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(57)【要約】
【課題】現像剤を十分に攪拌して濃度低下及び濃度むら
の発生を防止することが可能な現像装置を提供する。
【解決手段】現像装置は、現像容器と、現像ローラーと
、規制ブレードと、を備える。現像ローラーは、直径が
１６ｍｍの円筒形状であり、固定磁石と、現像スリーブ
と、を有する。固定磁石の汲上極は、現像スリーブの外
周面への現像剤の汲み上げを行う。固定磁石の剥離極は
、汲上極と同極であり、汲上極との間に現像スリーブの
外周面に現像剤を磁気吸着する力を消失させる同極反発
部Ｒｓを形成する。同極反発部Ｒｓ内には、現像スリー
ブの表面の法線方向磁束密度と、現像スリーブの表面か
ら２ｍｍ離隔した箇所の法線方向磁束密度との差の最小
値が、０ｍＴ以上１ｍＴ以下となる箇所が含まれる。
【選択図】図４
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　像担持体に供給するトナーを含む現像剤を収容する現像容器と、
　前記現像容器に回転可能に支持され、前記像担持体と対向する現像領域において前記像
担持体に前記現像容器内の前記トナーを供給する現像剤担持体と、
　前記現像領域よりも前記現像剤担持体の回転方向上流側に配置され、前記現像剤担持体
が担持する前記現像剤の層厚を規制する規制ブレードと、
を備え、
　前記現像剤担持体は、直径が１６ｍｍの円筒形状であり、
　　周方向に沿って複数の磁極が配列された固定磁石と、
　　前記固定磁石の周囲に回転可能に支持されて外周面に前記現像剤を担持する現像スリ
ーブと、
を有し、
　複数の前記磁極は、
　　前記規制ブレードよりも前記現像スリーブの回転方向上流側に配置され、前記現像ス
リーブの外周面への前記現像剤の汲み上げを行う汲上極と、
　　前記汲上極よりも前記現像スリーブの回転方向上流側に配置され、前記汲上極との間
に、前記現像スリーブの外周面に前記現像剤を磁気吸着する力を消失させる同極反発部を
形成する前記汲上極と同極の剥離極と、
を有し、
　前記同極反発部内には、前記現像スリーブの表面の法線方向磁束密度と、前記現像スリ
ーブの表面から２ｍｍ離隔した箇所の法線方向磁束密度との差の最小値が、０ｍＴ以上１
ｍＴ以下となる箇所が含まれることを特徴とする現像装置。
【請求項２】
　前記同極反発部内の法線方向磁束密度の分布を表す曲線は、前記現像スリーブの回転方
向上流部に同極の変曲点を有し、前記現像スリーブの回転方向下流部に異極の極小点を有
し、
　前記変曲点の近傍において、前記現像スリーブの表面の法線方向磁束密度と、前記現像
スリーブの表面から２ｍｍ離隔した箇所の法線方向磁束密度との差の最小値が、０ｍＴ以
上１ｍＴ以下となる箇所が含まれることを特徴とする請求項１に記載の現像装置。
【請求項３】
　複数の前記磁極は、周方向における前記汲上極と前記剥離極との間に前記汲上極及び前
記剥離極と同極の解離極を有し、
　前記現像剤担持体の中心に対する前記解離極の外周部の半径は、前記汲上極及び前記剥
離極それぞれの外周部の半径よりも小さいことを特徴とする請求項１または請求項２に記
載の現像装置。
【請求項４】
　請求項１から請求項３のいずれかに記載の現像装置を備える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、現像装置及びそれを備えた画像形成装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　複写機やプリンター等の電子写真方式の画像形成装置では、感光体ドラム（像担持体）
の表面に形成した静電潜像にトナーを付着させて現像することで、後に用紙に転写される
トナー像を形成する装置が広く利用されている。現像装置では、均一な画像を継続して形
成するために、現像容器の内部に収容したトナーを含む現像剤を、現像容器の内部におい
て攪拌しながら搬送している。
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【０００３】
　現像装置の構成は、濃度低下や濃度むらの発生を抑制することに配慮する必要がある。
現像装置における濃度低下や濃度むらの一因としては、例えば、現像ローラー（現像剤担
持体）の表面に担持され、現像ローラーと感光体ドラムとが対向する現像領域を通過した
現像剤が現像ローラーから剥離した後、他の現像剤と混ざり、攪拌される前に、そのまま
現像ローラーの表面に再付着することが知られている。このような不具合の解消に関連す
る従来技術の一例が特許文献１に開示されている。
【０００４】
　特許文献１で開示された従来の現像装置は、固定磁石と、固定磁石の周囲に回転可能に
支持されたスリーブと、を含む現像ローラーを備える。固定磁石は、現像剤をスリーブの
外周面から分離させる第１磁極と、現像剤をスリーブの外周面に汲み上げる第２磁極とを
備える。第１磁極と第２磁極との極間では、磁力の水平方向（接線方向）成分が０よりも
大きく設定されるとともに、水平方向（接線方向）成分の磁力の変化量が０．５ｍＴ以下
のフラット領域が１０度以上の範囲にわたって形成される。これにより、現像剤をスリー
ブから安定して分離させることができる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２０１７－１９１２２０号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかしながら、特許文献１で開示された従来の現像装置の場合、現像ローラーの回転数
が高くなるほど、現像ローラーから分離した現像剤が汲上極である第２磁極側へと引き寄
せられる虞があった。すなわち、現像ローラーから分離した直後の現像剤が、そのまま現
像ローラーへ汲み上げられ、再付着する虞があった。現像ローラーから分離した直後の現
像剤の現像ローラーへの再付着を抑制し、現像剤を十分に攪拌して濃度低下、濃度むらの
発生を防止することが課題であった。
【０００７】
　本発明は、上記の点を鑑みてなされたものであり、現像剤を十分に攪拌して濃度低下及
び濃度むらの発生を防止することが可能な現像装置及び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】
【０００８】
　上記の課題を解決するため、本発明の現像装置は、現像容器と、現像剤担持体と、規制
ブレードと、を備える。現像容器は、像担持体に供給するトナーを含む現像剤を収容する
。現像剤担持体は、現像容器に回転可能に支持され、像担持体と対向する現像領域におい
て像担持体に現像容器内のトナーを供給する。規制ブレードは、現像領域よりも現像剤担
持体の回転方向上流側に配置され、現像剤担持体が担持する現像剤の層厚を規制する。さ
らに、現像剤担持体は、直径が１６ｍｍの円筒形状であり、固定磁石と、現像スリーブと
、を有する。固定磁石は、周方向に沿って複数の磁極が配列される。現像スリーブは、固
定磁石の周囲に回転可能に支持されて外周面に現像剤を担持する。複数の磁極は、汲上極
と、剥離極と、を有する。汲上極は、規制ブレードよりも現像スリーブの回転方向上流側
に配置され、現像スリーブの外周面への現像剤の汲み上げを行う。剥離極は、汲上極と同
極であり、汲上極よりも現像スリーブの回転方向上流側に配置され、汲上極との間に、現
像スリーブの外周面に現像剤を磁気吸着する力を消失させる同極反発部を形成する。同極
反発部内には、現像スリーブの表面の法線方向磁束密度と、現像スリーブの表面から２ｍ
ｍ離隔した箇所の法線方向磁束密度との差の最小値が、０ｍＴ以上１ｍＴ以下となる箇所
が含まれる。
【発明の効果】
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【０００９】
　本発明の構成によれば、現像領域を通過して現像剤担持体から剥離した現像剤は、水平
方向において、現像剤担持体の現像領域に対する反対側の外周部よりも現像剤担持体から
離隔した場所に落下する。すなわち、現像剤が現像剤担持体に汲み上げられる箇所に対し
て離隔した領域に、現像剤担持体から剥離した現像剤が落下する。これにより、現像剤担
持体から剥離した直後の現像剤の現像剤担持体への再付着を抑制することができる。した
がって、現像装置において、現像剤を十分に攪拌して濃度低下及び濃度むらの発生を防止
することが可能になる。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】本発明の実施形態の画像形成装置の構成を示す概略断面図である。
【図２】本発明の実施形態の画像形成装置の画像形成部の垂直断面図である。
【図３】本発明の実施形態の現像装置の現像ローラー、規制ブレード及び第２攪拌部材周
辺を示す部分垂直断面図である。
【図４】本発明の実施形態の現像装置の実施例の現像ローラーの同極反発部周辺の法線方
向磁束密度の分布を示すグラフである。
【図５】本発明の実施形態の現像装置に対する比較例の現像ローラーの同極反発部周辺の
法線方向磁束密度の分布を示すグラフである。
【図６】実施例及び比較例の現像装置の現像ローラーの同極反発部内の法線方向磁束密度
を示すグラフである。
【図７】実施例及び比較例の現像装置の現像ローラーの現像剤落下地点に係る評価結果を
示すグラフである。
【図８】図７に示した評価の方法の説明図である。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
　以下、本発明の実施形態を図に基づき説明する。なお、本発明は以下の内容に限定され
るものではない。
【００１２】
　図１は、実施形態の画像形成装置１の構成を示す概略断面図である。図２は、画像形成
装置１の画像形成部２０の垂直断面図である。本実施形態の画像形成装置１の一例として
は、中間転写ベルト３１を用いてトナー像を用紙Ｓに転写するタンデム方式のカラープリ
ンターである。画像形成装置１は、例えばプリント（印刷）、スキャン（画像読取）、フ
ァクシミリ送信等の機能を備えたいわゆる複合機であって良い。
【００１３】
　画像形成装置１は、図１及び図２に示すように、その本体２に設けられた、給紙部３、
用紙搬送部４、露光部５、画像形成部２０、転写部３０、定着部６、用紙排出部７及び制
御部８を含む。
【００１４】
　給紙部３は、複数枚の用紙Ｓを収容し、印刷時に用紙Ｓを１枚ずつ分離して送り出す。
用紙搬送部４は、給紙部３から送り出された用紙Ｓを二次転写部３３及び定着部６へと搬
送し、さらに定着後の用紙Ｓを用紙排出口４ａから用紙排出部７に排出する。両面印刷が
行われる場合、用紙搬送部４は、第一面の定着後の用紙Ｓを分岐部４ｂによって反転搬送
部４ｃに振り分け、用紙Ｓを再度、二次転写部３３及び定着部６へと搬送する。露光部５
は、画像データに基づき制御されたレーザー光を画像形成部２０に向かって照射する。
【００１５】
　画像形成部２０は、中間転写ベルト３１の下方に配置される。画像形成部２０は、イエ
ロー用の画像形成部２０Ｙ、シアン用の画像形成部２０Ｃ、マゼンタ用の画像形成部２０
Ｍ及びブラック用の画像形成部２０Ｂを含む。これらの４つの画像形成部２０は、基本的
な構成が同じである。これにより、以下の説明において、特に限定する必要がある場合を
除き、各色を表す「Ｙ」、「Ｃ」、「Ｍ」、「Ｂ」の識別記号は省略することがある。
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【００１６】
　画像形成部２０は、所定の方向（図１及び図２における時計回り）に回転可能に支持さ
れた感光体ドラム（像担持体）２１を備える。画像形成部２０は、さらに感光体ドラム２
１の周囲に、その回転方向に沿って帯電部２２、現像装置４０及びドラムクリーニング部
２３を備える。なお、現像装置４０とドラムクリーニング部２３との間に一次転写部３２
が配置される。
【００１７】
　帯電部２２は、感光体ドラム２１の表面を所定電位に帯電させる。そして、露光部５か
ら照射されたレーザー光によって感光体ドラム２１の表面に原稿画像の静電潜像が形成さ
れる。現像装置４０は、この静電潜像にトナーを付着させて現像し、トナー像を形成する
。４つの画像形成部２０それぞれは、異なる色のトナー像を形成する。
【００１８】
　転写部３０は、中間転写ベルト３１、一次転写部３２Ｙ、３２Ｃ、３２Ｍ、３２Ｂ、二
次転写部３３及びベルトクリーニング部３４を備える。中間転写ベルト３１は、４つの画
像形成部２０の上方に配置される。中間転写ベルト３１は、所定の方向（図１における反
時計回り）に回転可能に支持され、４つの画像形成部２０それぞれで形成されたトナー像
が順次重ねて一次転写される中間転写体である。４つの画像形成部２０は、中間転写ベル
ト３１の回転方向上流側から下流側に向けて一列に並んだいわゆるタンデム方式にして配
置される。
【００１９】
　一次転写部３２Ｙ、３２Ｃ、３２Ｍ、３２Ｂは、中間転写ベルト３１を挟んで、各色の
画像形成部２０Ｙ、２０Ｃ、２０Ｍ、２０Ｂの上方に配置される。二次転写部３３は、用
紙搬送部４の、定着部６よりも用紙搬送方向上流側であって、転写部３０の、各色の画像
形成部２０Ｙ、２０Ｃ、２０Ｍ、２０Ｂよりも中間転写ベルト３１の回転方向下流側に配
置される。ベルトクリーニング部３４は、各色の画像形成部２０Ｙ、２０Ｃ、２０Ｍ、２
０Ｂよりも中間転写ベルト３１の回転方向上流側に配置される。
【００２０】
　トナー像は、各色の一次転写部３２Ｙ、３２Ｃ、３２Ｍ、３２Ｂで中間転写ベルト３１
の外周面に一次転写される。そして、中間転写ベルト３１の回転とともに所定のタイミン
グで４つの画像形成部２０のトナー像が連続して重ねて中間転写ベルト３１に転写される
ことにより、中間転写ベルト３１の外周面にはイエロー、シアン、マゼンタ、ブラックの
４色のトナー像が重ね合わされたカラートナー像が形成される。ドラムクリーニング部２
３は、一次転写後に感光体ドラム２１の表面に残留するトナー等を除去してクリーニング
する。
【００２１】
　中間転写ベルト３１の外周面のカラートナー像は、用紙搬送部４によって同期をとって
送られてきた用紙Ｓに、二次転写部３３に形成される二次転写ニップ部で転写される。ベ
ルトクリーニング部３４は、二次転写後に中間転写ベルト３１の表面に残留するトナー等
を除去してクリーニングする。
【００２２】
　定着部６は、トナー像が転写された用紙Ｓを加熱、加圧してトナー像を用紙Ｓに定着さ
せる。
【００２３】
　制御部８は、不図示のＣＰＵ、画像処理部、記憶部、その他の電子回路及び電子部品を
含む。ＣＰＵは、記憶部に記憶された制御用のプログラムやデータに基づき、画像形成装
置１に設けられた各構成要素の動作を制御して画像形成装置１の機能に係る処理を行う。
給紙部３、用紙搬送部４、露光部５、画像形成部２０、転写部３０及び定着部６それぞれ
は、制御部８から個別に指令を受け、連動して用紙Ｓへの印刷を行う。記憶部は、例えば
不図示のプログラムＲＯＭ（Read Only Memory）、データＲＯＭなどといった不揮発性の
記憶装置と、ＲＡＭ（Random Access Memory）のような揮発性の記憶装置との組み合わせ
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で構成される。
【００２４】
　続いて、現像装置４０の構成について、図２に加えて図３を用いて説明する。図３は、
第１実施形態の現像装置４０の現像ローラー４７、規制ブレード４８及び第２攪拌部材４
６周辺を示す部分垂直断面図である。なお、各色の現像装置４０は基本的な構成が同じで
あるので、構成要素について各色を表す識別記号の記載と、説明とを省略する。また、こ
の説明において「軸線方向」は、互いに平行に延びる感光体ドラム２１、第１攪拌部材４
５、第２攪拌部材４６及び現像ローラー４７それぞれの回転の軸線方向（図２及び図３の
紙面奥行き方向）を表す。
【００２５】
　現像装置４０は、例えば画像形成装置１の本体２に対して着脱可能である。現像装置４
０は、図２及び図３に示すように、現像容器４１、仕切り部４２、第１攪拌室４３、第２
攪拌室４４、第１攪拌部材４５、第２攪拌部材４６、現像ローラー（現像剤担持体）４７
及び規制ブレード４８を備える。
【００２６】
　現像容器４１は、現像装置４０から感光体ドラム２１の表面に供給する現像剤として、
例えばトナー及び磁性キャリアを含む二成分現像剤を収容する。現像容器４１は、感光体
ドラム２１の回転中心が延びる軸線方向に沿って延びる細長い形状であって、その長手方
向を水平にして配置される。
【００２７】
　仕切り部４２は、現像容器４１の内部の下部に設けられる。仕切り部４２は、現像容器
４１の下部の、軸線方向と交差する方向（図２の左右横方向）の略中央部に設けられ、軸
線方向及び上下方向に延びる。仕切り部４２は、現像容器４１の内部を、軸線方向と交差
する方向において区分する。
【００２８】
　第１攪拌室４３及び第２攪拌室４４は、現像容器４１の内部に設けられる。第１攪拌室
４３及び第２攪拌室４４は、現像容器４１の内部が仕切り部４２によって区分されること
で形成され、互いに並列配置される。第２攪拌室４４は、現像容器４１の内部の、現像ロ
ーラー４７の配置領域の下方に隣接して配置される。第１攪拌室４３は、現像容器４１の
内部の、第２攪拌室４４よりも現像ローラー４７から離隔した領域に配置される。第１攪
拌室４３には、不図示の現像剤補給管を介し、コンテナ５１（図１参照）に収容された現
像剤が補給される。
【００２９】
　仕切り部４２は、軸線方向の両端部側それぞれに配置された不図示の現像剤連通部を備
える。２つの現像剤連通部は、第１攪拌室４３及び第２攪拌室４４それぞれの長手方向の
両端部側で仕切り部４２を貫通し、第１攪拌室４３及び第２攪拌室４４を連通させる。
【００３０】
　第１攪拌部材４５は、第１攪拌室４３の内部に配置される。第２攪拌部材４６は、第２
攪拌室４４の内部に配置される。第２攪拌部材４６は、現像ローラー４７に近接して平行
に延びる。第１攪拌部材４５及び第２攪拌部材４６は、感光体ドラム２１と平行に延びる
軸線回りに回転可能にして現像容器４１に支持される。第１攪拌部材４５及び第２攪拌部
材４６は、その軸線回りに回転することで、回転の軸線方向に沿って互いに反対方向に現
像剤を攪拌しながら搬送し、所定の搬送方向で循環させる。
【００３１】
　第１攪拌部材４５及び第２攪拌部材４６の回転により、現像剤は、仕切り部４２の軸線
方向の両端部側それぞれに設けられた現像剤連通部を通って、第１攪拌室４３と、第２攪
拌室４４との間を循環する。第１攪拌室４３及び第２攪拌室４４において、外部から補給
されたトナー（正帯電トナー）が磁性キャリアと混合されて攪拌され、帯電される。
【００３２】
　現像ローラー４７は、現像容器４１の内部の、第２攪拌部材４６の上方に配置される。
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現像ローラー４７は、感光体ドラム２１と平行に延びる軸線回りに回転可能にして現像容
器４１に支持される。現像ローラー４７は、図３に示すように、例えば周方向に沿って複
数の磁極が配列された固定磁石４７１と、固定磁石４７１の周囲に、図３において反時計
回りに回転可能に支持されて外周面に現像剤を担持する円筒状の現像スリーブ４７２と、
を有する。
【００３３】
　現像ローラー４７には、直流電圧に交流電圧が重畳された所定の現像電圧が印加される
。現像ローラー４７の表面の一部は、現像容器４１から露出し、感光体ドラム２１と対向
する。現像ローラー４７は、第２攪拌室４４内の現像剤を担持し、感光体ドラム２１と対
向する現像領域Ａｄにおいて感光体ドラム２１の表面にトナーを供給する。
【００３４】
　規制ブレード４８は、現像ローラー４７と感光体ドラム２１とが対向する現像領域Ａｄ
よりも現像ローラー４７の回転方向上流側に配置される。規制ブレード４８は、現像ロー
ラー４７に近接し、その先端と現像ローラー４７の表面との間に所定の間隔を設けて配置
される。規制ブレード４８は、現像ローラー４７の軸線方向の全域にわたって延びる。規
制ブレード４８は、その先端と現像ローラー４７の表面との間の隙間を通過する現像ロー
ラー４７が担持する現像剤の層厚を規制する。
【００３５】
　現像剤は、第１攪拌室４３及び第２攪拌室４４において第１攪拌部材４５及び第２攪拌
部材４６により攪拌、循環されて帯電され、現像ローラー４７の表面に担持される。現像
ローラー４７の表面に担持された現像剤は、規制ブレード４８によって層厚が規制される
。現像ローラー４７の表面では、トナー及び磁性キャリアで構成される不図示の磁気ブラ
シが形成される。現像ローラー４７に所定の現像電圧が印加されると、感光体ドラム２１
の表面電位との間の電位差により、現像ローラー４７の表面に担持されたトナーが現像領
域Ａｄにおいて感光体ドラム２１に飛翔し、感光体ドラム２１の表面の静電潜像が現像さ
れる。
【００３６】
　続いて、現像ローラー４７の構造について詳細に説明する。現像ローラー４７は、直径
が１６ｍｍの円筒形状である。現像ローラー４７は、前述のように図３に示す固定磁石４
７１を有する。
【００３７】
　固定磁石４７１は、周方向に沿って複数の磁極が配列される。固定磁石４７１は、現像
スリーブ４７２の回転方向に沿って順に配列された汲上極４７１ａ、規制極４７１ｂ、現
像極４７１ｃ、搬送極４７１ｄ、剥離極４７１ｅ及び解離極４７１ｆを有する。これらの
磁極は、図３に示すように軸線方向から見て扇形状の断面を有し、軸線方向に沿って現像
スリーブ４７２の全域にわたって延びる。
【００３８】
　汲上極４７１ａは、規制ブレード４８よりも現像スリーブ４７２の回転方向上流側であ
って、現像スリーブ４７２を隔てて第２攪拌部材４６と対向する位置に配置される。汲上
極４７１ａは、第２攪拌部材４６と対向する位置にピーク磁力を生じさせる。汲上極４７
１ａの磁力により、第２攪拌部材４６によって攪拌、搬送される現像剤が、現像スリーブ
４７２の外周面へと汲み上げられる。
【００３９】
　規制極４７１ｂは、汲上極４７１ａよりも現像スリーブ４７２の回転方向下流側であっ
て、現像スリーブ４７２を隔てて規制ブレード４８と対向する位置に配置される。規制極
４７１ｂは、規制ブレード４８と対向する位置にピーク磁力を生じさせる。規制極４７１
ｂの磁力及び規制ブレード４８により、現像スリーブ４７２の外周面に担持された現像剤
の層厚の規制が行われる。
【００４０】
　現像極４７１ｃは、規制極４７１ｂよりも現像スリーブ４７２の回転方向下流側であっ
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て、感光体ドラム２１と対向する現像領域Ａｄに面して配置される。現像極４７１ｃは、
現像領域Ａｄにおいてピーク磁力を生じさせる。現像極４７１ｃの磁力により現像剤を現
像スリーブ４７２の外周面に担持させ、現像バイアスによりトナーのみを感光体ドラム２
１に飛翔させ、感光体ドラム２１の表面の静電潜像を現像する。
【００４１】
　搬送極４７１ｄは、現像極４７１ｃよりも現像スリーブ４７２の回転方向下流側に配置
される。搬送極４７１ｄの磁力により、現像剤は、現像スリーブ４７２の外周面に担持さ
れ、現像スリーブ４７２の回転とともに当該回転の方向に搬送される。
【００４２】
　剥離極４７１ｅは、搬送極４７１ｄよりも現像スリーブ４７２の回転方向下流側であっ
て、汲上極４７１ａよりも現像スリーブ４７２の回転方向上流側に配置される。剥離極４
７１ｅは、汲上極４７１ａと同極である。剥離極４７１ｅは、汲上極４７１ａとの間に、
現像スリーブ４７２の外周面に現像剤を磁気吸着する力を消失させる同極反発部Ｒｓを形
成する。現像スリーブ４７２の回転とともに同極反発部Ｒｓに到達した現像剤は、現像ス
リーブ４７２の外周面から剥離し、第２攪拌室４４に落下する。
【００４３】
　解離極４７１ｆは、剥離極４７１ｅよりも現像スリーブ４７２の回転方向下流側であっ
て、周方向における汲上極４７１ａと剥離極４７１ｅとの間に配置される。解離極４７１
ｆは、同極反発部Ｒｓ内に配置される。解離極４７１ｆは、汲上極４７１ａ及び剥離極４
７１ｅと同極である。現像ローラー４７の中心４７ｃに対する解離極４７１ｆの外周部の
半径は、汲上極４７１ａ及び剥離極４７１ｅそれぞれの外周部の半径よりも小さい。解離
極４７１ｆの磁力により、同極反発部Ｒｓにおいて磁力線の回り込みを防止することが可
能である。
【００４４】
　図４は、実施形態の現像装置４０の実施例の現像ローラー４７の同極反発部Ｒｓ周辺の
法線方向磁束密度の分布を示すグラフである。図５は、実施形態の現像装置４０に対する
比較例の現像ローラーの同極反発部周辺の法線方向磁束密度の分布を示すグラフである。
【００４５】
　図４及び図５の横軸は、剥離極４７１ｅから汲上極４７１ａまでの磁極位置を直線的に
表している。図４及び図５の縦軸は、現像ローラー４７の表面に対する法線方向磁束密度
を表し、下端横軸が磁束密度ゼロである。例えば、汲上極４７１ａ及び剥離極４７１ｅが
ともにＮ極である場合、図４及び図５の縦軸に関し、下端横軸よりも上側の磁極がＮ極で
あり、下端横軸よりも下側の磁極がＳ極である。法線方向磁束密度の分布は、現像スリー
ブ４７２表面に対する磁束密度の検出距離を０．０５ｍｍ、０．５ｍｍ、１．０ｍｍ、１
．５ｍｍ、２．０ｍｍそれぞれに設定して検出した。磁束密度の検出には、テスラメータ
ーを用いた。
【００４６】
　図３及び図４に関して、位置Ｐａは、剥離極４７１ｅと同極反発部Ｒｓ（解離極４７１
ｆ）との境界のやや同極反発部Ｒｓ寄りの箇所である（図３参照）。位置Ｐｂは、汲上極
４７１ａと同極反発部Ｒｓ（解離極４７１ｆ）との境界のやや同極反発部Ｒｓ寄りの箇所
である（図３参照）。位置Ｐａと位置Ｐｂとの間の領域は、同極反発部Ｒｓ内において法
線方向磁束密度がほとんど変化しない領域である。この位置Ｐａと位置Ｐｂとの間の領域
では、現像スリーブ４７２表面に対する磁束密度の検出距離が長くなるほど、すなわち固
定磁石４７１から遠ざかるほど法線方向磁束密度が大きくなる。
【００４７】
　図６は、実施例及び比較例の現像装置の現像ローラーの同極反発部内の法線方向磁束密
度を示すグラフである。図６の横軸は、現像スリーブ表面に対する法線方向磁束密度の検
出距離を表す。法線方向磁束密度の検出距離は、０．０５ｍｍ、０．５ｍｍ、１．０ｍｍ
、１．５ｍｍ、２．０ｍｍである。なお、検出距離０．０５ｍｍの場合の磁束密度が、現
像スリーブの表面の法線方向磁束密度に相当する。図６の縦軸は、法線方向磁束密度の大
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きさを表す。
【００４８】
　図６には、図４に示す実施例の現像ローラー４７の同極反発部Ｒｓ内の法線方向磁束密
度のピーク位置（図４の矢線Ｘの箇所）における上記検出距離ごとの磁束密度と、図５に
示す比較例の現像ローラーの同極反発部内の法線方向磁束密度のピーク位置（図５の矢線
Ｙの箇所）における上記検出距離ごとの磁束密度と、の実測値をそれぞれプロットした。
【００４９】
　なお、図４の矢線Ｘの箇所は、実施例の現像ローラー４７において、現像スリーブ４７
２の表面の法線方向磁束密度と、現像スリーブ４７２の表面から２ｍｍ離隔した箇所の法
線方向磁束密度との差が最小となる箇所である。図５の矢線Ｙの箇所は、比較例の現像ロ
ーラーにおいて、現像スリーブの表面の法線方向磁束密度と、現像スリーブの表面から２
ｍｍ離隔した箇所の法線方向磁束密度との差が最小となる箇所である。
【００５０】
　図６によれば、図４の矢線Ｘの箇所における現像スリーブ４７２の表面の法線方向磁束
密度と、現像スリーブ４７２の表面から２ｍｍ離隔した箇所の法線方向磁束密度との差は
、０．９ｍＴである。すなわち、図４に示す実施例の現像ローラー４７の同極反発部Ｒｓ
内には、現像スリーブ４７２の表面の法線方向磁束密度と、現像スリーブ４７２の表面か
ら２ｍｍ離隔した箇所の法線方向磁束密度との差の最小値が、０ｍＴ以上１ｍＴ以下とな
る箇所（図４の矢線Ｘの箇所）が含まれる。
【００５１】
　なお、図４に示すように、同極反発部Ｒｓ内の法線方向磁束密度の分布を表す曲線は、
現像スリーブ４７２の回転方向上流部及び下流部それぞれに極小点Ｐｅ１、Ｐｅ２を有す
る。下流部の極小点Ｐｅ２の法線方向磁束密度は、上流部の極小点Ｐｅ１の法線方向磁束
密度よりも小さい。さらに詳細に言えば、同極反発部Ｒｓ内の法線方向磁束密度の分布を
表す曲線は、現像スリーブ４７２の回転方向上流部に同極（Ｎ極）の変曲点Ｐｆを有し、
現像スリーブ４７２の回転方向下流部に異極（Ｓ極）の極小点Ｐｅ２を有する。
【００５２】
　そして、同極反発部Ｒｓ内の法線方向磁束密度の分布を表す曲線は、変曲点Ｐｆの近傍
において、現像スリーブ４７２の表面の法線方向磁束密度と、現像スリーブ４７２の表面
から２ｍｍ離隔した箇所の法線方向磁束密度との差の最小値が、０ｍＴ以上１ｍＴ以下と
なる箇所（図４の矢線Ｘの箇所）が含まれる。
【００５３】
　また、図６によれば、図５の矢線Ｙの箇所における現像スリーブの表面の法線方向磁束
密度と、現像スリーブの表面から２ｍｍ離隔した箇所の法線方向磁束密度との差は、３．
３ｍＴである。すなわち、図５に示す比較例の現像ローラーの同極反発部内には、現像ス
リーブの表面の法線方向磁束密度と、現像スリーブの表面から２ｍｍ離隔した箇所の法線
方向磁束密度との差の最小値が、０ｍＴ以上１ｍＴ以下となる箇所が含まれない。
【００５４】
　続いて、同極反発部に到達することで現像ローラーから剥離した現像剤の落下地点につ
いて評価した。図７は、実施例及び比較例の現像装置の現像ローラーの現像剤落下地点に
係る評価結果を示すグラフである。図８は、図７に示した評価の方法の説明図である。な
お、図８では、現像ローラー４７及び規制ブレード４８以外の構成要素の描画を省略して
いる。
【００５５】
　図７の横軸は、現像ローラーの回転数を表す。図７の縦軸は、現像ローラー中心から現
像剤落下地点までの水平距離を表す。現像剤の落下地点については、図８に示すように、
現像ローラー４７の中心４７ｃから現像剤の落下地点Ｐｄまでの水平方向の距離Ｄ１を測
定した。現像ローラー４７の直径は１６ｍｍであるので、現像剤落下地点Ｐｄまで水平距
離８ｍｍの箇所が、現像ローラー４７の、現像領域Ａｄに対する反対側の外周部の直下に
位置する。したがって、現像ローラー４７の中心４７ｃから現像剤落下地点Ｐｄまでの水
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平距離Ｄ１は、８ｍｍよりも長い（遠い）ほうが、現像剤の剥離性が良いと言える。
【００５６】
　図７によれば、実施例の現像ローラー４７の場合、いずれの回転数でも現像剤落下地点
までの水平距離が１０ｍｍを超えている。したがって、実施例の現像ローラー４７は、同
極反発部に到達した現像剤の剥離性が好適であることが分かる。
【００５７】
　一方、図７によれば、比較例の現像ローラーの場合、１５０ｒｐｍ程度の回転数では現
像剤落下地点までの水平距離が１０ｍｍを超えているが、それを超える回転数になると当
該水平距離が短くなり、現像剤落下地点が現像ローラーの中心側に大きく近づく。したが
って、実施例の現像ローラーは、同極反発部に到達した現像剤の剥離性が不適であること
が分かる。
【００５８】
　上記構成によれば、現像領域Ａｄを通過して現像ローラー４７から剥離した現像剤は、
水平方向において、現像ローラー４７の現像領域Ａｄに対する反対側の外周部よりも現像
ローラー４７から離隔した場所に落下する。すなわち、現像剤が現像ローラー４７に汲み
上げられる箇所に対して離隔した領域、すなわち図３における仕切り部４２の近隣の領域
に、現像ローラー４７から剥離した現像剤が落下する。これにより、現像ローラー４７か
ら剥離した直後の現像剤の現像ローラー４７への再付着を抑制することができる。したが
って、現像装置４０において、現像剤を十分に攪拌して濃度低下及び濃度むらの発生を防
止することが可能になる。
【００５９】
　また、上記実施形態によれば、画像形成装置１は、上記構成の現像装置４０を備えるの
で、画像形成装置１において、現像剤を十分に攪拌して濃度むらの発生を防止することが
可能になり、高品質な画像を形成することができる。
【００６０】
　以上、本発明の実施形態につき説明したが、本発明の範囲はこれに限定されるものでは
なく、発明の主旨を逸脱しない範囲で種々の変更を加えて実施することができる。
【００６１】
　例えば、上記実施形態では、画像形成装置１は、複数色の画像を順次重ねて形成するい
わゆるタンデム型のカラー印刷用の画像形成装置であることとしたが、このような機種に
限定されるわけではなく、タンデム型ではないカラー印刷用の画像形成装置やモノクロ印
刷用の画像形成装置であって良い。
【産業上の利用可能性】
【００６２】
　本発明は、現像装置及び画像形成装置において利用可能である。
【符号の説明】
【００６３】
　　１　　　画像形成装置
　　２０　　　画像形成部
　　２１　　　感光体ドラム（像担持体）
　　４０　　　現像装置
　　４１　　　現像容器
　　４７　　　現像ローラー（現像剤担持体）
　　４８　　　規制ブレード
　　４７１　　　固定磁石
　　４７１ａ　　汲上極
　　４７１ｅ　　剥離極
　　４７１ｆ　　解離極
　　４７２　　　現像スリーブ
　　Ａｄ　　　現像領域
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