
JP 5029242 B2 2012.9.19

10

20

(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
帯電手段により帯電されて互いに異なった色のトナー像が形成される像担持体を備えた複
数の画像形成部と、
　前記各画像形成部の像担持体上に形成されたトナーを一次転写する中間転写体と、
　前記各画像形成部の像担持体又は中間転写体の表面の少なくとも一方に研摩粒子を供給
する研摩粒子供給手段と、
　前記各画像形成部の像担持体と中間転写体との間に所定の速度差を有し、且つ異なった
複数の画像形成速度で駆動するように制御する手段であって、前記各画像形成部の像担持
体と中間転写体との間の速度差を、画像形成速度が相対的に遅いときに大きくなるように
制御する速度制御手段とを具備したことを特徴とする画像形成装置。
【請求項２】
前記速度制御手段は、画像形成速度が相対的に遅いときに、単位時間当りの前記各画像形
成部の像担持体と中間転写体との間の移動変化量が大きくなるように設定したことを特徴
とする請求項１に記載の画像形成装置。
【請求項３】
前記帯電手段に印加する交流バイアス電圧の周波数をｆ、画像形成速度をＳｐとしたとき
、画像形成速度Ｓｐが変化したときに、交流バイアス電圧の周波数ｆと画像形成速度Ｓｐ
との比であるｆ／Ｓｐが異なるように構成され、当該ｆ／Ｓｐの値が相対的に大きいとき
に、前記各画像形成部の像担持体と中間転写体との間の速度差が大きくなるように設定し
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た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】
前記速度制御手段は、前記ｆ／Ｓｐの値が相対的に大きいときに、単位時間当りの前記各
画像形成部の像担持体と中間転写体との間の移動変化量が大きくなるように設定したこと
を特徴とする請求項３に記載の画像形成装置。
【請求項５】
前記像担持体は、その電荷輸送層の表面に保護層としての表面層を備えた感光体ドラムで
あることを特徴とする請求項１乃至４のいずれに記載の画像形成装置。
【請求項６】
前記研摩粒子は、現像剤に含有されており、前記研摩粒子供給手段として、現像手段が用
いられていることを特徴とする請求項１乃至５のいずれに記載の画像形成装置。
【請求項７】
前記研摩粒子供給手段は、像担持体のクリーニング装置に設けられていることを特徴とす
る請求項１乃至５のいずれに記載の画像形成装置。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は画像形成装置に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
【特許文献１】特開平９－２５１２６５号公報
【特許文献２】特開昭６３－４８５８６号公報
【特許文献３】特開平１－１１３７８０号公報
【特許文献４】特開２００４－１１７７２２号公報
【特許文献５】特開２００３－５５３４号公報
【特許文献６】特開２００５－３３８７０１号公報
【特許文献７】特開２００５－２３４３９３号公報
【０００３】
　従来、複写機やプリンター等の画像形成装置においては、感光体ドラムの長寿命化を達
成し、メンテナンスサイクルを長期化することにより、総コストを低減することが強く求
められている。上記感光体ドラムを長寿命化するにあたっては、感光体の膜磨耗を抑制す
る必要がある。この感光体の膜磨耗を抑制する技術としては、例えば、特開平９－２５１
２６５号公報に開示されているように、感光体の表面に磨耗し難い表面層を形成するもの
が既に提案されている。
【０００４】
　この特開平９－２５１２６５号公報に係る画像形成装置は、電子写真感光体が用いられ
、帯電、潜像形成、現像、転写のサイクルを経て、画像を形成する画像形成装置において
、１キロサイクルの使用による該電子写真感光体の表面層の磨耗が０．１乃至２．０ｎｍ
であるように構成したものである。
【０００５】
　ところで、上記感光体の表面層の磨耗を抑制するように構成した場合には、感光体ドラ
ムの表面層が磨耗し難くなって、感光体ドラムの表面に放電先生物が蓄積し易くなるため
、高温高湿環境下において、感光体ドラムの表面に蓄積した放電生成物が吸湿し、当該感
光体ドラムの表面に形成された静電潜像の電荷が不本位に移動する、所謂“画像流れ”が
発生し易くなる。
【０００６】
　この画像流れは、特に、感光体ドラムと帯電部材との間で直接放電を生じさせることに
よって、当該感光体ドラムの表面を帯電する接触式又は非接触式を問わず、帯電ロール方
式などに代表される帯電方式において顕著に発生することが知られている。
【０００７】
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　そこで、かかる画像流れの発生を抑制する技術としては、特開昭６３－４８５８６号公
報や特開平１－１１３７８０号公報等に開示されているように、クリーニングローラとク
リーニングブレードを併用するクリーニング手段を採用し、現像剤中にクリーニング剤と
して無機微粒子を含有させる技術や、クリーニングローラとクリーニングブレードを併用
するクリーニング手段を採用し、現像剤中にクリーニング剤として有機微粒子を含有させ
る技術が、既に提案されている。
【０００８】
　上記特開昭６３－４８５８６号公報に係る画像形成方法は、像担持体上の潜像に、トナ
ーを含有する現像剤を付着させてトナー像を形成する現像工程と、該トナー像を像担持体
から転写材に転写する転写工程と、像担持体表面に、少なくともその表面が弾性体からな
るローラを圧接させ、像担持体表面を清掃するクリーニング工程とからなり、且つ、前記
現像剤として、トナーと、該トナーと逆の摩擦帯電極性を有する微粒子とを含有する現像
剤を用いるように構成したものである。
【０００９】
　また、特開平１－１１３７８０号公報等に係る画像形成方法は、潜像担持体上の静電潜
像を現像剤により現像する現像工程と、現像により得られた潜像担持体上のトナー像を転
写材に転写する転写工程と、転写されずに潜像担持体上に残留した残留トナーをクリーニ
ングするクリーニング工程とを含み、前記クリーニング工程は、前記潜像担持体に接触配
置されたクリーニングローラーと、当該クリーニングローラーの下流側において当該潜像
担持体に接触配置されたクリーニングブレードとを有してなるクリーニング装置により遂
行され、現像剤を構成するトナーが、結着樹脂粒子と、当該結着樹脂粒子よりは小径の有
機微粒子とを有してなるように構成したものである。
【００１０】
　一方、現像剤中に研摩粒子を含有させ、且つ感光体と中間転写体の間に速度差を生じさ
せるように構成することにより、感光体ドラム上に付着した放電生成物の除去性を高める
ことが考えられる。
【００１１】
　かかる感光体ドラムと中間転写体の間に速度差をつける技術としては、レジずれや画像
欠陥などの発生を抑制することを目的としたものであるが、特開２００４－１１７７２２
号公報や特開２００３－５５３４号公報等に開示されたものが既に提案されている。
【００１２】
　上記特開２００４－１１７７２２号公報に係る画像形成装置は、第一の像担持体上に形
成した複数の現像剤像を、前記第一の像担持体と一次転写部にて接触する第二の像担持体
上に順次重ねて一次転写して、前記第二の像担持体上に、複数の現像剤像が重畳された複
合現像剤像を形成し、更に、前記第二の像担持体上に形成した前記複合現像剤像を、前記
第二の像担持体と二次転写部にて接触する第三の像担持体上に一括して二次転写して、前
記第三の像担持体上に画像を形成する画像形成装置において、
前記第一の像担持体表面の移動速度ｖ１［ｍｍ／ｓ］と、前記第二の像担持体表面の移動
速度ｖ２［ｍｍ／ｓ］と、の移動速度差Δｖ［％］（Δｖ＝（ｖ２－ｖ１）／ｖ１×１０
０）を、変更する手段を有するように構成したものである。
【００１３】
　また、上記特開２００３－５５３４号公報に係る画像形成装置は、像担持体である感光
体と、該感光体表面を帯電する帯電手段と、該帯電手段の出力を調整する帯電量調整手段
と、感光体表面を露光する露光手段と、該露光手段の出力を調整する露光量調整手段と、
前記感光体上にトナー像を現像する現像手段と、該現像手段へのバイアス印加を調整する
現像バイアス調整手段を具備し、前記感光体上に現像されたトナー像を、接地された接触
転写部材によって中間転写体に転写した後、該中間転写体上のトナー像を記録材に再度転
写する画像形成装置において、前記帯電量調整手段と前記露光量調整手段及び前記現像バ
イアス調整手段の少なくとも１つの調整値を変化させるように構成したものであるが、具
体的な態様として、前記感光体の周速度を１００％としたとき、前記中間転写体の周速度
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を１００～１０５％に設定したものをも含むものである。
【００１４】
　さらに、感光体ドラムと中間転写体の間に速度差をつける技術としては、感光体の表面
に対するトナーや外添剤の付着を抑制することを目的とするものであるが、特開２００５
－３３８７０１号公報や特開２００５－２３４３９３号公報等に開示されているものも既
に提案されている。
【００１５】
　上記特開２００５－３３８７０１号公報に係る画像形成装置は、走行する像担持体と、
トナーを像担持体表面に供給する現像装置とからなる画像形成部と、画像形成部で形成さ
れたトナー像を転写、合成するベルト状の中間転写体と、この中間転写体上に合成された
トナー像を記録材に転写することにより画像を形成する画像形成装置において、像担持体
に当接する側の中間転写体表面のビッカース硬度が、像担持体表面のビッカース硬度より
大きく、中間転写体の表面粗さは、初期の感光ドラムの表面粗さより常に大きく、像担持
体に対する中間転写体の相対的な移動速度が可変であるように構成したものである。
【００１６】
　また、上記特開２００５－２３４３９３号公報に係る画像形成装置は、電子写真方式で
トナー像を形成する像担持体と、該像担持体上に形成されたトナー像を１次転写した後記
録媒体に２次転写する中間転写体とを備えた画像形成装置において、前記像担持体表面の
汚染状態を光学的に検知する汚染状態検知手段を備え、前記像担持体と中間転写体の１次
転写領域における相対速度を前記汚染状態検知手段の検知した前記像担持体の汚染度合い
に応じて変化させるように構成したものである。
【００１７】
　ところで、上記画像形成装置においては、厚紙等の記録媒体にカラー画像を形成する場
合など、画像形成速度を通常のプロセススピードよりも遅い低速モードに切り替えること
により、高画質化の要求に応えるように構成したものがある。
【００１８】
　しかしながら、上記画像形成装置においては、低速モードに切り替えると、感光体ドラ
ムの表面が露光位置から現像位置まで移動する時間が長くなるため、画像流れの発生がよ
り顕著となる。上記低速モードは、一般的に特殊なモードであるが、主としてコート紙な
どの厚紙に画像を形成するためのモードであって高画質化の要求が強く、画像流れの発生
によって画質が低下するという技術的課題は大きいものである。
【００１９】
　そこで、この技術的課題を解決するためには、低速モードにおいて、感光体ドラム表面
の研摩能力を上げることにより、画像流れの発生を抑制する必要があるが、感光体ドラム
表面の研摩能力を上げた場合には、通常モードにおいても研摩能力が高くなってしまい、
感光体ドラムの表面層が早期に磨耗して、本来の目的である感光体ドラムの長寿命化を達
成することが困難となる。
【００２０】
　また、上記画像流れの現象は、感光体ドラムの表面を帯電ロール等によって帯電する際
に、当該感光体ドラム表面が受ける放電ストレスにも依存しており、帯電ロールに印加す
るＡＣバイアス周波数ｆと、プロセススピードｓとの比ｆ／ｓが大きいと、放電ストレス
が高くなり、画像流れが顕著となる。
【００２１】
　そこで、複数のプロセススピードを有する画像形成装置においては、プロセススピード
毎にＡＣバイアス周波数を変えることが考えられるが、プロセススピード毎にＡＣバイア
ス周波数を変えるように構成した場合には、電源装置のコストが高くなり、特に低速モー
ドに対応するために低い周波数のＡＣバイアス電圧を出力するためには、電源装置が大型
化することに繋がる。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
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【００２２】
　ところで、この発明が解決しようとする課題は、低速モードを有する画像形成装置にお
いても、電源装置の大型化やコストアップを回避しつつ、画像流れが発生するのを抑制す
ることができ、しかも、感光体表面の摩耗を抑制して、感光体の長寿命化を図ることが可
能な画像形成装置を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００２３】
　すなわち、請求項１に記載された発明は、帯電手段により帯電されて互いに異なった色
のトナー像が形成される像担持体を備えた複数の画像形成部と、
　前記各画像形成部の像担持体上に形成されたトナーを一次転写する中間転写体と、
　前記各画像形成部の像担持体又は中間転写体の表面の少なくとも一方に研摩粒子を供給
する研摩粒子供給手段と、
　前記各画像形成部の像担持体と中間転写体との間に所定の速度差を有し、且つ異なった
複数の画像形成速度で駆動するように制御する手段であって、前記各画像形成部の像担持
体と中間転写体との間の速度差を、画像形成速度が相対的に遅いときに大きくなるように
制御する速度制御手段とを具備したことを特徴とする画像形成装置である。
【００２４】
　また、請求項２に記載された発明は、前記速度制御手段は、画像形成速度が相対的に遅
いときに、単位時間当りの前記各画像形成部の像担持体と中間転写体との間の移動変化量
が大きくなるように設定したことを特徴とする請求項１に記載の画像形成装置である。
【００２５】
　さらに、請求項３に記載された発明は、前記帯電手段に印加する交流バイアス電圧の周
波数をｆ、画像形成速度をＳｐとしたとき、画像形成速度Ｓｐが変化したときに、交流バ
イアス電圧の周波数ｆと画像形成速度Ｓｐとの比であるｆ／Ｓｐが異なるように構成され
、当該ｆ／Ｓｐの値が相対的に大きいときに、前記各画像形成部の像担持体と中間転写体
との間の速度差が大きくなるように設定したことを特徴とする請求項１又は２に記載の画
像形成装置である。
【００２６】
　又、請求項４に記載された発明は、前記速度制御手段は、前記ｆ／Ｓｐの値が相対的に
大きいときに、単位時間当りの前記各画像形成部の像担持体と中間転写体との間の移動変
化量が大きくなるように設定したことを特徴とする請求項３に記載の画像形成装置である
。
【００２７】
　更に、請求項５に記載された発明は、前記像担持体は、その電荷輸送層の表面に保護層
としての表面層を備えた感光体ドラムであることを特徴とする請求項１乃至４のいずれに
記載の画像形成装置である。
【００２８】
　また、請求項６に記載された発明は、前記研摩粒子は、現像剤に含有されており、前記
研摩粒子供給手段として、現像手段が用いられていることを特徴とする請求項１乃至５の
いずれに記載の画像形成装置である。
【００２９】
　さらに、請求項７に記載された発明は、前記研摩粒子供給手段は、像担持体のクリーニ
ング装置に設けられていることを特徴とする請求項１乃至５のいずれに記載の画像形成装
置である。
【発明の効果】
【００３０】
　請求項１に記載された発明によれば、低速モードを有する画像形成装置においても、電
源装置の大型化やコストアップを回避しつつ、画像流れが発生するのを抑制することがで
き、しかも、感光体表面の摩耗を抑制して、感光体の長寿命化を図ることができる。
【００３１】
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　また、請求項２に記載された発明によれば、像担持体と中間転写体との間に確実に移動
量の差を生じさせることができ、低速モードを有する画像形成装置においても、電源装置
の大型化やコストアップを回避しつつ、画像流れが発生するのを抑制することができ、し
かも、感光体表面の摩耗を抑制して、感光体の長寿命化を図ることができる。
【００３２】
　さらに、請求項３に記載された発明によれば、画像流れが発生し易い状況下において、
像担持体と中間転写体との間に速度差を生じさせ、低速モードを有する画像形成装置にお
いても、電源装置の大型化やコストアップを回避しつつ、画像流れが発生するのを抑制す
ることができ、しかも、感光体表面の摩耗を抑制して、感光体の長寿命化を図ることがで
きる。
【００３３】
　又、請求項４に記載された発明によれば、画像流れが発生し易い状況下において、像担
持体と中間転写体との間に確実に移動量の差を生じさせることができ、低速モードを有す
る画像形成装置においても、電源装置の大型化やコストアップを回避しつつ、画像流れが
発生するのを抑制することができ、しかも、感光体表面の摩耗を抑制して、感光体の長寿
命化を図ることができる。
【００３４】
　更に、請求項５に記載された発明によれば、低速モードを有する画像形成装置において
も、電源装置の大型化やコストアップを回避しつつ、画像流れが発生するのを抑制するこ
とができ、しかも、感光体表面の摩耗を抑制して、感光体の長寿命化を図ることができる
。
【００３５】
　また、請求項６に記載された発明によれば、研摩粒子供給手段を新たに設ける必要がな
く、装置の構成を簡略化することができるとともに、コストダウンが可能となる。
【００３６】
　さらに、請求項７に記載された発明によれば、像担持体のクリーニング時に、研摩粒子
を供給することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００３７】
　以下に、この発明の実施の形態について図面を参照して説明する。
【００３８】
　実施の形態１
　図２はこの発明の実施の形態１に係る画像形成装置としてのタンデム型のデジタルカラ
ープリンターを示すものである。また、図３はこの発明の実施の形態１に係る画像形成装
置としてのタンデム型のデジタルカラー複写機を示すものである。なお、上記画像形成装
置としては、プリンターや複写機、及びファクシミリ等の機能を兼ね備えた複合機であっ
ても勿論良い。
【００３９】
　図２及び図３において、１はタンデム型のデジタルカラープリンター及び複写機の本体
を示すものであり、デジタルカラー複写機の場合には、図３に示すように、複写機本体１
の上部に、原稿２を一枚ずつ分離した状態で自動的に搬送する自動原稿搬送装置（ＡＤＦ
）３と、当該自動原稿搬送装置３によって搬送される原稿２の画像を読み取る原稿読取装
置４が配設されている。この原稿読取装置４は、プラテンガラス５上に載置された原稿２
を光源６によって照明し、原稿２からの反射光像を、フルレートミラー７及びハーフレー
トミラー８、９及び結像レンズ１０からなる縮小光学系を介してＣＣＤ等からなる画像読
取素子１１上に走査露光することにより、この画像読取素子１１によって原稿２の反射光
像を所定のドット密度（例えば、１６ドット／ｍｍ）で読み取るようになっている。
【００４０】
　上記原稿読取装置４によって読み取られた原稿２の反射光像は、例えば、赤（Ｒ）、緑
（Ｇ）、青（Ｂ）（各８ｂｉｔ）の３色の原稿反射率データとして画像処理装置１２に送



(7) JP 5029242 B2 2012.9.19

10

20

30

40

50

られ、この画像処理装置１２では、原稿２の反射率データに対して、シェーディング補正
、位置ズレ補正、明度／色空間変換、ガンマ補正、枠消し、色／移動編集等の所定の画像
処理が施される。また、画像処理装置１２は、図示しないパーソナルコンピュータ等から
送られてくる画像データに対しても、所定の画像処理を行なうように構成されている。
【００４１】
　そして、上記の如く画像処理装置１２で所定の画像処理が施された画像データは、同じ
く画像処理装置１２によって、イエロー（Ｙ）、マゼンタ（Ｍ）、シアン（Ｃ）、黒（Ｋ
）（各８ビット）の４色の階調データに変換され、次に述べるように、イエロー（Ｙ）、
マゼンタ（Ｍ）、シアン（Ｃ）、黒（Ｋ）の各色の画像形成ユニット１３Ｙ、１３Ｍ、１
３Ｃ、１３Ｋの画像露光装置１４に送られ、この画像露光装置１４では、所定の色の原稿
の階調データに応じてレーザ光ＬＢによる画像露光が行われる。
【００４２】
　ところで、上記タンデム型のデジタルカラープリンター及び複写機本体１の内部には、
図２及び図３に示すように、イエロー（Ｙ）、マゼンタ（Ｍ）、シアン（Ｃ）、黒（Ｋ）
の４つの画像形成ユニット１３Ｙ、１３Ｍ、１３Ｃ、１３Ｋが、水平方向に一定の間隔を
おいて並列的に配置されている。
【００４３】
　これらの４つの画像形成ユニット１３Ｙ、１３Ｍ、１３Ｃ、１３Ｋは、すべて同様に構
成されており、図１に示すように、大別して、所定の速度で図示しない駆動手段によって
回転駆動される像担持体としての感光体ドラム１５と、この感光体ドラム１５の表面を一
様に帯電する一次帯電用の帯電ロール１６と、当該感光体ドラム１５の表面に所定の色に
対応した画像を露光して静電潜像を形成する画像露光装置１４（図３参照）と、感光体ド
ラム１５上に形成された静電潜像を所定の色のトナーで現像する現像器１７と、感光体ド
ラム１５の表面を清掃するクリーニング装置１８とから構成されている。
【００４４】
　上記感光体ドラム１５としては、例えば、直径３０ｍｍのドラム状に形成され、長寿命
化のため、表面にオーバーコート層を有する有機感光体からなるものが用いられ、図示し
ない駆動モーターによって所定の回転速度で回転駆動される。
【００４５】
　上記感光体ドラム１５としては、図４に示すように、アルミニウム等からなる金属製円
筒１５ａの表面に、有機光導電材料からなる感光体層１５ｂ～１５ｅを被覆して形成され
ている。この感光層としては、金属製円筒１５ａの表面に順次積層される下地層（ＵＣＬ
）１５ｂと、電荷発生層（ＣＧＬ）１５ｃと、電荷輸送層（ＣＴＬ）１５ｄと、保護層と
しての表面層（ＯＣＬ）１５ｅとから構成されている。
【００４６】
　上記下地層（ＵＣＬ）１５ｂ、電荷発生層（ＣＧＬ）１５ｃ、電荷輸送層（ＣＴＬ）１
５ｄ、表面層（ＯＣＬ）１５ｅの各材料としては、例えば、次のものが用いられる。
【００４７】
　下地層（ＵＣＬ）
　アセチルアセトンジルコニウムブトキシド　２０重量部
　( オルガチックス　ＺＣ５４０、松本交商製) 
　γ－アミノプロピルトリエトキシシラン　　２重量部
　（Ａ１１００　日本ユニカ（株）製）
　ポリビニルブチラール樹脂　　　　　　　１. ５重量部
　（エスレックＢＭ－Ｓ　積水化学（株）製）
　ｎ－ブチルアルコール　　　　　　　　　　７０重量部
　上記成分からなる溶液を、アルミニウムパイプ上に浸漬塗布した後、１５０℃で１０間
乾燥させて、膜厚０. ９μｍの下地層１５ｂを形成した。
【００４８】
　電荷発生層（ＣＧＬ）
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　Ｘ型無金属フタロシアニン５重量部、塩化ビニル－酢酸ビニル共重合体（ＶＭＣＨ、ユ
ニオンカーバイド社製）５重量部、酢酸ｎ－ブチル２００重両部を１ｍｍφのガラスビー
ズを用いたサンドミルで２時間分散して得られた分散液を、上記の下地層１５ｂ上に浸漬
塗布し、１００℃で１０分間乾燥させて、膜厚０．２μｍの電荷発生層１５ｃを形成した
。
【００４９】
　電荷輸送層（ＣＴＬ）
　Ｎ，Ｎ’－ジフェニル－Ｎ，Ｎ’－ビス（３－メチルフェニル）－［１，１’］ビフェ
ニル－４，４’－ジアミン４５重量部及びビスフェノールＺポリカーボネート樹脂（分子
量：４万）５５重量部をクロルベンゼン８００重量部に加えて溶解し、電荷輸送層用塗布
液を得た。この塗布液を電荷発生層１５ｃ上に塗布し、１３０℃、４５分の乾燥を行って
膜厚が１６μｍの電荷輸送層１５ｄを形成した。
【００５０】
　表面層（ＯＣＬ）
　下記化学式（１）で表される化合物３．５質量部、レジトップＰＬ－４８５２（群栄化
学製）３質量部、ポリビニルフェノール樹脂（Ａｌｄｒｉｃｈ製）０．５重量部、イソプ
ロピルアルコール１０質量部、並びに３，５－ジ－ｔ－ブチル－４－ヒドロキシトルエン
（ＢＨＴ）０．２質量部を加えて保護層用塗布液を調製した。この塗布液を電荷輸送層１
５ｄの上に浸漬塗布法により塗布し、室温で３０分風乾した後、１５０℃で１時間加熱処
理して硬化させ、膜厚約４．０μｍの保護層１５ｅを形成して感光体を作成した。このと
きの表面層１５ｅ面内の膜厚ムラは０．３μｍであった。
【００５１】
【化１】

【００５２】
　また、この実施の形態では、プロセススピードである中間転写ベルト２５の移動速度と
して、厚紙等に画像を形成する際の低速モードである８０ｍｍ／ｓと、普通紙等に画像を
形成する際の中速モードである１２０ｍｍ／ｓと、高速モードである１６０ｍｍ／ｓの３
つの速度が設定されており、図示しないモード切り換え手段や用紙選択手段からの信号に
基づいて、後述する制御回路５０によって３段階に切り換え可能となっている。
【００５３】
　また、上記帯電ロール１６としては、例えば、芯金の表面に合成樹脂やゴムからなり電
気抵抗を調整した導電層を被覆したロール状の帯電器が用いられ、この帯電ロール１６の
芯金には、所定の交流バイアス電圧又は直流バイアス電圧が重畳された交流バイアス電圧
が印加されるものが用いられている。
【００５４】
　上記画像露光装置１４は、図２に示すように、４つの画像形成ユニット１３Ｙ、１３Ｍ
、１３Ｃ、１３Ｋに共通に構成されており、図示しない４つの半導体レーザを各色の階調
データに応じて変調して、これらの半導体レーザから４本のレーザ光ＬＢ－Ｙ、ＬＢ－Ｍ
、ＬＢ－Ｃ、ＬＢ－Ｋを階調データに応じて出射するように構成されている。なお、上記
画像露光装置１４は、複数の画像形成ユニット毎に個別に構成しても勿論よい。上記半導
体レーザから出射されたレーザ光ＬＢ－Ｙ、ＬＢ－Ｍ、ＬＢ－Ｃ、ＬＢ－Ｋは、図示しな
いｆ－θレンズを介して回転多面鏡１９に照射され、この回転多面鏡１９によって偏向走
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査される。上記回転多面鏡１９によって偏向走査されたレーザ光ＬＢ－Ｙ、ＬＢ－Ｍ、Ｌ
Ｂ－Ｃ、ＬＢ－Ｋは、図示しない複数枚の反射ミラーを介して感光体ドラム１５上に、斜
め下方から走査露光される。
【００５５】
　上記画像露光装置１４は、図２に示すように、下方から感光体ドラム１５上に画像を走
査露光するものであるため、この画像露光装置１４には、上方に位置する４つの画像形成
ユニット１３Ｙ、１３Ｍ、１３Ｃ、１３Ｋの現像器１７などからトナー等が落下して、汚
損される虞れを有している。そのため、画像露光装置１４は、その周囲が直方体状のフレ
ーム２０によって密閉されているとともに、当該フレーム２０の上部には、４本のレーザ
光ＬＢ－Ｙ、ＬＢ－Ｍ、ＬＢ－Ｃ、ＬＢ－Ｋを、各画像形成ユニット１３Ｙ、１３Ｍ、１
３Ｃ、１３Ｋの感光体ドラム１５上に露光するため、シールド部材としての透明なガラス
製のウインドウ２１Ｙ、２１Ｍ、２１Ｃ、２１Ｋが設けられている。そして、これらのガ
ラス製のウインドウ２１Ｙ、２１Ｍ、２１Ｃ、２１Ｋは、画像露光装置１４のレーザ光Ｌ
Ｂに沿った光路上において、最も上方に位置する部材となっている。
【００５６】
　上記画像処理装置１２からは、イエロー（Ｙ）、マゼンタ（Ｍ）、シアン（Ｃ）、黒　
（Ｋ）の各色の画像形成ユニット１３Ｙ、１３Ｍ、１３Ｃ、１３Ｋに共通して設けられた
画像露光装置１４に、各色の画像データが順次出力され、この画像露光装置１４から画像
データに応じて出射されたレーザ光ＬＢ－Ｙ、ＬＢ－Ｍ、ＬＢ－Ｃ、ＬＢ－Ｋは、対応す
る感光体ドラム１５の表面に走査露光され、静電潜像が形成される。上記感光体ドラム１
５上に形成された静電潜像は、現像器１７Ｙ、１７Ｍ、１７Ｃ、１７Ｋによって、それぞ
れイエロー（Ｙ）、マゼンタ（Ｍ）、シアン（Ｃ）、黒（Ｋ）の各色のトナー像として現
像される。
【００５７】
　上記各画像形成ユニット１３Ｙ、１３Ｍ、１３Ｃ、１３Ｋの感光体ドラム１５上に、順
次形成されたイエロー（Ｙ）、マゼンタ（Ｍ）、シアン（Ｃ）、黒（Ｋ）の各色のトナー
像は、各画像形成ユニット１３Ｙ、１３Ｍ、１３Ｃ、１３Ｋの上方にわたって配置された
中間転写ベルトユニット２２の中間転写ベルト２５上に、一次転写ロール２６によって多
重に転写される。この中間転写ベルト２５は、ドライブロール２７と、バックアップロー
ル２８と、テンションロール２４等との間に一定のテンションで掛け回されており、後述
するように、定速性に優れた専用の駆動モーターによって回転駆動されるドライブロール
２７により、矢印方向に所定の移動速度で循環駆動されるようになっている。上記中間転
写ベルト２５としては、例えば、可撓性を有するＰＥＴ等の合成樹脂フィルムを帯状に形
成し、この帯状に形成された合成樹脂フィルムの両端を溶着等の手段によって接続するこ
とにより、無端ベルト状に形成したものが用いられる。
【００５８】
　上記中間転写ベルト２５上に多重に転写されたイエロー（Ｙ）、マゼンタ（Ｍ）、シア
ン（Ｃ）、黒（Ｋ）の各色のトナー像は、バックアップロール２８に圧接する二次転写ロ
ール２９によって、圧接力及び静電気力で記録媒体としての記録用紙３０上に二次転写さ
れ、これらの各色のトナー像が転写された記録用紙３０は、上方に位置する定着器３１へ
と搬送される。上記二次転写ロール２９は、バックアップロール２８の側方に圧接してお
り、下方から上方に搬送される記録用紙３０上に、各色のトナー像を二次転写するように
なっている。そして、上記各色のトナー像が転写された記録用紙３０は、定着器３１によ
って熱及び圧力で定着処理を受けた後、排出ロール３２によって本体１の上部に設けられ
た排出トレイ３３上に排出される。
【００５９】
　上記記録用紙３０は、図２及び図３に示すように、給紙カセット３４から所定のサイズ
のものが、給紙ローラ３５及び用紙分離搬送用のローラ対３６により用紙搬送路３７を介
して、レジストロール３８まで一旦搬送され、停止される。上記給紙カセット３４から供
給された記録用紙３０は、所定のタイミングで回転するレジストロール３８によって中間
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転写ベルト３５の二次転写位置へ送出される。
【００６０】
　なお、上記デジタルカラープリンター及び複写機において、フルカラー等の両面コピー
をとる場合には、片面に画像が定着された記録用紙３０を、排出ロール３２によって排出
トレイ３３上にそのまま排出せずに、記録用紙３０の後端を排出ロール３２によって挟持
している間に、図示しない切替ゲートによって搬送方向を切り替え、用紙搬送用のローラ
対３９を介して両面用搬送ユニット４０へと搬送する。そして、この両面用搬送ユニット
４０では、搬送径路４１に沿って設けられた図示しない搬送用のローラ対により、記録用
紙３０の表裏が反転された状態で、再度レジストロール３８へと搬送され、今度は、当該
記録用紙３０の裏面に画像が転写・定着された後、排出トレイ３３上に排出される。
【００６１】
　図２及び図３中、４４Ｙ、４４Ｍ、４４Ｃ、４４Ｋは、イエロー（Ｙ）、マゼンタ（Ｍ
）、シアン（Ｃ）、黒（Ｋ）の各色の現像器１７に、所定の色のトナーを供給するトナー
カートリッジをそれぞれ示している。
【００６２】
　図１は上記デジタルカラープリンター及び複写機の各画像形成ユニットを示すものであ
る。
【００６３】
　上記イエロー色、マゼンタ色、シアン色及び黒色の４つの画像形成ユニット１３Ｙ、１
３Ｍ、１３Ｃ、１３Ｋは、図１に示すように、すべてが同様に構成されており、これらの
４つの画像形成ユニット１３Ｙ、１３Ｍ、１３Ｃ、１３Ｋでは、上述したように、それぞ
れイエロー色、マゼンタ色、シアン色及び黒色のトナー像が所定のタイミングで順次形成
されるように構成されている。上記各色の画像形成ユニット１３Ｙ、１３Ｍ，１３Ｃ、１
３Ｋは、上述したように、感光体ドラム１５を備えており、これらの感光体ドラム１５の
表面は、一次帯電用の帯電ロール１６によって一様に帯電される。その後、上記感光体ド
ラム１５の表面は、画像露光装置１４から画像データに応じて出射される画像形成用のレ
ーザ光ＬＢが走査露光されて、各色に対応した静電潜像が形成される。上記感光体ドラム
１５上に走査露光されるレーザ光ＬＢは、当該感光体ドラム１５の直下よりやや右側寄り
の斜め下方から、所定の傾斜角度で露光されるように設定されている。上記感光体ドラム
１５上に形成された静電潜像は、各画像形成ユニット１３Ｙ、１３Ｍ、１３Ｃ、１３Ｋの
現像器１７の現像ロール１７ａによってそれぞれイエロー色、マゼンタ色、シアン色、黒
色の各色のトナーにより現像されて可視トナー像となり、これらの可視トナー像は、一次
転写ロール２６の帯電によって中間転写ベルト２５上に順次多重に転写される。
【００６４】
　上記各現像器１７Ｙ、１７Ｍ、１７Ｃ、１７Ｋは、トナーとキャリアからなる二成分の
現像剤Ｇを用いた二成分現像方式を採用しており、現像ロール４８の表面にトナーとキャ
リアからなる二成分現像剤Ｇの磁気ブラシを形成して、対応する色の感光体ドラム１５Ｙ
、１５Ｍ、１５Ｃ、１５Ｋの表面に形成された静電潜像を現像するように構成されている
。なお、上記現像剤Ｇとしては、トナーのみからなる一成分の現像剤を用いても良い。
【００６５】
　これらの各現像器１７Ｙ、１７Ｍ、１７Ｃ、１７Ｋで使用されるトナーとしては、例え
ば、特許３１４１７８３号に記載されるトナーに対して、潤滑剤としてステアリン酸亜鉛
０．５重量部、トナーよりも粒径の小さな微粒子からなる研磨粒子として酸化セリウム１
．０重量部を加えて作成したものが用いられる。その結果、上記各現像器１７Ｙ、１７Ｍ
、１７Ｃ、１７Ｋは、研磨粒子供給手段を兼ねている。
　なお、上記研磨粒子としては、酸化セリウム粉末に限らず、チタン酸カルシウム粉末、
チタン酸バリウム粉末、チタン酸マグネシウム粉末、チタン酸ストロンチウム粉末、酸化
ジルコニウム、酸化チタン粉末、酸化アルミニウム粉末、酸化ケイ素粉末、炭化ホウ素粉
末、炭化ケイ素粉末などが挙げられ、これらを単独もしくは混合して用いる。
【００６６】
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　なお、トナー像の転写工程が終了した後の感光体ドラム１５の表面は、クリーニング装
置１８によって残留トナーや紙粉等が除去されて、次の画像形成プロセスに備える。上記
クリーニング装置１８は、クリーニングブレード４２を備えており、このクリーニングブ
レード４２によって、感光体ドラム１５上の残留トナーや紙粉等を除去するようになって
いる。
【００６７】
　また、トナー像の転写工程が終了した後の中間転写ベルト２５の表面は、図２に示すよ
うに、クリーニング装置４３によって残留トナーや紙粉等が除去されて、次の画像形成プ
ロセスに備える。上記クリーニング装置４３は、クリーニングブラシ４３ａ及びクリーニ
ングブレード４３ｂを備えており、これらのクリーニングブラシ４３ａ及びブレード４３
ｂによって、中間転写ベルト２５上の残留トナーや紙粉等を除去するようになっている。
【００６８】
　ところで、この実施の形態では、帯電手段により帯電されて互いに異なった色のトナー
像が形成される像担持体を備えた複数の画像形成部と、前記各画像形成部の像担持体上に
形成されたトナーを一次転写する中間転写体と、前記各画像形成部の像担持体又は中間転
写体の表面の少なくとも一方に研摩粒子を供給する研摩粒子供給手段と、前記各画像形成
部の像担持体と中間転写体との間に所定の速度差を有し、且つ異なった複数の画像形成速
度で駆動するように制御する手段であって、前記各画像形成部の像担持体と中間転写体と
の間の速度差を、画像形成速度が相対的に遅いときに大きくなるように制御する速度制御
手段とを具備するように構成されている。
【００６９】
　ここで、画像形成速度が相対的に遅いときとは、異なった複数の画像形成速度のうち、
相互に比較した場合に、遅い方の画像形成速度であるときを意味するものである。
【００７０】
　また、この実施の形態では、例えば、前記各画像形成部の像担持体と中間転写体との間
の速度差は、画像形成速度が最も遅いときに、最大となるように設定される。
【００７１】
　なお、上記各画像形成部の像担持体と中間転写体との間の速度差は、画像形成速度が遅
くなるに従って大きくなるように設定しても良い。
【００７２】
　すなわち、この実施の形態では、図５に示すように、画像形成ユニット１３Ｙ、１３Ｍ
、１３Ｃ、１３Ｋの各感光体ドラム１５Ｙ、１５Ｍ、１５Ｃ、１５Ｋを、ステッピングモ
ーター等からなる共通の感光体駆動手段としての感光体駆動モーター５１によって回転駆
動するように構成されており、この感光体駆動モーター５１は、ＣＰＵ等からなる速度制
御手段としての制御回路５０によって回転速度が制御されるように構成されている。
【００７３】
　また、この実施の形態では、図５及び図６に示すように、画像形成ユニット１３Ｙ、１
３Ｍ、１３Ｃ、１３Ｋのうち、カラーのイエロー（Ｙ）、マゼンタ（Ｍ）、シアン（Ｃ）
の各色の現像機１７Ｙ、１７Ｍ、１７Ｃが、共通の現像機駆動モーター５２によって駆動
するように構成されており、この現像機駆動モーター５２は、ＣＰＵ等からなる制御回路
５０によって制御される。
【００７４】
　さらに、黒色の現像機１７Ｋは、紙送り系などを駆動するメインモーター５３によって
、クラッチ５４を介して回転駆動されるように構成されている。このメインモーター５３
は、クラッチ５５を介してレジストロール３８や、フィードロール３６或いはナジャーロ
ール３５等からなる紙送り系・搬送系５６を駆動するともに、定着器３１や二次転写ロー
ル２９を直接駆動するように構成されている。このメインモーター５３は、ＣＰＵ等から
なる制御回路５０によって制御される。
【００７５】
　また、中間転写ベルト２５は、ステッピングモーター等からなる独自に設けられた中間
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転写体駆動手段としての中間転写体駆動モーター５７によって回転駆動されるように構成
されており、この中間転写体駆動モーター５７も、ＣＰＵ等からなる制御回路５０によっ
て制御されるようになっている。
【００７６】
　上記制御回路５０は、各画像形成ユニット１３Ｙ、１３Ｍ、１３Ｃ、１３Ｋの感光体ド
ラム１５Ｙ、１５Ｍ、１５Ｃ、１５Ｋと中間転写ベルト２５との間に所定の速度差を有し
、且つ異なった複数のプロセススピードで駆動するように制御するものである。上記中間
転写ベルト２５の移動速度（周速）としては、前述したように、例えば、１６０ｍｍ／ｓ
、１２０ｍｍ／ｓ、８０ｍｍ／ｓの３段階のプロセススピードに等しい速度に設定されて
いるのに対して、感光体ドラム１５Ｙ、１５Ｍ、１５Ｃ、１５Ｋの移動速度（周速）は、
中間転写ベルト２５の移動速度（周速）よりも所定の値（例えば、０．５％、０．７％、
１．０％、１．５％等）だけ遅く設定されており、両者の間に所定の速度差が設定されて
いる。
【００７７】
　また、上記制御回路５０は、各画像形成ユニット１３Ｙ、１３Ｍ、１３Ｃ、１３Ｋの感
光体ドラム１５Ｙ、１５Ｍ、１５Ｃ、１５Ｋと中間転写ベルト２５との間に設定される速
度差が、プロセススピードが相対的に遅いときに大きくなるように、例えば、プロセスス
ピードが最も遅いとき、つまり、プロセススピードが８０ｍｍ／ｓのときに最大となるよ
うに設定されており、プロセススピードが１２０ｍｍ／ｓ、１６０ｍｍ／ｓと順次速くな
るに従って小さくなるように設定されている。ただし、プロセススピードが最も遅いとき
、感光体ドラム１５Ｙ、１５Ｍ、１５Ｃ、１５Ｋと中間転写ベルト２５との間に設定され
る速度差が最大となれば、他のプロセススピードにおいては、任意に設定しても良い。
【００７８】
　さらに、この実施の形態では、上記制御回路５０は、プロセススピードが最も遅いとき
に、単位時間当りの各画像形成ユニット１３Ｙ、１３Ｍ、１３Ｃ、１３Ｋの感光体ドラム
１５Ｙ、１５Ｍ、１５Ｃ、１５Ｋと中間転写ベルト２５との間の移動変化量の差が最大と
なるように設定されている。即ち、この実施の形態では、プロセススピードが８０ｍｍ／
ｓのときに、中間転写ベルト２５の移動速度が８０ｍｍ／ｓ、つまり単位時間（１秒間）
当りの移動量が８０ｍｍに設定されているとともに、各画像形成ユニット１３Ｙ、１３Ｍ
、１３Ｃ、１３Ｋの感光体ドラム１５Ｙ、１５Ｍ、１５Ｃ、１５Ｋの移動速度が７８．８
ｍｍ／ｓ、つまり単位時間当りの移動量が７８．８ｍｍに設定されており、単位時間（１
秒）当りの両者の移動変化量の差が１．２ｍｍとなっている。
【００７９】
　これに対して、この実施の形態では、プロセススピードが１６０ｍｍ／ｓのときに、中
間転写ベルト２５の移動速度が１６０ｍｍ／ｓ、つまり単位時間当りの移動量が１６０ｍ
ｍに設定されているとともに、各画像形成ユニット１３Ｙ、１３Ｍ、１３Ｃ、１３Ｋの感
光体ドラム１５Ｙ、１５Ｍ、１５Ｃ、１５Ｋの移動速度が１５９．２ｍｍ／ｓ、つまり単
位時間当りの移動量が１５９．２ｍｍに設定されており、単位時間（１秒）当りの両者の
移動変化量の差が０．８ｍｍと、プロセススピードが最も遅い８０ｍｍ／ｓのときと比較
して小さく設定されている。
【００８０】
　また、この実施の形態では、プロセススピードが１２０ｍｍ／ｓのときに、中間転写ベ
ルト２５の移動速度が１２０ｍｍ／ｓ、つまり単位時間当りの移動量が１２０ｍｍに設定
されているとともに、各画像形成ユニット１３Ｙ、１３Ｍ、１３Ｃ、１３Ｋの感光体ドラ
ム１５Ｙ、１５Ｍ、１５Ｃ、１５Ｋの移動速度が１１８．８ｍｍ／ｓ、つまり単位時間当
りの移動量が１１８．８ｍｍに設定されており、単位時間（１秒）当りの両者の移動変化
量の差が１．２ｍｍと、プロセススピードが最も遅い８０ｍｍ／ｓと等しい最大値に設定
されている。
【００８１】
　図７はこの実施の形態に係るデジタルカラープリンター及び複写機の各現像装置に現像
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バイアス電圧を印加する電源回路をそれぞれ示すものである。
【００８２】
　この実施の形態では、図７に示すように、イエロー色の現像機１７Ｙと、マゼンタ色の
現像機１７Ｙに、バイアス印加用のコンデンサＣ１、Ｃ２を介して、同一の高圧電源とし
ての高圧ユニット６１によって、交流（ＡＣ）の現像バイアス電圧（所定のＰ－Ｐ電圧及
び周波数）を印加するとともに、黒色用の現像機１７Ｋと当該黒色用の現像機１７Ｋに隣
接して配置されるシアン用の現像機１７Ｃに、バイアス印加用のコンデンサＣ３、Ｃ４を
介して、同一の高圧電源としての高圧ユニット６２によって交流（ＡＣ）の現像バイアス
電圧（所定のＰ－Ｐ電圧及び周波数）を印加するように構成されている。また、上記イエ
ロー、マゼンタ、シアン、黒色の各現像機１７Ｙ、１７Ｍ、１７Ｃ、１７Ｋには、それぞ
れ異なる高圧電源としての高圧ユニット６３Ｙ、６３Ｍ、６３Ｃ、６３Ｋによって、直流
（ＤＣ）の現像バイアス電圧を印加するように構成されている。
【００８３】
　また、上記イエロー（Ｙ）、マゼンタ（Ｍ）、シアン（Ｃ）、黒（Ｋ）の各色の画像形
成ユニット１３Ｙ、１３Ｍ、１３Ｃ、１３Ｋの帯電ロール１６Ｙ、１６Ｍ、１６Ｃ、１６
Ｋには、図８に示すように、それぞれ異なる高圧電源としての高圧ユニット６４Ｙ、６４
Ｍ、６４Ｃ、６４Ｋによって、交流バイアス電圧又は直流バイアス電圧を重畳した交流バ
イアス電圧からなる帯電バイアス電圧が個別に印加されるようになっている。
【００８４】
　また、上記高圧ユニット６４Ｙ、６４Ｍ、６４Ｃ、６４Ｋは、プロセススピードに応じ
て、交流バイアス電圧の周波数ｆを制御することが可能に構成されていても良い。
【００８５】
　更に、上記イエロー色の現像装置とマゼンタ色の現像装置に、現像バイアス電圧を印加
する高圧ユニット、及び黒色用の現像装置とシアン用の現像装置に、現像バイアス電圧を
印加する高圧ユニット、並びにイエロー（Ｙ）、マゼンタ（Ｍ）、シアン（Ｃ）、黒（Ｋ
）の各帯電ロール１６に帯電バイアス電圧を印加する高圧ユニット１３Ｙ、１３Ｍ、１３
Ｃ、１３Ｋは、制御回路５０によって、印加電圧及び電圧のタイミングが制御されるよう
になっている。
【００８６】
　以上の構成において、この実施の形態に係るプリンター及び複写機においては、次のよ
うにして、低速モードを有する画像形成装置においても、電源装置の大型化やコストアッ
プを回避しつつ、画像流れが発生するのを抑制することができ、しかも、感光体表面の摩
耗を抑制して、感光体の長寿命化を図ることが可能となっている。
【００８７】
　すなわち、この実施の形態に係るプリンター及び複写機では、図２及び図３に示すよう
に、イエロー（Ｙ）、マゼンタ（Ｍ）、シアン（Ｃ）、黒（Ｋ）の各画像形成ユニット１
３Ｙ、１３Ｍ、１３Ｃ、１３Ｋの感光体ドラム１５Ｙ、１５Ｍ、１５Ｃ、１５Ｋの表面を
、帯電ロール１６によって所定の電位に帯電した後、画像露光装置１４によって各色の画
像データに応じた画像露光を施して静電潜像を形成し、これら感光体ドラム１５Ｙ、１５
Ｍ、１５Ｃ、１５Ｋの表面に形成された静電潜像を、対応する色の現像器１７によって現
像することにより、当該感光体ドラム１５Ｙ、１５Ｍ、１５Ｃ、１５Ｋ上にイエロー（Ｙ
）、マゼンタ（Ｍ）、シアン（Ｃ）、黒（Ｋ）の各色のトナー像を形成する。
【００８８】
　そして、上記プリンター及び複写機では、図２及び図３に示すように、感光体ドラム１
５Ｙ、１５Ｍ、１５Ｃ、１５Ｋ上に形成されたイエロー（Ｙ）、マゼンタ（Ｍ）、シアン
（Ｃ）、黒（Ｋ）の各色のトナー像を、中間転写ベルト２５上に順次多重に転写した後、
当該中間転写ベルト２５上から記録用紙へと一括して二次転写し、定着器３１によって定
着することにより、フルカラーの画像やモノクロの画像を形成するようになっている。
【００８９】
　その際、上記感光体ドラム１５Ｙ、１５Ｍ、１５Ｃ、１５Ｋの表面は、帯電ロール１６
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によって所定の電位に帯電される際に、当該感光体ドラム１５Ｙ、１５Ｍ、１５Ｃ、１５
Ｋの表面には、放電生成物が付着するが、感光体ドラム１５Ｙ、１５Ｍ、１５Ｃ、１５Ｋ
の表面には、長寿命化のために、化学式（１）で表される化合物を主成分とした表面層（
ＯＣＬ）が設けられており、膜摩耗を抑制するように構成されている。そのため、上記感
光体ドラム１５Ｙ、１５Ｍ、１５Ｃ、１５Ｋの表面には、放電生成物が蓄積し易くなって
いる。
【００９０】
　かかる状況下において、高温高湿環境でプリンター等を使用すると、感光体ドラム１５
Ｙ、１５Ｍ、１５Ｃ、１５Ｋの表面に蓄積した放電生成物が吸湿し、所謂像流れが発生し
易くなる。特に、この像流れ現象は、感光体ドラム１５Ｙ、１５Ｍ、１５Ｃ、１５Ｋの表
面が帯電ロール１６から現像器１７まで移動するのに要する時間が長い低速モードにおい
て顕著に発生する。
【００９１】
　そこで、この実施の形態では、各現像器１７Ｙ、１７Ｍ、１７Ｃ、１７Ｋで使用される
現像剤Ｇのトナー中に、潤滑剤としてステアリン酸亜鉛０．５重量部、及び研磨粒子とし
て酸化セリウム１．０重量部が添加されており、感光体ドラム１５Ｙ、１５Ｍ、１５Ｃ、
１５Ｋの表面に形成された静電潜像を現像する際に、トナーと共に潤滑剤及び研磨粒子が
感光体ドラム１５Ｙ、１５Ｍ、１５Ｃ、１５Ｋの表面に付着するようになっている。
【００９２】
　上記感光体ドラム１５Ｙ、１５Ｍ、１５Ｃ、１５Ｋの表面にトナーと共に付着した潤滑
剤及び研磨粒子は、図１に示すように、一部が中間転写ベルト２５の表面に転移し、他の
一部が感光体ドラム１５Ｙ、１５Ｍ、１５Ｃ、１５Ｋの表面に残留する。
【００９３】
　その際、上記中間転写ベルト２５と感光体ドラム１５Ｙ、１５Ｍ、１５Ｃ、１５Ｋの表
面との間には、所定の速度差ΔＳが設定されているため、中間転写ベルト２５の表面に転
移する潤滑剤及び研磨粒子、特に研磨粒子は、研摩作用を発揮し、感光体ドラム１５Ｙ、
１５Ｍ、１５Ｃ、１５Ｋの表面に蓄積した放電生成物を除去するようになっている。
【００９４】
　また、感光体ドラム１５Ｙ、１５Ｍ、１５Ｃ、１５Ｋの表面に残留した潤滑剤及び研磨
粒子は、クリーニング装置１８のクリーニングブレードによって除去される際に、研摩作
用を発揮し、感光体ドラム１５Ｙ、１５Ｍ、１５Ｃ、１５Ｋの表面に蓄積した放電生成物
を除去するようになっている。
【００９５】
　しかも、この実施の形態では、中間転写ベルト２５と感光体ドラム１５Ｙ、１５Ｍ、１
５Ｃ、１５Ｋの表面との間に設定される所定の速度差が、プロセススピードが最も遅いと
きに最大となるように設定されているので、像流れが顕著に発生し易くなる低速モードに
おいて、中間転写ベルト２５と感光体ドラム１５Ｙ、１５Ｍ、１５Ｃ、１５Ｋとの間の速
度差によって、研磨粒子による十分な研摩作用を発揮させることができ、高温高湿環境下
における低速モード時に、像流れが顕著に発生するのを抑制することができる。
【００９６】
　さらに、この実施の形態では、中間転写ベルト２５と感光体ドラム１５Ｙ、１５Ｍ、１
５Ｃ、１５Ｋの表面との間に設定される所定の速度差が、プロセススピードが最も遅いと
きに最大となり、他のプロセススピードでは、両者の速度差が相対的に小さくなるように
設定されているため、像流れが顕著に発生し難い中速モードや高速モードにおいて、感光
体ドラム１５Ｙ、１５Ｍ、１５Ｃ、１５Ｋの表面を過剰に研摩して、当該感光体ドラム１
５Ｙ、１５Ｍ、１５Ｃ、１５Ｋの寿命が短くなるのを回避することができる。
【００９７】
　なお、上記実施の形態では、主に、高温高湿環境下について説明したが、機内の温度や
湿度を検知する図示しないセンサーを備えて、像流れが発生し難い高温高湿環境以外の低
温低湿環境下等においては、中間転写ベルト２５と感光体ドラム１５Ｙ、１５Ｍ、１５Ｃ
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、１５Ｋの表面との間に設定される所定の速度差を、低速モードであっても小さな値に設
定しても勿論良い。
【００９８】
　実験例１～４
　次に、本発明者らは、本発明の効果を確認するため、図２に示すようなプリンターとし
て、富士ゼロックス製フルカラープリンターＣ３５３０の改造機（中間転写タイプ）を用
いて、印字率各色５％のチャートでＡ４サイズの記録用紙に１０Ｋ（１万枚）プリントを
実施し、温度２８℃、湿度８０％の高温高湿環境下に２４時間放置した後、各色の全面ハ
ーフトーン画像（３０％濃度）を出力し、画像流れの発生を評価する実験を行った。
【００９９】
　実験条件及び実験結果は、図８に示した通りである。
【０１００】
　なお、図中、各パラメータは次の通りである。
　Ｓｔ：中間転写ベルト速度
　Ｓｐ：感光体ドラム速度
　ＳＲ：（１－Ｓｐ／Ｓｔ）×１００
　Ｌ：Ｓｔ－Ｓｐ
　ｆ：帯電ロールの交流バイアスの周波数
　帯電ロール印加バイアス
　ＡＣ成分：１．５ｋＶｐ－ｐ
　ＤＣ成分：－７００Ｖ
【０１０１】
　図８から明らかなように、中間転写ベルトの移動速度であるプロセススピードが１６０
ｍｍ／ｓ、感光体ドラムの移動速度が１５９．２ｍｍ／ｓのとき（速度差が０．５％）に
は、画像流れが未発生であったが、中間転写ベルトの移動速度であるプロセススピードが
８０ｍｍ／ｓ、感光体ドラムの移動速度が７９．６ｍｍ／ｓのとき（速度差が０．５％）
には、画像流れが顕著に発生した。
【０１０２】
　これに対して、図８に示すように、中間転写ベルトの移動速度であるプロセススピード
が８０ｍｍ／ｓ、感光体ドラムの移動速度が７９．２ｍｍ／ｓのとき（速度差が１．０％
）には、画像流れが軽微に発生したが、実使用可能な状態であり、中間転写ベルトの移動
速度であるプロセススピードが同じく８０ｍｍ／ｓ、感光体ドラムの移動速度が７８．８
ｍｍ／ｓのとき（速度差が１．５％）には、画像流れが未発生であった。
【０１０３】
　このように、プロセススピードが最も遅い８０ｍｍ／ｓのときに、中間転写ベルトと感
光体ドラムの速度差を、最大の１．０％又は１．５％に設定することにより、低速モード
においても、画像流れの発生を抑制乃至防止することができることがわかった。
【０１０４】
　また、プロセススピードが最も遅い８０ｍｍ／ｓのときに、中間転写ベルトと感光体ド
ラムの速度差を１．０％に設定した場合、単位時間当りの感光体ドラムと中間転写ベルト
との間の移動変化量Ｌは、速度差を０．５％に設定したプロセススピードが最も速い１６
０ｍｍ／ｓのときと同じ０．８ｍｍであるが、中間転写ベルトと感光体ドラムの速度差を
１．５％に設定した場合には、単位時間当りの感光体ドラムと中間転写ベルトとの間の移
動変化量Ｌが、最大である１．２ｍｍとなっており、単位時間当りの感光体ドラムと中間
転写ベルトとの間の移動変化量Ｌが実質的に影響していることが判った。
【０１０５】
　なお、上記実施例では、図８に示すように、感光体ドラムが帯電ロールによって帯電さ
れる際に受ける放電ストレスｆ／Ｓｐを、すべての実験例で一定とするため、感光体ドラ
ムの移動速度Ｓｐに応じて、帯電ロールに印加する交流バイアスの周波数ｆを変化させて
いる。そのため、感光体ドラムの移動速度Ｓｐに応じて、帯電ロールに印加する交流バイ
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アスの周波数ｆを変化させない場合には、低速モードにおける画像流れの発生度合いが上
昇することになる。
【０１０６】
　また、上記実施例では、中間転写ベルトの移動速度をプリンター等のプロセススピード
に等しく設定し、感光体ドラムの移動速度をこれによりも遅くしているのは、中間転写ベ
ルトの移動速度は、プリンター等の生産性を直接決定するものであるため、生産性を確保
する目的と、感光体ドラムの移動速度をこれによりも遅くすることにより、中間転写ベル
トにブレーキを掛ける傾向とし、粘弾性体である中間転写ベルトに振動等が発生するのを
防止するためである。
【０１０７】
　実験例５～７
　実験例１と同様の評価方法において、中間転写ベルトと感光体ドラムとの速度差、及び
両者間の単位時間当りの移動量の差を変化させた場合における画像流れの抑制効果を確認
した。
【０１０８】
　図９は上記実験例５～７の実験結果を示すものである。
【０１０９】
　この図９から明らかなように、中間転写ベルトの移動速度であるプロセススピードが１
２０ｍｍ／ｓ、感光体ドラムの移動速度が１１９．４ｍｍ／ｓのとき（速度差が０．５％
）には、画像流れが顕著に発生していたのに対して、感光体ドラムの移動速度が１１９．
２ｍｍ／ｓのとき（速度差が１．０％）では、画像流れの発生が実使用上問題とならない
程度の軽微なものとなり、感光体ドラムの移動速度が１１８．８ｍｍ／ｓのとき（速度差
が１．５％）では、画像流れが発生しなかった。
【０１１０】
　このように、感光体ドラム１５が帯電ロール１６によって帯電される際に受ける放電ス
トレスｆ／Ｓｐが、１０、１０、１０．１と高速モードである１６０ｍｍ／ｓに対して相
対的に大きい値であっても、中間転写ベルトと感光体ドラムの速度差を、１．０％以上に
設定することにより、画像流れの発生を抑制乃至防止できることがわかった。
【０１１１】
　しかも、この実施の形態では、実験例１と実験例６、７の比較から明らかなように、中
間転写ベルトと感光体ドラムの速度差が、０．５％から０．７％に大きく設定した場合、
両者間の単位時間当たりの移動量の差Ｌが、０．８ｍｍと等しく、１２０ｍｍ／ｓにおい
て画像流れが軽微に発生していたのに対して、両者間の単位時間当たりの移動量の差Ｌを
、１．２ｍｍと大きく設定することにより、１２０ｍｍ／ｓにおいて画像流れの発生を防
止することができ、両者間の単位時間当たりの移動量の差Ｌが大きく影響していることが
わかった。
【０１１２】
　比較例
　実験例１において、使用したトナーに対して、研摩粒子のみを除いたトナーに代えて同
じ評価を実施したところ、画像流れが顕著に発生した。
【０１１３】
　その結果、トナー中の研摩粒子が画像流れの発生を抑制していることは明らかである。
【０１１４】
　なお、前記研摩粒子供給手段としては、像担持体のクリーニング装置にクリーニングブ
ラシを設け、当該クリーニングブラシが固形の研摩剤に接触しつつ、微量ずつ感光体ドラ
ムの表面に供給するものを用いても良い。
【図面の簡単な説明】
【０１１５】
【図１】図１はこの発明の実施の形態１に係る画像形成装置としてのタンデム型のフルカ
ラープリンターの要部を示す拡大構成図である。
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【図２】図２はこの発明の実施の形態１に係る画像形成装置としてのタンデム型のフルカ
ラープリンターを示す構成図である。
【図３】図３はこの発明の実施の形態１に係る画像形成装置としてのタンデム型のフルカ
ラー複写機を示す構成図である。
【図４】図４は感光体ドラムの層構成を示す模式図である。
【図５】図５はこの発明の実施の形態１に係る画像形成装置としてのタンデム型のフルカ
ラープリンターの駆動系を示す模式図である。
【図６】図６はこの発明の実施の形態１に係る画像形成装置としてのタンデム型のフルカ
ラープリンターの駆動系を示すブロック図である。
【図７】図７はこの発明の実施の形態１に係る画像形成装置としてのタンデム型のフルカ
ラープリンターの電気系を示すブロック図である。
【図８】図８は実験例１～４の結果を示す図表である。
【図９】図９は実験例５～７の結果を示す図表である。
【符号の説明】
【０１１６】
　１５：感光体ドラム（像担持体）、１６：帯電ロール、１７：現像装置（研摩粒子供給
手段）、１８：クリーニング装置、２５：中間転写ベルト、５０：制御回路。

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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