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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　基材、弾性層および離型層を有する電子写真用の定着部材であって、
　該離型層の表面に周波数１０Ｈｚの交流温度波を与えたときの熱拡散長に相当する該離
型層の表面からの深さ領域における熱浸透率が、１．５［ｋＪ／（ｍ２・Ｋ・ｓｅｃ０．

５）］以上であり、かつ、
　表面のマイクロゴム硬度が８５度以下であることを特徴とする定着部材。
【請求項２】
　前記離型層の表面に交流周波数が２０Ｈｚの交流温度波を与えたときの熱拡散長に相当
する該離型層の表面からの深さ領域における熱浸透率が、１．５［ｋＪ／（ｍ２・Ｋ・ｓ
ｅｃ０．５）］以上である請求項１に記載の定着部材。
【請求項３】
　前記離型層の表面に交流周波数が３３Ｈｚの交流温度波を与えたときの熱拡散長に相当
する該離型層の表面からの深さ領域における熱浸透率が、１．５［ｋＪ／（ｍ２・Ｋ・ｓ
ｅｃ０．５）］以上である請求項２に記載の定着部材。
【請求項４】
　前記離型層の表面に交流周波数が５０Ｈｚの交流温度波を与えたときの熱拡散長に相当
する該離型層の表面からの深さ領域における熱浸透率が、１．５［ｋＪ／（ｍ２・Ｋ・ｓ
ｅｃ０．５）］以上である請求項３に記載の定着部材。
【請求項５】
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　前記表面のマイクロゴム硬度が８０度以下である請求項１乃至４のいずれか一項に記載
の電子写真用定着部材。
【請求項６】
　前記弾性層が、シリコーンゴムを含み、前記離型層がフッ素樹脂を含む請求項１乃至５
のいずれか一項に記載の定着部材。
【請求項７】
　前記弾性層が、体積熱容量が３．０［ｍＪ／ｍ３・Ｋ］以上の無機充填剤と、気相成長
法炭素繊維とを含有する請求項１乃至６のいずれか一項に記載の定着部材。
【請求項８】
　前記無機充填剤が、アルミナ、酸化マグネシウム、酸化亜鉛、鉄、銅、ニッケルから選
ばれる少なくとも１つである請求項７に記載の定着部材。
【請求項９】
　前記離型層が、気相成長法炭素繊維を含有する請求項１乃至８のいずれか一項に記載の
電子写真用定着部材。
【請求項１０】
　前記離型層と前記弾性層との間に接着層を更に有している請求項１乃至９のいずれか一
項に記載の定着部材。
【請求項１１】
　前記接着層が、気相成長法炭素繊維を含有する請求項１０に記載の定着部材。
【請求項１２】
　請求項１乃至１１のいずれか一項に記載の定着部材と、該定着部材の加熱手段とを具備
していることを特徴とする定着装置。
【請求項１３】
　請求項１２に記載の定着装置を具備していることを特徴とする電子写真画像形成装置。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、電子写真用の定着部材に関する。また、それを用いた定着装置及び電子写真
画像形成装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　一般に、レーザープリンターや複写機等の電子写真方式に用いられる加熱定着装置では
、一対の加熱されたローラとローラ、フィルムとローラ、ベルトとローラ、ベルトとベル
ト、といった回転体が圧接されている。
【０００３】
　そして、未定着のトナーによる画像を保持した被記録材が、この回転体間に形成された
圧接部位（定着ニップ）に導入されて加熱され、該トナーを溶融し、紙等の被記録材に当
該画像を定着させる。
【０００４】
　被記録材上に保持された未定着トナー像が接する回転体は定着部材と称し、その形態に
応じて定着ローラ、定着フィルム、定着ベルトと呼ばれる。
【０００５】
　これら定着部材としては、以下のような構成のものが知られている。
　金属または耐熱性樹脂等で形成された基材上に、耐熱性を有するシリコーンゴム弾性層
、及びシリコーンゴム接着剤を介してフッ素樹脂からなる離型層を被覆した構成。
　シリコーンゴム弾性層上にフッ素樹脂の塗料の塗膜を形成し、該塗膜をフッ素樹脂の融
点以上の温度で焼成することで離型層を形成した構成。
【０００６】
　上記した構成を有する定着部材は、シリコーンゴム弾性層の優れた弾性変形を利用して
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、定着ニップにおいてトナー像を過度に押しつぶすことなく、包み込んで溶融させること
ができる。そのため、特に多色構成のカラー画像の定着において、像ズレ、にじみを防ぎ
、混色性を良くするという効果がある。また、被記録材である紙の繊維の凹凸に追従し、
トナーの溶融ムラが発生するのを防止するといった効果がある。
【０００７】
　更に、定着部材の機能としては、定着ニップ部位において瞬間的に、被記録材に対しト
ナーを溶融するだけの十分な熱量を供給することが求められている。
【０００８】
　かかる課題に対し、特許文献１では、定着部材の一部に高熱容量物質を混入することで
定着部材の熱容量を大きく確保し、被記録材に対する熱供給量を増大させる構成が知られ
ている。これにより、定着部材により多くの熱量を蓄積することが出来る為、省電力化お
よび高速化に有効であるとされている。
【０００９】
　また、特許文献２では、弾性層中に気相成長法により形成された炭素繊維を含有させる
ことで、弾性層の熱伝導性を改善した定着ベルトの提案がなされている。また、本発明者
らは、カーボンファイバーとシリカ、アルミナ、酸化鉄などの当該カーボンファイバーの
配向阻害成分とを弾性層に含有させることにより弾性層の厚み方向の熱伝導率を改善した
加熱定着部材を提案している（特許文献３）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１０】
【特許文献１】特開２００４－４５８５１号公報
【特許文献２】特開２００２－２６８４２３号公報
【特許文献３】特開２００６－２５９７１２号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１１】
　ところで、上述したように定着プロセスは未定着トナーが接する定着部材とそれに対向
して当接する加圧部材との間に形成された定着ニップ部位において、被記録材及びトナー
に対して熱エネルギーが供給される。これによりトナーの溶融を招来し、定着ニップ通過
後に冷却固化することで被記録材上に固着し定着画像が形成される。
【００１２】
　定着器における定着ニップの幅は定着部材及び加圧部材の構成や加圧力等により適宜設
計可能であるが、一般に高速・大型の装置ほど広く設計されており、低速・小型の装置で
は狭く設計されている。これは、被記録材が定着ニップの中に滞留する時間（デュエルタ
イム）を確保することで、十分な熱量をトナーに対して供給して溶融させる為である。特
にカラー画像の場合は多色の未定着トナー像が何層にも重なって存在しているので、十分
に定着させるには多くの熱量を必要とする。
【００１３】
　デュエルタイムをＴ、定着ニップ幅をＮ、被加熱体の定着器内における搬送速度をＶと
すると、これらは、Ｔ＝Ｎ／Ｖ　なる関係を有する。
【００１４】
　一般的な定着装置においてはデュエルタイムは、３０～１００ｍｓｅｃ程度に設計され
ている。しかし最近の高速化の要求（搬送速度（Ｖ）の上昇）、および小型化（定着ニッ
プ幅（Ｎ）の縮小）の要求から、より短いデュエルタイムでの定着性能確保が求められて
いる。
【００１５】
　定着部材の性能の検討にあたり、伝熱工学の分野において知られている熱拡散長ならび
に熱浸透率の概念の適用が有効であると本発明者らは考えた。
【００１６】
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　定着ニップにおける定着部材とトナーや被記録材との間の熱的挙動について見ると、定
着部材は、相対的に低温物質であるトナーや被記録材によって周期的に熱を奪われている
。　
　これを周波数ｆの交流温度波と捉えたときに、定着ニップにおいて熱が、定着部材の表
面からどの程度の深さにまで到達するかを知ることによって、定着部材の表面からどの程
度の領域が、その定着部材の熱的特性を支配しているかを知ることができるものと本発明
者らは考えた。
　ここで、熱拡散長（μ）は、交流温度波が試料中に拡散していくときの当該交流温度波
の振幅が１／ｅにまで減衰する距離と定義され、下記式（１）で表されることが知られて
いる。なお、下記式（１）中、αは試料の熱拡散率を示す。
　　　μ＝（α／（π・ｆ））０．５　　・・・（１）
【００１７】
　これを定着部材について見ると、加熱された状態にある定着部材から熱が低温物質に移
動したときに定着部材が受ける熱的な影響は、定着部材の熱拡散率とデュエルタイムの逆
数を上記式（１）に代入して求まる熱拡散長に相当する、表面からの所定の深さにまで及
ぶと考えられる。
　このことは、定着ニップにおける定着部材からの低温物質に対する熱の供給能力は、定
着部材の表面から上記所定の深さの範囲の定着部材の熱的特性によりほぼ支配されると言
い換えることができる。定着部材は一般に基材、弾性層、離型層などからなる複層構成に
なっていることから、部材表面に熱刺激が与えられた際の熱拡散長は各層の厚みと熱物性
に左右されることとなる。
【００１８】
　次に、低温物質に対する定着部材の熱供給能力には熱浸透率の概念の導入が有効である
と考えた。すなわち、熱浸透率は、温度の異なる２つの物体が接触したときに熱を与え、
或いは熱を奪い取る能力の指標として用いられているパラメータである。そして、熱浸透
率は、下記式（２）で表される。
　　　ｂ＝（λ・Ｃｐ・ρ）０．５　　・・・（２）
式（２）中、λは熱伝導率、Ｃｐは定圧比熱、ρは密度を表し、多層構成の場合には厚み
の割合で加重平均することで平均値を導き出すことができる。また、Ｃｐ・ρは単位体積
あたりの熱容量（＝体積熱容量）を表す。
【００１９】
　以上の考察をまとめると、定着部材の熱的な性能は、熱拡散長に相当する、表面からの
深さ領域における熱浸透率によりほぼ決定付けられるものと考えられる。
【００２０】
　一方、定着部材に対しては、被加熱体に対する熱の供給能力の向上に加えて、表面のマ
イクロゴム硬度の低下という要求があることは先に述べた通りである。定着部材の被加熱
体への熱の供給能力は、定着部材の、熱拡散長に相当する、表面からの所定の深さの領域
におけるフィラーの含有量を増加させることにより向上させることができる。
　しかし、当該領域におけるフィラーの添加量の増加は、定着部の表面のマイクロゴム硬
度をも向上させてしまうこととなる。弾性層に含有させるフィラーの性質に応じて弾性層
中のフィラーの含有量を定着部材の硬度の上昇を抑えるべく適宜調整することは従来から
行われてきていた。しかし、デュエルタイムが３０ｍｓｅｃ乃至１００ｍｓｅｃ、或いは
今後の電子写真画像形成プロセスのより一層の高速化を考慮すると、上記した２つの相反
する課題を従来よりも一層高いレベルで解決し得る構成を達成する必要がある。
【００２１】
　従って、本発明は、表面が柔軟でありながら、表面近傍の熱浸透率が大きな定着部材の
提供に向けたものである。
【００２２】
　また、本発明は、短いデュエルタイムであっても良好にトナーを記録媒体に定着させる
ことのできる定着装置、および電子写真画像形成装置の提供に向けたものである。 
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【課題を解決するための手段】
【００２３】
　本発明者らは、表面の柔軟化および表面近傍の熱浸透率の向上という相反する２つの課
題を、より高いレベルで両立させるべく検討を重ねた。その結果、従来の構成では達成で
きていなかったものと思われる表面近傍における高い熱浸透率を有するにも拘らず、表面
のマイクロゴム硬度を８５°以下という軟らかさの定着部材を得ることができることを知
見した。本発明はこのような知見に基づくものである。
【００２４】
　本発明に係る定着部材は、基材、弾性層および離型層を有する電子写真用の定着部材で
あって、該離型層の表面に周波数１０Ｈｚの交流温度波を与えたときの熱拡散長に相当す
る該離型層の表面からの深さ領域における熱浸透率が、１．５［ｋＪ／（ｍ２・Ｋ・ｓｅ
ｃ０．５）］以上であり、かつ、表面のマイクロゴム硬度が８５°以下であることを特徴
とする。
【００２５】
　また、本発明に係る定着装置は、上記の定着部材と、該定着部材の加熱手段とを具備し
ていることを特徴とする。
【００２６】
　更に、本発明に係る電子写真画像形成装置は、上記の定着装置を具備していることを特
徴とする。
【発明の効果】
【００２７】
　本発明によれば、表面の柔軟性を維持しつつ、表面近傍の熱浸透率の高い定着部材が得
られる。また、本発明によれば、トナーの過度の圧接を抑制しつつ、トナーならびに被記
録媒体に対して充分な熱を安定して付与することのできる定着装置を得ることができる。
【００２８】
　更に本発明によれば、高精細な画像を安定して提供することのできる電子写真画像形成
装置を得ることができる。
【図面の簡単な説明】
【００２９】
【図１】本発明に係る定着部材の横断面模式図である。
【図２】本発明に係る定着部材の表面から１００μｍの範囲における断面模式図である。
【図３】本発明に係る定着部材の弾性層を形成する工程の一例の説明図である。
【図４】本発明に係る定着部材の離型層を形成する工程の一例の説明図である。
【図５】本発明に係る定着部材の離型層を形成する工程の一例の説明図である。
【図６】本発明に係る定着装置の一例の断面図である。
【図７】本発明に係る定着装置の一例の断面図である。
【図８】本発明に係る電子写真画像形成装置の一例の断面図である。
【図９】弾性層における気相成長法炭素繊維の配合量と熱浸透率の関係を表すグラフであ
る。
【図１０】本発明に係る弾性層材料の走査型電子顕微鏡（ＳＥＭ）写真の一例である。
【発明を実施するための形態】
【００３０】
　本発明にかかる定着部材について以下に具体的な構成に基づき説明する。
　図１は、本発明に係る定着部材としての定着ベルトの概略断面図である。図１に示した
定着ベルト１において、３は金属製の基材、４は弾性層、６は離型層であり、５は弾性層
４と離型層６とを接着している接着層である。
【００３１】
　ここで、基材３、弾性層４、接着層５および離型層６について、厚さ、熱拡散率、密度
、比熱容量および熱伝導率を下記表１に記載したように規定する。
【００３２】
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【表１】

【００３３】
　離型層６に印加された交流温度波の、離型層６における減衰の程度は、離型層６の熱拡
散率（α４）と交流温度波の周波数ｆにより求まる熱拡散長［μ４ｆ＝（α４／（π・ｆ
））０．５］と離型層６の厚さｔ４との大小関係により知ることができる。つまり、ｔ４
≧μ４ｆなる関係が成り立つとすれば、それは、交流温度波が離型層６において十分に減
衰することを意味している。すなわち、この定着ベルトの熱拡散長（μｆ）はμ４ｆとな
る。
【００３４】
　一方、ｔ４＜μ４ｆである場合、交流温度波は離型層６では十分には減衰しない。その
ため、交流温度波は、離型層６を通過し、接着層５に達する。このとき接着層５における
交流温度波の減衰の程度は、次のようにして計算することができる。離型層６を通過して
接着層５に達した交流温度波を周波数換算ｆ２で表すと式１の変形より、ｆ２＝α４／（
π・（μ４－ｔ４）２）となる。
【００３５】
　つまり、ｔ４＜μ４ｆの場合には、接着層５に対して周波数ｆ２の交流温度波を与える
のと等価と考えることができる。そして、接着層５の熱拡散率（α３）と、当該交流温度
波の周波数ｆ２により求まる熱拡散長［μ３ｆ＝（α３／（π・ｆ２））０．５］と接着
層の厚さｔ３との大小関係により、接着層５における当該交流温度波の減衰の程度を知る
ことができる。つまり、ｔ３≧μ３ｆなる関係が成立すれば、交流温度波（ｆ２）が接着
層５において十分に減衰することを意味している。したがって、この定着ベルトの熱拡散
長（μｆ）は、ｔ４＋μ３ｆとなる。
【００３６】
　一方、ｔ３＜μ３ｆである場合、交流温度波（ｆ２）は接着層５では十分には減衰せず
、弾性層４に達する。この場合、同様に弾性層４における交流温度波の減衰の程度は次の
ようにして計算することができる。接着層５を通過して弾性層４に達した交流温度波の周
波数換算ｆ３で表すと式１の変形よりｆ３＝α３／（π・（μ３ｆ－ｔ３）２）となる。
つまり、μ３ｆ＞ｔ３の場合には、弾性層４に対して周波数ｆ３の交流温度波を与えるの
と等価と考えることができる。そして、弾性層４の熱拡散率（α２）と、当該交流温度波
の周波数（ｆ３）より求まる熱拡散長［μ２ｆ＝（α２／（π・ｆ３））０．５］と弾性
層４の厚さｔ２との大小関係により、弾性層４における当該交流温度波の減衰の程度を知
ることができる。つまり、ｔ２≧μ２ｆなる関係が成立すれば、交流温度波（ｆ３）が弾
性層４において十分に減衰することを意味している。したがって、このとき定ベルトの熱
拡散長（μｆ）は、ｔ４＋ｔ３＋μ２となる。
【００３７】
　一方、ｔ２＜μ２ｆである場合には、交流温度波（ｆ３）は、弾性層４では十分には減
衰せず、さらに基材３に達することとなる。この場合、同様に基材３における交流温度波
の減衰の程度は次のようにして計算することができる。弾性層４を通過して基材３に達し
た交流温度波の周波数換算ｆ４で表すと式１の変形よりｆ４＝α２／（π・（μ２ｆ－ｔ
２）２）となる。つまり、ｔ２＜μ２ｆの場合には、基材３に対して周波数ｆ４の交流温
度波を与えるのと等価と考えることができる。そして、基材３の熱拡散率（α１）と当該
交流温度波の周波数（ｆ４）より求まる熱拡散長［μ１ｆ＝（α１／（π・ｆ４））０．
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５］と基材３の厚さｔ１との大小関係により、基材３における当該交流温度波の減衰の程
度を知ることができる。つまり、ｔ１≧μ１ｆなる関係が成立すれば、交流温度波（ｆ４

）が基材３において十分に減衰することを意味している。従って、この定着ベルトの熱拡
散長（μｆ）は、ｔ４＋ｔ３＋ｔ２＋μ１ｆとなる。一方、ｔ１＜μ１ｆである場合には
、交流温度波（ｆ４）が基材３においても十分には減衰せず、基材３の裏側の媒体（空気
など）にまで達することとなる。すなわち交流温度波が定着ベルトを熱通過する系となる
ため、熱拡散長（μｆ）は、ｔ４＋ｔ３＋ｔ２＋ｔ１と考えることができる。このように
して、定着ベルトの表面に周波数ｆの交流温度波を印加した際の熱拡散長（μｆ）が求ま
る。次に、この熱拡散長（μｆ）に相当する表面からの深さ領域の間に存在する各層の特
性値を用いることによって、当該深さ領域における熱浸透率ｂｆを求めることができる。
すなわち、上記の構成において、周波数ｆの交流温度波が離型層６、接着層５を経て弾性
層４にて十分に減衰したとする。この場合、熱拡散長に相当する深さ領域には、離型層６
、接着層５及び弾性層４が存在する。そこで、各層における熱浸透率ｂ６、ｂ５及びｂ４
とすると、これらは、以下のように表される。
　　　ｂ６＝（λ６・ｃ６・ρ６）０．５

　　　ｂ５＝（λ５・ｃ５・ρ５）０．５

　　　ｂ４＝（λ４・ｃ４・ρ４）０．５

　　そして、ｂｆは、加重平均から、下記式で求めることができる。
　　　ｂｆ＝（（ｂ６・ｔ６）／（μｆ））＋（ｂ５・ｔ５）／（μｆ））＋（ｂ４・μ
４ｆ）／（μｆ））。
【００３８】
　こうして求めたｂｆは、前記したとおり、熱定着部材としての熱的性能を示すパラメー
タとなる。そして、この値が大きいほど、被記録材に対する熱の供給能力が高いことを意
味する。
【００３９】
（第一の実施態様）
　次に、本発明を、基材３、弾性層４、接着層５及び離型層６がこの順番で積層された定
着部材を例に説明する。離型層６の表面が、被加熱体と接触する。
　ここで、基材３としては、ニッケル電鋳膜、接着層５としては、シリコーンゴム接着剤
、離型層６としては、テトラフロオロエチレン（ＴＦＥ）とパーフルオロアルキルビニル
エーテル（ＦＶＡ）との共重合体（ＰＦＡ）からなるチューブを用いた。基材３、接着層
５及び離型層６の厚さ及び各種物性値を下記表２に示す。
【００４０】
【表２】

【００４１】
　そして、このような定着ベルトの離型層の表面に周波数１０Ｈｚの交流温度波を与えた
ときの熱拡散長（μ４１０）を計算する。
　　　μ４１０＝（０．１２／（π・ｆ））０．５＝６１．８×１０－３ｍｍ＝６１．８
μｍ
　この値は、離型層６の厚さ（＝１０μｍ）よりも大きいことから、当該交流温度波は、
離型層６で減衰せず、接着層５に達する。そこで、次に接着層５内における熱拡散長（μ
３１０）を計算する。ここで、接着層５に達する温度波を交流温度波の周波数（ｆ２）に
換算すると、以下の式で求めることができる。
　　　ｆ２＝０．１２／（π・（μ４１０－ｔ４）２）＝１４．２Ｈｚ 
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【００４２】
　即ち、接着層５には１４．２Ｈｚの交流温度波を印加したのと等価な状態となる。した
がって、μ３は下記式により求まることとなる。
　　　μ３１０＝（０．１１／（π・ｆ２））０．５＝４９．６μｍ
　この値は、接着層５の厚さ（ｔ３＝５μｍ）よりも大きいことから、当該交流温度波は
接着層５でも減衰せず、弾性層４に達する。ここで弾性層４が、十分に大きな熱浸透率を
有していれば、当該交流温度波は、弾性層４で減衰することとなる。
【００４３】
　ここで、離型層６と接着層５におけるそれぞれの熱浸透率ｂ６、ｂ５は以下の式により
算出できる。
　　ｂ６＝（λ６・ｃ６・ρ６）０．５＝０．７１［ｋＪ／（ｍ２・Ｋ・ｓｅｃ０．５）
］、
　　ｂ５＝（λ５・ｃ５・ρ５）０．５＝０．６１［ｋＪ／（ｍ２・Ｋ・ｓｅｃ０．５）
］
　弾性層４に達する温度波を交流温度波の周波数（ｆ３）に換算すると以下の式で求める
ことができる。
　　ｆ３＝０．１１／（π・（μ３１０－ｔ３）２）＝１７．６Ｈｚ
　即ち、弾性層４には１７．６Ｈｚの交流温度波を印加したのと等価な状態となる。
【００４４】
　そこで、弾性層として下記の表３に示す構成および物性値を有する４Ａ、４Ｂ、４Ｃ、
および４Ｄを用いたときを想定し、熱拡散長および熱浸透率を算出する。
【００４５】
【表３】

【００４６】
　ここで、弾性層４Ａは後に述べる比較例Ａ－５で用いる弾性層材料に、弾性層４Ｂは比
較例Ａ－３で用いる弾性層材料に、弾性層４Ｃは比較例Ａ－６で用いる弾性層材料に、弾
性層４Ｄは実施例Ａ－３で用いる弾性層材料にそれぞれ相当するものである。
【００４７】
　詳しくは実施例並びに比較例の項目で説明するが、弾性層４Ａは熱伝導性の充填剤を含
まない、付加硬化型シリコーンゴム硬化物のみにより構成されている。弾性層４Ｂは付加
硬化型シリコーンゴムに、体積割合で４５％のアルミナフィラーを配合し、硬化すること
により形成されている。弾性層４Ｃは付加硬化型シリコーンゴムに、体積割合で２％の気
相成長法炭素繊維を配合し、硬化することで形成されている。弾性層４Ｄは同じく付加硬
化型シリコーンゴムに、体積割合で４５％のアルミナフィラーと、体積割合で２％の気相
成長法炭素繊維を配合し、硬化することにより形成されている。
【００４８】
＜弾性層４Ａを用いた場合＞
　弾性層４Ａ内における熱拡散長（μ２１０（４Ａ））を計算する。ここで、弾性層４Ａ
に達する温度波を交流温度波の周波数（ｆ３）として求めているので、μ２１０（４Ａ）

は、
　　　μ２１０（４Ａ）＝（０．１３／（π・ｆ３））０．５＝４８．５μｍ
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となり、弾性層の厚さ３００μｍよりも小さくなる。つまり、交流温度波は弾性層４で十
分に減衰することがわかる。すなわち、このベルトでの熱拡散長μ１０（４Ａ）は、
　　　μ１０（４Ａ）＝ｔ４＋ｔ３＋μ２１０（４Ａ）＝６３．５μｍ
となる。
　また、このときの弾性層４Ａの熱浸透率ｂ４（４Ａ）は、
　　　ｂ４（４Ａ）＝（λ４（４Ａ）・ｃ４（４Ａ）・ρ４（４Ａ））０．５

　　　　　　　　　＝０．５６［ｋＪ／（ｍ２・Ｋ・ｓｅｃ０．５）］
となる。
　そのため、この定着ベルトに１０Ｈｚの交流温度波を与えた際の熱拡散長μ１０（４Ａ

）における熱浸透率ｂ１０（４Ａ）は、
　　　ｂ１０（４Ａ）＝（（ｂ６・ｔ６）／（μ１０（４Ａ）））＋（（ｂ５・ｔ５）／
（μ１０（４Ａ）））＋（（ｂ４（４Ａ）・μ２１０（４Ａ））／（μ１０（４Ａ）））
＝０．５９［ｋＪ／（ｍ２・Ｋ・ｓｅｃ０．５）］
であり、弾性層がフィラーの充填されていないシリコーンゴム層では、十分な熱浸透率即
ち、トナーや非記録材に対する熱供給が得られていないことがわかる。
【００４９】
＜弾性層４Ｂを用いた場合＞
　弾性層４Ｂ内における熱拡散長（μ２１０（４Ｂ））を計算する。
　μ２１０（４Ｂ）は、
　　　μ２１０（４Ｂ）＝（０．３８／（π・ｆ３））０．５＝８２．９μｍ
となり、やはり弾性層の厚さ３００μｍよりも小さくなる。
　つまり、交流温度波は弾性層４で十分に減衰することがわかる。すなわち、このベルト
での熱拡散長μ１０（４Ｂ）は、
　　　μ１０（４Ｂ）＝ｔ４＋ｔ３＋μ２１０（４Ｂ）＝９７．９μｍ、となる。
　また、このときの弾性層４Ｂの熱浸透率ｂ４（４Ｂ）は、
　　　ｂ４（４Ｂ）＝（λ４（４Ｂ）・ｃ４（４Ｂ）・ρ４（４Ｂ））０．５

　　　　　　　　　＝１．３６［ｋＪ／（ｍ２・Ｋ・ｓｅｃ０．５）］
となる。そのため、この定着ベルトに１０Ｈｚの交流温度波を与えた際の熱拡散長μ１０

（４Ｂ）における熱浸透率ｂ１０（４Ｂ）は、
　　　ｂ１０（４Ｂ）＝（（ｂ６・ｔ６）／（μ１０（４Ｂ）））＋（（ｂ５・ｔ５）／
（μ１０（４Ｂ）））＋（（ｂ４（４Ｂ）・μ２１０（４Ｂ））／（μ１０（４Ｂ）））
＝１．２６［ｋＪ／（ｍ２・Ｋ・ｓｅｃ０．５）］
である。すなわち、弾性層にアルミナフィラーを配合したことにより、未配合の場合に比
べて熱浸透率は向上するものの、未だ十分な熱浸透率が得られていないことが分かる。
【００５０】
＜弾性層４Ｃを用いた場合＞
　弾性層４Ｃ内における熱拡散長（μ２１０（４Ｃ））を計算する。μ２１０（４Ｃ）は
、
　　　μ２１０（４Ｃ）＝（０．４４／（π・ｆ３））０．５＝８９．２μｍ
となり、同じく弾性層の厚さ３００μｍよりも小さくなる。つまり、交流温度波は弾性層
４で十分に減衰することがわかる。
　すなわち、このベルトでの熱拡散長μ１０（４Ｃ）は、
　　　μ１０（４Ｃ）＝ｔ４＋ｔ３＋μ２１０（４Ｃ）＝１０４．２μｍ
となる。
　また、このときの弾性層４Ｂの熱浸透率ｂ４（４Ｃ）は、
　　　ｂ４（４Ｃ）＝（λ４（４Ｃ）・ｃ４（４Ｃ）・ρ４（４Ｃ））０．５＝１．０５
［ｋＪ／（ｍ２・Ｋ・ｓｅｃ０．５）］
となる。
　そのため、この定着ベルトに１０Ｈｚの交流温度波を与えた際の熱拡散長μ１０（４Ｃ

）における熱浸透率ｂ１０（４Ｃ）は、
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　　　ｂ１０（４Ｃ）＝（（ｂ６・ｔ６）／（μ１０（４Ｃ）））＋（（ｂ５・ｔ５）／
（μ１０（４Ｃ）））＋（（ｂ４（４Ｃ）・μ２１０（４Ｃ））／（μ１０（４Ｃ）））
＝１．００［ｋＪ／（ｍ２・Ｋ・ｓｅｃ０．５）］
である。すなわち、弾性層に気相成長法炭素繊維を配合したことによっても、未配合の場
合に比べて熱浸透率は向上するものの、ここでも未だ十分な熱浸透率が得られていないこ
とが分かる。
【００５１】
＜弾性層４Ｄを用いた場合＞
　弾性層４Ｄ内における熱拡散長（μ２１０（４Ｄ））を計算する。
μ２１０（４Ｄ）は、
　　　μ２１０（４Ｄ）＝（１．１１／（π・ｆ３））０．５＝１４１．７μｍ
となり、この場合もやはり弾性層の厚さ３００μｍよりも小さくなる。つまり、ここでも
交流温度波は弾性層４Ｄで十分に減衰することがわかる。
　すなわち、このベルトでの熱拡散長μ１０（４Ｄ）は
　　　μ１０（４Ｄ）＝ｔ４＋ｔ３＋μ２１０（４Ｄ）＝１５６．７μｍ
となる。
　また、このときの弾性層４Ｄの熱浸透率ｂ４（４Ｄ）は、
　　　ｂ４（４Ｄ）＝（λ４（４Ｄ）・ｃ４（４Ｄ）・ρ４（４Ｄ））０．５

　　　　　　　　　＝２．３６［ｋＪ／（ｍ２・Ｋ・ｓｅｃ０．５）］
と非常に大きな熱浸透率を示す。この定着ベルトに１０Ｈｚの交流温度波を与えた際の熱
拡散長μ１０（４Ｄ）における熱浸透率ｂ１０（４Ｄ）は、
　　　ｂ１０（４Ｄ）＝（（ｂ６・ｔ６）／（μ１０（４Ｄ）））＋（（ｂ５・ｔ５）／
（μ１０（４Ｄ）））＋（（ｂ４（４Ｄ）・μ２１０（４Ｄ））／（μ１０（４Ｄ）））
＝２．２０［ｋＪ／（ｍ２・Ｋ・ｓｅｃ０．５）］
であり、弾性層にアルミナフィラーと気相成長法炭素繊維を共に配合したことにより、そ
れぞれを単体で配合した時に比べて、定着ベルトとしての熱浸透率が飛躍的に向上してい
ることがわかる。これは即ち、トナー並びに非記録材への熱供給能力がこれまでに達成で
きていないレベルで向上していることを示している。
【００５２】
（第二の実施態様）
　基材３としてニッケル電鋳膜、弾性層４として先で用いたシリコーンゴム弾性層４Ｄ、
接着層５は設けずに、離型層６をフッ素樹脂コーティングで直接形成した定着ベルトを例
に挙げる。各層の構成及び物性値を下記の表４に示す。
【００５３】
【表４】

【００５４】
　これは実施例Ｂ－２に相当する構成である。
【００５５】
　このような定着ベルトの離型層の表面に周波数１０Ｈｚの交流温度波を与えたときの熱
拡散長（μ４１０）を計算する。
　　　μ４１０＝（０．１２／（π・ｆ））０．５＝６１．８×１０－３ｍｍ＝６１．８
μｍ
　この値は、離型層６の厚さ（＝１０μｍ）よりも大きいことから、当該交流温度波は、
離型層６で減衰せず、弾性層４Ｄに達する。ここで、離型層６における熱浸透率ｂ６は以
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下の式により算出できる。
　　　ｂ６＝（λ６・ｃ６・ρ６）０．５＝０．７５［ｋＪ／（ｍ２・Ｋ・ｓｅｃ０．５

）］
【００５６】
　次に弾性層４Ｄ内における熱拡散長（μ２１０（４Ｄ））を計算する。ここで、弾性層
４Ｄに達する温度波を交流温度波の周波数（ｆ３）に換算すると、以下の式で求めること
ができる。
　　　ｆ３＝０．１２／（π・（μ４１０－ｔ４）２）＝１４．２Ｈｚ
　すなわち、弾性層４Ｄには１４．２Ｈｚの交流温度波を印加したのと等価な状態となる
。したがって、μ２１０（４Ｄ）は下記式により求まることとなる。
　　　μ２１０（４Ｄ）＝（１．１１／（π・ｆ３））０．５＝１５７．７μｍ
　この場合、μ２１０（４Ｄ）は弾性層の厚さ３００μｍよりも小さくなる。つまり、交
流温度波は弾性層４Ｄで十分に減衰することがわかる。すなわち、このベルトでの熱拡散
長μ１０（４Ｄ）は、
　　　μ１０（４Ｄ）＝ｔ４＋μ２１０（４Ｄ）＝１６７．７μｍ
となる。
　また、このときの弾性層４Ｄの熱浸透率ｂ４（４Ｄ）は先と同様に、
　　　ｂ４（４Ｄ）＝２．３６［ｋＪ／（ｍ２・Ｋ・ｓｅｃ０．５）］
であるので。この定着ベルトに１０Ｈｚの交流温度波を与えた際の熱拡散長μ１０（４Ｄ

）における熱浸透率ｂ１０（４Ｄ）は、
　　　ｂ１０（４Ｄ）＝（（ｂ６・ｔ６）／（μ１０（４Ｄ）））＋（（ｂ４（４Ｄ）・
μ（４Ｄ））／（μ（４Ｄ）））　　　
　　　　　　　　　　＝２．２６［ｋＪ／（ｍ２・Ｋ・ｓｅｃ０．５）］
であり、接着層を形成せずに離型層を直接形成することで、部材表面近傍における熱浸透
率をさらに向上させることが可能となる。
【００５７】
（１）定着部材の構成概略
　本発明の詳細について図面を用いて説明する。
　図１は、本発明に係る電子写真用定着部材の一態様を示す概略断面模式図であり、１は
ベルト形状を有する定着部材（定着ベルト）であり、２はローラ形状の定着部材（定着ロ
ーラ）を示している。一般に基材自体が変形することにより、定着ニップを形成して用い
られる場合に定着ベルトと呼ばれ、基材自体はほとんど変形せず、弾性層の弾性変形で定
着ニップを形成する場合に定着ローラと呼ばれる。
【００５８】
　図１において、３は基材、４は基材３の周面を被覆している弾性層、６は離型層である
。離型層６は、弾性層４の周面に接着層５により固定されている場合がある。
【００５９】
　また、図２は、定着部材の表面から熱拡散長μの範囲の層構成を拡大し、断面を模式的
に表した図である。図２において４は弾性層であり、４ａはベース材としてのシリコーン
ゴム、４ｂは高体積熱容量充填材、４ｃは気相成長法炭素繊維を示している。これら弾性
層を構成する各成分については後に詳述する。
【００６０】
　図２に示すように、弾性層４中には、高体積熱容量充填剤４ｂの間を橋渡しするような
形で、互いに絡まった気相成長法炭素繊維４ｃが存在している。すなわち、高体積熱容量
充填剤４ｂ同士が、気相成長法炭素繊維４ｃによって端かけされることによって伝熱路が
形成されているものと考えられる。そのため、弾性層の硬度を上昇させる充填剤の弾性層
への添加総量（体積割合）を抑えつつ、優れた熱供給能力を備えた定着部材とすることが
できる。
【００６１】
　５は接着層を示しており、６は離型層を示している。これらの層にも気相成長法炭素繊
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維を含むことで定着部材の熱供給能力の向上が可能である。また、これらの層の形成方法
についても後に詳述する。
【００６２】
　以下、定着部材における各層について説明し、その利用方法について述べる。
【００６３】
（２）基材
　基材３としては、例えばアルミニウム、鉄、ステンレス、ニッケルなどの金属や合金、
ポリイミドなどの耐熱性樹脂が用いられる。
【００６４】
　定着部材がローラ形状である場合、基材３には、芯金が用いられる。芯金の材質として
は、例えば、アルミニウム、鉄、ステンレスなどの金属や合金が挙げられる。このとき芯
金の内部が中空状であっても定着装置での加圧に耐える強度を有していれば良い。また、
中空状の場合には内部に熱源を設けることも可能となる。
【００６５】
　定着部材が、ベルト形状を有する場合には、基材３としては、例えば電鋳ニッケルスリ
ーブやステンレススリーブ、ポリイミドなどからなる耐熱樹脂ベルト等が挙げられる。内
面には耐磨耗性や断熱性などの機能を付与するための層（不図示）が更に設けられること
がある。また外面には弾性層との接着性等の機能を付与するための層（不図示）が更に設
けられることがある。
【００６６】
（３）弾性層、及びその製造方法
　弾性層４は、定着時にトナーを押しつぶさず、紙の繊維の凹凸に追従する弾性を定着部
材に担持させる層として機能する。
【００６７】
　かかる機能を発現させる上で、弾性層４は、ベース材としてシリコーンゴムやフッ素ゴ
ム等の耐熱性ゴムを用いることが好ましく、中でも付加硬化型シリコーンゴムを硬化させ
たものとすることが好ましい。液状状態のものが多いため充填剤（フィラー）が分散させ
やすく、後述するフィラーの種類や添加量に応じて、その架橋度を調整することで、弾性
を調整することができるからである。
【００６８】
　また、層構成として、定着部材表面から熱拡散長μの範囲に含まれる弾性層部分は被記
録材への伝熱効率の観点から制約を受けるが、その範囲から外れる厚み範囲に関しては制
約から除外される。特にローラ形状の定着部材では、表面から熱拡散長μを超える範囲に
おいては、更なる柔軟性や伝熱性、断熱性等の機能を付与する目的で、多様な形態をとる
ことが可能である。
【００６９】
（３－１）付加硬化型シリコーンゴム
　図２において、４ａを構成するのが付加硬化型シリコーンゴムである。
一般に、付加硬化型シリコーンゴムは、不飽和脂肪族基を有するオルガノポリシロキサン
と、ケイ素に結合した活性水素を有するオルガノポリシロキサン、および架橋触媒として
白金化合物が含まれている。
【００７０】
　不飽和脂肪族基を有するオルガノポリシロキサンの例は以下のものを含む。
・分子両末端が（Ｒ１）２Ｒ２ＳｉＯ１／２で表され、中間単位が（Ｒ１）２ＳｉＯおよ
びＲ１Ｒ２ＳｉＯで表される直鎖状オルガノポリシロキサン；
・中間単位にＲ１ＳｉＯ３／２乃至ＳｉＯ４／２が含まれる分岐状ポリオルガノシロキサ
ン。
【００７１】
　ここでＲ１はケイ素原子に結合した、脂肪族不飽和基を含まない１価の非置換または置
換炭化水素基を表す。具体例は、以下のものを含む。
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・アルキル基（例えば、メチル、エチル、プロピル、ブチル、ペンチル、ヘキシル等）；
・アリール基（フェニル基等）；
・置換炭化水素基（例えば、クロロメチル、３－クロロプロピル、３，３，３－トリフル
オロプロピル、３－シアノプロピル、３－メトキシプロピル等）。
【００７２】
　特に、合成や取扱いが容易で、優れた耐熱性が得られることから、Ｒ１の５０％以上が
メチル基であることが好ましく、すべてのＲ１がメチル基であることが特に好ましい。
【００７３】
　また、Ｒ２はケイ素原子に結合した不飽和脂肪族基を表しており、ビニル、アリル、３
－ブテニル、４－ペンテニル、５－ヘキセニルが例示され、合成や取扱いが容易で、架橋
反応も容易に行われることから、ビニルが好ましい。
【００７４】
　また、ケイ素に結合した活性水素を有するオルガノポリシロキサンは、白金化合物の触
媒作用により、不飽和脂肪族基を有するオルガノポリシロキサン成分のアルケニル基との
反応によって架橋構造を形成させる架橋剤である。
【００７５】
　ケイ素原子に結合した水素原子の数は、１分子中に平均３個を越える数である。
【００７６】
　ケイ素原子に結合した有機基としては、不飽和脂肪族基を有するオルガノポリシロキサ
ン成分のＲ１と同じ範囲である非置換または置換の１価の炭化水素基が例示される。特に
、合成および取扱いが容易なことから、メチル基が好ましい。
【００７７】
　ケイ素に結合した活性水素を有するオルガノポリシロキサンの分子量は特に限定されな
い。
【００７８】
　また、当該オルガノポリシロキサンの２５℃における粘度は、好ましくは１０ｍｍ２／
ｓ以上１００，０００ｍｍ２／ｓ以下、さらに好ましくは１５ｍｍ２／ｓ以上１，０００
ｍｍ２／ｓ以下の範囲である。保存中に揮発して所望の架橋度や成形品の物性が得られな
いということがなく、また合成や取扱いが容易で、系に容易に均一に分散させることがで
きるからである。
【００７９】
　シロキサン骨格は、直鎖状、分岐状、環状のいずれでも差支えなく、これらの混合物を
用いてもよい。特に合成の容易なことから、直鎖状のものが好ましい。Ｓｉ－Ｈ結合は、
分子中のどのシロキサン単位に存在してもよいが、少なくともその一部が、（Ｒ１）２Ｈ
ＳｉＯ１／２単位のような分子末端のシロキサン単位に存在することが好ましい。 
【００８０】
　付加硬化型シリコーンゴムとしては、不飽和脂肪族基の量が、ケイ素原子１モルに対し
て０．１モル％以上、２．０モル％以下であるものが好ましい。特には、０．２モル％以
上、１．０モル％以下である。
【００８１】
（３－２）充填剤（フィラー）について
　弾性層４は、定着部材の伝熱特性の向上、及び補強性、耐熱性、加工性、導電性等の付
与のために充填剤（フィラー）を含む。
【００８２】
（３－２－１）材料
　特に、伝熱特性を向上させる目的では、フィラーとしては高熱伝導性、及び高体積熱容
量である無機充填剤が好ましい。無機充填剤の具体例としては、金属、金属化合物等を挙
げることができる。
【００８３】
　特に、伝熱特性を向上させる目的で用いられる無機充填剤としては、たとえば以下の材
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料が好適に用いられる。
炭化ケイ素；窒化ケイ素；窒化ホウ素；窒化アルミニウム；アルミナ；酸化亜鉛；酸化マ
グネシウム；シリカ；銅；アルミニウム；銀；鉄；ニッケル；等。
【００８４】
　更に、弾性層の体積熱容量確保の観点からは、３．０［ｍＪ／ｍ３・Ｋ］以上の体積熱
容量を有する、アルミナ、酸化マグネシウム、酸化亜鉛、鉄、銅、ニッケルを主成分とす
る高体積熱容量充填剤を用いることが好ましい。
【００８５】
　図２において４ｂが、ここで述べる高体積熱容量充填剤（無機充填剤）である。
　これらは単独であるいは２種以上を混合して用いることができる。平均粒径は取扱い上
、および分散性の観点から１μｍ以上５０μｍ以下が好ましい。また、形状は球状、粉砕
状、針状、板状、ウィスカ状などが用いられるが、分散性の観点から球状もしくは粉砕状
に類したものが好ましい。
　ここで、弾性層中の無機充填剤の平均粒径は、フロー式粒子像分析装置（商品名：ＦＰ
ＩＡ－３０００；シスメックス株式会社製）で求めるものとする。　
　具体的には、弾性層から切り出したサンプルをるつぼに入れ、窒素雰囲気中で１０００
℃に加熱し、ゴム成分を灰化させ除去する。この段階で、るつぼ中には、サンプル中にふ
くまれていた無機充填剤が存在している。なお、弾性層が、後述する気相成長法炭素繊維
をフィラーとして含有している場合には、気相成長法炭素繊維もるつぼ中に存在している
。
　そこで、るつぼ中に無機充填剤と共に気相成長法炭素繊維が存在している場合には、こ
のるつぼを空気雰囲気下で１０００℃に加熱し、気相成長法炭素繊維を燃焼させる。その
結果、るつぼ中には、サンプルに含まれていた無機充填剤のみが残る。
　次いで、るつぼ中の無機充填剤を乳鉢と乳棒を用いて１次粒子となるように解砕したの
ち、これを水に分散させて、試料液を調製する。この試料液を、上記粒子像分析装置に投
入し、装置内で撮像セル内に導入し通過させ、無機充填剤を静止画像として撮影する。
　平面に投影された無機充填剤の粒子像（以下、「粒子投影像」ともいう）と等しい面積
を有する円（以下、「等面積円」ともいう）の直径を、当該粒子像にかかる無機充填剤の
直径とする。そして、１０００個の無機充填剤の等面積円を求め、それらの算術平均値を
、無機充填剤の平均粒径とする。
【００８６】
　フィラーの体積熱容量は定圧比熱（Ｃｐ）と真密度（ρ）の積により求めることができ
、それぞれの値は下記の装置で求めることができる。
・定圧比熱（Ｃｐ）・・・示差走査熱量測定装置（商品名：ＤＳＣ８２３ｅ；メトラー・
トレド株式会社製）
　具体的には、サンプル用のパン及びリファレンス用のパンとして、アルミニウム製のパ
ンを用いる。まずブランク測定として、両方のパンが空の状態で、１５℃で１０分定温の
後、１１５℃まで１０℃／分の昇温速度で昇温し、１１５℃で１０分定温させるプログラ
ムで測定を実施する。次に定圧比熱が既知である約１０ｍｇの合成サファイアを基準物質
に用い、同じプログラムで測定を行なう。次いで、リファレンスのサファイアと同量の約
１０ｍｇの測定サンプル（充填剤）をサンプルパンにセットし、同じプログラムで測定を
実施する。これらの測定結果を上記示差走査熱量測定装置に付属の比熱解析ソフトウェア
を用いて解析し、５回の測定の算術平均値から、２５℃における定圧比熱（Ｃｐ）を算出
する。
・真密度（ρ）・・・乾式自動密度計（商品名：アキュピック１３３０－０１；株式会社
島津製作所製）
　具体的には、１０ｃｍ３の試料セルを用い、セル容積の約８割のサンプル（充填剤）を
試料セル内に入れる。サンプルの重量を測定したのち、装置内の測定部にセルをセットし
、測定用のガスとしてヘリウムを用い、１０回のガス置換ののち、容積測定を１０回実施
する。サンプルの重量と測定された容積から密度（ρ）を算出する。
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【００８７】
　フィラーとしては更に、熱伝導性確保の観点から、気相成長法炭素繊維を含有すること
が好ましい。
　図２において４ｃが、ここで述べる気相成長法炭素繊維である。気相成長法炭素繊維は
、炭化水素と水素を原料とし、加熱炉内において気相で熱分解反応させ、触媒微粒子を核
に繊維状に成長させたものである。繊維径、繊維長は原料及び触媒の種類・大きさ・組成
、反応温度・気圧及び時間などによって制御され、反応後、熱処理によって黒鉛構造を更
に発達させたものが知られている。
【００８８】
　繊維の径方向には複層構造になっており、グラファイト構造が筒状に積層された形状を
有している。平均繊維径は８０～２００ｎｍ程度、平均繊維長は５～１５μｍ程度のもの
が一般的であり、また、市販されている。
　ここで、弾性層中の気相成長法炭素繊維の平均繊維径および平均繊維長の測定方法は、
以下の通りとする。すなわち、まず、弾性層から切り出したサンプル１０ｇを、るつぼに
入れ、空気中において５５０℃で８時間加熱して、ゴム成分を灰化させて除去する。次い
で、るつぼ内に残った気相成長法炭素繊維を、無作為に１０００本選択し、光学式顕微鏡
を用いて、倍率１２０倍で観察し、デジタル画像計測ソフト（（商品名：Ｑｕｉｃｋ Ｇ
ｒａｉｎ Ｓｔａｎｄａｒｄ、イノテック社製）を用いて、それらの繊維長および繊維端
部における繊維径を測定した。そして、各々の繊維長及び繊維径の算術平均値を、平均繊
維長及び平均繊維径とした。
【００８９】
　また、フィラーとしては他に、導電性等の特性を付与させる目的で、カーボンブラック
を添加してもよい。
【００９０】
（３－２－２）含有量
　上記フィラーは、弾性層の柔軟性を確保しつつも、その伝熱特性を充分に達成させるた
めに、総量として弾性層４中に、体積基準で２５体積％以上５０体積％以下の範囲で含有
させることが好ましい。そのうち、気相成長法炭素繊維については、多量に添加した際に
ベース材の粘度上昇を抑制し、良好な加工性を維持するために、弾性層の体積基準で０．
５体積％以上、５体積％以下とすることが好ましい。
【００９１】
（３－３）弾性層の厚さ
　定着部材の表面硬度への寄与、並びにニップ幅確保の観点から、弾性層の厚さは適宜設
計可能である。定着部材がベルト形状を有する場合には、定着装置に組み込んだときに、
基材の変形によりニップ幅が確保できるため、また、ベルト内に発熱源を有するため、弾
性層の厚みの好ましい範囲は、１００μｍ以上、５００μｍ以下、更に好ましくは２００
μｍ以上、４００μｍ以下である。定着部材がローラ形状を有する場合には、基材が剛体
であり、ニップ幅を弾性層の変形で形成する必要がある。このため弾性層の厚みの好まし
い範囲は、３００μｍ以上１０ｍｍ以下、更に好ましくは１ｍｍ以上、５ｍｍ以下である
。この際、部材表面から熱拡散長μの範囲に含まれる弾性層領域においては、先に示した
構成を取ることが求められる。
【００９２】
（３－４）弾性層の製法
　弾性層は金型成型法や、ブレードコート法、ノズルコート法、リングコート法等の加工
法が、特開２００１－６２３８０号公報や特開２００２－２１３４３２号公報等において
広く知られている。これらの方法により基材の上に担持された混和物を加熱・架橋するこ
とで弾性層を形成することができる。
【００９３】
　図３は基材３上に弾性層４を形成する工程の一例であり、所謂リングコート法を用いる
方法を説明するための模式図である。
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【００９４】
　未架橋状態のベース材（本例では付加硬化型シリコーンゴム）中にフィラーをそれぞれ
計量配合し、遊星式万能混合機等を用いて、十分に混合・脱泡された弾性層形成用の原料
混和物を、シリンダポンプ７に充填し、圧送することで該原料混和物の供給ノズル８を経
て塗工ヘッド９から基材３の周面に塗布する。
【００９５】
　塗布と同時に基材３を図面右方向に所定の速度で移動させることで、該原料混和物の塗
膜１０を基材３の周面に形成することが出来る。該塗膜の厚みは、塗工ヘッド９と基材３
とのクリアランス、該原料混和物の供給速度、基材３の移動速度、などによって制御する
ことが出来る。基材３上に形成された原料混和物の塗膜１０は、電気炉などの加熱手段に
よって一定時間加熱して、架橋反応を進行させることにより、弾性層４とすることができ
る。 
【００９６】
（４）離型層及びその製造方法
　離型層６としては、主にフッ素樹脂層、例えば、以下に例示列挙する樹脂が用いられる
。
・テトラフルオロエチレン－パーフルオロ（アルキルビニルエーテル）共重合体（ＰＦＡ
）、ポリテトラフルオロエチレン（ＰＴＦＥ）、テトラフルオロエチレン－ヘキサフルオ
ロプロピレン共重合体（ＦＥＰ）等。
【００９７】
　上記例示列挙した材料中、成形性やトナー離型性の観点からＰＦＡが好ましい。
　形成手段としては、特に限定されないが、チューブ状に成形したものを被覆する方法や
、フッ素樹脂の微粒子を直接、乃至は、溶媒中に分散塗料化されたものを弾性層表面にコ
ーティング後、乾燥・溶融し焼き付ける方法などが知られている。
【００９８】
　また、離型層中には成形性や離型性を損なわない範囲において、熱物性を制御する目的
でフィラーを含有しても良い。
【００９９】
　フッ素樹脂離型層の厚みは、５０μｍ以下、更には３０μｍ以下とするのが好ましい。
このような厚みとすることで、積層した際に弾性層の弾性を維持し、定着部材としての表
面硬度が高くなりすぎることを抑制できる。
【０１００】
（４－１）フッ素樹脂チューブ被覆による離型層形成
　フッ素樹脂チューブはＰＦＡ等の熱溶融タイプのフッ素樹脂を用いる場合においては、
一般的な方法で作成することができる。例えば、熱溶融タイプのフッ素樹脂ペレットを、
押出成形機を用いてフィルム等に成形する。
【０１０１】
　フッ素樹脂チューブの内面は、予め、ナトリウム処理やエキシマレーザ処理、アンモニ
ア処理等を施すことで、表面を活性化し、接着性を向上させることが出来る。
【０１０２】
　図４は、弾性層４上に、接着剤１１を介してフッ素樹脂層を積層する工程の一例の模式
図である。前述した弾性層４の表面に、接着剤１１を塗布する。接着剤については後に詳
述する。接着剤１１の塗布に先立って弾性層４の表面に対して紫外線照射工程を行っても
良い。これによって接着剤１１の弾性層４への浸透を抑制することができ、弾性層との反
応による、表面硬度の上昇を抑制することができる。また、この紫外線照射工程は加熱環
境下で行なうことで、さらに効率的に実施することが可能である。
【０１０３】
　この接着剤１１の外面に、離型層６としてのフッ素樹脂チューブ１２を被覆し、積層さ
せる。
【０１０４】
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　基材３が形状保持可能な芯金の場合には必要ないが、ベルト形状の定着部材に用いられ
る樹脂ベルトや金属スリーブのような箔肉の基材を用いる際には、加工時の変形を防ぐた
めに中子１３に外嵌させて保持する。
【０１０５】
　被覆方法は特に限定されないが、接着剤を潤滑材として被覆する方法や、フッ素樹脂チ
ューブを外側から拡張し、被覆する方法等を用いることが出来る。
【０１０６】
　被覆後、不図示の手段を用いて、弾性層と離型層との間に残った、余剰の接着剤を、扱
き出すことで除去する。扱き出した後の接着層の厚みは、２０μｍ以下であることが好ま
しい。接着層の厚みを２０μｍ以下とすることで、伝熱特性の低下をより確実に抑制する
ことができる。
【０１０７】
　次に、電気炉などの加熱手段にて所定の時間加熱することで、接着剤を硬化・接着させ
、必要に応じて両端部を所望の長さに加工することで、本発明の定着部材を得ることが出
来る。
【０１０８】
（４－１－１）接着剤
　接着剤は弾性層及び離型層の材質によって適宜選択することが可能であるが、弾性層に
付加硬化型シリコーンゴムを用いる際には、接着剤１１として自己接着成分が配合された
付加硬化型シリコーンゴムを用いることが好ましい。具体的には、ビニル基に代表される
不飽和炭化水素基を有するオルガノポリシロキサンと、ハイドロジェンオルガノポリシロ
キサンおよび架橋触媒としての白金化合物を含有する。そして、付加反応により硬化する
。このような接着剤としては、既知のものを使用することができる。
【０１０９】
　自己接着成分の例は、以下のものを含む。
・ビニル基等のアルケニル基、（メタ）アクリロキシ基、ヒドロシリル基（ＳｉＨ基）、
エポキシ基、アルコキシシリル基、カルボニル基、およびフェニル基からなる群から選択
される少なくとも１種、好ましくは２種以上の官能基を有するシラン、
・ケイ素原子数が２個以上３０個以下、好ましくは４個以上２０個以下の、環状または直
鎖状のシロキサン等の有機ケイ素化合物、
・１価以上４価以下、好ましくは２価以上４価以下のフェニレン構造等の芳香環を１分子
中に１個以上４個以下、好ましくは１個以上２個以下含有し、かつ、ヒドロシリル化付加
反応に寄与しうる官能基（例えば、アルケニル基、（メタ）アクリロキシ基）を１分子中
に少なくとも１個、好ましくは２個以上４個以下含有する、分子中に酸素原子を含んでも
よい、非ケイ素系（即ち、分子中にケイ素原子を含有しない）有機化合物。
【０１１０】
　上記の自己接着成分は１種単独でも２種以上を組み合わせても使用することができる。
【０１１１】
　接着剤中には粘度調整や耐熱性確保の観点から、本発明の趣旨に沿う範囲内においてフ
ィラー成分を添加することができる。
　当該フィラー成分の例は、以下のものを含む。
・シリカ、アルミナ、酸化鉄、酸化セリウム、水酸化セリウム、カーボンブラック等。
【０１１２】
　このような付加硬化型シリコーンゴム接着剤は市販もされており、容易に入手すること
ができる。
【０１１３】
　また、接着層における伝熱特性付与の観点から、さらにフィラーとして気相成長法炭素
繊維を添加することができる。添加量としては、接着強度の維持を図る観点から、接着層
中における体積割合で０．５体積％以上、１０体積％以下とすることが好ましい。
【０１１４】
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（４－２）フッ素樹脂コーティングによる離型層形成
　離型層としてのフッ素樹脂のコーティング加工にはフッ素樹脂微粒子の静電塗工方法や
、フッ素樹脂塗料のスプレーコーティングなどの方法を用いることができる。
【０１１５】
　静電塗工方法を用いる場合には、まず金型内面にフッ素樹脂微粒子の静電塗工を施し、
金型をフッ素樹脂の融点以上まで加熱することで、金型内面にフッ素樹脂の薄膜を形成す
る。この後、内面を接着処理したうえで、基材を挿入し、基材とフッ素樹脂との間に弾性
層材料を注型硬化せしめた後、フッ素樹脂ごと脱型することで本発明の定着部材を得るこ
とが出来る。
【０１１６】
　スプレーコーティングを用いる場合には、フッ素樹脂の塗料を使用する。図５にスプレ
ーコーティング方法の概略図を示す。フッ素樹脂塗料はフッ素樹脂の微粒子が界面活性剤
等によって溶媒中に分散された、所謂ディスパージョン液を形成している。フッ素樹脂デ
ィスパージョン液は市販もされており、容易に入手可能である。このディスパージョン液
を、不図示の手段によりスプレーガン１４に供給し、空気等のガス圧により霧状に噴霧す
る。必要に応じてプライマー等により接着処理された弾性層４を有する部材を、スプレー
ガンに対向する位置に配置し、部材を一定速度で回転させると共に、スプレーガン１４を
基材３の軸方向に平行移動させる。これによって、弾性層表面にフッ素樹脂塗料の塗膜１
５を一様に形成することができる。このようにフッ素樹脂塗料塗膜１５が形成された部材
を、電気炉等の加熱手段を用いてフッ素樹脂塗料膜の融点以上にまで加熱することで、フ
ッ素樹脂離型層を形成することができる。
【０１１７】
（５）定着部材表面のタイプＣマイクロ硬度
　定着部材の変形は、定着ローラ等の場合にニップ部を形成するために求められる大変形
領域における硬度と、被記録体である紙繊維やトナー像の凹凸に対しての追従を求められ
る微小変形領域における硬度があり、ここでは微小変形領域の硬度に着目して説明する。
【０１１８】
　定着部材は紙繊維の内部にまで入り込んだトナーや、部位によって積層構成が異なるト
ナー像に対しても溶融に十分な熱量を与えるために、紙繊維やトナー像の凹凸に対して追
従し、接触することで熱供給を行なう必要がある。この追従性を比較するにあたり、微小
変形領域における硬度測定、所謂マイクロ硬度が有用なことが知られている。
【０１１９】
　定着部材表面のタイプＣマイクロ硬度は、マイクロゴム硬度計（高分子計器株式会社製
、商品名：マイクロゴム硬度計ＭＤ－１　ｃａｐａ　タイプＣ）を用いて測定することが
出来る。ここでの定着部材表面におけるマイクロ硬度は、８５度以下、特には８０度以下
が好ましい。
【０１２０】
　一般に、熱効率を上げるために弾性層中にフィラーを多く添加した際には硬度が上昇す
る傾向となるが、上記の方法を用いることで熱効率を上げつつも弾性層の柔軟性を保つこ
とができる。これにより、タイプＣマイクロ硬度を上記数値範囲内とすることで、転写媒
体上の未定着トナーを過度に押しつぶすことを抑制できる。その結果、像ズレ、滲みが少
ない高品位な電子写真画像を得ることができる。
【０１２１】
（６）複層構成の定着部材における熱浸透率
　ここまで述べたように、定着部材は基材、弾性層、離型層を含む複層構成を成している
。定着部材は被加熱体に対して直接接触する離型層側から熱供給を行なうため、表面側か
らデュエルタイム相当の時間領域において測定される熱浸透率が、熱供給能力を決定付け
ることとなる。
【０１２２】
　一般にある周波数の交流温度波における物質の熱拡散長は、先に示した式（１）により
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算出することができるが、層の厚みが熱拡散長よりも小さい場合には、当該層を突き抜け
て更に奥の層に熱影響を及ぼすこととなる。このとき下層における熱拡散長は当該層の熱
物性によって再度変化するため、再計算が必要となる。
【０１２３】
　仮に複層（３層以上）構成の定着部材について考えてみる。１層目の厚みをｔ１、熱拡
散率をα１とし、２層目の厚みをｔ２、熱拡散率をα２として、交流温度波の周波数ｆを
１層目の表面に与えた時の熱拡散長μについて考える。まず、１層目単独での熱拡散長μ

１はμ１＝（α１／（π・ｆ））０．５となる。このときμ１≦ｔ１の場合には、１層目
だけで温度波の振幅が減衰するため、この部材の熱拡散長μはμ＝μ１となる。 
【０１２４】
　しかし、μ１＞ｔ１の場合には、温度波の熱影響が１層目を突き抜けて、２層目に到達
することとなる。ここで、１層目を通過し２層目に到達した温度波を周波数換算ｆ２で表
すと式１の変形より、ｆ２＝α１／（π・（μ１－ｔ１）２）となる。 
【０１２５】
　つまり、μ１＜ｔ１の場合には、２層目単独に対して周波数ｆ２の交流温度波を与えた
のと同じ状況が想定される。このｆ２を用いて、同様に２層目の熱拡散長μ２を算出する
と、μ２＝（α２／（π・ｆ２））０．５となる。このときμ２≦ｔ２の場合には、２層
目で減衰するためこの部材の熱拡散長μはμ＝ｔ１＋μ２となる。しかし、μ２＞ｔ２の
場合には、更にその奥の３層目に温度波が到達するため、部材の熱拡散長の導出には同様
の計算を行なう必要がある。
【０１２６】
　次に、この複層構成の定着部材において、周波数ｆの交流温度波を与えた際の、熱拡散
長μｆに相当する深さ領域での平均の熱浸透率ｂｆについて考察する。 
【０１２７】
　各層における熱浸透率は各層の熱物性値より式２より導出可能である。ここで、１層目
の熱浸透率をｂ１、２層目の熱浸透率をｂ２として温度波が２層目まで到達し、減衰した
場合を想定して加重平均からｂｆを求めると、ｂｆ＝（（ｂ１・ｔ１）／（ｔ１＋μ２）
）＋（（ｂ２・μ２）／（ｔ１＋μ２））となる。３層目以降にまで到達した場合も同様
の考え方で、熱浸透率ｂｆが導出可能である。
【０１２８】
（６－１）離型層の熱浸透率
　離型層には一般にフッ素樹脂が用いられるため、フィラーを混入しないＰＦＡを用いた
場合、熱物性値より、この層における熱浸透率は、０．６乃至０．８［ｋＪ／（ｍ２・Ｋ
・ｓｅｃ０．５）］程度となる。また、熱浸透率はフィラーの添加によって向上させるこ
とが可能である。フィラーとしては炭化珪素や窒化ホウ素、酸化亜鉛、シリカ、アルミナ
などの無機フィラーを用いることができるが、多量に添加すると離型性や成形性が悪化す
るという弊害が有る。
【０１２９】
　しかし、フィラーとして気相成長法炭素繊維を用いることで、フィラーを少量添加する
だけでも熱浸透率を大幅に上昇させることができることを確認した。具体的にはＰＦＡに
対して体積比率で３体積％の気相成長法炭素繊維を含有した状態でフッ素樹脂離型層を形
成した際に、１．５乃至２倍程度の熱浸透率となることが確認された。
【０１３０】
（６－２）接着層の熱浸透率
　先にも述べたように、チューブ形状のフッ素樹脂チューブ離型層を形成する際において
、接着層には付加硬化型シリコーンゴム接着剤を用いることが好ましいが、この接着層に
おいても充填剤を配合することで、熱浸透率の向上が見込まれる。炭化珪素や窒化ホウ素
、酸化亜鉛、シリカ、アルミナ等の一般的な無機フィラーを用いてもよいが、熱浸透率を
向上させるには多量の配合が必要となるため、粘度の上昇を招来し、チューブ被覆後の扱
き工程において薄く扱くことが困難となる。しかし、ここでもフィラーとして気相成長法
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炭素繊維を添加することで少ない添加量で熱浸透率が向上することが確認できている。具
体的には、接着層単独の熱浸透率が０．６［ｋＪ／（ｍ２・Ｋ・ｓｅｃ０．５）］程度で
あった接着剤に対し、気相成長法炭素繊維を体積割合で２体積％添加することで１．２［
ｋＪ／（ｍ２・Ｋ・ｓｅｃ０．５）］程度まで上昇することが確認できている。 
【０１３１】
（６－３）弾性層の熱浸透率
　弾性層は、離型層や接着層などに比べ、層厚みが相対的に大きく確保可能であることか
ら、熱物性を向上させる目的で様々なフィラーを充填させることが可能となる。しかし、
定着部材としての柔軟性を確保する必要があるため、フィラーの総量としては体積割合で
５０％以下に設計することが好ましい。フィラーの体積割合が５０％を超えると、弾性層
の柔軟性が低下し、電子写真画像の画質の低下を招来する場合がある。
【０１３２】
　このような条件のもと、弾性層の熱浸透率を向上させるために鋭意検討を重ねた結果、
高体積熱容量のフィラーと気相成長法炭素繊維を共に配合することで、それぞれを単独で
配合した場合に比べて相乗的な効果が得られることが確認できた。
【０１３３】
　シリコーンゴムに対して高体積熱容量フィラーとしてのアルミナと、気相成長法炭素繊
維を配合した際の、気相成長法炭素繊維配合量と熱浸透率の関係を図９に示す。
【０１３４】
　気相成長法炭素繊維及び、高体積熱容量フィラーとしてのアルミナを弾性層中に同時に
配合することで、それぞれを単独で配合した場合よりも、より効果的に熱浸透率を上昇さ
せる効果があることが確認できる。
【０１３５】
　このような効果が発現するにいたる理由については、いまだ十分に解明できてはいない
。しかし、本発明者らは以下のように推測している。即ち、弾性層中に均一に分散されて
いる高体積熱容量の無機充填剤の間を、気相成長法炭素繊維が互いに絡まりあって橋渡す
ような形態が形成されることにより、該弾性層中に高熱伝導性の伝熱路が形成される。こ
れにより、熱浸透率が上昇することになると考えられる。
【０１３６】
　図１０においては付加硬化型シリコーンゴム中にアルミナと気相成長法炭素繊維を配合
し、加熱硬化させた弾性層材料の走査型電子顕微鏡（ＳＥＭ）写真を示す。白く固まりで
観察されているものがアルミナ粒子、白く繊維状に観察されているのが気相成長法炭素繊
維である。写真のようにアルミナ粒子間を気相成長法炭素繊維が橋渡している状態が形成
されていることが確認できる。
【０１３７】
　高体積熱容量の無機充填剤を単独で配合した場合であって、その配合量が少ない場合に
おいては上述した伝熱路形成が困難である。また、気相成長法炭素繊維を単独で配合した
際には、仮に伝熱路が形成されても、同じ体積において蓄熱される熱量、所謂体積熱容量
が少ない。そのため、いずれの場合においても熱浸透率を向上させることは困難となる。
【０１３８】
（７）定着装置
　電子写真用加熱定着装置は、一対の加熱されたローラとローラ、フィルムとローラ、ベ
ルトとローラ、ベルトとベルト等の回転体が互いに圧接されており、電子写真画像形成装
置全体としてのプロセス速度、大きさ等の条件を勘案して適宜選択される。
【０１３９】
　定着装置においては、加熱された定着部材と加圧部材を圧接することで定着ニップ幅Ｎ
を形成し、この定着ニップ幅Ｎに未定着トナーＧによって画像が形成された、被加熱体と
なる被記録材Ｐを挟持搬送させる。これにより、トナー像を加熱、加圧する。その結果、
トナー像は溶融・混色、その後、冷却されることによって被記録材上にトナー像が定着さ
れる。このときの被記録材搬送速度Ｖとの関係から、Ｎ／Ｖにより被記録材が定着ニップ
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の中に滞留する時間であるデュエルタイムＴが算出できる。
【０１４０】
（７－１）ベルト形状の定着部材を用いた加熱定着装置
　図６には本発明に係るベルト形状の電子写真用定着部材を用いた、加熱定着装置の一例
における横方向断面模式図を示す。
【０１４１】
　この加熱定着装置において、１は本発明の一形態となる、定着部材としてのシームレス
形状の定着ベルトである。この定着ベルト１を保持するために耐熱性・断熱性の樹脂によ
って成型された、ベルトガイド部材１６が形成されている。このベルトガイド部材１６と
定着ベルト１の内面とが接触する位置に熱源としてのセラミックヒータ１７を具備する。
セラミックヒータ１７はベルトガイド部材１６の長手方向に沿って成型具備された溝部に
嵌入して固定支持されている。セラミックヒータ１７は、不図示の手段によって通電され
発熱する。
【０１４２】
　シームレス形状の定着ベルト１はベルトガイド部材１６にルーズに外嵌させてある。加
圧用剛性ステイ１８はベルトガイド１６の内側に挿通してある。加圧部材としての弾性加
圧ローラ１９はステンレス芯金１９ａにシリコーンゴムの弾性層１９ｂを設けて表面硬度
を低下させたものである。芯金１９ａの両端部を装置に不図示の手前側と奥側のシャーシ
側板との間に回転自由に軸受け保持させて配設してある。弾性加圧ローラ１９は、表面性
及び離型性を向上させるために表層１９ｃとして、５０μｍのフッ素樹脂チューブが被覆
されている。
【０１４３】
　加圧用剛性ステイ１８の両端部と装置シャーシ側のバネ受け部材（不図示）との間にそ
れぞれ加圧バネ（不図示）を縮設することで、加圧用剛性ステイ１８に押し下げ力を付与
している。これによってベルトガイド部材１６の下面に配設したセラミックヒータ１７の
下面と加圧部材１９の上面とが定着ベルト１を挟んで圧接して所定の定着ニップＮが形成
される。この定着ニップＮに未定着トナーＧによって画像が形成された、被加熱体となる
被記録材Ｐを搬送速度Ｖで挟持搬送させる。これにより、トナー像を加熱、加圧する。そ
の結果、トナー像は溶融・混色、その後、冷却されることによって被記録材上にトナー像
が定着される。
【０１４４】
（７－２）ローラ形状の定着部材を用いた加熱定着装置
　図７には本発明に係るローラ形状の電子写真用定着部材を用いた、加熱定着装置の一例
における横方向断面模式図を示す。
【０１４５】
　この加熱定着装置において、２は本発明の一形態となる、定着部材としての定着ローラ
である。この定着ローラ２は基材である芯金３の外周面に弾性層４が形成され、更にその
外側にコート法により離型層６が形成されている。ここで定着ローラ２の表面から１００
μｍの範囲に該当する弾性層４については上述した熱物性が付与されている。この範囲よ
り深い範囲においては、外部加熱ユニット２０から付与された熱量を必要以上に蓄積しな
いよう、断熱性の高い弾性材料が用いられることがある。
【０１４６】
　定着ローラ２と対向するように加圧部材としての加圧ローラ１９が配されており、不図
示の加圧手段により、二つのローラが回転可能に押圧されることで、定着ニップＮが形成
されている。
【０１４７】
　外部加熱ユニット２０は、定着ローラ２をローラ外側から非接触で加熱する。外部加熱
ユニット２０は、熱源としてのハロゲンヒータ（赤外線源）２０ａと、ハロゲンヒータ２
０ａの輻射熱を効率的に利用するための反射鏡（赤外線反射部材）２０ｂとを有する。
【０１４８】
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　ハロゲンヒータ２０ａは、定着ローラ２と対向して配置され、不図示の手段によって通
電し発熱する。これにより、定着ローラ２の表面を直接加熱する。また、ハロゲンヒータ
２０ａによる定着ローラ２方向以外の方向に、反射率の高い反射鏡２０ｂが配設される。
【０１４９】
　反射鏡２０ｂは、ハロゲンヒータ２０ａが中に入るように、定着ローラ２と反対側に突
出するように湾曲して配設される。これにより、ハロゲンヒータ２０ａからの輻射熱を発
散させずに、輻射熱を効率的に定着ローラ２側へ反射させることができる。
【０１５０】
　本実施形態では、反射鏡２０ｂの形状は通紙方向に対して楕円軌道とし、一方の焦点に
ハロゲンヒータ２０ａを、もう一方の焦点には定着ローラ２内側の表面付近となるように
配置する。これにより、楕円の集光効果を利用することができ、定着ローラ表面近傍に反
射光が集光する。
【０１５１】
　また、定着ローラ２の温度制御手段として、シャッター２０ｃや温度検知素子２０ｄを
配し、これら、並びにハロゲンヒータ２０ａを不図示の手段で適切に制御することで、定
着ローラ２の表面温度を略均一に制御可能となる。
【０１５２】
　定着ローラ２および加圧ローラ１９は不図示の手段により基材３乃至は１９ａの端部を
通じて回転力が加えられ、定着ローラ２表面の移動速度が被記録体搬送速度Ｖと略等速と
なるように回転制御されている。この際、回転力は、定着ローラ２及び加圧ローラ１９の
どちらかに付与され、もう一方が従動により回転していても良いし、両方に回転力が付与
されていても良い。
【０１５３】
　このように形成された加熱定着装置の定着ニップＮに、未定着トナーＧによって画像が
形成された被加熱体となる被記録材Ｐを挟持搬送させる。これにより、トナー像を加熱、
加圧する。その結果、トナー像は溶融・混色、その後、冷却されることによって被記録材
上にトナー像が定着される。
【０１５４】
（８）電子写真画像形成装置
　電子写真画像形成装置の全体構成について概略説明する。図８は本実施の形態に係るカ
ラーレーザープリンタの概略断面図である。
【０１５５】
　図８に示したカラーレーザープリンタ（以下「プリンタ」と称す）４０は、イエロー（
Ｙ）、マゼンタ（Ｍ）、シアン（Ｃ）、ブラック（Ｋ）各色ごとに一定速度で回転する電
子写真感光体ドラム（以下「感光体ドラム」と称す）を有する画像形成部を有する。また
、画像形成部で現像され多重転写されたカラー画像を保持し、給送部から給送された被記
録材Ｐにさらに転写する中間転写体３８を有する。
【０１５６】
　感光体ドラム３９（３９Ｙ，３９Ｍ，３９Ｃ，３９Ｋ）は、駆動手段（不図示）によっ
て、図８に示すように反時計回りに回転駆動される。感光体ドラム３９の周囲には、その
回転方向にしたがって順に、感光体ドラム３９表面を均一に帯電する帯電装置２１（２１
Ｙ，２１Ｍ，２１Ｃ，２１Ｋ）、画像情報に基づいてレーザービームを照射し、感光体ド
ラム３９上に静電潜像を形成するスキャナユニット２２（２２Ｙ，２２Ｍ，２２Ｃ，２２
Ｋ）、静電潜像にトナーを付着させてトナー像として現像する現像ユニット２３（２３Ｙ
，２３Ｍ，２３Ｃ，２３Ｋ）、感光体ドラム３９上のトナー像を一次転写部Ｔ１で中間転
写体３８に転写させる一次転写ローラ２４（２４Ｙ，２４Ｍ，２４Ｃ，２４Ｋ）、及び転
写後の感光体ドラム３９表面に残った転写残トナーを除去するクリーニングブレードを有
するユニット２５（２５Ｙ，２５Ｍ，２５Ｃ，２５Ｋ）が配置されている。
【０１５７】
　画像形成に際しては、ローラ２６，２７，２８に張架されたベルト状の中間転写体３８
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が回転するとともに各感光体ドラムに形成された各色トナー像が前記中間転写体３８に重
畳して一次転写されることでカラー画像が形成される。
【０１５８】
前記中間転写体３８への一次転写と同期するように搬送手段によって被記録材Ｐが二次転
写部へ搬送される。搬送手段は複数枚の被記録材Ｐを収納した給送カセット２９、給送ロ
ーラ３０、分離パッド３１、レジストローラ対３２を有する。画像形成時には給送ローラ
３０が画像形成動作に応じて駆動回転し、給送カセット２９内の被記録材Ｐを一枚ずつ分
離し、該レジストローラ対３２によって画像形成動作とタイミングを合わせて二次転写部
へ搬送する。
【０１５９】
　二次転写部Ｔ２には移動可能な二次転写ローラ３３が配置されている。二次転写ローラ
３３は、略上下方向に移動可能である。そして、像転写に際しては被記録材Ｐを介して中
間転写体３８に所定の圧で押しつけられる。この時同時に二次転写ローラ３３にはバイア
スが印加され中間転写体３８上のトナー像は被記録材Ｐに転写される。
　中間転写体３８と二次転写ローラ３３とはそれぞれ駆動されているため、両者に挟まれ
た状態の被記録材Ｐは、図８に示す左矢印方向に所定の搬送速度Ｖで搬送され、更に搬送
ベルト３４により次工程である定着部３５に搬送される。定着部３５では熱及び圧力が印
加されて転写トナー像が被記録材Ｐに定着される。その被記録材Ｐは排出ローラ対３６に
よって装置上面の排出トレイ３７上へ排出される。
【０１６０】
　そして、図６や図７に例示した、本発明にかかる定着装置を、図８に示した電子写真画
像形成装置の定着部３５に適用することにより、消費エネルギーを抑制しつつ、高品位な
電子写真画像を提供可能な電子写真画像形成装置を得ることができるものである。
【実施例】
【０１６１】
　以下に、実施例を用いてより具体的に本発明を説明する。
【０１６２】
（実施例Ａ－１）
　市販の付加硬化型シリコーンゴム原液（商品名：ＳＥ１８８６；東レ・ダウコーニング
株式会社製の「Ａ液」及び「Ｂ液」を等量混合）に対し、フィラーとして高純度真球状ア
ルミナ（商品名：アルナビーズＣＢ－Ａ２５ＢＣ；昭和タイタニウム株式会社製）を、硬
化シリコーンゴム層を基準として体積比率で３５体積％になるように配合、混練した。そ
の後さらにフィラーとして、気相成長法炭素繊維（商品名：カーボンナノファイバー・Ｖ
ＧＣＦ－Ｓ；昭和電工株式会社製）を体積比率で２体積％となるように加えて混練し、シ
リコーンゴム混和物を得た。
【０１６３】
　ここで、各々のフィラーの体積熱容量（Ｃｐ・ρ）は以下のとおりである。各物性値は
２５℃の室温環境にて測定を行なった。
・アルナビーズＣＢ－Ａ２５ＢＣ・・・３．０３［ＭＪ／ｍ３・Ｋ］
・カーボンナノファイバー・ＶＧＣＦ－Ｓ・・・３．２４［ＭＪ／ｍ３・Ｋ］
　基材として、表面にプライマー処理を施した、内径３０ｍｍ、幅４００ｍｍ、厚さ４０
μｍのニッケル電鋳製のエンドレス形状のスリーブを用意した。尚、一連の製造工程中、
該スリーブは、その内部に、図４に示したような中子１３を挿入して取り扱った。
【０１６４】
　この基材上に、リングコート法で上記シリコーンゴム混和物を、厚さ３００μｍに塗布
した。シリコーンゴム混和物の塗膜が表面に形成されたスリーブを２００℃に設定した電
気炉中で４時間加熱して、シリコーンゴム混和物の塗膜を硬化させ、弾性層を形成した。
弾性層の熱物性値は、下記の装置を用いて測定することが可能である。各物性値は２５℃
の室温環境にて測定を行なった。得られた熱物性値より、（式２）を用いて弾性層部分単
独の熱浸透率ｂ１が算出できる。その結果、弾性層の熱浸透率ｂ１は、１．９７［ｋＪ／
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（ｍ２・Ｋ・ｓｅｃ０．５）］となった。結果を表５－１に示す。
・定圧比熱（Ｃｐ）・・・示差走査熱量測定装置（商品名：ＤＳＣ８２３ｅ；メトラー・
トレド株式会社製）；
　測定は、ＪＩＳ　Ｋ　７１２３「プラスチックの比熱容量測定方法」に則って行う。サ
ンプル用のパン及びリファレンス用のパンとして、アルミニウム製のパンを用いる。まず
ブランク測定として、両方のパンが空の状態で、１５℃で１０分定温の後、１１５℃まで
１０℃／分の昇温速度で昇温し、１１５℃で１０分定温させるプログラムで測定を実施す
る。次に定圧比熱が既知である約１０ｍｇの合成サファイアを基準物質に用い、同じプロ
グラムで測定を行なう。次いで、リファレンスのサファイアと同量の約１０ｍｇの測定サ
ンプルをサンプルパンにセットし、同じプログラムで測定を実施する。これらの測定結果
を上記示差走査熱量測定装置に付属の比熱解析ソフトウェアを用いて解析し、５回の測定
の算術平均値から、２５℃における定圧比熱（Ｃｐ）を算出する。
・密度（ρ）・・・乾式自動密度計（商品名：アキュピック１３３０－０１；株式会社島
津製作所製）；
　１０ｃｍ３の試料セルを用い、セル容積の約８割のサンプルを試料セル内に入れる。試
料の重量を測定したのち、装置内の測定部にセルをセットし、測定用のガスとしてヘリウ
ムを用い、１０回のガス置換ののち、容積測定を１０回実施する。試料の重量と測定され
た容積から密度（ρ）を算出する。
・熱伝導率（λ）・・・周期加熱法熱物性測定装置（商品名：ＦＴＣ－１；アルバック理
工株式会社製）；
　サンプルを８×１２ｍｍの面積で切り出して準備し、装置の測定部にサンプルを設置し
て熱拡散率（α）の測定を行う。５回の測定の算術平均値から得られた熱拡散率（α）と
、先に求めた定圧比熱（Ｃｐ）及び密度（ρ）から、λ＝α・Ｃｐ・ρの関係により、熱
伝導率（λ）を算出する。
【０１６５】
　表面に弾性層が形成されたスリーブの表面を周方向に２０ｍｍ／ｓｅｃの移動速度で回
転させながら、表面から１０ｍｍの距離に設置した紫外線ランプを用いて、弾性層に対し
紫外線照射を行なった。紫外線ランプには、低圧水銀紫外線ランプ（商品名：ＧＬＱ５０
０ＵＳ／１１；ハリソン東芝ライティング株式会社製）を用い、大気雰囲気中で１００℃
・５分間の照射を行なった。
【０１６６】
　室温まで冷却後、当該スリーブ上の弾性層の表面に、付加硬化型シリコーンゴム接着剤
（商品名：ＳＥ１８１９ＣＶ；東レ・ダウコーニング社製の「Ａ液」及び「Ｂ液」を等量
混合）を厚さがおよそ２０μｍ程度になるように略均一に塗布した。
【０１６７】
　次いで、内径２９ｍｍ、厚み１０μｍのフッ素樹脂チューブ（商品名：ＫＵＲＡＮＦＬ
ＯＮ－ＬＴ；倉敷紡績株式会社製）を図４に示すように積層した。その後、フッ素樹脂チ
ューブの上から表面を均一に扱くことにより、過剰の接着剤を弾性層とフッ素樹脂チュー
ブの間から十分に薄くなるように扱き出した。
　なお、上記フッ素樹脂チューブは、ＰＦＡ樹脂のペレット（商品名：ＰＦＡ４５１ＨＰ
Ｊ；三井・デュポン・フロロケミカル株式会社製）を押し出し成型機を用いて、チューブ
状に押出し成形することにより作製されたものである。
【０１６８】
　そして、当該スリーブを２００℃に設定した電気炉にて１時間加熱することで接着剤を
硬化させて当該フッ素樹脂チューブを弾性層上に固定した。得られたスリーブの両端部を
切断し、幅が３４１ｍｍの定着ベルトを得た。
【０１６９】
　得られた定着ベルトの断面を顕微鏡で観察すると、接着層の厚みは５μｍであった。
　ここで用いたフッ素樹脂チューブ離型層単独の熱浸透率ｂ３は熱物性の測定値から、０
．７１［ｋＪ／（ｍ２・Ｋ・ｓｅｃ０．５）］と算出され、また、当該接着層単独の熱浸
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透率ｂ２は０．６１［ｋＪ／（ｍ２・Ｋ・ｓｅｃ０．５）］と算出された。結果を表６－
１に示す。
【０１７０】
　この定着ベルトの切断した端部から２０ｍｍ×２０ｍｍの熱物性測定用の試験片を切り
出し、離型層側表面にモリブデン（Ｍｏ）の薄膜（厚さ１００ｎｍ）をスパッタリングで
形成した後、光加熱式サーモリフレクタンス法熱物性顕微鏡（商品名：Ｔｈｅｒｍａｌ　
Ｍｉｃｒｏｓｃｏｐｅ；株式会社ベテル製）の試料ステージに設置した。
【０１７１】
　試験片の離型層側（外側）表面に対し、加熱用レーザの温度交流波における交流周波数
ｆを１０Ｈｚ、２０Ｈｚ、３３Ｈｚおよび５０Ｈｚに順次変更して熱浸透率の測定を行っ
た。その結果、熱浸透率ｂｆ（以下、各周波数についての熱浸透率を、ｂ１０、ｂ２０、
ｂ３３及びｂ５０とも記載する）は、それぞれ、ｂ１０＝１．８３、ｂ２０＝１．７６、
ｂ３３＝１．６７、ｂ５０＝１．５７［ｋＪ／（ｍ２・Ｋ・ｓｅｃ０．５）］となった。
測定値は２ｍｍ四方の測定領域にて２５点測定した値の平均値である。また、各交流周波
数における熱拡散長μ（以下、各周波数についての熱拡散長を、μ１０、μ２０、μ３３

及びμ５０とも記載する）は、物性値と層構成から算出すると、それぞれμ１０＝１４０
．５μｍ、μ２０＝９１．５μｍ、μ３３＝６４．８μｍ、μ５０＝４８．０μｍとなる
。
【０１７２】
　得られた定着ベルトの表面硬度を、タイプＣマイクロ硬度計（商品名：ＭＤ－１　ｃａ
ｐａタイプＣ；高分子計器株式会社製）を用いて、周方向４点×長手方向３点の計１２点
について測定した。その結果、平均の表面マイクロ硬度は７６度を示した。以上の結果を
表７－１に示す。
【０１７３】
　この定着ベルトを、カラーレーザープリンタ（商品名：Ｓａｔｅｒａ　ＬＢＰ５９００
；キヤノン株式会社製）の定着装置ユニットに図６のように装着し、感圧紙を挟んでニッ
プ幅を測定したところ、９．０ｍｍとなった。
【０１７４】
　この定着装置ユニットを、通紙速度が９０ｍｍ／ｓｅｃとなるように矢印方向に加圧ロ
ーラに回転駆動力を与え、セラミックヒータに通電制御することで、定着ベルトの表面温
度が１８５℃となるように温調制御を行なった。これにより、デュエルタイムＴが１００
ｍｓｅｃの環境下で被記録体が定着ニップ部位を通過することとなる。
【０１７５】
　Ａ４サイズのプリント用紙（商品名：オフィスプランナー、キヤノン株式会社製、厚さ
９５μｍ、坪量６８ｇ／ｍ２）を用意した。この用紙表面の搬送方向先端部位から２０ｍ
ｍの位置に素子先端が来るように、直径２５μｍのＫ型（クロメル－アルメル型）熱電対
を、素子先端が剥き出しの状態で耐熱性のポリイミドテープで張付けた物（以下、温度評
価紙とする）を用意した。該熱電対の両末端を、市販の温度計測装置に接続した状態で、
先に用意した定着装置ユニットのニップ部位に、熱電対が定着部材側となるように温度評
価紙を導入し、熱電対の検出温度を測定することで熱供給能力の評価を行なった。この結
果、温度計測装置で確認された熱電対の最高温度は１６６℃となった。結果を表８に示す
。
【０１７６】
　以下、同じ１８５℃の表面条件で通紙速度を１８０ｍｍ／ｓｅｃとなるようにして、デ
ュエルタイムＴが５０ｍｓｅｃ環境に設定し、温度評価紙を通したところ、熱電対で検出
された最高温度は１５７℃となった。
　同様に通紙速度を３００ｍｍ／ｓｅｃとしてデュエルタイムを３０ｍｓｅｃとした場合
、通紙速度を４５０ｍｍ／ｓｅｃとしてデュエルタイムを２０ｍｓｅｃとした場合につい
て温度評価紙による温度測定を行った。その結果、検出温度はそれぞれ１４５℃及び１２
６℃となった。以上の結果を表８に示す。



(26) JP 5553931 B1 2014.7.23

10

20

30

40

50

【０１７７】
　また、この定着ベルトを、カラーレーザープリンタ（商品名：Ｓａｔｅｒａ　ＬＢＰ５
９００；キヤノン株式会社製）の定着装置ユニットに図６のように装着し、電子写真画像
を形成して、得られた電子写真画像の光沢ムラの評価を行った。電子写真画像の光沢ムラ
は、被記録体の繊維構造への追従性能に左右され、定着ベルトの表面硬度の上昇につれて
悪化する。つまり、定着ベルトの表面硬度の、電子写真画像の品質に与える影響の大小を
示す指標となり得る。
【０１７８】
　評価画像は、Ａ４サイズのプリント用紙（商品名：オフィスプランナー、キヤノン株式
会社製、厚さ９５μｍ、坪量６８ｇ／ｍ２）にシアントナーとマゼンタトナーをほぼ全面
に１００％濃度で形成した。これを評価用画像とし、目視観察により、光沢ムラ評価した
結果、光沢ムラが殆ど無く、極めて高品位な電子写真画像が得られた。
【０１７９】
（実施例Ａ－２）乃至（実施例Ａ－１２）および（比較例Ａ－１）乃至（比較例Ａ－１０
）
　シリコーンゴム混和物中の、フィラーの種類および量、並びにフッ素樹脂チューブの厚
みを表５－１及び表６－１に記載したように変更した。それ以外は、実施例Ａ－１と同様
にして定着ベルトを調製し、熱物性および表面硬度について評価した。弾性層の熱浸透率
ｂ１を表５－１、接着剤層の熱浸透率ｂ２及び離型層の熱浸透率ｂ３を表６－１に記載し
た。また、各定着ベルトの温度周波数（１０Ｈｚ、２０Ｈｚ、３３Ｈｚ）ごとの熱浸透率
ｂ１０、ｂ２０、ｂ３３及び各定着ベルトの表面マイクロ硬度を表７－１～表７－２に記
載した。さらに、各実施例及び各比較例に係る定着ベルトの熱供給能力の評価結果として
の熱電対検出温度を表８に示す。
【０１８０】
　尚、実施例Ａ－１１乃至Ａ－１６および比較例Ａ－６乃至Ａ－８においては、各々下記
のフィラーを用いた。各々の体積熱容量（Ｃｐ・ρ）と共に記す。
・実施例Ａ－１１、実施例Ａ－１５：酸化亜鉛（商品名：ＬＰＺＩＮＣ－１１；堺化学工
業株式会社製）・・・３．０２［ＭＪ／ｍ３・Ｋ］；
・実施例Ａ－１２：酸化マグネシウム（商品名：スターマグＵ；林化成株式会社製）・・
・３．２４［ＭＪ／ｍ３・Ｋ］；
・実施例Ａ－１３：銅粉末（商品名：Ｃｕ－ＨＷＱ；福田金属箔紛工業株式会社製）・・
・３．４３［ＭＪ／ｍ３・Ｋ］；
・実施例Ａ－１４：ニッケル粉末（商品名：Ｎｉ－Ｓ２５－３５；福田金属箔紛工業株式
会社製）・・・３．９８［ＭＪ／ｍ３・Ｋ］；
・実施例Ａ－１５：気相成長法炭素繊維（商品名：カーボンナノファイバー・ＶＧＣＦ－
Ｈ；昭和電工株式会社製）・・・３．２４［ＭＪ／ｍ３・Ｋ］；
・実施例Ａ－１６：気相成長法炭素繊維（商品名：カーボンナノファイバー・ＶＧＣＦ；
昭和電工株式会社製）・・・３．２４［ＭＪ／ｍ３・Ｋ］；
・実施例Ａ－１６：鉄粉末（商品名：ＪＩＰ　Ｓ－１００；ＪＦＥスチール株式会社製）
・・・３．４８［ＭＪ／ｍ３・Ｋ］；
・比較例Ａ－６：シリカ（商品名：ＦＢ－７ＳＤＣ；電気化学工業株式会社製）・・・１
．６４［ＭＪ／ｍ３・Ｋ］；
・比較例Ａ－７：金属珪素粉末（商品名：Ｍ－Ｓｉ３００；株式会社関東金属製）・・・
１．６６［ＭＪ／ｍ３・Ｋ］；
・比較例Ａ－８：アルミニウム粉末（商品名：高純度球状アルミニウム粉末；東洋アルミ
ニウム株式会社製）・・・２．４３［ＭＪ／ｍ３・Ｋ］。
　また、比較例Ａ－１で作成した定着ベルトを、実施例Ａ－１と同様にカラーレーザープ
リンタに搭載し、評価用画像を用いて同様の条件で画質評価を行なった。この結果、定着
ベルト表面のマイクロ硬度が高いため、紙繊維の凹凸に追従することが難しく、光沢ムラ
が非常に目立つ電子写真画像となった。
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【０１８１】
（実施例Ｂ－１）
　実施例Ａ－１と同様の方法で、ニッケル電鋳製エンドレススリーブ上に弾性層を形成し
た。この弾性層表面にフッ素樹脂ディスパージョン塗料（商品名：ネオフロンＰＦＡディ
スパージョン・ＡＤ－２ＣＲＥ；ダイキン工業株式会社製）をスプレーコーティング法に
よって均一に塗布し、３５０℃に設定した電気炉にて１０分間加熱した。
　電気炉から取り出した後、２５℃の水浴中にて冷却することで、弾性層表面にフッ素樹
脂コーティング法による離型層を形成した。得られたエンドレスベルトの両端部を切断し
、幅が３４１ｍｍの定着ベルトを得た。切断した端部を顕微鏡で観察すると、離型層の厚
みは１０μｍであった。
【０１８２】
　ここで形成されたフッ素樹脂離型層の熱浸透率ｂ３は０．７４［ｋＪ／（ｍ２・Ｋ・ｓ
ｅｃ０．５）］となり、フッ素樹脂チューブの値とほぼ近い値となった。
【０１８３】
　この定着ベルトの切断した端部から２０ｍｍ×２０ｍｍの熱物性試験片を切り出し、離
型層側表面にＭｏスパッタを施した後、光加熱式サーモリフレクタンス法熱物性顕微鏡の
試料ステージに設置して、実施例Ａ－１と同様の方法で、加熱用レーザの温度交流波にお
ける交流周波数ｆを１０、２０、３３、５０Ｈｚと変えて熱浸透率の測定を行ったところ
、熱浸透率ｂｆはそれぞれ、ｂ１０＝１．８９、ｂ２０＝１．８５、ｂ３３＝１．８１、
ｂ５０＝１．７６［ｋＪ／（ｍ２・Ｋ・ｓｅｃ０．５）］となった。 
【０１８４】
　また、得られた定着ベルトの表面硬度を、タイプＣマイクロ硬度計を用いて測定した結
果、平均の表面マイクロ硬度は７４度を示した。結果を表７－３に示す。
【０１８５】
　この定着ベルトを実施例Ａ－１と同様に定着ユニットに搭載し、１００ｍｓｅｃ、５０
ｍｓｅｃ、３０ｍｓｅｃ、２０ｍｓｅｃの各デュエルタイム条件下で、温度評価紙による
熱供給能力評価を行なったところ、それぞれ１６７℃、１５９℃、１４８℃、１２９℃と
なった。結果を表８に示す。
【０１８６】
（実施例Ｂ－２）乃至（実施例Ｂ－３）および（比較例Ｂ－１）乃至（比較例Ｂ－２）
　シリコーンゴム混和物中の、フィラーの種類および量を表５－２に記載したように変更
した。それ以外は、実施例Ｂ－１と同様にして定着ベルトを調製し、評価した。離型層の
熱浸透率ｂ３を表６－２に記載した。また、各実施例及び各比較例に係る定着ベルトの温
度周波数ごとの熱浸透率ｂ１０・ｂ２０・ｂ３３・ｂ５０、及び各定着ベルトの表面マイ
クロ硬度を表７－３に記載した。さらに、各定着ベルトの熱供給能力の評価結果としての
熱電対検出温度を表８に示す。
【０１８７】
（実施例Ｃ－１）
　基材として、表面にプライマー処理を施した、直径１０ｍｍのステンレス製芯金を用意
した。この基材上に、金型成型法によって、シリコーンゴム（商品名：ＤＹ３５－５６１
；東レ・ダウコーニング株式会社製の「Ａ液」及び「Ｂ液」を等量混合）を厚み２ｍｍで
成型し下層弾性層とした。更にこの下層弾性層の外面にリングコート法を用いて、実施例
Ａ－４で使用したのと同様のシリコーンゴム混和物を厚さ１５０μｍに塗布した。
【０１８８】
　得られた芯金塗布体を２００℃に設定した電気炉中で４時間加熱して、シリコーンゴム
を硬化させ中間弾性層の形成されたローラ成型体を得た。中間弾性層の熱浸透率ｂ１は２
．２８［ｋＪ／（ｍ２・Ｋ・ｓｅｃ０．５）］となった。この結果を表５－３に示す。 
【０１８９】
　実施例Ａ－１で用いた接着剤に、気相成長法炭素繊維（ＶＧＣＦ―Ｓ）を体積比率で２
％添加して接着剤混和物を得た。この接着剤混和物をローラ成型体の表面に約２０μｍの
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厚みで略均一に塗布した。
【０１９０】
　次いで、実施例Ａ－１と同様の方法で内径１４ｍｍ、厚み１０μｍのフッ素樹脂チュー
ブ（商品名：ＫＵＲＡＮＦＬＯＮ－ＬＴ；倉敷紡績株式会社製）を図４に示すように積層
した。その後、フッ素樹脂チューブの上からローラ成型体表面を均一に扱くことにより、
過剰量の接着剤を中間弾性層とフッ素樹脂チューブの間から十分に薄くなるように扱き出
した。
【０１９１】
　そして、当該ローラ成型体を２００℃に設定した電気炉にて１時間加熱することで接着
剤を硬化させて当該フッ素樹脂チューブを中間弾性層上に固定することで定着ローラを得
た。
【０１９２】
　同様の定着ローラを輪切りにし、切断した端部を顕微鏡で観察すると、接着層の厚みは
８μｍであった。
【０１９３】
　ここで用いたフッ素樹脂チューブ離型層の熱浸透率ｂ３は０．７１［ｋＪ／（ｍ２・Ｋ
・ｓｅｃ０．５）］であり、また、当該接着層の熱浸透率ｂ２は１．２１［ｋＪ／（ｍ２

・Ｋ・ｓｅｃ０．５）］となった。結果を表６－２に示す。
【０１９４】
　同様の手順で作成したローラの表面から、深さ１ｍｍで２０ｍｍ×２０ｍｍの熱物性試
験片を切り出し、離型層側表面にＭｏスパッタを施した後、光加熱式サーモリフレクタン
ス法熱物性顕微鏡の試料ステージに設置して、実施例Ａ－１と同様の方法で、加熱用レー
ザの温度交流波における交流周波数ｆを１０、２０、３３、５０Ｈｚと変えて熱浸透率の
測定を行ったところ、熱浸透率ｂｆはそれぞれ、ｂ１０＝２．２１、ｂ２０＝２．１３、
ｂ３３＝２．０４、ｂ５０＝１．９３［ｋＪ／（ｍ２・Ｋ・ｓｅｃ０．５）］となった。
【０１９５】
　得られた定着ローラの表面硬度を、タイプＣマイクロ硬度計を用いて測定した結果、平
均の表面マイクロ硬度は７９度を示した。結果を表７－３に示す。
【０１９６】
　先に示した工程から、中間弾性層の成型工程だけを除いて加圧ローラを作製し、各々の
ローラを図７に示した定着装置に搭載した。
【０１９７】
　不図示の加圧手段により、ローラ間の加圧力を２０Ｋｇｆに設定し、感圧紙を用いてロ
ーラ間のニップ幅を測定したところ、４．５ｍｍとなった。定着ローラの回転速度を被加
熱体搬送速度が４５ｍｍ／ｓｅｃとなるように調整し、外部加熱ユニット２０に通電・制
御することで定着ローラ表面が１８５℃になるように温調制御した。これにより、デュエ
ルタイムＴが１００ｍｓｅｃの環境下で被記録体が定着ニップ部位を通過することとなる
。
【０１９８】
　実施例Ａ－１と同様に、デュエルタイムＴが１００ｍｓｅｃ環境に設定された定着装置
において、定着ニップ部Ｎに温度評価紙を通過させることにより、熱供給能力評価を行な
ったところ、熱電対の検出温度は１７２℃となった。同様にデュエルタイムが５０ｍｓｅ
ｃ、３０ｍｓｅｃ、２０ｍｓｅｃ時の熱電対検出温度の結果を表８に示す。
【０１９９】
（比較例Ｃ－１）
　定着部材の弾性層において、比較例Ａ－１で用いたのと同様のシリコーンゴム混和物を
用いた以外は、実施例Ｃ－１と同様に各部材の作成、及び評価を行なった。
本定着ローラを用いて得られた温度評価紙による熱電対検出温度を表８に示す。
【０２００】
（実施例Ｃ－２）
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　離型層用のフッ素樹脂チューブの材料として、ＰＦＡ樹脂ペレット（商品名：ＰＦＡ４
２０ＨＰＪ；三井・デュポン・フロロケミカル株式会社製）及び気相成長法炭素繊維（商
品名：カーボンナノファイバー・ＶＧＣＦ－Ｓ；昭和電工株式会社製）を用意した。ＰＦ
Ａ樹脂ペレットを体積割合で９８％、気相成長法炭素繊維を体積割合で２％となるように
混合し、ヘンシェルミキサーで乾式混合し、次いで、押出機を通してペレット状にした。
このペレットを、押出成形機を用いて内径１４ｍｍ、厚み３０μｍのフッ素樹脂チューブ
に成形することで離型層用のフッ素樹脂チューブを得た。
　得られたフッ素樹脂チューブの熱物性を測定したところ、熱伝導率λ＝０．５０［Ｗ／
（ｍ・Ｋ）］、定圧比熱Ｃｐ＝０．９６［Ｊ／（ｇ・Ｋ）］、密度ρ＝２．１７［ｇ／ｃ
ｍ３］となり、該フッ素樹脂チューブ単独での熱浸透率ｂ３は１．０２［ｋＪ／（ｍ２・
Ｋ・ｓｅｃ０．５）］となった。
【０２０１】
　実施例Ｃ－１と同様の手順で、芯金上に下層弾性層、及び中間弾性層を形成し、接着剤
として実施例Ａ－１で用いた接着剤を用意して、実施例Ｃ－１と同様の手順で、該フッ素
樹脂チューブを積層、硬化することで定着ローラを得た。該ローラの熱浸透率、並びに表
面マイクロ硬度を表７－３に示す。
【０２０２】
また、本定着ローラを用いて得られた温度評価紙による熱電対検出温度を表８に示す。
【０２０３】
（実施例Ｃ－３）乃至（実施例Ｃ－５）
　シリコーンゴム混和物中の、フィラーの種類および量を表５－３に記載したように変更
した。また、接着層及び離型層を表６－２に記載した構成に変更して定着ローラを調製し
、実施例Ｃ－１に準じて評価を行なった。各定着ローラの温度周波数ごとの熱浸透率ｂ１

０・ｂ２０・ｂ３３・ｂ５０、及び各定着ローラの表面マイクロ硬度を表７－３に、熱供
給能力評価による熱電対検出温度を表８に示す。
【０２０４】
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【表５－１】

【０２０５】
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【表５－２】

【０２０６】

【表５－３】

【０２０７】
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【表６－１】

【０２０８】
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【表６－２】

【０２０９】
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【表７－１】

【０２１０】
【表７－２】

【０２１１】
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【表７－３】

【０２１２】
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【表８】

【０２１３】
　この出願は２０１２年１２月１９日に出願された日本国特許出願第２０１２－２７７２
４７及び２０１２年１２月２６日に出願された日本国特許出願第２０１２－２８２９７２
からの優先権を主張するものであり、その内容を引用してこの出願の一部とするものであ
る。
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【符号の説明】
【０２１４】
Ｎ　定着ニップ
Ｐ　被記録材
Ｇ　未定着トナー
Ｖ　被記録体搬送速度
１　定着ベルト
２　定着ローラ
３　基材
４　弾性層
４ａ　ベース材（シリコーンゴム）
４ｂ　高体積熱容量充填材
４ｃ　気相成長法炭素繊維
５　接着層
６　離型層
７　シリンダポンプ
８　塗液供給ノズル
９　塗工ヘッド
１０　未架橋弾性層塗膜
１１　接着剤
１２　フッ素樹脂チューブ
１３　中子
１４　スプレーガン
１５　フッ素樹脂塗料塗膜
１６　ベルトガイド部材
１７　セラミックヒータ
１８　加圧用剛性ステイ
１９　弾性加圧ローラ
１９ａ　ステンレス芯金
１９ｂ　弾性層
１９ｃ　表層
２０　外部加熱ユニット
２０ａ　ハロゲンヒータ
２０ｂ　反射鏡
２０ｃ　シャッター
２０ｄ　温度検知素子
２１　帯電装置
２２　スキャナユニット
２３　現像ユニット
２４　一次転写ローラ
２５　クリーニングユニット
２６・２７・２８　中間転写体張架ローラ
２９　給送カセット
３０　給送ローラ
３１　分離パッド
３２　レジストローラ対
３３　二次転写ローラ
３４　搬送ベルト
３５　定着部
３６　排出ローラ対
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３７　排出トレイ
３８　中間転写体
３９　感光体ドラム
４０　カラーレーザープリンタ
【要約】
【課題】本発明は、表面が柔軟で、かつ、短時間でより多くの熱量を被記録材およびトナ
ーに供給することのできる定着部材の提供に向けたものである。
【解決手段】本願発明に係る定着部材は、基材、弾性層および離型層を有する電子写真用
の定着部材であって、該離型層の表面に周波数１０Ｈｚの交流温度波を与えたときの熱拡
散長に相当する該離型層の表面からの深さ領域における熱浸透率が、１．５［ｋＪ／（ｍ
２・Ｋ・ｓｅｃ０．５）］以上であり、かつ、表面のマイクロゴム硬度が８５度以下であ
る。
【選択図】図２

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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【図９】
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