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(57)【要約】
【課題】適量の潤滑剤を長期間にわたり塗布できるとと
もに，感光体の残留トナー等を適切に除去することを可
能にした塗布ブラシおよび画像形成装置を提供すること
。
【解決手段】本発明の塗布ブラシ３２は，シャフト４１
と，シャフ４１トの表面に配置された基布４２と，基布
４２に植設されたループ形状のブラシ毛４３とを有する
ものであって，ブラシ毛４３には，基布４２の表面から
最外周部までの高さが異なる複数種類のものがあるもの
である。
【選択図】図３



(2) JP 2008-233477 A 2008.10.2

10

20

30

40

50

【特許請求の範囲】
【請求項１】
シャフトと，前記シャフトの表面に配置された基布と，前記基布に植設されたループ形状
のブラシ毛とを有する塗布ブラシにおいて，
　前記ブラシ毛には，前記基布の表面から最外周部までの高さが異なる複数種類のものが
あることを特徴とする塗布ブラシ。
【請求項２】
請求項１に記載の塗布ブラシにおいて，
　前記ブラシ毛のループ形状部分の繊維長が，高さの種類により異なることを特徴とする
塗布ブラシ。
【請求項３】
像担持体と，固形潤滑剤を掻き取って前記像担持体に塗布する塗布ブラシと，固形潤滑剤
を前記塗布ブラシに向かって押圧する押圧部とを有する画像形成装置において，前記塗布
ブラシは，
　シャフトと，前記シャフトの表面に配置された基布と，前記基布に植設されたループ形
状のブラシ毛とを有し，
　前記ブラシ毛には，前記基布の表面から最外周部までの高さが異なる複数種類のものが
あることを特徴とする画像形成装置。
【請求項４】
請求項３に記載の画像形成装置において，
　前記ブラシ毛のループ形状部分の繊維長が，高さの種類により異なることを特徴とする
画像形成装置。
【請求項５】
請求項３に記載の画像形成装置において，
　最小の高さのブラシ毛は，前記像担持体に接触するとともに固形潤滑剤には接触せず，
　最大の高さのブラシ毛は，前記像担持体と固形潤滑剤との両方に接触することを特徴と
する画像形成装置。
【請求項６】
請求項５に記載の画像形成装置において，
　前記塗布ブラシにおける，前記像担持体に接触した後で固形潤滑剤に接触する前の位置
にて，すべての種類の前記ブラシ毛に接触する異物除去部材を有す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，像担持体を用いて画像形成する電子写真方式の画像形成装置およびその画像
形成装置に用いられる塗布ブラシに関する。さらに詳細には，像担持体に潤滑剤を塗布す
るための塗布ブラシおよび画像形成装置に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来より，トナー像を担持する像担持体には，適宜，潤滑剤が塗布されている。これは
主に，転写時のトナーの離型性向上のため，および，クリーニングブレード等による摺擦
箇所の双方の摩耗低減のためである。このような潤滑剤塗布装置としては，回転するブラ
シを，固形潤滑剤と像担持体との両方に接触させるように配置したものが知られている。
このようなものでは，固形潤滑剤をバネ力や自重によってブラシに押圧させている。そし
て，ブラシによって，固形潤滑剤を掻き取り，掻き取った潤滑剤を像担持体に塗布するも
のである。
【０００３】
　このような潤滑剤を塗布する装置では，適量の潤滑剤を長期にわたって安定して供給す
ることが求められる。塗布量が不足すると，十分なトナーの離型性が得られない。逆に塗
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布量が多すぎると，例えば，感光体から中間転写ベルトにトナー像を転写する画像形成装
置では，感光体に塗布された潤滑剤が，感光体を介して中間転写ベルトに付着することが
ある。その場合には，中間転写ベルトの離型性が上昇してしまうため，感光体から中間転
写ベルトへの転写性が逆に低下する原因となる。
【０００４】
　また，一般にこのような固形潤滑剤では，少なくとも像担持体の寿命までは安定した供
給量が得られることが望ましい。すなわち，潤滑剤の残量が減少しても，その塗布量に大
きな変化が無いことが望まれる。そこで，例えば，特許文献１に記載されている潤滑剤塗
布装置では，固形潤滑剤を，潤滑剤とホルダとの自重によってブラシに押圧させている。
これにより，潤滑剤をブラシに押圧する力を小さく保ち，潤滑剤の供給量を極力抑えると
ともに，ブラシの毛倒れも防止するとされている。
【特許文献１】特開２００３－５７９９６号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら，前記した特許文献１に記載の装置では，長期にわたる供給が特に目的と
されているため，固形潤滑剤の押圧力がかなり小さくされている。そのため，像担持体へ
の潤滑剤の塗布量が少なく，像担持体の十分な離型性が得られないおそれがある。また，
自重を利用しているため，固形潤滑剤をブラシの上方に配置する必要がある。そのため，
配置に制限があるという問題点があった。
【０００６】
　また，塗布ブラシに求められる機能の１つとして，感光体に残留したトナー等の異物を
掻き取る機能がある。ブラシ毛が直毛で構成されている直毛ブラシは，ブラシ毛の先端部
分のみが感光体や固形潤滑剤に接触するため，掻き取り性が高い半面，固形潤滑剤を局所
的に掻き取りがちである。そのため，特に植毛密度の低いものでは，ひとたび固形潤滑剤
に凹凸ができるとその凹凸が助長されやすい。その場合には，潤滑剤の塗布量にムラがで
きるおそれがあった。
【０００７】
　これに対し，ブラシ毛がループ形状となっているループブラシでは繊維の比較的長い範
囲が接触するため，植毛密度が低いものでも比較的均一な接触状態を確保できる。その一
方で比較的当たりが柔らかいため，感光体からの残留トナー等の異物の掻き取り機能にや
や劣るという問題点があった。これに対して，単にループブラシのブラシ毛の硬さを上昇
させることは，固形潤滑剤を削りすぎてしまうおそれがあるため好ましくない。
【０００８】
　本発明は，前記した従来の装置が有する問題点を解決するためになされたものである。
すなわちその課題とするところは，適量の潤滑剤を長期間にわたり塗布できるとともに，
感光体の残留トナー等を適切に除去することを可能にした塗布ブラシおよび画像形成装置
を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　この課題の解決を目的としてなされた本発明の塗布ブラシは，シャフトと，シャフトの
表面に配置された基布と，基布に植設されたループ形状のブラシ毛とを有する塗布ブラシ
であって，ブラシ毛には，基布の表面から最外周部までの高さが異なる複数種類のものが
あるものである。
【００１０】
　一般に，ブラシ毛が長いブラシは当たりが柔らかく，ブラシ毛が短いブラシは当たりが
硬い。本発明の塗布ブラシは，そのブラシ毛に基布の表面から最外周部までの高さが異な
る複数種類のものがあるので，いずれのブラシ毛が接触するかによって当たりの程度を異
なるものとできる。例えば，接触対象物によって，塗布ブラシとの距離が異なる位置に配
置すれば，それぞれに適切な接触強度を得ることができる。
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【００１１】
　さらに本発明では，ブラシ毛のループ形状部分の繊維長が，高さの種類により異なるこ
とが望ましい。すなわち，ブラシ毛の基布の表面から最外周部までの高さの種類は，ブラ
シ毛の繊維長自体の差によって形成されていることが望ましい。このようになっていれば
，ブラシ毛の当たりの程度を，その繊維長によって調整することができる。また，接触対
象物との距離との調整も容易である。
【００１２】
　また，本発明は，像担持体と，固形潤滑剤と，固形潤滑剤を掻き取って像担持体に塗布
する塗布ブラシと，固形潤滑剤を塗布ブラシに向かって押圧する押圧部とを有する画像形
成装置であって，塗布ブラシが，シャフトと，シャフトの表面に配置された基布と，基布
に植設されたループ形状のブラシ毛とを有し，ブラシ毛には，基布の表面から最外周部ま
での高さが異なる複数種類のものがある画像形成装置にも及ぶ。
【００１３】
　さらに本発明では，ブラシ毛のループ形状部分の繊維長が，高さの種類により異なるこ
とが望ましい。
【００１４】
　さらに本発明では，最小の高さのブラシ毛は，像担持体に接触するとともに固形潤滑剤
には接触せず，最大の高さのブラシ毛は，像担持体と固形潤滑剤との両方に接触すること
が望ましい。このようなものであれば，像担持体には比較的強く当たり，固形潤滑剤には
比較的弱く当たる。従って，像担持体上の残留トナー等を適切に除去できるとともに，固
形潤滑剤を削りすぎないようにできる。これにより，適量の潤滑剤を長期間にわたり塗布
できる。
【００１５】
　さらに本発明では，塗布ブラシにおける，像担持体に接触した後で固形潤滑剤に接触す
る前の位置にて，すべての種類のブラシ毛に接触する異物除去部材を有することが望まし
い。このようになっていれば，像担持体から掻き取った残留トナー等の異物が，異物除去
部材によって塗布ブラシから除去される。
【発明の効果】
【００１６】
　本発明の塗布ブラシおよび画像形成装置によれば，適量の潤滑剤を長期間にわたり塗布
できるとともに，感光体の残留トナー等を適切に除去することを可能にした塗布ブラシお
よび画像形成装置を提供すること。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１７】
　以下，本発明を具体化した最良の形態について，添付図面を参照しつつ詳細に説明する
。本形態は，いわゆるタンデム方式のカラー画像形成装置に本発明を適用したものである
。
【００１８】
　本形態の画像形成装置１は，図１に示すように，中間転写ベルト１１に沿って各色のイ
メージングユニット１２Ｙ，１２Ｍ，１２Ｃ，１２Ｋが配置されたものである。中間転写
ベルト１１の周囲にはさらに，２次転写ローラ１３および中間転写クリーニング部１４も
設けられている。画像形成時には，中間転写ベルト１１は，図中反時計回りに回転する。
なお，各イメージングユニット１２Ｙ，１２Ｍ，１２Ｃ，１２Ｋは，いずれもほぼ同様の
構成である。以下では，各色を表す添え字を省略して，イメージングユニット１２という
。本形態の画像形成装置１では，イメージングユニット１２がそれぞれユニット化され，
交換可能にされている。
【００１９】
　イメージングユニット１２の概略構成を図２に示す。イメージングユニット１２は，感
光体２１を中心に，クリーニング部２２，帯電部２３，露光部２４，現像部２５を有して
いる。また，感光体２１に対して，中間転写ベルト１１をはさんで反対側には，１次転写
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ローラ２６が配置されている（図１参照）。ここで，感光体２１および帯電部２３，露光
部２４，現像部２５，１次転写ローラ２６はいずれも一般的な画像形成装置に使用されて
いるものである。
【００２０】
　さらに，本形態では，図２に示すように，クリーニング部２２のハウジング３０内にク
リーニングブレード３１，塗布ブラシ３２，固形潤滑剤３３，ホルダ３４，押圧バネ３５
，フリッカー３６，スクリュー３７を有している。クリーニングブレード３１は，その図
中上部の一辺が感光体２１に当接されている。
【００２１】
　塗布ブラシ３２は，図３の断面図に示すように，基布４２にループ形状のブラシ毛４３
が植えられたものがシャフト４１の外周に巻き付けられて接着されたものである。ここで
，ループ形状とは，ブラシ毛４３の繊維の両側部が基布４２に固定され，その中間部分を
基布４２から浮き上がらせたものである。基布４２は，例えば，厚さ０．５ｍｍ程度のナ
イロンやポリエステル，アクリルなどからなる繊維を網目構造に織り込んだ平面状のもの
である。また，樹脂シートやゴムシートを基布として用いることもできる。なお，この図
では，基布４２の厚さを他の部分に比してかなり大きく描いている。
【００２２】
　本形態の塗布ブラシ３２は，図４に示すように，繊維高さｔが異なる３種類（ｔ１，ｔ
２，ｔ３）のブラシ毛４３（４３ａ，４３ｂ，４３ｃ）となるように，基布４２の一面に
繊維を連続したＳ字状に編み込んだものである。この３種類のブラシ毛４３は，繊維の種
類や太さは同じものであり，例えば，導電性ナイロンの繊維によって形成されている。こ
こで，繊維高さｔは，基布４２の表面から自然状態でのブラシ毛４３のループ頂部（最外
周部）までの高さであり，１つのループに使用される繊維長の２分の１よりやや短い距離
である。すなわち，３種類のブラシ毛４３はそれぞれ，各ループに使用される繊維長が異
なる。また，本実施例での繊維高さｔは，新品の塗布ブラシ３２における高さのことであ
る。
【００２３】
　なお，本形態では，シャフト４１に基布４３が巻き付けられたときに，ループが含まれ
る面がおよそシャフト４１の軸方向に平行となるようにされる。一般に，基布４２はシャ
フト４１に対して螺旋状に巻き付けられるので，ブラシ毛４３を基布４２に対して斜めに
並べて植毛しておくことが望ましい。また，３種類のブラシ毛の植毛密度は必ずしも均等
でなくてもよい。
【００２４】
　また，この塗布ブラシ３２は，クリーニング部２２のハウジング３０の中で，クリーニ
ングブレード３１の図２中上方に配置されている。そして，塗布ブラシ３２は画像形成時
には，図中矢印で示すように，感光体２１の回転によって連れ回りされ，ウイズ回転方向
に回転される。すなわち，塗布ブラシ３２の配置は，感光体２１の回転に関して，クリー
ニングブレード３１の上流で１次転写部の下流の位置となっている。
【００２５】
　固形潤滑剤３３は，ステアリン酸亜鉛等の潤滑剤を固めて成形したものである。これは
，比較的柔らかいものである。固形潤滑剤３３は，図２中奥行き方向に感光体２１の軸方
向長さと同程度の長さに形成され，図中右端面がホルダ３４に固定されている。さらに，
そのホルダ３４は押圧バネ３５によって，図中左向きに押圧されている。なお，押圧バネ
３５の図中右端部は，クリーニング部２２のハウジング３０に固定されている。また，押
圧バネ３５は，塗布ブラシ３２の軸方向（図中奥行き方向）に，複数個がバランスよく配
置されている。
【００２６】
　また，フリッカー３６は，多少の弾力性を有する薄い板状の部材の一辺部を辺に沿って
曲げた形状となっている。そして，その曲げられた図２中左端部は自由端とされ，図中右
端部がクリーニング部２２のハウジング３０に固定されている。さらに，曲げられた一辺
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の外周部が塗布ブラシ３２のブラシ毛４３のループ頂部に接触する位置に固定されている
。ここでは，すべての種類のブラシ毛４３ａ，４３ｂ，４３ｃに接触するようにされてい
る。これにより，塗布ブラシ３２が回転すると，すべてのブラシ毛４３ａ，４３ｂ，４３
ｃがフリッカー３６によってはじかれる。これにより，塗布ブラシ３２に付着した付着物
がはじき飛ばされるようになっている。
【００２７】
　なお，このフリッカー３６は，塗布ブラシ３２の回転方向に関して，固形潤滑剤３３よ
り上流で感光体２１より下流の位置に配置される。そのため，塗布ブラシ３２によって掻
き取られた潤滑剤は，フリッカー３６によってはじき飛ばされることはなく，感光体２１
に塗布される。一方，感光体２１に触れることによって塗布ブラシ３２に付着したトナー
等の付着物は，フリッカー３６によって除去することができる。そして，フリッカー３６
によって塗布ブラシ３２からはじき飛ばされた残留トナー等は，スクリュー３７によって
，その軸方向（図２中奥行き方向）へ搬送される。そして，軸方向端部付近に設けられて
いる廃トナーボックスに回収される。
【００２８】
　ここで本形態では，塗布ブラシ３２の各ブラシ毛４３ａ，４３ｂ，４３ｃの繊維高さｔ
１，ｔ２，ｔ３が以下の条件を満たすように各部が配置されている。すなわち，図５に示
すように，塗布ブラシ３２の基布４２の表面と固形潤滑剤３３との最短距離ｄ１は，次の
関係を満たす。
　ｄ１　＞　ｔ１　かつ　ｄ１　＜　ｔ３
また，塗布ブラシ３２の基布４２の表面と感光体２１との最短距離ｄ２は，次式の関係を
満たす。
　ｄ２　＜　ｔ１
【００２９】
　このようにすると，図５に示すように，そのブラシ毛４３のうち繊維高さｔが最も低い
もの（ブラシ毛４３ａ）のループ頂部は，感光体２１の表面には接触するが，固形潤滑剤
３３の表面には接触しない。一方で，ブラシ毛４３のうち繊維高さｔが最も高いもの（ブ
ラシ毛４３ｃ）のループ頂部は，感光体２１と固形潤滑剤３３の表面との両方に接触する
。
【００３０】
　一般にこのようなブラシでは，繊維高さｔが低いと繊維の剛性が大きく，掻き取り性が
大きい。繊維高さｔが高いと繊維の剛性が小さく，掻き取り性が小さい。ここでは，繊維
高さｔ１のブラシ毛４３ａは掻き取り性が大きく，繊維高さｔ３のブラシ毛４３ｃは掻き
取り性が小さい。本形態では，掻き取り性が大きいブラシ毛４３ａは固形潤滑剤３３には
接触していないので，固形潤滑剤３３を削りすぎることはなく，適切な量を長期間にわた
って塗布することができる。一方，感光体２１には，繊維高さｔ１～ｔ３のブラシ毛４３
ａ，４３ｂ，４３ｃがすべて接触するので全体としての掻き取り性が大きい。従って，感
光体２１の表面の残留トナー等を確実に回収することができる。
【００３１】
　次に，本形態の画像形成装置１による画像形成方法について説明する。画像形成時には
，感光体２１は図２中時計回りに回転する。そして，帯電部２３によって感光体２１の表
面がほぼ均一に帯電される。次に，露光部２４によって，画像データに基づいて露光され
，感光体２１の表面に静電潜像が形成される。さらにその静電潜像が，現像部２５におい
て現像され，感光体２１の表面にトナー像が形成される。形成されたトナー像は，１次転
写ローラ２６によって，中間転写ベルト１１へ転写される（図１参照）。転写後も感光体
２１上に残留したトナーは，クリーニング部２２のクリーニングブレード３１によって掻
き取られる。
【００３２】
　このとき，塗布ブラシ３２は，そのすべてのブラシ毛４３ａ，４３ｂ，４３ｃが感光体
２１と接触するように配置されている。そのため，感光体２１の回転によって連れ回り，
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図２中反時計回りに回転される。そして，固形潤滑剤３３は，ブラシ毛４３ｃに接触する
まで押圧バネ３５によって塗布ブラシ３２に押圧されている。従って，塗布ブラシ３２の
ブラシ毛４３ｃのループ頂部は，回転により感光体２１の表面と固形潤滑剤３３の表面と
に交互に接触される。
【００３３】
　そのため，塗布ブラシ３２は，図２中右方で固形潤滑剤３３を適量掻き取り，左方で感
光体２１に塗布することになる。感光体２１と塗布ブラシ３２とが回転されているので，
感光体２１の表面にはまんべんなく潤滑剤が塗布される。その後，感光体２１のうち潤滑
剤が塗布された部分は，さらに回転してクリーニングブレード３１に接触する。これによ
り，塗布ブラシ３２により塗布された潤滑剤が，よりまんべんなく塗布された状態である
膜状となる。
【００３４】
　なお，塗布ブラシ３２の配置から，塗布ブラシ３２が感光体２１と接触するときには，
感光体２１には残留トナー等が付着した状態となっている。塗布ブラシ３２は，そのすべ
てのブラシ毛４３ａ，４３ｂ，４３ｃが感光体２１と接触するので，感光体２１の表面に
付着していた残留トナー等を適切に掻き取ることができる。その掻き取られた残留トナー
等は，さらに回転された塗布ブラシ３２がフリッカー３６に接触することにより，ブラシ
毛４３からはじかれて除去される。
【００３５】
　次に，本発明者らは，塗布ブラシの種類によるクリーニング性，転写不良，トナーロー
ル化への影響を調べた。ここでは，試験機としてコニカミノルタビジネステクノロジーズ
製のｂｉｚｈｕｂＣ４５０（Ａ４Ｙで３５枚／分の速度のＭＦＰ）を用いた。これのクリ
ーニング部の塗布ブラシを，以下の５種類のブラシで置き換える改造を施して試験を実施
した。
【００３６】
　実施例　：繊維高さ１．５ｍｍ，２．０ｍｍ，２．５ｍｍの３段階のループ毛
　　　　　　植毛密度１００本／（２５．４ｍｍ）2

　比較例１：繊維高さ１．５ｍｍ，２．０ｍｍ，２．５ｍｍの３段階の直毛
　　　　　　植毛密度１００本／（２５．４ｍｍ）2

　比較例２：繊維高さ１．５ｍｍ，２．０ｍｍ，２．５ｍｍの３段階の直毛
　　　　　　植毛密度４３０本／（２５．４ｍｍ）2

　比較例３：繊維高さ２．５ｍｍの１段階のループ毛
　　　　　　植毛密度１００本／（２５．４ｍｍ）2

　比較例４：繊維高さ１．５ｍｍの１段階のループ毛
　　　　　　植毛密度１００本／（２５．４ｍｍ）2

ここで用いた塗布ブラシ３２はいずれも，シャフト径６ｍｍ，基布厚み０．５ｍｍの導電
性ナイロン繊維（ヤング率１０００～１７００Ｎ／ｍｍ2）のブラシである。なお，植毛
密度は，基布４２のいわゆる１インチ四方あたりに植毛されているブラシ毛４３の植毛箇
所の数に相当する。
【００３７】
　なお，感光体２１の塗布ブラシに対する食い込み量は最も短い繊維が約０．５ｍｍ食い
込む位置とした。実施例および比較例１～２では，最も長い繊維は１．５ｍｍ食い込むこ
とになる。また，比較例３では１．５ｍｍ，比較例４では０．５ｍｍの食い込み量とした
。塗布ブラシは感光体２１に連れ回り，線速度比０．７程度でウイズ回転した。また，固
形潤滑剤３３は，その鉛筆硬度がＨＢ相当のものとし，塗布ブラシへの押圧力を５Ｎ／ｍ
に設定した。クリーニングブレード３１の感光体２１への当接力は２３Ｎ／ｍとした。な
お，実施例および比較例１～２では，最も長い繊維のみが固形潤滑剤３３に接触している
ことを確認した。
【００３８】
　この試験ではまず，上記の各塗布ブラシを装着した試験機において，Ａ４Ｙを１枚間欠
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モードでφ３０ｍｍの感光体２１が１００Ｋ回転する（通紙枚数では約１０Ｋ枚）まで，
耐久を行った。この耐久時には，２３℃６５％の環境（ＮＮ環境）で，画像濃度が各色５
％でトータル２０％のチャートを印刷した。
【００３９】
　次に，クリーニング性試験として，１０℃１５％の環境（ＬＬ環境）でベタ画像の未転
写画像を通過させ，クリーニングブレードをトナーがすり抜けているかどうかを目視で確
認した。クリーニング性の評価基準は以下の通りとした。
　トナーのすり抜けが確認できなかった場合に○
　わずかにすり抜けているが，画質に影響のない場合に△
　すり抜けが目視で確認できる場合に×
【００４０】
　また，転写不良試験として，同様のＬＬ環境でベタ画像を用紙に転写させ，画像濃度ム
ラの有無を目視で確認した。転写不良の評価基準は以下の通りとした。
　画像濃度ムラが全く確認できなかった場合に○
　わずかにムラがあるが，全体として画質に影響がない場合に△
　画像濃度ムラがはっきり確認できる場合に×
【００４１】
　また，トナーロール化試験として，耐久後の塗布ブラシを取り出し，目視で確認した。
塗布ブラシに多くのトナーが溜まり，トナーで凝固した状態となる現象がトナーロール化
である。トナーロール化の評価基準は以下の通りとした。
　トナーロール化が認められない場合に○
　トナーロール化が認められる場合に×
さらに総合評価として，クリーニング性，転写不良，トナーロール化のすべてに○であっ
たものを○とした。１つでも×あるいは△のあるものを×とした。
【００４２】
【表１】

【００４３】
　試験の結果は上記の表１に示す通りとなった。実施例以外のものはいずれも，いずれか
の性能において満足できない結果であった。すべての評価において○であったのは，実施
例のみであった。
【００４４】
　以上詳細に説明したように，本形態の画像形成装置１によれば，塗布ブラシ３２として
３種類の繊維高さが異なるループ状のブラシ毛４３を有し，固形潤滑剤３３にはその最も
長いブラシ毛４３ｃのみが接触する。従って，固形潤滑剤３３を掻き取る掻き取り力は小
さく，適量の潤滑剤を長期にわたって塗布することができる。さらに，感光体２１にはす
べてのブラシ毛４３ａ，４３ｂ，４３ｃが接触するので，比較的強い力で掻き取ることが
できる。従って，感光体２１に付着する残留トナー等を適切に除去することができる。こ
れにより，適量の潤滑剤を長期間にわたり塗布できるとともに，感光体の残留トナー等を
適切に除去することができる画像形成装置となっている。
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　なお，本形態は単なる例示にすぎず，本発明を何ら限定するものではない。したがって
本発明は当然に，その要旨を逸脱しない範囲内で種々の改良，変形が可能である。
　例えば，塗布ブラシ３２としては，導電性ナイロン繊維のものに限らず，レーヨン，ア
クリル等の合成繊維のブラシでもよい。あるいは金属繊維でも良い。また，導電性繊維に
限らず絶縁性繊維でもよい。また，長さの異なるブラシ毛４３で，繊維の種類や太さを異
なるものとしても良い。あるいは，植毛密度を異なるものとしても良い。また，本形態で
は３種類の繊維高さのループ毛を有するものとしたが，２種類または４種類以上の繊維高
さのループ毛を有するブラシとしても良い。
【００４６】
　また，固形潤滑剤３３としては，ステアリン酸亜鉛に限らず，ステアリン酸マグネシウ
ム，ステアリン酸リチウム等の各種の脂肪酸金属塩が使用できる。また，タンデム方式の
カラー画像形成装置に限らず，複写機，プリンタ，ＦＡＸ等の画像形成装置またはモノク
ロの画像形成装置にも適用可能である。
【図面の簡単な説明】
【００４７】
【図１】本形態に係る画像形成装置の主要部の概略構成図である。
【図２】本形態に係るイメージングユニットの概略構成図である。
【図３】塗布ブラシの概略断面図である。
【図４】塗布ブラシのブラシ毛の植毛状態の例を示す説明図である。
【図５】塗布ブラシの配置を示す説明図である。
【符号の説明】
【００４８】
　１　画像形成装置
　２１　感光体
　３２　塗布ブラシ
　３３　固形潤滑剤
　３５　押圧バネ
　３６　フリッカー
　４１　シャフト
　４２　基布
　４３（４３ａ，４３ｂ，４３ｃ）　ブラシ毛
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