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(57)【要約】
【課題】透明トナー部の光沢度が選べる画像形成装置を
提供する。
【解決手段】複数の有色トナーによりカラー画像を形成
するカラー画像形成手段Ｐ１～Ｐ４と、透明トナー像を
形成する透明トナー画像形成手段Ｐ５と、を有する画像
形成装置において、透明トナーにより文字部を形成する
画像形成モードを有し、前記文字部の透明トナー像は、
画像データに対して透明トナー像の潜像を形成する形成
条件の変更が可能であることを特徴とする画像形成装置
。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　透明トナーを用いて透明画像を記録材に形成する画像形成部と、
　光沢度の高い透明画像を形成する第１の画像形成モードと、前記第１の画像形成モード
時よりも光沢度の低い透明画像を形成する第２の画像形成モードと、を含む複数の画像形
成モードの中から１つを指定するための指定部と、
　前記指定部にて指定された画像形成モードに応じて記録材に形成すべき透明画像の単位
面積当たりのトナー量を設定する設定部と、
　を有することを特徴とする画像形成システム。
【請求項２】
　前記設定部は、前記第１の画像形成モード時の透明画像の単位面積当たりのトナー量を
、前記第２の画像形成モード時の透明画像の単位面積当たりのトナー量よりも多くするこ
とを特徴とする請求項１に記載の画像形成システム。
【請求項３】
　前記設定部は、指定された画像形成モードと記録材の種類に応じて、記録材に形成すべ
き透明画像の単位面積当たりのトナー量を設定することを特徴とする請求項１又は２に記
載の画像形成システム。
【請求項４】
　記録材の光沢度を検出する検出部を更に有し、前記設定部は指定された画像形成モード
と前記検出部の出力に応じて、記録材に形成すべき透明画像の単位面積当たりのトナー量
を設定することを特徴とする請求項１又は２に記載の画像形成システム。
【請求項５】
　記録材の光沢度が所定値以上であるとき、前記設定部は、前記第１の画像形成モード時
の透明画像の単位面積当たりのトナー量を前記第２の画像形成モード時の透明画像の単位
面積当たりのトナー量よりも少なくし、
　記録材の光沢度が所定値未満であるとき、前記設定部は、前記第１の画像形成モード時
の透明画像の単位面積当たりのトナー量を前記第２の画像形成モード時の透明画像の単位
面積当たりのトナー量よりも多くすることを特徴とする請求項４に記載の画像形成システ
ム。
【請求項６】
　前記第１の画像形成モード及び前記第２の画像形成モードは透明トナーにより文字、記
号、模様のうち少なくとも１つを形成するモードであることを特徴とする請求項１乃至５
のいずれかに記載の画像形成システム。
【請求項７】
　有色トナーを用いて有色画像を記録材に形成する有色画像形成部を更に有し、前記第１
の画像形成モード及び前記第２の画像形成モードにおいて前記有色画像形成部を動作させ
ることにより透明画像とともに有色画像を形成可能であることを特徴とする請求項１乃至
６のいずれかに記載の画像形成システム。
【請求項８】
　透明トナーを用いて透明画像を記録材に形成する透明画像形成部と、
　光沢度の高い透明画像を形成する第１の画像形成モードと、前記第１の画像形成モード
時よりも光沢度の低い透明画像を形成する第２の画像形成モードと、を含む複数の画像形
成モードの中から指定された画像形成モードを実行させるための情報が入力される入力部
と、
　入力された画像形成モードに応じて記録材に形成すべき透明画像の単位面積当たりのト
ナー量を設定する設定部と、
　を有することを特徴とする画像形成システム。
【請求項９】
　前記設定部は、前記第１の画像形成モード時の透明画像の単位面積当たりのトナー量を
、前記第２の画像形成モード時の透明画像の単位面積当たりのトナー量よりも多くするこ
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とを特徴とする請求項８に記載の画像形成システム。
【請求項１０】
　前記設定部は、入力された画像形成モードと記録材の種類に応じて、記録材に形成すべ
き透明画像の単位面積当たりのトナー量を設定することを特徴とする請求項８又は９に記
載の画像形成システム。
【請求項１１】
　記録材の光沢度を検出する検出部を更に有し、前記設定部は入力された画像形成モード
と前記検出部の出力に応じて、記録材に形成すべき透明画像の単位面積当たりのトナー量
を設定することを特徴とする請求項８又は９に記載の画像形成システム。
【請求項１２】
　記録材の光沢度が所定値以上であるとき、前記設定部は、前記第１の画像形成モード時
の透明画像の単位面積当たりのトナー量を前記第２の画像形成モード時の透明画像の単位
面積当たりのトナー量よりも少なくし、
　記録材の光沢度が所定値未満であるとき、前記設定部は、前記第１の画像形成モード時
の透明画像の単位面積当たりのトナー量を前記第２の画像形成モード時の透明画像の単位
面積当たりのトナー量よりも多くすることを特徴とする請求項１１に記載の画像形成シス
テム。
【請求項１３】
　前記第１の画像形成モード及び前記第２の画像形成モードは透明トナーにより文字、記
号、模様のうち少なくとも１つを形成するモードであることを特徴とする請求項１０に記
載の画像形成システム。
【請求項１４】
　有色トナーを用いて有色画像を記録材に形成する有色画像形成部を更に有し、前記第１
の画像形成モード及び前記第２の画像形成モードにおいて前記有色画像形成部を動作させ
ることにより透明画像とともに有色画像を形成可能であることを特徴とする請求項８乃至
１３のいずれかに記載の画像形成システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、透明トナーを用いて画像形成を行う画像形成システムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、電子写真技術では、イエロー、マゼンタ、シアン、ブラックの４色のトナー像に
加えて透明トナー像を重ね合わせて、トナー像を高さを揃えることで、定着後の光沢度を
高めるといった用途で透明トナーが用いられている。
【０００３】
　一方、オフセット印刷では、透明インクとして用いられる印刷用の水性ニスの用途を見
ると、耐ブロッキング用、耐摩擦用、耐熱水用、ノンスリップ用、高グロス用、マット用
、金ニス、パールニス、疑似エンボス用など様々な用途のニスが用いられている。このよ
うな用途の中でも、高グロス用、マット用に近い表現は電子写真のトナーでも材料を大き
く変えずにある程度表現することができる。即ち、透明トナーの用途として従来のような
光沢度を高める用途以外に、他の用途への展開が可能となる。
【０００４】
　グロス、マットを用いた表現としては、ウォーターマーク、アイキャッチ、セキュリィ
ティマークなどと言われるような、非画像部に無彩色の光沢の異なるマークによって、表
現する画像が挙げられる。
【０００５】
　グロスかマットかの選択は、アイキャッチのように、目立たせたいマーキングは、記録
材との光沢差をできる限り付けて目立つようにデザインされる。
【０００６】
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　一方、ウォーターマークは、記録材との光沢差を減らして、あまり目立たないようにデ
ザインされる。セキュリィティマークは、デザイナーの意図によって、わざと目立たせた
り、むしろ目立たないようにしたりすることができる。
【０００７】
　従って、透明トナーによるクリアマークは、光沢が高いものから低いものまで、デザイ
ナーなどのユーザー（使用者）の意図よって、目立つようにしたり、目立たないようにし
たり自由に選ぶことができるようになると、デザインの幅が大きく広がるといえる。
【０００８】
　このような透明トナーを用いた画像形成装置の先行例としては、特許文献１が挙げられ
る。写真画像の場合には光沢画像であることが求められるが、文字画像等の場合には文字
が読み易い等の理由から非光沢画像であることが求められる。そこで、特許文献１に記載
の装置では、カラーの写真部のような高光沢とするのが望ましい部分には、カラー画像部
の一部に透明画像部を付加させるといったように透明トナーで画像を形成すべき領域を選
択できる構成としている。
【特許文献１】特開２００２－２０７３３４号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　しかしながら、上述のように、カラー画像部に透明画像部を付加する位置を選べるよう
にするものはあるが、ユーザーの要望に応じて透明画像部自体の光沢度を変更できるよう
にしたものは無い。
【００１０】
　具体的には、従来の装置では、光沢的に目立つクリアマークを形成したい場合や、一方
、光沢的に目立ち難いクリアマークを形成したい、といったユーザーの要望に答えること
ができない。
【００１１】
　本発明の目的は、簡易な構成で透明画像の光沢的な視認性を変更することができる画像
形成システムを提供することである。
【００１２】
　本発明の他の目的は添付図面を参照しつつ以下の詳細な説明を読むことにより明らかに
なるであろう。
【課題を解決するための手段】
【００１３】
　上記の目的を達成するための本発明に係る画像形成システムの代表的な構成は、透明ト
ナーを用いて透明画像を記録材に形成する画像形成部と、光沢度の高い透明画像を形成す
る第１の画像形成モードと、前記第１の画像形成モード時よりも光沢度の低い透明画像を
形成する第２の画像形成モードと、を含む複数の画像形成モードの中から１つを指定する
ための指定部と、前記指定部にて指定された画像形成モードに応じて記録材に形成すべき
透明画像の単位面積当たりのトナー量を設定する設定部と、を有することを特徴とする。
【００１４】
　また、上記の目的を達成するための本発明に係る画像形成システムの他の代表的な構成
は、透明トナーを用いて透明画像を記録材に形成する透明画像形成部と、光沢度の高い透
明画像を形成する第１の画像形成モードと、前記第１の画像形成モード時よりも光沢度の
低い透明画像を形成する第２の画像形成モードと、を含む複数の画像形成モードの中から
指定された画像形成モードを実行させるための情報が入力される入力部と、入力された画
像形成モードに応じて記録材に形成すべき透明画像の単位面積当たりのトナー量を設定す
る設定部と、を有することを特徴とする。
【発明の効果】
【００１５】
　本発明によれば、簡易な構成で透明画像の光沢的な視認性を変更することができる画像
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形成システムを提供することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１６】
　［実施例１］
　（１）画像形成部
　図１は本実施例における画像形成装置の概略構成を示す模式図である。この画像形成装
置は、カラートナー（有色トナー）と透明トナーとによって記録材上に画像形成し、定着
する画像形成装置である。より具体的には、５連ドラム方式（インライン方式、タンデム
方式）のフルカラー電子写真記録装置（複写機、プリンタ、ファクシミリ、それらの複合
機）である。
【００１７】
　なお、本例では、カラートナー像を形成する画像形成部と透明トナー像を形成する画像
形成部を１つの筐体内に収めた画像形成装置を例に説明するが、次のような例であっても
構わない。例えば、カラートナー像を形成する画像形成部と定着部を１つの筐体に収めた
第１画像形成装置に対し、透明トナー像を形成する画像形成部と定着部を１つの筐体内に
収めたオプション装置としての第２画像形成装置を接続する例である。なお、オプション
装置とは、ユーザーの要望により選択的に接続することができるものを言う。
【００１８】
　このように、本例では、後述する画像形成装置１００や、上述した第１画像形成装置と
第２画像形成装置が接続されたものを、総称して、画像形成システムと呼ぶことにする。
【００１９】
　まず、画像形成部について説明する。
【００２０】
　１００は画像形成装置本体（以下、装置本体と記す）である。この装置本体の上部には
、操作部（操作パネル部）２００、スキャナ（原稿読取り部）３００、領域指定装置（デ
ジタイザー）４００が配設されている。操作部２００は、使用者からのコマンド入力や、
使用者への装置の状態報知等を行う。スキャナ３００は、原稿を光学的に走査して画像を
色分解光電読取りする。領域指定装置４００は画像情報の領域指定機能を有する。また、
スキャナ３００でスキャンした画像を表示するスキャン画像表示機能を有する。５００は
大容量給紙ユニットであり、装置本体１００の図面上右側面側に連設されている。この大
容量給紙ユニット５００は装置本体１００に対して組み合わせて使用されるオプションナ
ルな機能装置として構成されている。６００は装置本体１００に内装したコントローラ（
制御回路部（ＣＰＵ））であり、画像形成装置を統括制御する。７００はパーソナルコン
ピュータ・ファクシミリ装置等の外部入力機器（外部ホスト装置）であり、インターフェ
イスを介してコントローラ６００に接続されている。
【００２１】
　装置本体１００内は、図面上右から左に水平方向に並べて、第１～第５の電子写真画像
形成部（以下、画像形成部と記す）Ｐ１～Ｐ５が配設されている。Ｐ１～Ｐ４はカラー画
像形成部であり、Ｐ５は透明画像形成部である。
【００２２】
　Ａは第１～第５の画像形成部Ｐ１～Ｐ５の上側に配設した、複数の光走査手段を有する
レーザー走査機構（レーザースキャナ）である。Ｂは第１～第５の画像形成部Ｐ１～Ｐ５
の下側に配設した転写ベルト機構である。Ｃ１とＣ２は転写ベルト機構Ｂよりも下側に上
下２段に配設した第１と第２の２つの給紙カセット（カセット給紙部）である。Ｃ３は装
置本体１００の図面上右側面側に配設した手差し給紙トレイ（手差し給紙部）である。こ
のトレイＣ３は装置本体１００に対して実線示のように畳み込んで格納自在である。使用
時は２点鎖線示のように開き状態にする。Ｄは転写ベルト機構Ｂよりも記録材搬送方向下
流側に配設した定着装置（熱ローラ定着装置）である。
【００２３】
　スキャナ３００において、３１は原稿台ガラス、３２は原稿台ガラスに対して開閉可能
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な原稿押え板である。ガラス３１上にカラー原稿Ｏを画像面下向きで所定の載置基準に従
って載置し、その上に押え板３２を被せることで原稿Ｏをセットする。押え板３２を原稿
自動送り装置（ＡＤＦ、ＲＤＦ）にして、ガラス３１上にシート状原稿Ｏを自動的に給送
する構成にすることもできる。３３はガラス３１の下面に沿って移動駆動される移動光学
系である。この移動光学系３３によりガラス３１上の原稿Ｏの下向き画像面が光学的に走
査される。その原稿走査光が光電変換素子（固体撮像素子）であるＣＣＤ３４に結像され
て、ＲＧＢ（レッド・グリーン・ブルー）の三原色で色分解読取りされる。読み取られた
ＲＧＢの各信号が、コントローラ６００で制御される画像処理部（不図示）に入力する。
【００２４】
　画像処理部はレーザー走査機構Ａを制御してスキャナ３００からの各色分解読取り画像
情報（電気的画像情報）に対応して変調したレーザー光を第１から第４の画像形成部Ｐ１
・Ｐ２・Ｐ３・Ｐ４に対してそれぞれ出力する。また、後述するように、透明トナーを使
用する画像形成モードの場合には、第５の画像形成部Ｐ５に対しても透明画像情報に対応
して変調したレーザー光を出力する。
【００２５】
　なお、プリンタモードの場合は、パソコン等の外部のホストコンピュータ７００から入
力部としてのインターフェース部６０３を介してコントローラ６００に入力された電気的
画像情報が画像処理部で処理されて、装置本体１００がプリンタとして機能する。ファク
シミリ受信モードの場合は、相手方のファクシミリ装置７００から入力部としてのインタ
ーフェース部６０３を介してコントローラ６００に入力された電気的画像情報が画像処理
部で処理されて、装置本体１００がファクシミリ受信装置として機能する。ファクシミリ
送信モードの場合は、スキャナ３００で光電読取りした原稿の電気的画像情報が入力部と
してのインターフェース部６０３を介してコントローラ６００により相手方ファクシミリ
装置７００に送信される。なお、このインターフェース部６０３は、後述する画像形成モ
ードを指定するための電気的情報を受け付ける機能を果たす。
【００２６】
　図２は第１から第５の画像形成部Ｐ１～Ｐ５の部分と転写ベルト機構Ｂの部分の拡大図
である。第１から第５の画像形成部Ｐ１～Ｐ５は互いに同様の電子写真プロセス構成であ
る。即ち、各画像形成部は、それぞれ、像担持体としての電子写真感光体ドラム（以下、
ドラムと記す）１を有する。そして、このドラム１に作用するプロセス手段である、全面
露光ランプ（除電ランプ）２、一次帯電器３、現像器４、転写帯電器５、ドラムクリーナ
６等を有する。
【００２７】
　第１から第５の画像形成部Ｐ１～Ｐ５において、現像器４は何れも磁気ブラシ現像器で
あり、現像剤はトナーと磁性キャリア粒子とを混合した二成分系現像剤である。
【００２８】
　ただし、第１の画像形成部Ｐ１の現像器４には、シアン色（Ｃ色）のカラートナーと磁
性キャリア粒子とを混合した二成分系現像剤が収容されている。そして、現像器内現像剤
のトナー濃度が所定に維持されるように供給装置４ａからＣ色トナーが補充制御される。
【００２９】
　第２の画像形成部Ｐ２の現像器４には、マゼンタ色（Ｍ色）のカラートナーと磁性キャ
リア粒子とを混合した二成分系現像剤が収容されている。そして、現像器内現像剤のトナ
ー濃度が所定に維持されるように供給装置４ａからＭ色トナーが補充制御される。
【００３０】
　第３の画像形成部Ｐ３の現像器４には、イエロー色（Ｙ色）のカラートナーと磁性キャ
リア粒子とを混合した二成分系現像剤が収容されている。そして、現像器内現像剤のトナ
ー濃度が所定に維持されるように供給装置４ａからＹ色トナーが補充制御される。
【００３１】
　第４の画像形成部Ｐ４の現像器４には、ブラック色（Ｋ色）のカラートナーと磁性キャ
リア粒子とを混合した二成分系現像剤が収容されている。そして、現像器内現像剤のトナ
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ー濃度が所定に維持されるように供給装置４ａからＫ色トナーが補充制御される。
【００３２】
　第５の画像形成部Ｐ５の現像器４には透明Ｔの透明トナーと磁性キャリア粒子とを混合
した二成分系現像剤が収容されている。そして、現像器内現像剤のトナー濃度が所定に維
持されるように供給装置４ａからＴトナーが補充制御される。
【００３３】
　転写ベルト機構Ｂは、エンドレスの転写ベルト７と、この転写ベルト７を懸回張設した
駆動ローラ７ａとターンローラ７ｂ・７ｃを有し、記録材を転写ベルトによる搬送で、各
画像形成部のドラム１と対向する転写部に送る。転写ベルト７は、駆動ローラ７ａが駆動
モータ（不図示）によりタイミングベルト装置等の動力伝達装置を介して回転駆動される
ことにより、矢印の反時計方向に所定の速度で回転駆動される。
【００３４】
　フルカラー画像を形成するための動作は次の通りである。第１～第５の画像形成部Ｐ１
～Ｐ５が所定に制御タイミングに合わせて順次に駆動される。その駆動により各ドラム１
が矢印の時計方向に回転する。また転写ベルト機構Ｂの転写ベルト７も回転駆動される。
レーザー走査機構Ａも駆動される。この駆動に同期して一次帯電器３がドラム１の表面を
所定の極性・電位に一様に帯電する。レーザー走査機構Ａは各ドラム１の表面に対応する
画像信号に応じたレーザービーム走査露光Ｌを行なう。これによって各ドラム１の表面に
対応する画像信号に応じた静電潜像が形成される。即ち、レーザー走査機構Ａは光源装置
（不図示）から発せられたレーザー光を、ポリゴンミラー（不図示）を回転させて走査し
、その走査光の光束を反射ミラー（不図示）によって偏向し、ｆθレンズ（不図示）によ
りドラム１の母線上に集光して露光する。これにより、ドラム上に画像信号に応じた静電
潜像が形成される。形成された静電潜像は現像器４によりトナー像として現像される。
【００３５】
　上記のような電子写真プロセス動作により、第１の画像形成部Ｐ１のドラム１の周面に
はフルカラー画像のシアン成分に対応するＣ色トナー像が形成される。第２の画像形成部
Ｐ２のドラム１の周面にはフルカラー画像のマゼンタ成分に対応するＭ色トナー像が形成
される。第３の画像形成部Ｐ３のドラム１の周面にはフルカラー画像のイエロー成分に対
応するＹ色トナー像が形成される。第４の画像形成部Ｐ４のドラム１の周面にはフルカラ
ー画像のブラック成分に対応するＫ色トナー像が形成される。また、透明トナーを使用す
る画像形成モードの場合には、第５の画像形成部Ｐ５も画像形成動作がなされ、ドラム１
の周面に透明画像情報に対応したＴトナー像が形成される。
【００３６】
　上記の第１～第４の画像形成部Ｐ１～Ｐ４が複数の有色トナーによりカラー画像を形成
するカラー画像形成手段（有色画像形成部）である。そして、第５の画像形成部Ｐ５が透
明トナー像を形成する透明トナー画像形成手段（透明画像形成部）である。従って、透明
画像形成部の後述する第１の画像形成モード及び第２の画像形成モードにおいて有色画像
形成部を動作させることにより透明画像とともに有色画像を形成可能である。
【００３７】
　一方、第１の給紙カセットＣ１、第２の給紙カセットＣ２、手差し給紙トレイＣ３、大
容量給紙ユニット５００の内で選択指定された給紙部の給紙ローラが駆動される。これに
より、その給紙部に積載収納されている記録材Ｓが１枚分離給紙される。そして、複数の
搬送ローラ、及びレジストローラ９を経て転写ベルト機構Ｂの転写ベルト７上に供給され
る。転写ベルト７上に供給された記録材Ｓは転写ベルト７による搬送で第１～第５の各画
像形成部Ｐ１～Ｐ５の転写部に順次に送られる。
【００３８】
　本実施例では、記録材を搬送する転写ベルトを用いるものであったが、中間転写ベルト
の構成であってもいい。即ち、それぞれの画像形成部で形成されたトナー像をそれぞれの
転写部でトナー像が重ね合わさるように中間転写ベルトに一次転写させ、中間転写ベルト
上の重ね合わせトナー像を記録材に一括して二次転写する構成であってもいい。
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【００３９】
　転写ベルト７が回転駆動されて、所定の位置にあることが確認されると、記録材Ｓは、
レジストローラ９から転写ベルト７に送り出され、第１の画像形成部Ｐ１の転写部へ向け
て搬送される。これと同時に画像書き出し信号がオンとなり、それを基準として所定の制
御タイミングで第１の画像形成部Ｐ１のドラム１に対し画像形成がなされる。そして、そ
のドラム１の下面側の転写部で転写帯電器５が電界又は電荷を付与することにより、ドラ
ム１上に形成された第１色目のＣ色トナー像が記録材Ｓ上に転写される。この転写により
記録材Ｓは転写ベルト７上に静電吸着力でしっかりと保持され、引き続いて第２の画像形
成部Ｐ２以降に搬送される。そして、記録材Ｓは更に第２～第４の画像形成部Ｐ２・Ｐ３
・Ｐ４の各ドラム１上に形成された、Ｍ色トナー像、Ｙ色トナー像、Ｋ色トナー像の各色
トナー像の転写を順次に受ける。これにより記録材Ｓ上に未定着の４色フルカラーのトナ
ー像（Ｃ色＋Ｍ色＋Ｙ色＋Ｋ色）が合成形成される。透明トナーを使用する画像形成モー
ドの場合には、記録材Ｓは更に、第５の画像形成部Ｐ５の転写部において、第５の画像形
成部Ｐ５のドラム１上に形成されたＴトナー像の転写を受ける。
【００４０】
　Ｃ色＋Ｍ色＋Ｙ色＋Ｋ色の４色フルカラーのトナー像が合成形成された、又はこれに更
にＴトナー像が形成された記録材Ｓは、転写ベルト７の搬送方向下流部で分離帯電器１０
により除電されて静電吸着力が減衰される。これにより、記録材Ｓは転写ベルト７の末端
から離脱する。１１は転写ベルト７面を清掃するクリーニング装置である。
【００４１】
　転写ベルト７から離脱した記録材Ｓは、搬送ベルト１２により定着装置Ｄに導入され、
この定着装置により熱と圧により、記録材上のトナー像は記録材に定着される。定着装置
Ｄの定着ニップ部を通った記録材Ｓは定着排紙ローラ４７により排出搬送される。そして
、記録材Ｓはセレクタ１３の上側を通り、排紙ローラ対１４に挟持されて、装置本体１０
０の外側の排紙トレイ１５上に排出される。
【００４２】
　両面画像形成モードが選択されている場合は次のようになる。定着装置Ｄを出た１面目
画像形成済みの記録材Ｓは、セレクタ１３によって反転再給紙機構Ｅ側に進路変更される
。そしてこの反転再給紙機構Ｅの反転部（スイッチバック機構）１６で表裏反転され、両
面搬送パス１７に送られ、中間トレイ部１８に一旦収納される。中間トレイ部１８に収納
された記録材は、所定の制御タイミングで駆動された給紙ローラにより中間トレイ部１８
からレジストローラ９に向けて送り出される。このレジストローラ９から再度、転写ベル
ト機構Ｂの転写ベルト７上に２面目が上向きの状態で給紙される。そして、１面目に対す
る画像形成の場合と同様に、第１～第５の画像形成部Ｐ１～Ｐ５により２面目に対するト
ナー像の合成形成が実行される。２面目に対するトナー像の形成を受けた記録材Ｓは転写
ベルト７から分離されて定着装置Ｄへ搬送され、２面目に対するトナー像の定着処理を受
ける。
【００４３】
　モノクロ画像形成物あるいは単色画像形成物の出力も可能である。この場合は、その画
像形成モードを選択すると、第１～第５の画像形成部Ｐ１～Ｐ５のうち選択された画像形
成モードに対応した画像形成部が画像形成動作する。他の画像形成部はドラム１の回転駆
動はなされるけれども画像形成動作はなされない。そして、画像形成動作した画像形成部
の転写部において、転写ベルト機構Ｂで搬送される記録材Ｓにトナー像を転写するシーケ
ンスが実行される。
【００４４】
　図３は、定着部としての定着装置Ｄの拡大図である。この定着装置Ｄは熱ローラ方式の
装置であり、互いに圧接して定着ニップ部Ｎを形成している定着ローラ４１（定着部材）
と加圧ローラ４２（加圧部材）を有する。定着ローラ４１と加圧ローラ４２は矢印の記録
材搬送方向に回転駆動される。また、定着ローラ４１と加圧ローラ４２をそれぞれクリー
ニングする耐熱性クリーニング部材４３・４４を有する。また、定着ローラ５１にジメチ
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ルシリコーンオイル等の離型剤オイルを塗布する塗布ローラ４５と、そのオイルの溜め４
６を有する。
【００４５】
　定着ローラ４１は同心円状に３層構造を採用しており、コア部分、弾性層、離型層を有
している。コア部分は直径４４ｍｍ、厚さ５ｍｍのアルミニウム製中空パイプにより構成
される。弾性層はＪＩＳ－Ａ硬度５０度、厚さ２．５ｍｍのシリコンゴムにより構成され
る。離型層は厚さ５０μｍのＰＦＡにより構成される。コア部分の中空パイプ内部には、
熱源（発熱部材）としてのハロゲンランプＨ１が配設されている。
【００４６】
　加圧ローラ４２も同様の構成を採用している。弾性層は厚さ３ｍｍのシリコンゴムを使
用する。これは弾性層により定着ニップを稼ぐためである。加圧ローラ４２のコア部分の
中空パイプ内部にも、熱源としてのハロゲンランプＨ２が配設されている。
【００４７】
　定着ローラ５１と加圧ローラ５２は長寿命化のため、表層に厚さ約３０～５０μｍのＰ
ＦＡチューブをかぶせても良い。
【００４８】
　定着ローラ４１と加圧ローラ４２は所定の押圧力で圧接させて記録材搬送方向において
所定幅の加熱・加圧部としての定着ニップ部Ｎを形成させている。加圧ローラ４２の加圧
力は、総圧で４９０Ｎ（５０ｋｇｆ）とした。このときの定着ニップ部Ｎの幅は７ｍｍで
あった。
【００４９】
　コントローラ６００は、温度検出素子ＴＨ１とＴＨ２により定着ローラ４１と加圧ロー
ラ４２のローラ表面の温度を検出する。そして、その温度検出信号に応じて、装置の定着
温度が所定の温度（例えば１８０℃近傍）を維持するように、ハロゲンヒータＨ１とＨ２
への通電を制御している。
【００５０】
　定着装置Ｄに導入された記録材Ｓは、定着ニップ部Ｎに進入して挟持搬送されることで
、記録材Ｓが加熱・加圧されて、各色トナー像の混色及び記録材Ｓへの固定が行われる。
定着スピードは、２００ｍｍ／ｓとした。
【００５１】
　（２）カラートナーと透明トナーについて
　カラートナーも透明トナーも、粉砕法によって製造することが可能である。
【００５２】
　トナー粒子を粉砕法により製造する場合の結着樹脂としては、ポリスチレン、ポリビニ
ルトルエンなどのスチレン及びその置換体の単重合体が挙げられる。また、スチレン－プ
ロピレン共重合体、スチレン－ビニルトルエン共重合体、スチレン－ビニルナフタリン共
重合体、スチレン－アクリル酸メチル共重合体、スチレン－アクリル酸エチル共重合体、
スチレン－アクリル酸ブチル共重合体が挙げられる。また、スチレン－アクリル酸オクチ
ル共重合体、スチレン－アクリル酸ジメチルアミノエチル共重合体、スチレン－メタクリ
ル酸メチル共重合体、スチレン－メタクリル酸エチル共重合体、スチレン－メタクリル酸
ブチル共重合体が挙げられる。また、スチレン－メタクリル酸ジメチルアミノエチル共重
合体、スチレン－ビニルメチルエーテル共重合体、スチレン－ビニルエチルエーテル共重
合体、スチレン－ビニルメチルケトン共重合体、スチレン－ブタジエン共重合体が挙げら
れる。また、スチレン－イソプレン共重合体、スチレン－マレイン酸共重合体、スチレン
－マレイン酸エステル共重合体などのスチレン系共重合体が挙げられる。また、ポリメチ
ルメタクリレート、ポリブチルメタクリレート、ポリ酢酸ビニル、ポリエチレン、ポリプ
ロピレン、ポリビニルブチラール、シリコーン樹脂、ポリエステル樹脂、ポリアミド樹脂
、エポキシ樹脂、ポリアクリル樹脂などが単独或は混合して使用できる。特に、スチレン
系共重合体及びポリエステル樹脂が現像特性や定着性等の点で好ましい。
【００５３】
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　また、トナーを製造する方法としては、懸濁重合法・界面重合法・分散重合法等の媒体
中で直接トナーを製造する方法（重合法）が好ましく挙げられる。
【００５４】
　この重合法は、結着樹脂成分となる重合性単量体および着色剤（更に必要に応じて重合
開始剤、架橋剤、荷電制御剤、その他の添加剤等）を均一に溶解または分散させて単量体
組成物とする。そして、この単量体組成物を分散安定剤を含有する連続層（例えば水相）
中に適当な撹拌器を用いて分散し、同時に重合反応を行わせ、所望の粒径を有するトナー
を得るものである。
【００５５】
　トナーは、離型剤を含有することが好ましく、離型剤として適正量のワックスを含有さ
せることにより、高解像性と耐オフセット性を両立させつつ感光体へのトナー融着を防止
することが可能となる。
【００５６】
　トナーを重合法により製造する場合、結着樹脂成分を構成する重合性単量体としては以
下のものが挙げられる。
【００５７】
　スチレン、ｏ－メチルスチレン、ｍ－メチルスチレン、ｐ－メチルスチレン、ｐ－メト
キシスチレン、ｐ－エチルスチレン等のスチレン系単量体が挙げられる。また、アクリル
酸メチル、アクリル酸エチル、アクリル酸ｎ－ブチル、アクリル酸イソブチル、アクリル
酸ｎ－プロピル、アクリル酸ｎ－オクチル、アクリル酸ドデシル、アクリル酸２－エチル
ヘキシル、アクリル酸ステアリルが挙げられる。また、アクリル酸２－クロルエチル、ア
クリル酸フェニル等のアクリル酸エステル類；メタクリル酸メチル、メタクリル酸エチル
、メタクリル酸ｎ－プロピル、メタクリル酸ｎ－ブチル、メタクリル酸イソブチル、メタ
クリル酸ｎ－オクチルが挙げられる。また、メタクリル酸ドデシル、メタクリル酸２－エ
チルヘキシル、メタクリル酸ステアリル、メタクリル酸フェニル、メタクリル酸ジメチル
アミノエチル、メタクリル酸ジエチルアミノエチル等のメタクリル酸エステル類が挙げら
れる。また、その他のアクリロニトリル、メタクリロニトリル、アクリルアミド等の単量
体が挙げられる。これらの単量体は単独または混合して使用し得る。上述の単量体の中で
も、スチレンまたはスチレン誘導体を単独で、あるいはほかの単量体と混合して使用する
ことがカラートナーの現像特性及び耐久性の点から好ましい。
【００５８】
　また、トナーがポリエステル樹脂を含有することが好ましい。前記ポリエステル樹脂は
、重量平均分子量（Ｍｗ）が６０００～１０００００であることが好ましい。Ｍｗ６００
０未満の場合には、外添剤のトナー粒子中への埋没を防止する効果が小さく、耐久による
帯電量低下の防止効果が見られない。一方、Ｍｗが１０００００を超える場合には、トナ
ー粒子中への縮合系樹脂の分散が悪化し、最終的に得られるトナーの粒度分布がブロード
になる。
【００５９】
　重合法・粉砕法どちらの場合においても、結着樹脂のガラス転移温度（Ｔｇ）は、４０
～７０℃であることが好ましく、４５～６５℃の範囲がさらに好ましい。これらは単独、
または一般的には出版物：ポリマーハンドブック・第２版ＩＩＩ－ｐ１３９～１９２（Ｊ
ｏｈｎＷｉｌｅｙ＆Ｓｏｎｓ社製）に記載の理論ガラス転移温度（Ｔｇ）が、４０～７０
℃を示すように単量体を適宜混合して用いられる。
【００６０】
　カラートナーは、着色力を付与するために着色剤を含有する。好ましく使用される有機
顔料または染料として以下のものが挙げられる。なお、透明トナーは、着色剤を含有して
いないもの未定着状態では白っぽく見えることがあるが、定着後には実質無色透明になる
。
【００６１】
　シアン系着色剤としての有機顔料又は有機染料としては、銅フタロシアニン化合物及び
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その誘導体、アントラキノン化合物、塩基染料レーキ化合物等が利用できる。
【００６２】
　マゼンタ系着色剤としての有機顔料又は有機染料としては、縮合アゾ化合物、ジケトピ
ロロピロール化合物、アントラキノン、キナクリドン化合物が用いられる。また、塩基染
料レーキ化合物、ナフトール化合物、ベンズイミダゾロン化合物、チオインジゴ化合物、
ペリレン化合物が用いられる。
【００６３】
　イエロー系着色剤としての有機顔料又は有機染料としては、縮合アゾ化合物、イソイン
ドリノン化合物、アントラキノン化合物、アゾ金属錯体、メチン化合物、アリルアミド化
合物に代表される化合物が用いられる。
【００６４】
　ブラックのトナーの着色剤としては、カーボンブラック等が挙げられる。
【００６５】
　これらの着色剤は、単独又は混合しさらには固溶体の状態で使用することができる。カ
ラートナーに用いられる着色剤は、色相角、彩度、明度、耐光性、ＯＨＰ透明性、トナー
への分散性の点から選択される。
【００６６】
　前記着色剤の添加量は、結着樹脂１００質量部に対し１～２０質量部添加して用いられ
る。
【００６７】
　トナーには、荷電特性を安定化するために荷電制御剤を配合しても良い。荷電制御剤と
しては公知のものが利用でき、特に帯電スピードが速く、かつ、一定の帯電量を安定して
維持できる荷電制御剤が好ましい。
【００６８】
　トナー粒子を重合法により製造する場合、一般に上述のカラートナー組成物、すなわち
重合性単量体中に着色剤、離型剤、可塑剤、荷電制御剤、架橋剤等トナーとして必要な成
分及びその他の添加剤を適宜加える。そして、ホモジナイサー、ボールミル、コロイドミ
ル、超音波分散機等の分散機によって均一に溶解または分散させた重合性単量体系を、分
散安定剤を含有する水系媒体中に懸濁する。
【００６９】
　トナー粒子を粉砕法により製造する場合は、公知の方法が用いられるが、例えば次のよ
うにして得ることができる。結着樹脂、離型剤、荷電制御剤、着色剤等のカラートナー粒
子として必要な成分及びその他の添加剤等をヘンシェルミキサー、ボールミル等の混合機
により十分混合する。そして、加熱ロール、ニーダー、エクストルーダーの如き熱混練機
を用いて溶融混練して樹脂類をお互いに相溶させ、冷却固化、粉砕後、分級、必要に応じ
て表面処理を行ってトナー粒子を得ることができる。分級及び表面処理の順序はどちらが
先でもよい。分級工程においては生産効率上、多分割分級機を使用することが好ましい。
【００７０】
　粉砕工程は、機械衝撃式、ジェット式等の公知の粉砕装置を用いた方法により行うこと
ができる。特定の円形度を有するカラートナーを得るためには、さらに熱をかけて粉砕す
るか、あるいは補助的に機械的衝撃を加える処理をすることが好ましい。また、微粉砕（
必要に応じて分級）されたカラートナー粒子を熱水中に分散させる湯浴法、熱気流中を通
過させる方法などを用いても良い。
【００７１】
　また、トナーは無機微粒子を含有（外添）しており、無機微粒子の一次平均粒径が４～
８０ｎｍであることが好ましい。無機微粒子を疎水化処理したものは、高湿環境下でもト
ナー粒子の帯電量を高く維持し、トナー飛散を防止する上でより好ましい。無機微粒子と
しては、シリカ、アルミナ、チタニアなどの微粒子が使用できる。
【００７２】
　本実施例の画像形成装置の第１～第５の画像形成部Ｐ１～Ｐ５においてそれぞれ用いた
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、Ｃ色トナー、Ｍ色トナー、Ｙ色トナー、Ｋ色トナー、Ｔトナーは、次のとおりである。
【００７３】
　シアン色トナー：数平均分子量約５０００のポリエステル系のメインバインダー１００
重量部にフタロシアニン顔料を５重量部、荷電制御剤を４重量部及び外添剤を添加して調
製した。
【００７４】
　マゼンタ色トナー：数平均分子量約５０００のポリエステル系のメインバインダー１０
０重量部に顔料Ｃ．Ｉ．ソルベントレッド４９を４重量部、染料Ｃ．Ｉ．ピグメントレッ
ド１２２を０．７重量部、荷電制御剤を４重量部及び外添剤を添加して調製した。
【００７５】
　イエロー色トナー：数平均分子量約５０００のポリエステル系のメインバインダー１０
０重量部に顔料Ｃ．Ｉ．ピグメントイエロー１７を５重量部、荷電制御剤を４重量部及び
外添剤を添加して調製した。
【００７６】
　ブラック色トナー：数平均分子量約５０００のポリエステル系メインバインダー１００
重量部にカーボンブラックを５重量部、荷電制御剤を４重量部及び外添剤を添加して調製
した。
【００７７】
　透明トナー：数平均分子量約５０００のポリエステル系メインバインダーに、荷電制御
剤を４重量部及び外添剤を添加して調製した。
【００７８】
　上記の５種類のトナーをそれぞれ磁性キャリア粒子と混合して二成分系現像剤としたも
のを用いた。
【００７９】
　ガラス転移温度Ｔｇはすべてのトナーともに約５５℃であった。このトナーの定着後の
グロスは色トナーが６０度グロスメータで約４０％であった。
【００８０】
　グロスの測定方法は、日本電色工業株式会社製ハンディ型光沢計（ＰＧ－１Ｍ）を用い
た（ＪＩＳ　Ｚ　８７４１　鏡面光沢度－測定方法に準拠）。
【００８１】
　（３）透明トナーによる画像形成モード
　本実施例の画像形成装置において、透明トナーによる画像形成モードは、全面画像形成
モードと部分画像形成モードとを有するものである。
【００８２】
　全面画像形成モードは、４色のトナー像上に透明トナー像を重ね合わせて記録材上のト
ナー像の高さが実質的に等しくなるように透明トナー像が形成されるものである。つまり
、有色画像を形成した際に生じることになる凹凸を透明トナーで埋めることで、記録材の
画像形成が可能な実質全領域においてトナー層の高さを揃えるように制御が行われる。
【００８３】
　このように、全面画像形成モードは、後述する部分画像形成モードのように透明画像自
体の光沢度を大きくしたり小さくしたりするのではなく、記録材の画像形成が可能な実質
全領域の光沢度を向上させようとするモードである。
【００８４】
　部分画像形成モードは、単色の有色トナー像あるいは複数色の有色トナー像に併せて透
明トナーでクリアマーク、つまり、文字部、記号部、模様部を形成するものである。つま
り、部分画像形成モードは、後述するように、透明画像部、つまり、クリアマーク自体の
光沢度を大きくしようとしたり小さくしようとするモードである。
【００８５】
　このような部分画像形成モードにより出力される出力物Ｏの例を図５に示す。図５にお
いて、「Ｙ」で示した部分は、カラートナー（本例ではブラックトナー）により通常の画
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像が形成された部分であり、本例では回覧物などにおいて告知するための文章に相当する
部分である。このような通常の画像が形成された部分は、図５（ｂ）や（ｃ）においても
、同様に存在している。
【００８６】
　一方、図５においてＸで示した部分は、透明トナーによりクリアマークが形成された部
分である。具体的には、図５の（ａ）は、通常の画像が形成されていない部分に、「コピ
ー禁止」という文字を付加した例である。図５の（ｂ）は、通常の画像が形成されていな
い部分とともに、通常の画像と一部が重なるように、「コピー禁止」という文字を多数付
加した例である。図５の（ｃ）は、図５の（ｂ）の「コピー禁止」という文字の代わりに
、星印を多数付加した例である。
【００８７】
　以上のような例において、本例の部分画像形成モードでは、「コピー禁止」という文字
や星印を目立たせたり、「コピー禁止」という文字や星印を目立ち難くしたい、といった
ユーザーの要望に応えることができるようにしている。即ち、本例の部分画像形成モード
では、後述するように、「コピー禁止」という文字や星印などのクリアマークの光沢度を
変更できるように構成されている。
【００８８】
　以下、それぞれについて説明する。
【００８９】
　Ａ：全面画像形成モード
　図６は、記録材Ｓ上に形成されるトナー層の模式図である。本実施例では、記録材Ｓ上
のトナー層８０における、有色トナー（イエロー（Ｙ）、マゼンタ（Ｍ）、シアン（Ｃ）
及びブラック（Ｋ））の重ね合わせによる最大載り量を１．５ｍｇ／ｃｍ２とし、各色単
独の最大載り量は０．５ｍｇ／ｃｍ２とする。尚、図６は、イエロー（Ｙ）、マゼンタ（
Ｍ）、シアン（Ｃ）の各色のトナーの単独又は重ね合わせにより形成されたカラー画像を
模式的に示している。但し、カラー画像形成において一般に行われるように、イエロー（
Ｙ）、マゼンタ（Ｍ）、シアン（Ｃ）の各色成分の重ね合わせによる画像の一部又は全部
をブラック（Ｋ）に置き換えることができる。又、ブラック単色画像は、ブラック（Ｋ）
のトナーにより形成することができる。
【００９０】
　そして、本実施例では、有色トナーのトナー量が少ない部分には、記録材Ｓ上における
有色トナーと透明トナーとを合計した載り量が１．５ｍｇ／ｃｍ２となるように透明トナ
ーを転写して、画像全体のトナー載り量を均一にする。
【００９１】
　そのためには、透明トナー像は以下のように形成される。コントローラ６００はトナー
高さ計算部により記録材の表面上に形成する有色トナーの画像部のトナーの高さを画像デ
ータから算出する。また、透明トナー印字量計算部により画像部のトナーの高さとトナー
高の最高値との差から透明トナーの各部分印字量を算出し、有色トナー像の凹凸を無くす
ために必要な透明トナーの印字量をトナー画像の上に形成するものである。このように、
透明トナーを用いる画像形成部は、他の４色の画像形成部の画像情報に応じて、透明トナ
ー像が形成される感光ドラムに露光されることで、静電潜像が形成される。そして、静電
潜像に基づいて透明トナー像が形成される。
【００９２】
　このように、全面画像形成モードを利用することで、カラー画像の全域において光沢度
を高めることができる。
【００９３】
　Ｂ：部分画像形成モード
　本実施例では、上記に記載したような透明トナーを用いて記録材上のトナー像の高さを
そろえる全面画像形成モードとは異なる部分画像形成モードを備えるものである。
【００９４】
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　部分画像形成モードは、透明トナーでクリアマーク、つまり、ウォーターマーク、アイ
キャッチ、セキュリィティマークに対応する文字部、記号部、模様部などを形成するもの
である。
【００９５】
　本実施例では、有色トナー像が形成されていない非画像領域に文字部を形成するもので
あるが、有色トナー像上に透明トナーにより文字等を形成する構成であってもいい。また
、本実施例では、後述するように、透明トナーで形成する透明画像部の光沢度を選択でき
る構成である。透明トナー像は、本来、透明であるため使用方法によっては目立たせたい
要望や、目立ちにくくしたいといった要望がある。そこで、本例では、透明画像部の光沢
度の選択の幅を広げることで、これらの要望に対応するものである。
【００９６】
　（４）透明画像部の光沢度の選択
　本実施例は、部分画像形成モードにおいて、透明画像部の光沢度が低いマット化モード
（第２の画像形成モード）と、透明画像の光沢度が高いグロス化モード（第１の画像形成
モード）のどちらで使用するかを使用者が選択することができる構成となっている。もち
ろん、透明画像の光沢度がマット化モード時よりも高くグロス化モード時よりも低い中グ
ロスモードといった画像形成モードを更に用意する構成でも構わない。
【００９７】
　本発明者は、同じ透明トナーであっても、画像形成の形成条件を変更することによって
、透明トナーのグロスを変化させられることを見出した。そこで、本実施例では、部分画
像形成モードに対し形成すべき透明画像部の光沢度を選択指定することができる選択手段
（指定部）を設け、選択指定された光沢情報に応じて透明画像部を形成する際の画像形成
条件を変更することを特徴とする。
【００９８】
　例えば、透明トナーにより文字部を形成する部分画像形成モードでは、前記文字部の透
明トナー像は、画像データに対して透明トナー像の潜像を形成する形成条件の変更が可能
である。また、透明トナーにより記号部を形成する部分画像形成モードでは、前記記号部
の透明トナー像は、画像データに対して透明トナー像の潜像を形成する形成条件の変更が
可能である。また、透明トナーにより模様部を形成する部分画像形成モードでは、前記模
様部の透明トナー像は、画像データに対して透明トナー像の潜像を形成する形成条件の変
更が可能である。
【００９９】
　以下、部分画像形成モードを選択指定するための選択部（指定部）、更に、部分画像形
成モードが選択された際に、光沢度を選択指定するための選択部（指定部）を備えた選択
手段（指定部）としての操作部２００について説明する。
【０１００】
　操作部２００には、図４のように、部分画像形成モードを選択するための選択部である
クリアマークモードボタン２０１がある。使用者は部分画像形成モードを実行させるとき
にはこのボタン２０１を押す。ボタン２０１は押されることでオンになり、点灯によりオ
ン状態が表示される。再度押されることでオフになり、消灯によりオフ状態が表示される
。なお、本実施例では、全面画像形成モードを選択するボタン２０４（全面クリアモード
）が備えられており、このボタン２０４により全面画像形成モードが選択されるものであ
る。
【０１０１】
　設定部や制御部として機能するコントローラ６００は、ボタン２０１及びボタン２０４
がオフであるときは、透明トナーを使用せずにカラートナーのみで画像を形成する通常の
画像形成モードを実行するように制御する。
【０１０２】
　また、コントローラ６００は、ボタン２０４がオンであるときはカラートナーと透明ト
ナーを用いて画像を形成する全面画像形成モードを実行するように制御する。そして、コ
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ントローラ６００は、ボタン２０１がオンであるときは少なくとも透明トナーを用いて画
像を形成する部分画像形成モードを実行するように制御する。つまり、部分画像形成モー
ドでは、後述のような透明トナーとともにカラートナーを用いて画像形成する場合の他に
、カラートナーを用いること無く透明トナーのみを用いて画像形成する場合にも用いるこ
とができる。これは、クリアマークのみを形成した白紙の記録材を大量に用意しておき、
その後、クリアマークが形成された記録材を給紙部にセットすることでこれらの大量の記
録材に対しカラー画像を連続的に形成する用途のためである。
【０１０３】
　クリアマークモードボタン２０１がオフのときには、グロス透明ボタン２０２もマット
透明ボタン２０３もオフであり、消灯によりオフ状態が表示される。クリアマークモード
ボタン２０１がオンされると、グロス透明ボタン２０２とマット透明ボタン２０３の両方
が点滅状態になる。どちらか一方のボタンが選択されて押されると、そのボタンがオンに
なり、点灯によりオン状態が表示される。他方のボタンはオフになり、消灯によりオフ状
態が表示される。コントローラ６００は、グロス透明ボタン２０２が選択されて押された
ときと、マット透明ボタン２０３が選択されて押されたときとで、透明トナー像の画像形
成条件を変更する。
【０１０４】
　具体例として、図５に示すような出力物を複写機で複写する場合、クリアマークの部分
は画像読取器（スキャナー）により認識され難いため、複写物にはこのようなクリアマー
クが再現されない。つまり、クリアマークが形成されていればオリジナル原稿を意味し、
形成されていなければオリジナル原稿ではなく複写物であることを意味することから、ク
リアマークをセキュリティ画像として使用することができる。なお、クリアマークは上述
した星印の他にも、商標等の記号（記号部）、模様（模様部）の例であっても構わない。
【０１０５】
　先ずは、図７に示すデジタイザー４００を用いて、図５（ａ）のような透明トナーによ
る文字画像（記号）を形成する方法（複写モード時）を説明する。
【０１０６】
　デジタイザー４００を用いた画像内の領域指定について説明する。使用者が複写動作に
先だって原稿をデジタイザー４００上へ置き、原稿上の任意の位置をデジタイズペンで領
域指定すると、図７のＲＡＭ６０１は領域指定された原稿上の位置の座標データを記憶す
る。
【０１０７】
　次に、使用者が原稿をスキャナ３００（図１）の原稿読取位置に所定にセットし、操作
部２００の複写スタートボタンを押す。これにより、先に記憶された座標を含む原稿の領
域が走査される。そして、その時に得られた指定座標位置の文字情報が図７のサンプリン
グ回路３０１によってサンプリングされる。具体的には、図５の「コピー禁止」の文字部
がデジタイズペンで領域指定されると、この「コピー禁止」の文字部の文字情報がサンプ
リングされることになる。
【０１０８】
　そして、操作部２００の情報を表示する表示部にサンプリングされた文字情報が表示さ
れ、この文字情報の部分を部分画像形成モードで画像形成するか否かの選択を使用者が行
う。行う場合には、クリアマークモードを指定し、行わない場合には、取り消しボタンを
入力すればいい。
【０１０９】
　クリアマークモードの指定が行われた場合には、さらに、使用者はグロス透明かマット
透明かを選択する。以上のように、画像形成装置は、使用者により指定されたモードに基
づいて、画像形成信号の入力により画像形成を行うことになる。
【０１１０】
　プリンタ出力（プリンタモード）も同様である。プリンタのコントロール画面で、同様
に、透明トナーの出力画面を選択して、ユーザーは透明トナーで出力したい場所を別の色
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で表した画像を用意する。即ち、文字、記号、模様等の画像情報を指定する。そして、そ
の画像情報を含む画像を出力する際に、画像形成モードを上記と同様に設定する。即ち、
部分画像形成モードを選択するかどうか、部分画像形成モードを選択したときには、グロ
ス透明モードかマット透明モードかを選択する。最後に、プリント出力ボタンを押すこと
で、これらの電気的情報が画像形成装置へ送信される。この電気的情報は入力部としての
インターフェース部６０３に入力され、その後、コントローラ６００に入力される。この
ような画像情報や画像形成モードの指定情報を意味する電気的情報を受け付けたコントロ
ーラ６００は、後述のように、電気的情報に基づき画像形成装置の制御を行う。
【０１１１】
　そうすると、複写モード時と同様に、「コピー禁止」の文字の部分については、透明ト
ナーを用いて、マット透明又はグロス透明の無彩色のセキュリティ画像として表現された
画像形成物が出力される。
【０１１２】
　透明トナー像を形成する領域の別の指定方法としては、透明トナーで表現したい色を特
定し、自動的にその色が透明トナー像で出力される構成であってもいい。つまり、出力さ
れる画像の文字、記号、模様等の色に対応させる方法である。出力される画像の文字、記
号、模様等の色がＹ，Ｍ，Ｃ、Ｋ以外の特定の色であれば、自動的に透明トナーで出力さ
れるというものである。
【０１１３】
　透明トナーで形成する画像は、必ずしも、「コピ－禁止」といったセキュリティ画像で
ある必要はなく、ユーザーの要望により様々な画像を形成することが可能である。
【０１１４】
　また、上記の方法の他に、画像形成装置に予め文字情報、記号情報、模様情報などを入
力させておき、画像出力する際に出力する画像と、出力領域とを選択して、記録材上に出
力する構成でもいい。
【０１１５】
　（５）透明トナー像の光沢度調整
　一種類の透明トナーを用いて、透明トナー像のグロスを変化させる手段について説明す
る。
【０１１６】
　トナー像の光沢調整は、トナー像の単位面積当たりのトナー載り量を変更することで、
行われる。具体的には、本例では、ディザ法を用いている。
【０１１７】
　なお、本例では、部分画像形成モードにおける文字等の透明トナー像を形成する部分は
、面積階調のディザマトリクスで、その階調数を１６としたものである。一方、より高い
光沢度が要求される全面画像形成モードでの階調数は、２５６階調であり、部分画像形成
モードでの階調数を、全面画像形成モードでの透明トナー像を形成するための階調数より
も小さくした。これは全面画像形成モードでは、より高い光沢度が望まれているためであ
る。
【０１１８】
　次に、トナー像の光沢が変化する理由を説明すると、トナー像が形成された部分が完全
に平滑面で、乱反射がなければ、トナー像が形成された部分の光沢は、トナー材料の反射
率と厚みによって変化する。すなわち、記録材の反射率によって決まる光沢度から、トナ
ー像が十分厚い場合でのトナー材料の反射率よって決まる光沢度に向かって単調増加、ま
たは、単調減少すると考えられる。
【０１１９】
　しかしながら、ディザ法によると、画像濃度に応じて、ディザマトリクス内のトナーは
点在して存在するために、トナー像は平滑でない。そのため、光は乱反射を起すことにな
り、光沢度が減少することになる。
【０１２０】
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　また、トナーの材料の反射率、溶融特性など材料物性の違いや、定着装置の構成、定着
条件、記録材の種類などによっても、画像表面の凹凸が変化する。その理由は、約５～１
０μｍのトナーの形状が定着後に残る場合と、完全に溶かされて平滑になる場合とがある
からである。トナーの形状が残ると、画像表面は球体を並べたような凹凸のある表面にな
る。そのため、その凹凸一つ一つで乱反射が起きるため、光沢度が下がってしまう。
【０１２１】
　以上説明したように、ディザマトリクスにおける印字比率を変化させることで、透明ト
ナーによる画像部の光沢度を変えることができる。この光沢度の変化は、記録材の種類に
よって変化する。その理由は、下地となる記録材表面の光沢度が高ければ、トナーの載り
量が少ない時の光沢度は高い値から変化し、下地となる記録材表面の光沢度が低ければ、
トナーの載り量が少ない時の光沢度は低い値から変化する。
【０１２２】
　従って、透明トナーが一種類であっても、透明トナー像の形成条件を変更することによ
り、形成する透明トナー像のグロスを種々に変化させることが可能である。透明トナー像
の形成条件の変更は、本例のような画像露光制御を変更する例の他に、帯電器や現像器へ
印加するバイアスを変更することでも対応が可能である。つまり、記録材上においてトナ
ー像の単位面積当たりのトナー載り量を変更することができるのであれば、その方法は問
わない。
【０１２３】
　本実施例では、面積階調のディザマトリクスを用い、画像露光装置Ａのレーザーで打つ
べきドット数を変更して、ディザマトリクス内の印字パターンを変更させるものである。
図８は、ディザマトリクス内の印字比率（全てレーザーが打たれた場合には１００％でレ
ーザーが打たれていない場合には０％）とそのときの光沢度のグラフである。記録材とし
て、Ｃａｎｏｎ製ＮＳ７０１という坪量１５０ｇ／ｍ２の高光沢紙であるキャストコート
紙を用いた。縦軸は、６０度グロスメータによる光沢度、横軸は、ディザマトリクス内の
印字比率値（％）である。
【０１２４】
　グラフをみると、画像データ量４０％付近（６ドット印字）で光沢度が最小値約３とな
ることが分かる。０％付近では、キャストコート紙の光沢度が支配的であり、徐々にトナ
ーの載り量の影響を受け始める。そして、ディザマトリクス内の印字比率が６０％を超え
たあたりからトナーのドット同士が繋がり始めるため光沢度が大きな値に安定していく。
【０１２５】
　ドットによって、光沢度が低下する理由をもう一度説明する。６０°光沢度計の測定原
理は図１０に示すように、光源ＲからサンプルＳＡに入射した光が入射光と同じ角度に反
射する正反射光として、受光器ＰＨでどれだけの強度で観測されるかによって決定される
。
【０１２６】
　ライン成長させたドットの模式図を図１１に示す。図の濃い山は、ある濃度における定
着後のトナーを表している。このように、トナーが山になると、矢印で示すように入射光
が山の斜面で乱反射されるために、受光部ＰＨに届く光が減少する。
【０１２７】
　ハイライト部ではこのトナーの山が広がり、トナーの面積を広くすることで、画像濃度
が濃くなっていく。さらにソリッド部では、トナーの山の裾野が広がって隣りのトナーの
山に接触するようになる。この場合、トナーの高さが減少して、トナー像表面の凹凸が減
少するために、光の散乱が減少するために、光沢度が大きくなっていく。
【０１２８】
　このようなメカニズムで、トナー像を形成すべき画像データ、すなわち、トナーの載り
量によって、トナー像の光沢度が変化すると考えられる。この説明では、ライン成長する
スクリーンで説明したが、ドット成長でも、誤差拡散でも同様にグロス変化が発生する。
【０１２９】
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　図８をもう一度見てみると、この条件では、ディザマトリクス内の印字比率を変えるこ
とによって、光沢度は３０～６０に変化する。
【０１３０】
　設定部として機能するコントローラ６００は、ユーザーによるグロス指定情報（グロス
透明ボタン２０２もしくはマット透明ボタン２０３の指定）により、透明トナー像の形成
条件を変更する。
【０１３１】
　本実施例では、図１３のように、クリアマークモードにおいて、マット透明モードが指
定された場合は、ディザマトリクス内の印字比率値を約４０％に設定して透明トナー像の
画像形成を実行させる（第２の画像形成モード時）。一方、グロス透明モードが指定され
た場合は、ディザマトリクス内の印字比率値を約８０％に設定して透明トナー像画像形成
を実行させる（第１の画像形成モード時）。
【０１３２】
　これにより、記録材の表面と比べて、１０以上の光沢差が付けられる。つまり、下地と
なる記録材の光沢度に対し、クリアマークが形成されていることをユーザーに認識させる
ことができるとともに、このクリアマークの目立たせ度を変更することが可能となる。
【０１３３】
　このように、一種類の透明トナーであっても、透明トナー像が形成された部分の光沢度
を種々に変化させることが可能である。なお、グロス透明モードであってもマット透明モ
ードであっても、形成される透明トナー像の単位面積当たりのトナー量は透明トナー像の
部位に依らず実質一様とされる。つまり、例えば、クリマークである「コピー禁止」とい
う透明画像はいずれの部分も透明トナーの載り量は実質同じとされている。
【０１３４】
　また、別の例として、図１０に低光沢紙である王子製紙製ＰＯＤマットコート紙１５８
ｇ／ｍ２上に形成される透明トナー像の光沢度を示す。
【０１３５】
　このマットコート紙では、下地となる紙表面の光沢度が小さいので、ディザマトリクス
内の印字比率を増やしても光沢度が下がることはない。マット透明モードではトナー載り
量は少ないほど良いが、ディザマトリクス内の印字比率があまりに少ないと、クリアマー
クの存在を認識できない場合がある。従って、マット透明モードでは、ディザマトリクス
内の印字比率を約４０％程度に設定することが好ましい。グロス透明モードの場合には、
トナー量は多いほど好ましいが、透明トナーの使用量が増えてコストアップにつながるこ
とから、たとえば、印字比率を約８０％に設定するのが好ましい。
【０１３６】
　このように、記録材の光沢度が異なる場合であっても、透明トナー像のグロスを変更す
ることが可能である。また、本実施例では、記録材の種類に関わらず、グロス透明モード
のディザマトリクス内の印字比率とマット透明モードのディザマトリクス内の印字比率を
共通とした。即ち、グロス透明モードの場合には、印字比率を約８０％とし、マット透明
モードの場合には、印字比率を約４０％に設定した。このような場合であっても、図８、
図１０からそれぞれのモードにおいて、クレームアリアマークを目立たせたりもしくは目
立ち難くしたりすることができる。
【０１３７】
　また、本実施例では、約４０％のディザマトリクス内の印字パターンは、図１２に示す
ように、ディザマトリクス内の一方側に偏らせると、より光沢度の乱反射を発生させやす
い。約４０％ということなので、マトリクス内で６箇所を印字するものである。一方、約
８０％のディザマトリクス内の印字パターンは、分散させている。
【０１３８】
　このディザマトリクス内の印字パターンは、画像形成装置のコントローラ６００に予め
メモリしておくことができる。デフォルトで予め入力されていても良いし、使用者が入力
しても良い。
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【０１３９】
　以上、説明したように、本例の画像形成装置であれば、クリアマークを目立たせたいも
しくは目立ち難くしたいといったユーザーの要望に答えることができる。
【０１４０】
　［実施例２］
　本実施例は、部分画像形成モードにおいて、使用する記録材の種類（紙種）に応じて、
透明トナー像の形成条件の変更が可能である。本実施例２は、このような構成を除き、実
施例１とほぼ同様な構成であるので、同付号を付すことで、同様な構成についての詳細な
説明は省略する。
【０１４１】
　本例でも、透明トナーを使用する部分画像形成モードを選択する図４のクリアマークモ
ードボタン２０１と、これに関連付けられたグロス透明ボタン２０２とマット透明ボタン
２０３が用意されている。そして、制御部や変更部としても機能するコントローラ６００
は、クリアマークモードボタン２０１が押されて透明トナーを使用する部分画像形成モー
ドが選択された場合、次のように制御する。つまり、グロス透明ボタン２０２によるグロ
ス透明モードもしくはマット透明ボタン２０３によるマット透明モードの指定情報と、画
像形成に使用される記録材の種類に対応する情報と、に基づいて、透明トナー像の単位面
積当たりのトナー載り量を変更する。
【０１４２】
　画像形成装置本体１００の操作部には、画像形成に使用する記録材が収容されたカセッ
トＣ１、Ｃ２を選択指定するための選択ボタンがある。この選択ボタンを通じてユーザー
は画像形成に使用する記録材の種類を選択指定することができる。そのため、ユーザーは
、事前に、カセットＣ１、Ｃ２にセットした記録材の種類に対応する情報を、操作部を通
じて画像形成装置本体（コントローラ６００のメモリ）に入力する構成となっている。
【０１４３】
　操作部には、選択ボタンとして、「マット紙」、「グロス紙」という選択ボタンが用意
され、表示される。透明トナー像の光沢度の指定は実施例１と同様にグロス透明ボタン２
０２とマット透明ボタン２０３を押すことにより行うことができる。
【０１４４】
　図１４はコントローラ６００による制御フローである。部分画像形成モードであるクリ
アマークモードが指定され、そして、画像形成に使用すべき記録材の種類がマット紙であ
ると指定された場合、グロス透明モードが指定されれば、コントローラ６００はディザマ
トリクス内の印字率を約８０％に設定する。一方、マット透明モードが指定されれば、コ
ントローラ６００はディザマトリクス内の印字率を約２０％に設定する。
【０１４５】
　また、クリアマークモードが指定され、そして、画像形成に使用すべき記録材の種類が
グロス紙であると指定された場合、グロス透明モードが指定されれば、コントローラ６０
０はディザマトリクス内の印字率を約４０％に設定する。一方、マット透明モードが指定
されれば、コントローラ６００はディザマトリクス内の印字率を約８０％に設定する。
【０１４６】
　このように構成することで、下地となる記録材表面の光沢度に応じて、透明トナーを目
立たせるもしくは目立たせたくないレベルを適切化することができる。
【０１４７】
　本実施例では、記録材の種類の選択は、マット紙かグロス紙かを選択することで指定が
行われる。しかし、このような方法に限らず、たとえば、記録材の一般的な銘柄をコント
ローラ６００に入力できるようにし、そして、銘柄毎にグロステーブルをメモリに記憶さ
せておくことで、銘柄に応じた透明トナーの載り量（印字比率）を設定してもよい。
【０１４８】
　例えば、高光沢度の記録材の場合、マット透明モードであれば印字比率を４０％に、グ
ロス透明モードであれば印字比率を８０％に予めメモリに記憶しておく。また、低光沢度
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の記録材の場合、マット透明モードであれば印字率を約２０％に、グロス透明モードであ
れば印字率を約８０％に予メモリに記憶しておく。
【０１４９】
　本実施例では、下地となる記録材表面の光沢度によっては、透明トナー像の目立ちやす
さが異なる場合に対応しようというものである。即ち、記録材の光沢度が高い場合に、透
明トナー像の光沢度が高いと目立ちにくくなり、透明トナー像の光沢度が低いと目立ちに
くくなるものである。透明トナー像の光沢度が記録材の光沢度に対して相反する関係にあ
るときに目立ちやすくなり、同じ方向にある場合には目立ちにくくなる。また、本実施例
では、記録材の種類に応じて、それぞれのモードでのディザマトリクス内の印字パターン
を変更したものである。
【０１５０】
　以上、説明したように、使用者の意図にあった透明トナー部の光沢度が選べる画像形成
装置を提供することができた。
【０１５１】
　［実施例３］
　実施零２ではユーザーによる記録材の種類の指定に応じて、クリアマークモードでの透
明トナーの載り量の設定を行っていたが、本例では、記録材の光沢度を検知する検知手段
としての光沢度センサを設けることで、自動化を図ろうとするものである。つまり、本例
はこの自動化する点が大きく異なる部分であり、それ以外の構成は実施例１と同様である
ので同付号を付すことで詳細な説明を省略する。
【０１５２】
　本実施例は、透明トナーを使用する画像形成モードにおいて、通紙される記録材の光沢
を検知する光沢検知手段を備え、その検知情報によって、透明トナー像の形成条件を変更
することを特徴とする。従って、ユーザーに面倒な設定を行わせること無く、下地となる
記録材表面の光沢度に対し形成される透明トナー像の光沢度を適切化することが可能であ
る。
【０１５３】
　本例でも、透明トナーを使用する部分画像形成モードを選択する図４のクリアマークモ
ードボタン２０１と、これに関連付けられたグロス透明ボタン２０２とマット透明ボタン
２０３が用意されている。そして、制御部や変更部としても機能するコントローラ６００
は、クリアマークモードボタン２０１が押されて透明トナーを使用する部分画像形成モー
ドが選択された場合、次のように制御する。つまり、グロス透明ボタン２０２によるグロ
ス透明モードもしくはマット透明ボタン２０３によるマット透明モードの指定情報と、光
沢検知手段による光沢度に対応する情報に応じて、透明トナー像の単位面積当たりのトナ
ー載り量を変更する。
【０１５４】
　図１６に、記録材の光沢度を検出する検出部としての光沢度センサ１０００の概略構成
を示す。光沢度センサ１０００は、ＪＩＳＺ８７４１に規定された方法により光沢度を測
定するものである。つまり、測定方法は、規定された入射角で規定の開き角の光束を入射
し、鏡面反射方向に反射する規定の開き角の光束を受光器で測るものである。この光沢度
センサは、記録材Ｓが手差し部ならびに給紙カセットから搬送され、転写ベルト７に到達
するまでの間で、記録材Ｓの光沢度をセンシングする。
【０１５５】
　図１６において光源１００１で照射された光束は、レンズ１００２を通り、記録材Ｐに
角度θで入射する。そして、鏡面反射方向に反射した光束をレンズ１００３を通して受光
器１００４によって検出する。この光沢度センサ１０００を給紙部に配置することにより
、記録材自体の表面光沢が検出できる。なお本実施例では、入射角θを６０°とした表面
光沢の検出を行ったものである。
【０１５６】
　コントローラ６００は、クリアマークモードにおいて、光沢度センサ１０００の検知結
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果に基づいて、透明トナー像の形成条件を自動的に変更する。
【０１５７】
　つまり、光沢度センサによる光沢度検知結果をもとに、ユーザー設定が、透明部を目立
たせる場合では、記録材の光沢度と透明トナー部との光沢度差が大きくなるように透明ト
ナーの載り量を設定する。
【０１５８】
　透明トナーのグロスは、記録材の条件、本体の設置環境、定着器の条件によって左右さ
れるため、透明トナーの光沢度は使用者が適当な数値を入力しておくことが望ましい。
【０１５９】
　図１５はコントローラ６００による制御フローである。
【０１６０】
　クリアマークモードが指定されると、まず、記録材の光沢度が検知される。そして、そ
の光沢度が３５以上（所定値以上）のときには高光沢紙と判断され、３５未満（所定値未
満）の場合には低光沢紙と判断される。
【０１６１】
　高光沢紙と判断され、グロス透明モードが指定されている場合、クリアマークを目立た
せたいため、ディザマトリクス内の印字率を約４０％に設定する。一方、マット透明モー
ドが指定されている場合、クリアマークを目立ち難くさせるため、ディザマトリクス内の
印字率を約８０％に設定する。
【０１６２】
　また、低光沢紙と判断され（記録材の光沢度が３５％未満）、グロス透明モードが指定
されている場合、クリアマークを目立たせるため、ディザマトリクス内の印字率を約２０
％に設定する。一方、マット透明モードが指定されている場合、クリアマークを目立ち難
くするため、ディザマトリクス内の印字率を約８０％に設定する。
【０１６３】
　以上、説明したように、本例の構成を採用することにより、ユーザーの意図にあった透
明トナー部の光沢度が選べる画像形成装置を提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【０１６４】
【図１】実施例１の画像形成装置の簡略図である。
【図２】図１の部分的拡大図である。
【図３】定着装置部分の拡大図である。
【図４】操作部を示す概略平面図である。
【図５】（ａ）～（ｃ）はクリアマークが形成された出力物を示したである。
【図６】全面画像形成モードにおける透明トナー像の図
【図７】デジタイザーに関する関係図
【図８】キャストコート紙に透明トナーで出力した場合のトナー量と光沢度を説明する図
である。
【図９】ＰＯＤマットコート紙に透明トナーで出力した場合のトナー量と光沢度を説明す
る図である。
【図１０】光沢度計の測定原理を説明する簡略図である。
【図１１】トナー量によって光沢度が変わる現象を説明する簡略図である。
【図１２】ディザマトリクスの印字パターン
【図１３】実施例１における画像形成条件の変更制御フローチャートである。
【図１４】実施例２における画像形成条件の変更制御フローチャートである。
【図１５】実施例３における画像形成条件の変更制御フローチャートである。
【図１６】実施例３で用いた光沢度センサ（光沢度計）を説明する簡略図である。
【符号の説明】
【０１６５】
　Ｐ１～Ｐ５：第１～第５の画像形成部、１：電子写真感光体ドラム、３：一次帯電器、
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４：現像器、５：転写帯電器、６：ドラムクリーナ、７：転写ベルト、９：レジストロー
ラ、１１：転写ベルトクリーニング装置、１２：搬送ベルト、１５：排紙トレイ、Ｄ：定
着装置、４１：定着ローラ、４２：加圧ローラ、Ｃ１・Ｃ２：給紙カセット、Ｓ：記録材
Ｓ、１０００・２０００：光沢度センサ
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【手続補正書】
【提出日】平成23年5月25日(2011.5.25)
【手続補正１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００５８
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００５８】
　また、トナーがポリエステル樹脂を含有することが好ましい。前記ポリエステル樹脂は
、重量平均分子量（Ｍｗ）が６０００～１０００００であることが好ましい。Ｍｗ６００
０未満の場合には、外添剤のトナー粒子中への埋没を防止する効果が小さく、耐久による
帯電量低下の防止効果が見られない。一方、Ｍｗが１０００００を超える場合には、トナ
ー粒子中への縮合系樹脂の分散がよくなく、最終的に得られるトナーの粒度分布がブロー
ドになる。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００９１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００９１】
　そのためには、透明トナー像は以下のように形成される。コントローラ６００はトナー
高さ計算部により記録材の表面上に形成する有色トナーの画像部のトナーの高さを画像デ
ータから算出する。また、透明トナー印字量計算部により画像部のトナーの高さとトナー
高の最も高い値との差から透明トナーの各部分印字量を算出し、有色トナー像の凹凸を無
くすために必要な透明トナーの印字量をトナー画像の上に形成するものである。このよう
に、透明トナーを用いる画像形成部は、他の４色の画像形成部の画像情報に応じて、透明
トナー像が形成される感光ドラムに露光されることで、静電潜像が形成される。そして、
静電潜像に基づいて透明トナー像が形成される。
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【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０１１８
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０１１８】
　次に、トナー像の光沢が変化する理由を説明すると、トナー像が形成された部分が十分
に平滑面で、乱反射がなければ、トナー像が形成された部分の光沢は、トナー材料の反射
率と厚みによって変化する。すなわち、記録材の反射率によって決まる光沢度から、トナ
ー像が十分厚い場合でのトナー材料の反射率よって決まる光沢度に向かって単調増加、ま
たは、単調減少すると考えられる。
【手続補正４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０１２０
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０１２０】
　また、トナーの材料の反射率、溶融特性など材料物性の違いや、定着装置の構成、定着
条件、記録材の種類などによっても、画像表面の凹凸が変化する。その理由は、約５～１
０μｍのトナーの形状が定着後に残る場合と、十分に溶かされて平滑になる場合とがある
からである。トナーの形状が残ると、画像表面は球体を並べたような凹凸のある表面にな
る。そのため、その凹凸一つ一つで乱反射が起きるため、光沢度が下がってしまう。
【手続補正５】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０１３４
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０１３４】
　また、別の例として、図９に低光沢紙である王子製紙製ＰＯＤマットコート紙１５８ｇ
／ｍ２上に形成される透明トナー像の光沢度を示す。


