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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　静電潜像を担持するための第一の像担持体と、
　前記第一の像担持体の前記静電潜像をトナーによりトナー像に現像するための第一の現
像装置と、
　前記第一の像担持体の上のトナーをクリーニングブレードによりクリーニングする第一
のクリーニング装置と、
　静電潜像を担持するための第二の像担持体と、
　前記第二の像担持体の前記静電潜像をトナーによりトナー像に現像するための第二の現
像装置と、
　前記第二の像担持体の上のトナーをクリーニングブレードによりクリーニングする第二
のクリーニング装置と、
　前記第一の像担持体と前記第二の像担持体と接触可能に設けられて回転をする回転体と
、を有し、
　前記第一のクリーニング装置と前記第一の像担持体は、クリーニングユニットとして一
体に構成され、該クリーニングユニットが画像形成装置の装置本体に対して、前記第一の
現像装置とは別に、着脱可能であり、
　前記回転体は、前記像担持体に形成されたトナー像を転写され、前記回転体に転写され
たトナー像をシート材に転写するための中間転写体であるか、又は前記像担持体に形成さ
れたトナー像が転写されるシート材を搬送するための搬送体であり、
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　前記シート材に対する画像形成のためのトナー像の形成を行わない非画像形成期間に、
前記第一の像担持体と前記第一のクリーニング装置のクリーニングブレードとの間にトナ
ーを供給するトナー供給プロセスの制御をおこなう制御装置とを備え、
　前記制御装置は、未使用の前記クリーニングユニットが装置本体に装着されたときに、
前記第一の現像装置又は前記第二の現像装置に収容されたトナー量に応じて、前記第一の
現像装置に収容されたトナーを用いた前記トナー供給プロセスを実行するか、前記第二の
現像装置に収容されたトナーを用いた前記トナー供給プロセスを実行するかを選択するこ
とを特徴とする画像形成装置。
【請求項２】
　前記第二の現像装置に収容されたトナーを用いたトナー供給プロセスでは、前記第二の
現像装置から前記第二の像担持体にトナーを供給し、前記第二の像担持体に供給されたト
ナーを前記回転体を介して前記第一の像担持体に供給することを特徴とする請求項１に記
載の画像形成装置。
【請求項３】
　前記第一の現像装置に収容されたトナー量が所定値よりも多かった場合は、前記第一の
現像装置に収容されたトナーを用いてトナー供給プロセスを実行し、
　前記第一の現像装置に収容されたトナー量が前記所定値以下の場合は、前記第二の現像
装置に収容されたトナーを用いてトナー供給プロセスを実行することを特徴とする請求項
１又は２に記載の画像形成装置。
【請求項４】
　前記第一の現像装置に収容されたトナー量が前記第二の現像装置に収容されたトナー量
よりも多かった場合は、前記第一の現像装置に収容されたトナーを用いてトナー供給プロ
セスを実行し、
　前記第一の現像装置に収容されたトナー量が前記第二の現像装置に収容されたトナー量
よりも少なかった場合は、前記第二の現像装置に収容されたトナーを用いてトナー供給プ
ロセスを実行することを特徴とする請求項１又は２に記載の画像形成装置。
【請求項５】
　前記第二の現像装置に収容されたトナー量が所定値よりも多かった場合は、前記第二の
現像装置に収容されたトナーを用いてトナー供給プロセスを実行し、
　前記第二の現像装置に収容されたトナー量が前記所定値以下の場合は、前記第一の現像
装置に収容されたトナーを用いてトナー供給プロセスを実行することを特徴とする請求項
１又は２に記載の画像形成装置。
【請求項６】
　第二の現像装置に収容されたトナーを用いてトナー供給プロセスを実行する時は、前記
第二の現像装置から前記第一の像担持体にトナーを供給する時間が一番短くなるような現
像装置を第二の現像装置として用いることを特徴とする請求項１乃至５のいずれか１項に
記載の画像形成装置。
【請求項７】
　前記第一の現像装置に収容されたトナー量が所定値よりも多かった場合は、前記第一の
現像装置に収容されたトナーを用いてトナー供給プロセスを実行し、
　前記第一の現像装置に収容されたトナー量が前記所定値以下で、且つ前記第二の現像装
置に収容されたトナー量が所定値よりも多い場合は、前記第二の現像装置に収容されたト
ナーを用いてトナー供給プロセスを実行し、
　前記第一の現像装置に収容されたトナー量が前記所定値以下で、且つ前記第二の現像装
置に収容されたトナー量が所定値以下の場合は、前記第一及び前記第二の現像装置の中で
収容されたトナー量が最も多い現像装置を用いてトナー供給プロセスを実行することを特
徴とする請求項１又は２に記載の画像形成装置。
【請求項８】
　前記第一の現像装置が画像形成装置の装置本体に対して着脱可能であることを特徴とす
る請求項１乃至７のいずれか１項に記載の画像形成装置。



(3) JP 5822460 B2 2015.11.24

10

20

30

40

50

【請求項９】
　前記第一の現像装置、及び前記クリーニングユニットが、画像形成装置の装置本体に対
して着脱可能なプロセスカートリッジとして一体に構成されていることを特徴とする請求
項１乃至７のいずれか１項に記載の画像形成装置。
【請求項１０】
　静電潜像を担持するための第一の像担持体と、
　前記第一の像担持体の前記静電潜像をトナーによりトナー像に現像するための第一の現
像装置と、
　前記第一の像担持体の上のトナーをクリーニングブレードによりクリーニングする第一
のクリーニング装置と、
　静電潜像を担持するための第二の像担持体と、
　前記第二の像担持体の前記静電潜像をトナーによりトナー像に現像するための第二の現
像装置と、
　前記第二の像担持体の上のトナーをクリーニングブレードによりクリーニングする第二
のクリーニング装置と、
　前記第一の像担持体と前記第二の像担持体と接触可能に設けられて回転をする回転体と
、を有し、
　前記回転体は、前記像担持体に形成されたトナー像を転写され、前記回転体に転写され
たトナー像をシート材に転写するための中間転写体であるか、又は前記像担持体に形成さ
れたトナー像が転写されるシート材を搬送するための搬送体であり、
　前記シート材に対する画像形成のためのトナー像の形成を行わない時に、前記第一の像
担持体と前記第一のクリーニング装置のクリーニングブレードとの間にトナーを供給する
トナー供給プロセスの制御をおこなう制御装置とを備え、
　前記第一の現像装置は画像形成装置の装置本体から着脱可能に設けられており、
　前記制御装置は、前記第一の現像装置が装着されている場合は前記第一の現像装置に収
容されたトナーを用いた前記トナー供給プロセスを実行し、前記第一の現像装置が装着さ
れていない場合は前記第二の現像装置に収容されたトナーを用いた前記トナー供給プロセ
スを実行することを特徴とする画像形成装置。
【請求項１１】
　前記第二の現像装置に収容されたトナーを用いたトナー供給プロセスでは、前記第二の
現像装置から前記第二の像担持体にトナーを供給し、前記第二の像担持体に供給されたト
ナーを前記回転体を介して前記第一の像担持体に供給することを特徴とする請求項１０に
記載の画像形成装置。
【請求項１２】
　第二の現像装置に収容されたトナーを用いてトナー供給プロセスを実行する時は、前記
第二の現像装置から前記第一の像担持体にトナーを供給する時間が一番短くなるような現
像装置を第二の現像装置として用いることを特徴とする請求項１０又は１１に記載の画像
形成装置。
【請求項１３】
　第二の現像装置に収容されたトナーを用いてトナー供給プロセスを実行する時は、前記
第二の現像装置の中で収容されたトナー量が最も多い現像装置を用いてトナー供給プロセ
スを実行することを特徴とする請求項１０又は１１に記載の画像形成装置。
【請求項１４】
　第二の現像装置に収容されたトナーを用いてトナー供給プロセスを実行する時は、前記
第二の現像装置に収容されたトナー量が所定値よりも多い場合は、前記第二の現像装置の
いずれかに収容されたトナーを用いてトナー供給プロセスを実行し、
　前記第二の現像装置に収容されたトナー量が所定値以下の場合は、前記第二の現像装置
の中で収容されたトナー量が最も多い現像装置を用いてトナー供給プロセスを実行するこ
とを特徴とする請求項１０又は１１に記載の画像形成装置。
【請求項１５】



(4) JP 5822460 B2 2015.11.24

10

20

30

40

50

　前記クリーニング装置は、画像形成装置の装置本体から着脱可能に設けられており、
　前記トナー供給プロセスは、
　前記一の像担持体に対して未使用のクリーニング装置が装着された場合に実行されるこ
とを特徴とする請求項１０乃至１４のいずれか１項に記載の画像形成装置。
【請求項１６】
　前記トナー供給プロセスは、
　画像形成装置の使用量に基づいて、前記使用量が予め決められた値に達した時に実行さ
れることを特徴とする請求項１乃至１５のいずれか１項に記載の画像形成装置。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、電子写真方式を採用する画像形成装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来より、トナー色に応じて設けられる回転可能な複数の像担持体と、それぞれの像担
持体に対して設けられる現像ユニット、及びそれぞれの像担持体表面に接触する回転可能
なベルト部材を備える画像形成装置が知られている。かかる構成によると、現像ユニット
からトナーを供給して像担持体表面にトナー像を形成し、トナー像をベルト部材上に担持
されているシート材上に転写することで、シート材上に画像を形成することができる。な
お、像担持体表面からベルト部材上にトナー像を一次転写し、ベルト部材上からシート材
上にトナー像を二次転写する構成も知られている。
【０００３】
　また、像担持体表面からトナー像をシート材上又はベルト部材上に転写した後、像担持
体表面に残留する残留トナーを像担持体表面から除去すべく、それぞれの像担持体に対し
てクリーニング装置を設ける構成も広く知られている。このようなクリーニング装置とし
て、像担持体表面に当接して残留トナーを掻き取るクリーニングブレードを備えたクリー
ニング装置が知られている。
【０００４】
　しかし、クリーニングブレードを用いて残留トナーを掻き取る場合、クリーニングブレ
ードと像担持体表面との摩擦力が大きいと、クリーニングブレードのびびり（スティック
スリップ）が生じたり、クリーニングブレードがめくれるといった現象が生じてしまう。
このような現象が生じてしまうと、像担持体表面を好適にクリーニング出来ないばかりか
、像担持体表面に傷が形成され、それによって画像品質の低下を招いてしまう。また、ク
リーニングブレードのびびりに起因して、異音が生じてしまう。そこで、非画像形成時に
潤滑目的として現像ユニットから像担持体表面にトナーを供給することで、クリーニング
ブレードと像担持体表面との摩擦力を低減させ、異音の発生を抑制し、良好なクリーニン
グ性能を保つ技術が開示されている（特許文献１）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開平１０－１６１４２６号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかし、上記従来の画像形成装置には以下の課題がある。
【０００７】
　現像ユニットからトナーを像担持体表面に供給する際に、現像ユニット内に収容されて
いるトナー量が少ないと、十分量のトナーを供給できず、クリーニングブレードと像担持
体表面との摩擦力を十分に低減させることができない。よって、上述したような画像品質
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の低下、及び異音の発生を招いてしまう。また、潤滑目的でトナーを供給する場合は、現
像ユニット内のトナーの消費を促進することになるので、現像ユニット内に収容されてい
るトナーが少ないと、画像形成時にトナーが足らなくなるといった不具合が生じる。
【０００８】
　そこで本発明は、複数の像担持体のそれぞれに対して現像ユニット、クリーニング装置
が設けられている電子写真方式の画像形成装置において、非画像形成時に適切に像担持体
の表面にトナーを供給可能な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】
【０００９】
　上記目的を達成するために本発明の画像形成装置にあっては、
　静電潜像を担持するための第一の像担持体と、前記第一の像担持体の前記静電潜像をト
ナーによりトナー像に現像するための第一の現像装置と、前記第一の像担持体の上のトナ
ーをクリーニングブレードによりクリーニングする第一のクリーニング装置と、静電潜像
を担持するための第二の像担持体と、前記第二の像担持体の前記静電潜像をトナーにより
トナー像に現像するための第二の現像装置と、前記第二の像担持体の上のトナーをクリー
ニングブレードによりクリーニングする第二のクリーニング装置と、前記第一の像担持体
と前記第二の像担持体と接触可能に設けられて回転をする回転体と、を有し、前記第一の
クリーニング装置と前記第一の像担持体は、クリーニングユニットとして一体に構成され
、該クリーニングユニットが画像形成装置の装置本体に対して、前記第一の現像装置とは
別に、着脱可能であり、前記回転体は、前記像担持体に形成されたトナー像を転写され、
前記回転体に転写されたトナー像をシート材に転写するための中間転写体であるか、又は
前記像担持体に形成されたトナー像が転写されるシート材を搬送するための搬送体であり
、前記シート材に対する画像形成のためのトナー像の形成を行わない非画像形成期間に、
前記第一の像担持体と前記第一のクリーニング装置のクリーニングブレードとの間にトナ
ーを供給するトナー供給プロセスの制御をおこなう制御装置とを備え、前記制御装置は、
未使用の前記クリーニングユニットが装置本体に装着されたときに、前記第一の現像装置
又は前記第二の現像装置に収容されたトナー量に応じて、前記第一の現像装置に収容され
たトナーを用いた前記トナー供給プロセスを実行するか、前記第二の現像装置に収容され
たトナーを用いた前記トナー供給プロセスを実行するかを選択することを特徴とする。
【００１０】
　また、
　静電潜像を担持するための第一の像担持体と、前記第一の像担持体の前記静電潜像をト
ナーによりトナー像に現像するための第一の現像装置と、前記第一の像担持体の上のトナ
ーをクリーニングブレードによりクリーニングする第一のクリーニング装置と、静電潜像
を担持するための第二の像担持体と、前記第二の像担持体の前記静電潜像をトナーにより
トナー像に現像するための第二の現像装置と、前記第二の像担持体の上のトナーをクリー
ニングブレードによりクリーニングする第二のクリーニング装置と、前記第一の像担持体
と前記第二の像担持体と接触可能に設けられて回転をする回転体と、を有し、前記回転体
は、前記像担持体に形成されたトナー像を転写され、前記回転体に転写されたトナー像を
シート材に転写するための中間転写体であるか、又は前記像担持体に形成されたトナー像
が転写されるシート材を搬送するための搬送体であり、前記シート材に対する画像形成の
ためのトナー像の形成を行わない時に、前記第一の像担持体と前記第一のクリーニング装
置のクリーニングブレードとの間にトナーを供給するトナー供給プロセスの制御をおこな
う制御装置とを備え、前記第一の現像装置は画像形成装置の装置本体から着脱可能に設け
られており、前記制御装置は、前記第一の現像装置が装着されている場合は前記第一の現
像装置に収容されたトナーを用いた前記トナー供給プロセスを実行し、前記第一の現像装
置が装着されていない場合は前記第二の現像装置に収容されたトナーを用いた前記トナー
供給プロセスを実行することを特徴とする。
【発明の効果】
【００１１】
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　本発明によれば、複数の像担持体のそれぞれに対して現像ユニット、クリーニング装置
が設けられている電子写真方式の画像形成装置において、非画像形成時に適切に像担持体
の表面にトナーを供給可能な画像形成装置を提供することが可能になる。
【図面の簡単な説明】
【００１２】
【図１】第１実施形態に係る画像形成装置の概略構成図。
【図２】第１実施形態におけるトナー供給プロセスの制御フローを示す図。
【図３】第２実施形態におけるトナー供給プロセスの制御フローを示す図。
【図４】第３実施形態におけるトナー供給プロセスの制御フローを示す図。
【図５】第４実施形態におけるトナー供給プロセスの制御フローを示す図。
【発明を実施するための形態】
【００１３】
　以下に図面を参照して、この発明を実施するための形態を例示的に詳しく説明する。た
だし、以下の実施形態に記載されている構成部品の寸法、材質、形状、その相対配置など
は、特に特定的な記載がない限りは、この発明の範囲をそれらのみに限定する趣旨のもの
ではない。
【００１４】
　＜第１の実施形態＞
　図１、図２を参照して、本発明を適用できる第１の実施形態について説明する。
【００１５】
　（１－１：画像形成装置の概略構成）
　図１（ａ）に、本実施形態に係る画像形成装置の概略構成を示す。本実施形態に係る画
像形成装置は、電子写真方式を採用するフルカラーのレーザビームプリンタである。
【００１６】
　画像形成装置には、イエロー（Ｙ）、マゼンタ（Ｍ）、シアン（Ｃ）、ブラック（Ｂｋ
）のトナーに応じて、４つのプロセスステーションＹ、Ｍ、Ｃ、Ｂｋが設けられている。
それぞれのプロセスステーションは、シート材Ｐを転写位置まで搬送する搬送ベルト１０
（回転体且つ搬送体）の回転方向に沿って（図中左から右にかけて）横一列に配設されて
いる。搬送ベルト１０は後述する感光ドラム１ｙ～１ｋと接触可能に設けられている。搬
送ベルト１０の表面に担持させたシート材Ｐ上に、それぞれのプロセスステーションから
トナー像を順次転写することで、シート材Ｐ上に所望のフルカラー画像を形成することが
できる。なお、このような画像形成方式を「インライン方式」と称する。 
【００１７】
　それぞれのプロセスステーションには、共に画像形成装置の装置本体に対して着脱可能
な現像ユニット４０ｙ～４０ｋとクリーニングユニット２０ｙ～２０ｋとが設けられてい
る（図１（ｂ））。
【００１８】
　現像ユニット４０ｙ～４０ｋには、感光ドラム１（像担持体）の表面にトナー（現像剤
）を供給する現像ローラ４ｙ１～４ｋ１、現像ローラ４ｙ１～４ｋ１にトナーを供給する
トナー供給ローラ４ｙ２～４ｋ２が設けられている。さらに、現像ローラ４ｙ１～４ｋ１
の表面においてトナー層厚を規制する規制ブレード４ｙ３～４ｋ３が設けられており、こ
れらが現像容器内に一体的に保持されている。また、現像容器の枠体上には、現像ユニッ
ト４０ｙ～４０ｋに関する情報（現像ユニット４０ｙ～４０ｋに収容されているトナー量
Ｗ、現像ローラ４ｙ１～４ｋ１の回転数など）を記憶する記憶媒体５ｙ～５ｋが設けられ
ている。この記憶媒体５ｙ～５ｋに記憶された情報は、画像形成装置の装置本体側に設け
られた通信部を介して、装置本体側に設けられた制御部と通信（情報の書き込み、読取り
）が可能である。なお、本実施形態では記憶媒体５ｙ～５ｋとして、２ｋバイトの記憶容
量を有するＮＶ－ＲＡＭ（Ｎｏｎ Ｖｏｌａｔｉｌｅ－ＲＡＭ）を用いているが、記憶媒
体５ｙ～５ｋの形態はこれに限られるものではない。例えば、磁性記憶媒体や光記憶媒体
等の記憶媒体であっても良い。
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【００１９】
　一方、クリーニングユニット２０ｙ～２０ｋは、回転可能な感光ドラム１ｙ～１ｋ（像
担持体）、感光ドラム１ｙ～１ｋの表面に当接して感光ドラム１ｙ～１ｋの表面を一様に
帯電する帯電ローラ２ｙ～２ｋ、及びクリーニング装置６ｙ～６ｋを一体に有している。
また、クリーニング装置６ｙ～６ｋには、回転状態にある感光ドラム１ｙ～１ｋの表面と
当接することで、感光ドラム１ｙ～１ｋの表面からトナーを掻き取る（除去する）クリー
ニングブレード６ｙ１～６ｋ１、及び廃トナー容器６ｙ２～６ｋ２が設けられている。ク
リーニングブレード６ｙ１～６ｋ１は、ウレタンゴム等の弾性部材によって形成されると
よい。なお、ここでは感光ドラム１ｙ～１ｋとして、直径３０ｍｍの負帯電特性のＯＰＣ
（有機光半導体）感光ドラムが使用されており、画像形成時には、不図示の駆動源によっ
て矢印方向に１００ｍｍ／ｓｅｃの周速度（プロセススピード）で回転駆動される。
【００２０】
　このように、画像形成装置の装置本体に対して現像ユニット４０ｙ～４０ｋ、クリーニ
ングユニット２０ｙ～２０ｋをそれぞれ着脱可能とすることにより、例えばトナーの補給
等のメンテナンス作業がしやすくなるので、ユーザビリティの向上を図ることができる。
【００２１】
　次に、現像ユニット４０ｙ～４０ｋ、クリーニングユニット２０ｙ～２０ｋを装置本体
に対して装着した状態において、シート材上に画像を形成する画像形成プロセスについて
説明する。
【００２２】
　装置本体の制御部に画像形成開始の信号が入力されると、まず、感光ドラム１ｙ～１ｋ
が回転し始め、不図示の電源から帯電ローラ２ｙ～２ｋに帯電電圧（－１．２ｋＶのＤＣ
電圧）が印加される。これにより、感光ドラム１ｙ～１ｋの表面が約－６００Ｖに一様に
帯電される。なお、帯電ローラ２ｙ～２ｋは実抵抗が１×１０６Ωであり、感光ドラム１
ｙ～１ｋに対して総圧９．８Ｎ（ニュートン）で当接して感光ドラム１ｙ～１ｋに従動回
転する。
【００２３】
　感光ドラム１ｙ～１ｋの表面を一様に帯電した後、露光装置３ｙ～３ｋから画像信号に
基づいて変調されたレーザ光（露光光）が射出され、感光ドラム１ｙ～１ｋの表面が走査
露光されることにより、感光ドラム１ｙ～１ｋの表面に静電潜像が形成される。本実施形
態では、レーザダイオードを用いたポリゴンスキャナを露光装置３ｙ～３ｋとして用いて
いる。なお、レーザ露光を受けた部分の電位は約－２００Ｖになる。レーザ露光の書き出
しは、主走査方向（シート材の搬送方向と直交する方向）では、走査ラインごとにＢＤと
呼ばれるポリゴンスキャナ内の位置信号から行われる。一方で、副走査方向（シート材の
搬送方向）では、シート材搬送路内のスイッチ（不図示）を起点とするＴОＰ信号から所
定の時間だけ遅延させて行われる。これにより、４つのプロセスステーションＹ、Ｍ、Ｃ
、Ｂｋにおいて、常に感光ドラム１ｙ～１ｋ表面上の同じ位置に対してレーザ露光を行う
ことができる。
【００２４】
　その後、感光ドラム１ｙ～１ｋの表面に形成された静電潜像に対して、感光ドラム１ｙ
～１ｋの表面に接触する現像ローラ４ｙ１～４ｋ１からトナーが供給され、静電潜像が各
色のトナー像として現像される。この際、現像ローラ４ｙ１～４ｋ１には、不図示の電源
より現像電圧（約－３５０Ｖ）が印加されており、これにより、トナーを静電気的に静電
潜像に対して供給することが可能になる。なお、本実施形態では、現像剤として負帯電の
非磁性一成分トナーを用いている。また、現像時には、現像ローラ４ｙ１～４ｋ１が感光
ドラム１ｙ～１ｋの回転方向に対して順方向に１７０％となるプロセススピードで回転し
ている。
【００２５】
　感光ドラム１ｙ～１ｋの表面に現像されたトナー像は、感光ドラム１ｙ～１ｋと転写ロ
ーラ９ｙ～９ｋとによって形成される各々の転写ニップ部（幅約１．５ｍｍ）において、
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ベルト部材としての搬送ベルト１０上に担持されているシート材上に順次転写される。搬
送ベルト１０は、ローラ部材１２に掛け渡されており、図中矢印方向に感光ドラム１ｙ～
１ｋの現像時と同じプロセススピードをもって回転駆動されている。また、搬送ベルト１
０は１×１０１０Ωｃｍに抵抗調整された厚み１００μｍのポリイミドフィルムの単層樹
脂ベルトを無端状に構成したものであり、背面側の両端部には、ベルトの蛇行や偏りを防
止するためのリブが設けられている。
【００２６】
　また、転写ローラ９ｙ～９ｋには、体積抵抗率１×１０５Ωｃｍに調整されたローラを
用いており、搬送ベルト１０をその背面から押圧して感光ドラム１ｙ～１ｋの表面に押し
付けるようにしている。これら転写ローラ９ｙ～９ｋに正極性の転写電圧（ＤＣ電圧）を
印加することで、各感光ドラム１ｙ～１ｋの表面に形成されたトナー像をシート材Ｐ上に
順次転写することができる。転写ローラ９ｙ～９ｋに印加される転写電圧は、シート材Ｐ
の搬送方向上流側にある転写ローラ（この場合は９ｙ）から順に、＋２ｋＶ、＋２．３ｋ
Ｖ、＋２．６ｋＶ、＋２．９ｋＶとなるように設定されている。これにより、シート材Ｐ
に既にトナー像が転写されている場合も下流側のプロセスステーションでは確実にトナー
像をシート材Ｐ上に転写することができ、転写不良を防止することができる。なお、感光
ドラム１ｙ～１ｋの表面からシート材Ｐ上にトナー像を転写した後、感光ドラム１ｙ～１
ｋの表面に残留した残留トナーは、クリーニング装置６ｙ～６ｋにおいて除去され、次工
程以降の画像形成プロセスに再度供することができる。なお、転写ローラ９ｙ～９ｋを移
動可能に設けて、搬送ベルト１０を感光ドラム１に接触させる位置と、搬送ベルト１０を
感光ドラム１から離隔させる位置と、をとるようにしてもよい。例えば、モノクロの画像
形成を行う際は、転写ローラ９ｙ、９ｍ、９ｃを移動させて、搬送ベルト１０が感光ドラ
ム１ｙ、１ｍ、１ｃと離隔するようにしてもよい。
【００２７】
　上述の画像形成装置において、シート材Ｐは、給送カセット（不図示）から給送され、
レジストローラ（不図示）を通過した後、転写入り口ガイド（不図示）を通過して搬送ベ
ルト１０上に供給される。この際、搬送ベルト１０に接触している吸着ローラ１１には＋
１ｋｖの電圧が印加されており、これにより、帯電したシート材Ｐを搬送ベルト１０上（
ベルト部材上）に静電吸着させることが可能になる。
【００２８】
　各々の転写ニップ部において４色のトナー像が転写されたシート材Ｐは、搬送ベルト１
０から曲率によって分離され、その後、定着装置（不図示）においてトナー像が加圧・加
熱され、シート材Ｐ上にトナー像が定着される。これにより、４色フルカラー画像の形成
が終了し、シート材Ｐは画像形成装置本体外部に排出される。
【００２９】
　（１－２：トナー供給プロセス）
　本実施形態では、クリーニングブレード６ｙ１～６ｋ１と感光ドラム１ｙ～１ｋの表面
との摩擦力を低減させるべく、画像形成を行っていない期間（非画像形成中）に、感光ド
ラム１ｙ～１ｋの表面にトナーを供給するトナー供給プロセスを実行可能である。画像形
成を行っていない間とは、例えば感光ドラム１ｙ～１ｋの前回転中、後回転中などが挙げ
られる。特に、未使用のクリーニングユニット２０ｙ～２０ｋが装着された際に、このト
ナー供給プロセスを行うことで、未使用状態のクリーニングブレード６ｙ１～６ｋ１と感
光ドラム１表面とが滑らかに摺動するようにしている。以下、本実施形態におけるトナー
供給プロセスについて、さらに具体的に説明する。
【００３０】
　潤滑目的でトナーを供給する際は、感光ドラム１ｙ～１ｋが回転駆動している間に、感
光ドラム１ｙ～１ｋの幅方向（軸方向）全域であって、かつ回転方向に所定の幅を有する
トナー像を形成する（以下、供給用トナー像と称する）。この回転方向の幅は、供給する
トナー量に応じて変えることができ、供給トナー量を変えたい場合は、露光時間を増減す
ることで調整することができる。このようにして形成された供給用トナー像が、クリーニ
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ングブレード６ｙ１～６ｋ１と感光ドラム１ｙ～１ｍの表面との当接部に搬送されること
により、供給用トナー像が潤滑剤として作用し、両者の摩擦力を低減することができる。
なお、供給用トナー像は、上述した「帯電－露光－現像」の方法以外にも、例えば帯電を
行わない、といった方法によっても形成することができる。すなわち、像担持体１ｙ～１
ｋの表面にトナーを供給できるのであれば、供給パターンはどのようなパターンでもよい
ので、供給方法は特に限定されるものではない。
【００３１】
　（１－３：固定型供給動作と選択型供給動作）
　本実施形態におけるトナー供給動作の特徴について説明する。例えば、感光ドラム１ｙ
の表面に対して上述したトナー供給プロセスを行う場合、現像ユニット４０ｙに収容され
ているトナー量が少ないと、十分量のトナーを供給できず、上述したような画像品質の低
下、及び異音の発生を招く可能性がある。また、トナーの消費が促進されるので、画像形
成時にトナーが足らなくなるといった不具合も生じる。なお、以下では、一の感光ドラム
に対応して設けられている一の現像ユニットから一の感光ドラムの表面にトナーを供給す
る供給動作を、「固定型供給動作」と称する。
【００３２】
　これに対して本実施形態では、「固定型供給動作」と「選択型供給動作」を組み合わせ
てトナー供給プロセスを行うことにより、上述した問題を回避していることを特徴とする
。ここでいう「選択型供給動作」とは、すなわち、一の感光ドラムに対応して設けられて
いる一の現像ユニットに収容されているトナー量が少ない場合に、収容されているトナー
量が多い他の現像ユニットを選択して、一の像担持体にトナーを供給する動作を指す。よ
り具体的には、まず、選択された他の現像ユニット（二の現像ユニット）から、それに対
応する二の感光ドラムの表面に供給用トナー像を形成する。その後、該供給用トナー像を
搬送ベルト１０上に転写し、搬送ベルト１０を回転移動させ、搬送ベルト１０上から一の
感光ドラムの表面に供給用トナー像を転移させる。これにより、収容されているトナー量
の少ない一の現像ユニットに依らず、トナー供給プロセスが必要な一の感光ドラムの表面
に供給用トナー像を形成することができるので、画像品質の低下、異音の発生、及び画像
形成時のトナー不足といった問題を回避できる。以下、本実施形態におけるトナー供給プ
ロセスの制御フローについて説明する。
【００３３】
　なお、トナー供給プロセスを行い、あるプロセスステーションのクリーニングブレード
と感光ドラムとの間にトナーが供給される場合において、供給されるプロセスステーショ
ンのクリーニング装置を第一のクリーニング装置とする。そして、トナーが供給されるプ
ロセスステーションの感光ドラムを第一の像担持体、現像ユニットを第一の現像装置とす
る。そして、トナーが供給されるプロセスステーション以外のプロセスステーションにお
けるクリーニング装置は第二のクリーニング装置、感光ドラムを第二の像担持体、現像ユ
ニットを第二の現像装置とする。例えば、Yのプロセスステーションにトナーが供給され
る場合は、Yのプロセスステーションのクリーニング装置、感光ドラム、現像ユニットが
、それぞれ第一のクリーニング装置、第一の像担持体、第一の現像装置となる。
【００３４】
（１－４：トナー供給プロセスの制御フロー）
　図２を参照して、本実施形態におけるトナー供給プロセスの制御フローについて説明す
る。なお、以下で説明する制御フローは、画像形成装置の装置本体側に設けられた制御部
５０によって制御されている。
【００３５】
　まず、未使用クリーニングユニットが画像形成装置の装置本体に装着されていることを
検知（Ｓ１）すると、該未使用クリーニングユニットの感光ドラム１に対してトナー供給
プロセスが開始される（Ｓ２）。なお、よりわかりやすく説明を行うために、ここではイ
エローのプロセスステーション（Ｙ）に対して未使用クリーニングユニット２０ｙを装着
した場合に、それに対応する感光ドラム１ｙに対してトナー供給プロセスを行う場合につ
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いて説明する。しかし、トナー供給プロセスは、これ以外の感光ドラム１に対しても実行
可能であることはいうまでもない。
【００３６】
　トナー供給プロセスが開始されると、各々の現像ユニット４０ｙ～４０ｋに設けられて
いる記憶媒体５ｙ～５ｋに記憶されている情報から、それぞれの現像ユニット４０ｙ～４
０ｋ内に収容されているトナー量Ｗが読み込まれる（検出される）（Ｓ３）。なお、本実
施形態では、現像ユニット４０ｙ～４０ｋ内のトナー量Ｗを検出するトナー量検出部とし
て、現像容器内においてトナーを攪拌する攪拌部材の動作行路にレーザ光を照射し、その
透過光量を測定することでトナー量Ｗを検出する光学式検出部を採用している。そして、
この光学式検出部によって検出されたトナー量Ｗが、随時、記憶媒体５ｙ～５ｋに記憶さ
れるように構成されている。なお、トナー量検出部としては上述の光学式検出部のみなら
ず、感光ドラム１ｙ～１ｋの表面に作像された画像ドット数を計数することでトナー量Ｗ
を検出する画像ドット式検出部であってもよい。または、現像容器内に設けられた金属ア
ンテナによって静電容量を測定することでトナー量Ｗを検出するアンテナ式検出部であっ
てもよい。
【００３７】
　それぞれの現像ユニット４０ｙ～４０ｋ内に収容されているトナー量Ｗが検出されると
、検出されたトナー量Ｗを、予め設定されている閾値Ｅｗ（所定値）と比較する（Ｓ４）
。閾値Ｅｗは、上述した選択型供給動作を行うか否かの境界条件として設定される値であ
る。閾値Ｅｗは現像ユニットに充填されたトナーや、現像ユニットの容量に応じて、個々
に設定することが可能である。
【００３８】
　比較の結果、現像ユニット４０ｙに収容されているトナー量Ｗが閾値Ｅｗよりも大きい
場合は（Ｓ４のＮｏ）、現像ユニット４０ｙから、回転駆動されている感光ドラム１ｙに
対してトナーが供給され、供給用トナー像が形成される（Ｓ５）。つまり、「固定型供給
動作」が行われる。この際、感光ドラム１ｙの表面に形成された供給用トナー像が搬送ベ
ルト１０上に転写されることを防ぐために、転写ローラ９ｙには電圧を印加しない。しか
しながら、転写ローラ９ｙに負極性（トナーと同極性）の転写電圧を印加する、又は画像
形成時に印加する転写電圧よりも小さな電圧を印加する方法であってもよい。
【００３９】
　このようにして感光ドラム１ｙの表面に形成された供給用トナー像は、感光ドラム１ｙ
の回転駆動と共に、クリーニングブレード６ｙ１と感光ドラム１ｙの表面との接触部に供
給される（Ｓ６）。その後、感光ドラム１ｙの回転駆動が停止し、トナー供給プロセスが
終了する（Ｓ１３）。
【００４０】
　一方、比較の結果、現像ユニット４０ｙに収容されているトナー量Ｗが閾値Ｅｗ以下の
場合は（Ｓ４のＹｅｓ）、他の現像ユニット４０ｍ、４０ｃ、４０ｋのうち、トナー量Ｗ
が閾値Ｅｗよりも大きい現像ユニットがないか、トナー量と比較する（Ｓ７）。ここから
、「選択型供給動作」が開始される。閾値Ｅｗよりも多いトナー量の他の現像ユニットが
ある場合、ここでは例として現像ユニット４０ｍが選択されたとする（Ｓ８）。すると、
回転駆動されている感光ドラム１ｍの表面に対して現像ユニット４０ｍからトナーが供給
され、感光ドラム１ｍの表面に供給用トナー像が形成される。そして、転写ローラ９ｍに
トナーと逆極性の転写電圧＋２．５ＫＶが印加されることで、搬送ベルト１０上に供給用
トナー像が転写される（Ｓ９）。搬送ベルト１０上に供給用トナー像が転写されると、搬
送ベルト１０が回転し、供給用トナー像が感光ドラム１ｙと転写ローラ９ｙとで形成され
る転写ニップ部へ搬送される。搬送ベルト１０上に残ったトナーをクリーニングする装置
（不図示）や吸着ローラ１１を接離可能としておき、このタイミングで搬送ベルト１０か
ら離間する。
【００４１】
　転写ニップ部に供給用トナー像が搬送されてくると、転写ローラ９ｙにトナーと同極性
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の電圧－２．５ｋＶが印加されることで、供給用トナー像が搬送ベルト１０上から感光ド
ラム１ｙの表面に転移される（Ｓ１０）。その後、感光ドラム１ｙを回転駆動し、供給用
トナー像をクリーニングブレード６ｙ１と感光ドラム１ｙの表面との接触部に供給し（Ｓ
６）、感光ドラム１ｙの回転駆動が停止し、トナー供給プロセスが終了する（Ｓ１３）。
また、Ｓ７において、閾値Ｅｗよりも多いトナー量を持つ現像ユニットが存在しない場合
、全ての現像ユニット４０ｙ、４０ｍ、４０ｃ、４０ｋのトナー量を比較し、最もトナー
量の多い現像ユニットを選択する（Ｓ１１）。最もトナー量の多い現像ユニットがトナー
供給を必要とする感光ドラムに対応した現像ユニットである場合（Ｓ１２のＮｏ）は、上
述した「固定型供給動作」を行う。該現像ユニットから感光ドラムを介してクリーニング
ブレード部にトナー供給し（Ｓ５、６）、その後感光ドラムの回転駆動を停止し、トナー
供給プロセスが終了する（Ｓ１３）。
【００４２】
　また、Ｓ１２において、最もトナー量が多い現像ユニットがトナー供給を必要とする感
光ドラムに対応した現像ユニットでない場合（Ｓ１２のＹｅｓ）には、上述した「選択型
供給動作」を行う。即ち、転写手段を介してクリーニングブレード部にトナーを供給し（
Ｓ９、１０、６）、トナー供給動作を終了する（Ｓ１３）。
【００４３】
　なお、Ｓ９において、供給用トナー像を感光ドラム１ｙの表面に転移させる際に、転写
ローラ９ｙに電圧を印加する方法ではなく、搬送ベルト１０と感光ドラム１ｙとの間に周
速差を設ける方法であってもよい。例えば感光ドラム１ｙの周速を搬送ベルト１０の周速
よりも遅くすることにより、供給用トナー像を感光ドラム１ｙの表面に擦り付けることが
可能になる。
【００４４】
　ここでは、他の現像ユニット４０ｍ、４０ｃ、４０ｋのうち、トナー量Ｗが閾値Ｅｗよ
りも大きい現像ユニットとして現像ユニット４０ｍを選択した。しかしながら、トナー量
Ｗが閾値Ｅｗよりも大きいのであれば、他の現像ユニット（４０ｃ、４０ｋ）を選択して
もよいことはいうまでもない。また、トナー量Ｗが閾値Ｅｗよりも大きいのであれば、複
数の現像ユニットを選択して供給用トナー像を形成する制御であってもよい。さらに複数
の感光ドラムに対して同時にトナー供給プロセスを行う必要が生じた場合は、固定型供給
動作と選択型供給動作とを同時に行ってもよい。
【００４５】
　このように本実施形態によれば、「固定型供給動作」を行う際に現像ユニットに収容さ
れているトナー量Ｗが少ない場合は、収容されているトナー量Ｗが多い他の現像ユニット
からトナーを供給可能としているので、上述した従来の課題は生じない。すなわち、画像
品質の低下、異音の発生、及び画像形成時のトナー不足といった問題を回避できる。
【００４６】
　よって、本実施形態によれば、複数の像担持体のそれぞれに対して現像ユニット、クリ
ーニング装置が設けられている電子写真方式の画像形成装置において、非画像形成時に適
切に像担持体の表面にトナーを供給可能な画像形成装置を提供することが可能になる。
【００４７】
　＜第２の実施形態＞
　図３を参照して、本発明の第２の実施形態について説明する。上記第１の実施形態では
、未使用クリーニングユニットが画像形成装置の装置本体に装着された時点で、トナー供
給プロセスを実行しているが、本実施形態では、画像形成後の後回転中にトナー供給プロ
セスを実行可能としている点を特徴とする。なお、トナー供給プロセスの制御フロー以外
及び該制御フローにおいてここで特に説明しない事項は、上記第１の実施形態と異なるも
のではないので、第１の実施形態と同一の構成についての説明は省略する。
【００４８】
　（２－１：トナー供給プロセスの制御フロー）
　図３を参照して、本実施形態におけるトナー供給プロセスの制御フローについて説明す
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る。なお、以下で説明する制御フローは、画像形成装置の装置本体側に設けられた制御部
５０によって制御されている。
【００４９】
　まず、画像形成装置がスタンバイ状態にある状況（Ｓ１）において、画像形成開始の信
号が入力されると、感光ドラム１ｙ～１ｋ、現像ローラ４ｙ１～４ｋ１が回転を開始し、
静電潜像の形成が開始される（画像形成開始）（Ｓ２）。一連の画像形成動作が終了する
と、トナー量検出部により検出されたトナー量Ｗが、記憶媒体５ｙ～５ｋに記憶され、感
光ドラム１ｙ～１ｋの後回転動作に入る（Ｓ３）。
【００５０】
　次に、記憶媒体５ｙ～５ｋに記憶されている、画像形成装置の使用量の指標としての「
プリント枚数」に基づいて、感光ドラム１ｙ～１ｋの表面とクリーニングブレード６ｙ１
～６ｋ１との当接部にトナー供給が必要か否かを判断する（Ｓ４）。ここでは、プリント
枚数が予め決められた値に達した時に「トナー供給が必要」と判断し（Ｓ４のＹｅｓ）、
達していない時は「トナー供給は不要」と判断している（Ｓ４のＮｏ）。なお、本実施形
態では、「予め決められた値」として３００枚のプリント枚数を設定している。また、こ
こでは画像形成装置の使用量の指標として「プリント枚数」を用いているが、「感光ドラ
ムの回転数」「印字率」に基づいて、トナー供給が必要か否かを判断する構成であっても
よい。すなわち、感光ドラム１ｙ～１ｋの表面においてクリーニングブレード６ｙ１～６
ｋ１が当接している部分に供給されているトナー量を推測できるものであればよい。
【００５１】
　当接部にトナー供給が必要か否かを判断し（Ｓ４）、その結果「トナー供給は不要」と
判断された場合は（Ｓ４のＮｏ）、スタンバイ状態（Ｓ１）に戻り、次の画像形成の開始
を待つ。
【００５２】
　一方、「トナー供給が必要」と判断された場合は（Ｓ４のＹｅｓ）、第１の実施形態と
同一構成のトナー量検出部によって、それぞれの現像ユニット４０ｙ～４０ｋ内に収容さ
れているトナー量Ｗが検出され、閾値Ｅｗと比較される（Ｓ５）。そして比較した結果、
トナー供給が必要とされる感光ドラムに対応した現像ユニットのトナー量Ｗが閾値Ｅｗよ
りも大きい場合は、該現像ユニットからトナーが供給され、供給用トナー像が形成される
（Ｓ６）。すなわち、「固定型供給動作」が行われる。一方、比較した結果、トナー供給
が必要とされる感光ドラムに対応した現像ユニットのトナー量Ｗが閾値Ｅｗ以下の場合は
、他の現像ユニットのトナー量Ｗと閾値Ｅｗと比較される（Ｓ８）。そして比較した結果
、閾値Ｅｗよりも多いトナー量の現像ユニットがある場合は、該現像ユニットからトナー
供給される。その後、第１の実施形態と同様の制御フローで「選択型供給動作」が実行さ
れる（Ｓ９、Ｓ１０、Ｓ１１）。そして、「固定型供給動作」又は「選択型供給動作」が
行われ、感光ドラムの表面にトナーが供給されると（Ｓ７）、スタンバイ状態（Ｓ１）に
戻り、次の画像形成の開始を待つ。
【００５３】
　なお、トナー量Ｗが閾値Ｅｗよりも大きいのであれば、複数の現像ユニットを選択して
供給用トナー像を形成する制御であってもよい。さらに複数の感光ドラムに対して同時に
トナー供給プロセスを行う必要が生じた場合は、固定型供給動作と選択型供給動作とを同
時に行ってもよい。なお、比較の結果、全ての現像ユニット４０ｙ～４０ｋに収容されて
いるトナー量Ｗが閾値Ｅｗ以下の場合は、その中で収容されているトナー量Ｗが最も多い
現像ユニットを用いて、「固定型供給動作」又は「選択型供給動作」を行えばよい。
【００５４】
　このように本実施形態によれば、「固定型供給動作」を行う際に現像ユニットに収容さ
れているトナー量Ｗが少ない場合は、収容されているトナー量Ｗが多い他の現像ユニット
からトナーを供給可能としているので、上述した従来の課題は生じない。すなわち、画像
品質の低下、異音の発生、及び画像形成時のトナー不足といった問題を回避できる。
【００５５】
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　よって、本実施形態によれば、複数の像担持体のそれぞれに対して現像ユニット、クリ
ーニング装置が設けられている電子写真方式の画像形成装置において、非画像形成時に適
切に像担持体の表面にトナーを供給可能な画像形成装置を提供することが可能になる。
【００５６】
　＜第３の実施形態＞
　図４を参照して、本発明の第３の実施形態について説明する。本実施形態は、トナー供
給が必要と判断したときに、トナー供給を必要とする現像ユニットのトナー量Ｗが他の現
像ユニットのトナー量Ｗよりも少ない場合に、他の現像ユニットからトナー供給プロセス
を実行することを特徴とする。なお、トナー供給プロセスの制御フロー以外及び該制御フ
ローにおいてここで特に説明しない事項は、上記第１、第２の実施形態と異なるものでは
ないので、第１、第２の実施形態と同一の構成についての説明は省略する。
【００５７】
　（３－１：トナー供給プロセスの制御フロー）
　図４を参照して、本実施形態におけるトナー供給プロセスの制御フローについて説明す
る。なお、以下で説明する制御フローは、画像形成装置の装置本体側に設けられた制御部
５０によって制御されている。
【００５８】
　まず、画像形成装置がスタンバイ状態にある状況（Ｓ１）において、画像形成信号が入
力されると、感光体ドラム１ｙ～１ｋ、現像ローラ４ｙ１～４ｋ１が回転を開始し、静電
潜像の形成が開始される（画像形成開始）（Ｓ２）。一連の画像形成動作が終了すると、
トナー量検出部により検出されたトナー量Ｗが、記憶媒体５ｙ～５ｋに記憶され、感光ド
ラム１ｙ～１ｋの後回転動作に入る（Ｓ３）。
【００５９】
　次に、記憶媒体５ｙ～５ｋに記憶されている、画像形成装置の使用量の指標としての「
プリント枚数」に基づいて、感光ドラム１ｙ～１ｋの表面とクリーニングブレード６ｙ１
～６ｋ１との当接部にトナー供給が必要か否かを判断する（Ｓ４）。ここでは、プリント
枚数が予め決められた値に達した時に「トナー供給が必要」と判断し（Ｓ４のＹｅｓ）、
達していない時は「トナー供給は不要」と判断している（Ｓ４のＮｏ）。なお、本実施形
態では、「予め決められた値」として３００枚のプリント枚数を設定している。また、こ
こでは画像形成装置の使用量の指標として「プリント枚数」を用いているが、「感光ドラ
ムの回転数」「印字率」に基づいて、トナー供給が必要か否かを判断する構成であっても
よい。すなわち、感光ドラム１ｙ～１ｋの表面においてクリーニングブレード６ｙ１～６
ｋ１が当接している部分に供給されているトナー量を推測できるものであればよい。
【００６０】
　当接部にトナー供給が必要か否かを判断し（Ｓ４）、その結果「トナー供給は不要」と
判断された場合は（Ｓ４のＮｏ）、スタンバイ状態（Ｓ１）に戻り、次の画像形成の開始
を待つ。一方、「トナー供給が必要」と判断された場合は（Ｓ４のＹｅｓ）、第１の実施
形態と同一の構成のトナー量検出部によって、それぞれの現像ユニット４０ｙ～４０ｋ内
に収容されているトナー量Ｗが検出される。そして、トナー供給を必要とする感光ドラム
に対応した現像ユニットよりもトナー残量が多い他の現像ユニットがあるかを比較する（
Ｓ５）。比較した結果、トナー供給が必要とされる感光ドラムに対応した現像ユニットの
トナー量が他の現像ユニットよりも大きい場合は、該現像ユニットからトナーが供給され
、供給用トナー像が形成される（Ｓ６）。すなわち、「固定型供給動作」が行われる。一
方、比較した結果、トナー供給が必要とされている感光ドラムに対応した現像ユニットの
トナー量が他の現像ユニットよりも少ない場合は、最もトナー量が多い現像ユニットを選
択し（Ｓ８）、第１の実施形態と同様の制御フローで「選択型供給動作」が実行される（
Ｓ９、１０）。
【００６１】
　このように本実施形態によれば、トナー供給を行う感光ドラムに対応した現像ユニット
に収容されているトナー量Ｗが、他の現像ユニットに収容されているトナー量Ｗよりも少
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ない場合は、他の現像ユニットからトナーを供給可能としている。なので、上述した従来
の課題は生じない。すなわち、画像品質の低下、異音の発生、及び画像形成時のトナー不
足といった問題を回避できる。
【００６２】
　よって、本実施形態によれば、複数の像担持体のそれぞれに対して現像ユニット、クリ
ーニング装置が設けられている電子写真方式の画像形成装置において、非画像形成時に適
切に像担持体の表面にトナーを供給可能な画像形成装置を提供することが可能になる。
【００６３】
　なお、上記では、トナー供給が必要とされる感光ドラムに対応した現像ユニットのトナ
ー量を基準として、トナー供給を行う現像ユニットを選択していた。それ以外にも、全て
の現像ユニットを使用履歴やトナー量を使って比較することで現像ユニットを選択するこ
とも可能である。例えば、すべての現像ユニットの中でトナー量Ｗが一番多い現像ユニッ
トからトナーを供給するようにしてもよい。このように、仕様頻度の低い現像ユニットを
使ってトナー供給を行うことで、全ての現像ユニットのトナー消費の偏りを軽減し、カー
トリッジの交換頻度を下げることができる。また、それ以外にも、トナーが供給される感
光ドラムに対応した現像ユニット以外の現像ユニットのトナー量のみを基準に、トナー供
給を行う現像ユニットを決定してもよい。例えば、ある感光ドラムにトナーを供給する場
合において、その感光ドラムに対応する現像ユニット以外の現像ユニットのなかで閾値以
上のトナー量を備える現像ユニットを供給する現像ユニットに選ぶようにしてもよい。
【００６４】
　上記では、トナー供給が必要とされる感光ドラムに対応した現像ユニット以外の現像ユ
ニットからトナー供給をする際に、選択可能な現像ユニットが複数ある場合は、トナー量
が最も多い現像ユニットから供給しているがこれに限られるものではない。搬送ベルトを
介してトナーを供給する場合に、選択可能な現像ユニットのなかで供給を行うための時間
が一番短くなるように現像ユニットを選択してもよい。例えば、他の現像ユニットからト
ナーを供給させる場合、トナー供給が必要とされる感光ドラムの搬送ベルト移動方向の直
上流にある現像ユニットからのトナー供給を優先さることも可能である。このようにする
ことで、搬送ベルトを介してトナーを供給するまでの時間を短縮することができる。
【００６５】
　＜第４の実施形態＞
　図５を参照して、本発明の第４の実施形態について説明する。本実施形態は、現像ユニ
ット４０ｙ～４０ｋを画像形成装置の装置本体に対して着脱可能とした上で、現像ユニッ
ト４０ｙ～４０ｋが装着されていない状態であってもトナー供給プロセスを好適に実行可
能な構成に関する。なお、トナー供給プロセスの制御フロー以外及び該制御フローにおい
てここで特に説明しない事項は、上記第１、第２、第３の実施形態と異なるものではない
ので、第１、第２、第３の実施形態と同一の構成についての説明は省略する。
【００６６】
　（４－１：トナー供給プロセスの制御フロー）
　図５を参照して、本実施形態におけるトナー供給プロセスの制御フローについて説明す
る。なお、以下で説明する制御フローは、画像形成装置の装置本体側に設けられた制御部
５０によって制御されている。
【００６７】
　まず、未使用クリーニングユニットが画像形成装置の装置本体に装着されていることを
検知（Ｓ１）すると、該未使用クリーニングユニットの感光ドラム１に対してトナー供給
プロセスが開始される（Ｓ２）。トナー供給プロセスが開始されると、各々の現像ユニッ
ト４０ｙ～４０ｋに設けられている記憶媒体５ｙ～５ｋに記憶されている情報から、それ
ぞれの現像ユニット４０ｙ～４０ｋ内に収容されているトナー量Ｗが読み込まれる（検出
される）（Ｓ３）。そして、装置本体に設けられている装着有無検知部によって、現像ユ
ニット４０ｙ～４０ｋそれぞれの装着の有無が検知される（Ｓ４）。本実施形態では、装
着有無検知部として、現像ユニット４０ｙ～４０ｋそれぞれのトルクを検出して、所定の



(15) JP 5822460 B2 2015.11.24

10

20

30

40

50

トルクが得られた場合に「現像ユニットが装着されている」と検知する装着有無検知部を
用いた。なお、これ以外にも、現像ユニット４０ｙ～４０ｋの装着時に機械的にスイッチ
が入るものを用いてもよい。
【００６８】
　装着有無検知部による検知の結果、トナー供給プロセスを行う感光ドラムに対して現像
ユニットの装着が検知された場合（Ｓ４のＹｅｓ）、該現像ユニットからトナーが供給さ
れ、供給用トナー像が形成される（Ｓ５）。すなわち、「固定型供給動作」が行われる。
一方、現像ユニットの装着が検知されなかった場合（Ｓ４のＮｏ）、装着状態にある他の
現像ユニットのうち、トナー量Ｗが閾値Ｅｗよりも大きい現像ユニットが選択される（Ｓ
７）。その後、第１の実施形態と同様の制御フローで「選択型供給動作」が実行される（
Ｓ８、Ｓ９）。そして、「固定型供給動作」又は「選択型供給動作」が行われ、感光ドラ
ムの表面にトナーが供給されると（Ｓ６）、トナー供給プロセスが終了される（Ｓ１３）
。
【００６９】
　なお、本実施形態におけるトナー供給プロセスの制御フローと、第１実施形態における
制御フローを組み合わせることも可能である。例えば、トナー量Ｗが閾値Ｅｗよりも大き
いのであれば、複数の現像ユニットを選択して供給用トナー像を形成する制御であっても
よい。さらに複数の感光ドラムに対して同時にトナー供給プロセスを行う必要が生じた場
合は、固定型供給動作と選択型供給動作とを同時に行ってもよい。なお、比較の結果、全
ての現像ユニット４０ｙ～４０ｋに収容されているトナー量Ｗが閾値Ｅｗ以下の場合は、
その中で収容されているトナー量Ｗが最も多い現像ユニットを用いて、「固定型供給動作
」又は「選択型供給動作」を行えばよい。また、第２の実施形態で説明したように、画像
形成装置の使用量の指標としての「プリント枚数」に基づいて、感光ドラム１ｙ～１ｋの
表面とクリーニングブレード６ｙ１～６ｋ１との当接部にトナー供給が必要か否かを判断
するステップを取り入れてもよい。
【００７０】
　また、常に一番トナー量が多い現像ユニットを選択して、「固定型供給動作」又は「選
択型供給動作」を行ってもよい。また、トナー供給を必要とする感光ドラムに対応した現
像ユニットよりも他の現像ユニットのトナー量が多い場合、選択可能な現像ユニットのな
かでトナーの供給を行うための時間が一番短くなるように現像ユニットを選択してもよい
。例えば、供給される感光体の搬送ベルトの移動方向の直上流の現像ユニットを優先させ
てもよい。このようにすることで、「選択型供給動作」を実行する際に転写ベルトを介し
てクリーニングブレード部にまでトナーを供給する時間を短縮することが可能になる。
【００７１】
　このように本実施形態によれば、「固定型供給動作」を行う際に現像ユニットが装着さ
れていない場合は、装着状態にあってトナー量Ｗが多い他の現像ユニットからトナーを供
給可能としているので、上述した従来の課題は生じない。すなわち、画像品質の低下、異
音の発生、及び画像形成時のトナー不足といった問題を回避できる。
【００７２】
　よって、本実施形態によれば、よって、本実施形態によれば、複数の像担持体のそれぞ
れに対して現像ユニット、クリーニング装置が設けられている電子写真方式の画像形成装
置において、非画像形成時に適切に像担持体の表面にトナーを供給可能な画像形成装置を
提供することが可能になる。
【００７３】
　＜その他の実施の形態＞
　上記では、画像形成装置の装置本体に対して着脱可能な現像ユニット４０ｙ～４０ｋと
クリーニングユニット２０ｙ～２０ｋとを設ける構成について説明したが、これらをプロ
セスカートリッジとして一体化する構成であっても本発明を適用可能である。すなわち、
上述した「固定型供給動作」と「選択型供給動作」とを組み合わせることにより、上述し
た効果と同様の効果を得ることが可能である。
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【００７４】
　上記では、回転体として搬送ベルト１０を用いた場合について説明を行った。しかし、
本発明は、感光ドラム１ｙ～１ｋの表面からトナー像が一次転写された後に、該トナー像
をシート材上に二次転写する中間転写ベルト（中間転写体）を回転体として用いる構成に
対しても適用することができる。すなわち、「選択型供給動作」を行う際に、中間転写ベ
ルトを介して、他の現像ユニットから一の感光ドラムの表面へ供給用トナー像を供給すれ
ば、上述した効果と同様の効果を得ることが可能である。また、回転体としては、ベルト
状のものだけでなく、ドラム状のものを用いることも可能である。
【００７５】
　上記では、現像ユニット４０ｙ～４０ｋ、及びクリーニングユニット２０ｙ～２０ｋが
画像形成装置の装置本体に対して着脱可能な構成について説明しているが、これらが装置
本体に対して着脱可能でない構成に対しても本発明を適用することは可能である。また、
感光ドラム１ｙ～１ｋとクリーニング装置６ｙ～６ｋとがクリーニングユニット２０ｙ～
２０ｋとして一体化されていない構成に対しても、本発明を適用することは可能である。
さらには、４つのクリーニングユニット２０ｙ～２０ｋを一体化した構成に対しても本発
明を適用することは可能である。このような構成であっても、上述した効果と同様の効果
を得ることが可能である。
【００７６】
　上記では、現像ローラ４ｙ１～４ｋ１が感光ドラム１ｙ～１ｋの表面に接触して現像動
作を行う構成について説明したが、非磁性ジャンピング現像方式による非接触の現像動作
を行う構成であってもよい。非接触の現像動作を採用する構成であっても、上述した効果
と同様の効果を得ることが可能である。
【符号の説明】
【００７７】
１…感光ドラム　１０…搬送ベルト　２０…クリーニングユニット　４０…現像ユニット
 ５０…制御部
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