結
果に基づいて、像担持体の表面上の画像濃度の検出条件を補正する補正条件（所定の補正
式等）を算出する複写機６００等の画像形成装置において、記録媒体上に出力した画像の
濃度を検出するためのシート上濃度検出用トナー像Ｔｓ等の出力濃度検出画像を像担持体
に作像し、転写手段によって記録媒体に転写したときの記録媒体上での出力濃度検出画像
の画像濃度を検出する記録シート濃度センサ６１等の出力濃度検出手段の検出結果の情報
を取得する制御部１５等の出力濃度情報取得手段を備え、記録媒体に転写する前の像担持
体上の出力濃度検出画像を像担持体上濃度検出手段で検出した検出結果（「Ｐ（ｍ）３」
等）と、出力濃度情報取得手段が取得した検出結果（「Ｄｉ（ｍ）」等）と、像担持体上
濃度検出手段で基準部材を検出した検出結果（「Ｋ（ｍ）３」等）と、に基づいて、補正
条件を修正する。
　これによれば、上記実施形態１について説明したように、基準部材と像担持体上濃度検
出手段との位置関係が変動しても、画像濃度の検出条件を適切に補正し、画像濃度を精度
よく検出することが可能になる。これは、以下の理由による。
　すなわち、基準部材を用いた補正条件の算出は、像担持体上濃度検出手段が基準部材を
検出した検出結果（Ｋ（ｍ）２等）を予め入力された基準値（Ｋ０等）と比較することに
よって行う。例えば、像担持体上濃度検出手段による基準部材の検出結果が基準値よりも
小さい場合は、像担持体上濃度検出手段によって像担持体上の画像を検出したときの検出
結果の値が大きくなるように補正条件を算出する。これにより、発光素子同士や撮像素子
同士の製造誤差等に起因する発光特性や受光特性のばらつき等の像担持体上濃度検出手段
の特性に起因する検出誤差を抑制できる。
　この補正では、像担持体上濃度検出手段から基準部材までの距離と、像担持体上濃度検
出手段から像担持体までの距離との何れかが変動すると、像担持体上の画像濃度が同じ場
合でも、補正後の検出条件での検出結果が異なる値となってしまう。例えば、像担持体上
濃度検出手段から基準部材までの距離が離れるように変動すると、基準部材の検出結果の
値が小さくなり、像担持体上の画像濃度の検出結果の値を大きくするような補正がなされ
る。その結果、像担持体上の画像濃度が同じ場合でも、補正後の検出条件での検出結果は
、像担持体上濃度検出手段から基準部材までの距離が離れたときの方が大きい値となって
しまう。また、像担持体上濃度検出手段から像担持体までの距離が離れるように変動する
と、基準部材の検出結果の値は同じだが、像担持体上の画像濃度の検出結果の値が小さく
なる。その結果、像担持体上の画像濃度が同じ場合でも、補正後の検出条件での検出結果
は、像担持体上濃度検出手段から像担持体までの距離が離れたときの方が小さい値となっ
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てしまう。
　そこで態様Ａでは、部材の交換等、像担持体上濃度検出手段に対する基準部材や像担持
体の位置関係が変動した可能性がある場合に、出力濃度検出画像の検出結果に基づいて補
正条件を修正する。具体的には、出力濃度検出画像を像担持体上に作像し、記録媒体上に
転写する。この際、記録媒体上での出力濃度検出画像の検出結果の情報を出力濃度情報取
得手段が取得するとともに、像担持体上濃度検出手段によって像担持体上での出力濃度検
出画像の検出結果と、基準部材の検出結果とを取得する。また、記録媒体上の画像の検出
結果と、この画像が像担持体上にあるときに像担持体上濃度検出手段で検出した検出結果
と、の間の一定の相関関係を、実験等により予め定めておく。さらに、記録媒体上での出
力濃度検出画像の検出結果と一定の相関関係とに基づいて、像担持体上の出力濃度検出画
像を像担持体上濃度検出手段で検出したときに得られるべき理想の検出結果（Ｐｉ（ｍ）
等）を算出する。
　像担持体上濃度検出手段に対する基準部材や像担持体の位置関係が変動した場合でも、
像担持体上の出力濃度検出画像の画像濃度が同じ場合は、記録媒体上での出力濃度検出画
像の検出結果は同じとなり、理想の検出結果も同じとなる。
　そして、理想の検出結果と、像担持体上濃度検出手段による出力濃度検出画像の検出条
件を基準部材の検出結果に基づいて補正して算出される値と、が一致するように補正条件
を修正する。
　これにより、像担持体上の画像の画像濃度が同じ場合であれば、上述した位置関係が変
動した場合でも、同じ検出結果を得ることができる補正条件に修正することができる。
　そして、修正した補正条件を、その後の像担持体上での画像濃度の検出条件の補正に用
いる。これにより、像担持体上濃度検出手段に対する基準部材や像担持体の位置関係が変
動しても、画像濃度の検出条件を適切に補正し、画像濃度を精度よく検出することが可能
になる。
【０１８７】
　（態様Ｂ）
　態様Ａにおいて、記録シート濃度センサ６１等の出力濃度検出手段は、中間転写ベルト
３１等の像担持体からシート上濃度検出用トナー像Ｔｓ等の出力濃度検出画像が転写され
た記録シートＳ等の記録媒体が停止している状態（シート台６２上に載置された状態等）
で出力濃度検出画像の画像濃度を検出する。
　これによれば、上記実施形態１について説明したように、停止した記録媒体に対して検
出動作を行うことで、搬送時のバタツキ等のように出力濃度検出手段と記録媒体との距離
の変動が生じることを抑制できる。このため、距離の変動が検出結果に影響することを抑
制でき、記録媒体上に作成した出力濃度検出画像を精度良く検出することができる。この
ため、出力濃度検出画像を作像する記録媒体を一枚で済ませることが可能となる。よって
、複数枚の記録媒体上に出力濃度検出画像を作像して、複数の検出結果の平均を算出する
必要がなくなり、記録媒体やトナー等の画像形成物質の消費を抑制することができる。さ
らに、実施形態１のように出力濃度検出手段を複写機６００等の画像形成装置の装置外に
備える構成の場合、出力濃度検出画像が形成された記録媒体を出力濃度検出手段によって
検出する位置に配置する手間を低減することができる。
【０１８８】
　（態様Ｃ）
　態様ＡまたはＢにおいて、濃度センサ５０等の像担持体上濃度検出手段は、中間転写ベ
ルト３１等の像担持体の表面上の濃度調整用トナー像Ｔａ等の濃度検出用画像及び基準板
５６等の基準部材に光を照射する光源５１等の発光手段と、濃度検出用画像または基準部
材に反射した反射光を受光するラインセンサ５２等の受光手段と、を有し、受光手段は画
像素子５２ａ等の受光素子を幅方向等の一方向に複数並べて配置した構成である。
　これによれば、上記実施形態１について説明したように、像担持体の表面上の一方向の
全域にわたり、トナーの付着量等の画像濃度を検出することが可能となる。
【０１８９】
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　（態様Ｄ）
　態様Ｃにおいて、シート上濃度検出用トナー像Ｔｓ等の出力濃度検出画像を中間転写ベ
ルト３１等の像担持体の表面上におけるラインセンサ５２等の受光手段の幅方向等の一方
向の手前側端部及び奥側端部等の両端部に対応する位置に形成する。
　これによれば、上記変形例１について説明したように、画像濃度の検出条件を適切に補
正しつつ、トナー等の画像形成物質の消費量を削減することができる。これは以下の理由
による。
　すなわち、濃度センサ５０等の像担持体上濃度検出手段と基準板５６等の基準部材とが
傾斜するように配置されると、基準部材の検出結果が変動し、この検出結果に基づいて算
出される所定の補正式等の補正条件が変動する。このような補正条件を修正する場合、一
方向の両端部における出力濃度検出画像の検出結果に基づいて、両端部以外の検出結果を
補間することができる。このため、一方向の全域に渡って出力濃度検出画像を検出しなく
ても、一方向に複数並べて配置したそれぞれの画像素子５２ａ等の受光素子による画像濃
度の検出条件を適切に補正し、画像濃度を精度よく検出することが可能になる。出力濃度
検出画像を一方向の両端部のみに作像するため、全域に渡って作像する構成に比べて画像
形成物質の消費量を削減することができる。
【０１９０】
　（態様Ｅ）
　態様Ｃにおいて、シート上濃度検出用トナー像Ｔｓ等の出力濃度検出画像を中間転写ベ
ルト３１等の像担持体の表面上におけるラインセンサ５２等の受光手段の検出範囲の幅方
向等の一方向の手前側端部及び奥側端部等の両端部と中央部とに対応する位置に形成する
。
　これによれば、上記変形例２について説明したように、基準板５６等の基準部材に曲げ
が生じても、画像濃度の検出条件を適切に補正しつつ、トナー等の画像形成物質の消費量
を削減することができる。これは以下の理由による。
　すなわち、基準板５６等の基準部材に曲げが生じると、基準部材の検出結果が変動し、
この検出結果に基づいて算出される所定の補正式等の補正条件が変動する。このような補
正条件を修正する場合、一方向の両端部と中央部とにおける出力濃度検出画像の検出結果
に基づいて、両端部と中央部との検出結果を補間することができる。このため、一方向の
全域に渡って出力濃度検出画像を検出しなくても、一方向に複数並べて配置したそれぞれ
の画像素子５２ａ等の受光素子による画像濃度の検出条件を適切に補正し、画像濃度を精
度よく検出することが可能になる。出力濃度検出画像を一方向の両端部及び中央部のみに
作像するため、全域に渡って作像する構成に比べて画像形成物質の消費量を削減すること
ができる。
【０１９１】
　（態様Ｆ）
　態様Ｃにおいて、シート上濃度検出用トナー像Ｔｓ等の出力濃度検出画像を中間転写ベ
ルト３１等の像担持体の表面上における幅方向等の一方向のラインセンサ５２等の受光手
段による検出範囲に延在するように形成する。
　これによれば、上記実施形態１について説明したように、一方向に並べて配置された複
数の画像素子５２ａ等の受光素子のそれぞれについて、画像濃度の検出条件を適切に補正
することができる。また、それぞれの受光素子について補正条件を算出するため、基準板
５６等の基準部材の色（分光反射率分布特性）が一方向においてムラがある場合において
も、画像濃度の検出条件を適切に補正することができる。
【０１９２】
　（態様Ｇ）
　態様Ａ乃至Ｆの何れかの態様において、基準板５６等の基準部材の分光反射率部分布特
性は、白色の分光反射率分布特性に比べて、中間転写ベルト３１等の像担持体の表面上の
濃度調整用トナー像Ｔａ等の濃度検出用画像を形成するトナー等の画像形成物質の分光反
射率分布特性に近い。
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　これによれば、上記実施形態１について説明したように、白色の基準部材を用いる構成
よりも画像濃度の検出条件を適切に補正し、画像濃度を精度よく検出することが可能にな
る。これは、以下の理由による。
　すなわち、画像形成物質の分光反射率分布特性に近い分光反射率特性を有する基準部材
を用いることで、画像濃度の検出に影響する発光手段の発光特性や受光手段の受光特性等
の像担持体上濃度検出手段の特性のばらつきの影響を反映した補正が可能となる。よって
、白色の基準部材を用いる構成よりも、画像濃度の検出条件を適切に補正することが可能
となり、画像濃度を精度よく検出することが可能となる。
【０１９３】
　（態様Ｈ）
　態様Ａ乃至Ｇの何れかの態様において、分光反射率分布特性が互いに異なる複数の基準
部材（シアン基準板５６Ｃ、マゼンタ基準板５６Ｍ及びイエロー基準板５６Ｙ等）を備え
、濃度調整用トナー像Ｔａ等の画像を形成するトナー等の画像形成物質の分光反射率分布
特性によって、中間転写ベルト３１等の像担持体の表面上の画像濃度の検出条件の補正に
用いる基準部材が異なる。
　これによれば、上記実施形態１について説明したように、白色の基準部材を用いる構成
よりも画像濃度の検出条件を適切に補正し、画像濃度を精度よく検出することが可能にな
る。これは、以下の理由による。
　すなわち、複数の基準部材のうち、画像濃度を検出する画像の画像形成物質の分光反射
率分布特性に最も近似する、または、同一の分光反射率特性分布特性を有する基準部材を
選択することが可能となる。そして、この基準部材からの反射光を受光した受光手段の出
力に基づいて画像濃度の検出条件を補正することで、画像濃度の検出に影響する発光手段
の発光特性や受光手段の受光特性のばらつきの影響を反映した補正が可能となる。よって
、画像形成物質と基準部材との分光反射率分布特性が大きく異なることに起因して画像濃
度の検出条件を適切に補正できなくなる不具合を防止できる。よって、態様Ｈでは、白色
の基準部材を用いる構成よりも、画像濃度の検出条件を適切に補正することが可能となり
、画像濃度を精度よく検出することが可能となる。
【０１９４】
　（態様Ｉ）
　態様Ａ乃至Ｈの何れかの態様において、記録媒体は記録シートＳ等のシート状であり、
記録媒体の搬送方向の複数箇所に同一色のシート上濃度検出用トナー像Ｔｓ等の出力濃度
検出画像を作成し、複数箇所の出力濃度検出画像を一枚の記録媒体に作成する。
　これによれば、上記変形例３について説明したように、調整値「α」等の補正条件の修
正に用いるデータのデータ数が増え、補正精度の向上を図りつつ、一枚の記録媒体に作成
することで、記録媒体の消費を抑制することができる。
【０１９５】
　（態様Ｊ）
　態様Ａ乃至Ｉの何れかの態様において、シート上濃度検出用トナー像Ｔｓ等の出力濃度
検出画像の大きさは、エッジ効果領域の二倍以上である。
　これによれば、上記変形例４について説明したように、出力濃度検出画像におけるエッ
ジ効果分を除外でき、非エッジ部だけの検出結果を抽出できるため、出力濃度検出画像の
本来の画像濃度を検出することができる。
【０１９６】
　（態様Ｋ）
　態様Ａ乃至Ｊの何れかの態様において、シート上濃度検出用トナー像Ｔｓ等の出力濃度
検出画像が転写された記録シートＳ等の記録媒体の表面に接触する搬送コロ３７等の接触
部材を備え、記録媒体の表面における接触部材と対向する位置（「Ｙ４」等）を、出力濃
度検出画像の画像濃度の検出結果を前記補正条件の修正に用いない（出力濃度検出画像を
検出しない、または、出力濃度検出画像を作像しない等）除外位置とし、中間転写ベルト
３１等の像担持体の表面上における除外位置に転写する画像を担持する位置の画像濃度の
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検出条件を補正する補正条件（所定の補正式等）を修正する修正条件（「α４」等）は、
除外位置以外の位置（「Ｙ３」及び「Ｙ５」等）に転写する画像を担持する位置の修正条
件（「α３」及び「α５」等）に基づいて求める。
　これによれば、上記実施形態２について説明したように、接触部材が接触することに起
因する出力濃度検出画像の画像濃度の変動の影響を受けることなく、出力濃度検出画像の
画像濃度の算出が可能になる。これにより、像担持体上の画像濃度を精度よく検出するこ
とが可能になる。
【０１９７】
　（態様Ｌ）
　態様Ｋにおいて、シート上濃度検出用トナー像Ｔｓ等の出力濃度検出画像は、中間転写
ベルト３１等の像担持体の表面上における表面移動方向に直交する方向（主走査方向等）
に延在する帯状の画像であり、除外位置（「Ｙ４」等）に画像濃度の検出を除外すること
を示す画像（非読込部トナー像ＴｓＮ等）を作成する。
　これによれば、上記実施形態２について説明したように、出力濃度検出画像をある方向
に延在する帯状の画像とすることで、当該方向に複数の分割した出力濃度検出画像を作成
する構成に比べてエッジ効果の影響を抑制することができる。このため、トナー付着量等
の画像濃度の検出精度の向上を図ることができる。
【０１９８】
　（態様Ｍ）
　態様Ｋにおいて、除外位置にシート上濃度検出用トナー像Ｔｓ等の出力濃度検出画像を
作成しない。
　これによれば、上記実施形態２について説明したように、画像濃度の検出結果を補正条
件の修正に用いない部分である除外位置に出力濃度検出画像を作成しないことでトナー等
の画像形成物質の消費量を低減することができる。
【０１９９】
　（態様Ｎ）
　態様Ｋ乃至Ｍの何れかの態様において、中間転写ベルト３１等の像担持体の表面上にお
ける除外位置（「Ｙ４」等）に転写する画像を担持する位置の修正条件（「α４」等）を
、除外位置を挟んで両側の位置（「Ｙ３」及び「Ｙ５」）に転写する画像を担持する位置
の修正条件（「α３」及び「α５」）に基づいて求める。
　これによれば、上記実施形態２について説明したように、像担持体の表面上における除
外位置に転写する画像を担持する位置の修正条件を容易な方法で精度良く求めることがで
きる。
【０２００】
　（態様Ｏ）
　態様Ｋ乃至Ｍの何れかの態様において、記録シートＳへの画像形成枚数等の画像形成量
が所定量に満たない場合は、除外位置を設定しない。
　これによれば、上記実施形態２について説明したように、画像形成量が少ない状態では
、トナー付着量等の画像濃度を検出する全ての位置について、シート上濃度検出用トナー
像Ｔｓ等の出力濃度検出画像の検出結果に基づいた修正条件（「α」等）の算出ができる
。このため、画像濃度の検出条件を適切に補正し、画像濃度を精度よく検出することが可
能になる。
【０２０１】
　（態様Ｐ）
　中間転写ベルト３１等の像担持体の表面上に画像を形成する作像ユニット１０等の作像
手段と、像担持体の表面上の画像濃度を検出する濃度センサ５０等の像担持体上濃度検出
手段と、像担持体上濃度検出手段の検出結果に基づいて作像手段による作像条件を制御す
る制御部１５等の作像条件制御手段と、基準となる反射特性を有する基準板５６等の基準
部材と、像担持体の表面上の画像を記録シートＳ等の記録媒体に転写する転写ユニット３
０等の転写手段と、を備え、像担持体上濃度検出手段によって基準部材を検出した検出結
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果に基づいて、像担持体の表面上の画像濃度の検出条件を補正する補正条件（所定の補正
式等）を算出する複写機６００等の画像形成装置を備える画像形成システム７００等の画
像形成システムにおいて、像担持体から記録媒体に転写された画像の画像濃度を検出する
記録シート濃度センサ６１等の出力濃度検出手段を備え、記録媒体上での画像濃度を検出
するためのシート上濃度検出用トナー像Ｔｓ等の出力濃度検出画像を像担持体に作像し、
記録媒体に転写する前の像担持体上の出力濃度検出画像を像担持体上濃度検出手段で検出
した検出結果（「Ｐ（ｍ）３」等）と、像担持体から記録媒体に転写された出力濃度検出
画像を出力濃度検出手段で検出した検出結果（「Ｄｉ（ｍ）」等）と、像担持体上濃度検
出手段で前記基準部材を検出した検出結果（「Ｋ（ｍ）３」等）とに基づいて、補正条件
を修正する。
　これによれば、上記態様Ａと同様に、像担持体上濃度検出手段に対する基準部材や像担
持体の位置関係が変動しても、画像濃度の検出条件を適切に補正し、画像濃度を精度よく
検出することが可能になる。
【０２０２】
　（態様Ｑ）
　中間転写ベルト３１等の像担持体の表面上に濃度調整用トナー像Ｔａ等の濃度検出用画
像を形成する濃度検出用画像作像工程と、像担持体の表面上の濃度検出用画像の画像濃度
を検出する像担持体上画像濃度検出工程と、像担持体上画像濃度検出工程での検出結果に
基づいた作像条件で画像を形成する作像工程と、を実施して画像を形成する構成で、像担
持体上画像濃度検出工程では、基準となる反射特性を有する基準板５６等の基準部材の検
出結果に基づいて像担持体の表面上の画像濃度の検出条件を補正する補正条件を算出する
画像形成方法において、記録シートＳ等の記録媒体上での画像濃度を検出するためのシー
ト上濃度検出用トナー像Ｔｓ等の出力濃度検出画像を像担持体に作像する出力濃度検出画
像作像工程と、出力濃度検出画像を像担持体から記録媒体に転写する出力濃度検出画像転
写工程と、像担持体上での出力濃度検出画像の画像濃度を検出する像担持体上出力濃度検
出工程と、記録媒体上での出力濃度検出画像の画像濃度を検出する記録媒体上濃度検出工
程と、基準部材を検出する基準部材検出工程と、を実施し、像担持体上出力画像濃度検出
工程での検出結果（「Ｐ（ｍ）３」等）と、記録媒体上濃度検出工程での検出結果（「Ｄ
ｉ（ｍ）」等）と、基準部材検出工程での検出結果（「Ｋ（ｍ）３」等）と、に基づいて
、補正条件を修正する。
　これによれば、上記態様Ａと同様に、像担持体上濃度検出手段に対する基準部材や像担
持体の位置関係が変動しても、画像濃度の検出条件を適切に補正し、画像濃度を精度よく
検出することが可能になり、画像濃度が安定した画像形成が可能となる。
【符号の説明】
【０２０３】
１　感光体
２　帯電ユニット
３　現像ユニット
４　クリーニングユニット
１０　作像ユニット
１５　制御部
２０　光書込ユニット
３０　転写ユニット
３１　中間転写ベルト
３２　駆動ローラ
３３　従動ローラ
３４　一次転写ローラ
３４Ｋ　黒用一次転写ローラ
３５　二次転写バックアップローラ
３６　搬送ベルト
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３８　定着ユニット
３９　排紙トレイ
３９ａ　排紙センサ
４１　給紙トレイ
４２　給紙路
４６　レジストローラ対
５０　濃度センサ
５１　光源
５２　ラインセンサ
５２ａ　画像素子
５３　レンズアレイ
５４　光透過部材
５４ａ　検出窓
５５　シャッター部材
５６　基準板
５８　センサ筐体
６０　記録シート画像濃度検出装置
６１　記録シート濃度センサ
６２　シート台
６３　センサガイド
６４　位置合わせガイド
１００　画像形成部
２００　スキャナ
３００　原稿自動搬送装置
４００　給紙部
５００　ホストコンピュータ
６００　複写機
７００　画像形成システム
Ｉｔ　階調パターン像
Ｓ　記録シート
Ｔａ　濃度調整用トナー像
Ｔｓ　シート上濃度検出用トナー像
【先行技術文献】
【特許文献】
【０２０４】
【特許文献１】特許４０１１３２３号
【特許文献２】特開２０１２－１５０４３４号公報
【特許文献３】特開２０１５－２２６１２８号公報
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