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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　支持体と、該支持体上に感光層と、該感光層上に表面層とを少なくとも有してなり、該
表面層と同じ組成の膜をスライドガラス上に厚み５μｍに成膜し、得られた膜を＃０００
のスチールウールを用いて５００ｇｆの荷重で５０回ラビングした後の該膜のヘイズ値が
１．０％以下であることを特徴とする静電潜像担持体。
【請求項２】
　表面層が架橋構造を有する樹脂膜であり、前記樹脂膜が架橋構造内にソフトセグメント
とハードセグメントとを有し、前記ソフトセグメントがポリカプロラクトンであり、前記
ハードセグメントがウレタン架橋剤又はメラミン架橋剤を硬化剤として用いて形成された
ものである請求項１に記載の静電潜像担持体。
【請求項３】
　表面層が、下記構造式（１）で表される電荷輸送物質を含有する請求項１から２のいず
れかに記載の静電潜像担持体。
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【化１】

　ただし、前記構造式（１）中、Ｒ１及びＲ２は、互いに同一であってもよいし、異なっ
ていてもよく、置換又は無置換のアリール基を表す。Ａｒ１、Ａｒ２及びＡｒ３は、互い
に同一であってもよいし、異なっていてもよく、置換又は無置換のアリーレン基を表す。
Ｘ１及びＸ２は、互いに同一であってもよいし、異なっていてもよく、水酸基、－Ｏ－（
ＣＨ２）ｐ－ＯＨ（ただし、ｐは１～１０の整数を表す）のいずれかを表す。
【請求項４】
　電荷輸送物質の表面層における含有量が１～５０質量％である請求項１から３のいずれ
かに記載の静電潜像担持体。
【請求項５】
　表面層が、導電性フィラーを含む請求項１から４のいずれかに記載の静電潜像担持体。
【請求項６】
　表面層の厚みが１～１０μｍである請求項１から５のいずれかに記載の静電潜像担持体
。
【請求項７】
　感光層が、単層型感光層である請求項１から６のいずれかに記載の静電潜像担持体。
【請求項８】
　感光層が、支持体上に、少なくとも電荷発生層及び電荷輸送層を有する積層型感光層で
ある請求項１から７のいずれかに記載の静電潜像担持体。
【請求項９】
　請求項１から８のいずれかに記載の静電潜像担持体と、帯電手段、現像手段、及びクリ
ーニング手段から選択される少なくとも１つの手段を一体に有することを特徴とするプロ
セスカ－トリッジ。
【請求項１０】
　静電潜像担持体と、該静電潜像担持体上に静電潜像を形成する静電潜像形成手段と、前
記静電潜像をトナーを用いて現像して可視像を形成する現像手段と、前記可視像を記録媒
体に転写する転写手段と、記録媒体に転写された転写像を定着させる定着手段とを少なく
とも有してなり、
　前記静電潜像担持体が、請求項１から８のいずれかに記載の静電潜像担持体であること
を特徴とする画像形成装置。
【請求項１１】
　画像形成装置が、静電潜像担持体表面に潤滑性付与剤を塗布する潤滑性付与剤塗布手段
を有する請求項１０に記載の画像形成装置。
【請求項１２】
　潤滑性付与剤が、金属石鹸である請求項１１に記載の画像形成装置。
【請求項１３】
　金属石鹸が、ステアリン酸亜鉛、ステアリン酸アルミニウム及びステアリン酸カルシウ
ムから選択される少なくとも１種である請求項１２に記載の画像形成装置。
【請求項１４】
　静電潜像担持体上に静電潜像を形成する静電潜像形成工程と、前記静電潜像をトナーを
用いて現像して可視像を形成する現像工程と、前記可視像を記録媒体に転写する転写工程
と、記録媒体に転写された転写像を定着させる定着工程とを少なくとも含んでなり、
　前記静電潜像担持体が、請求項１から８のいずれかに記載の静電潜像担持体であること
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を特徴とする画像形成方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、複写機、ファクシミリ、レーザープリンタ、ダイレクトデジタル製版機など
に用いられる静電潜像担持体（以下、「感光体」、「電子写真感光体」と称することもあ
る）、並びに、これを用いたプロセスカートリッジ、画像形成方法、及び画像形成装置に
関する。
【背景技術】
【０００２】
　子孫に豊かな地球環境を伝承する願いを込めて制定された行動計画「アジェンダ２１」
が採択されて１０年余りが経過し、世間の環境保護に対する認識も相当深化したと言える
。例えば、ゴミを分別するようになったり、裏紙をプリント用紙として多用するようにな
ってきたことは、身近な意識変化の事例と言える。
　現在、工業製品の環境性能は、その存亡を左右するほど一般にも重要視されつつある。
この状況下、感光体の使用形態は未だ使い捨てを前提としたサプライ製品としての性格が
強く、地球環境に与えるインパクトは許容されない事態となりつつある。この対応として
、感光体自体の設計及び使いこなし面から、感光体の摩耗や創傷を抑制することが必要と
なる。同時に、感光体周りの感光体接触部材へ与えるダメージも少なくすることができれ
ば、作像エンジンの経時劣化を抑制することが可能となり、結果として、部品の交換頻度
や装置自体の買い換えを抑制し、省資源化や大気汚染防止などの環境負荷の低減に貢献す
ることができる。
【０００３】
　現在、高耐久な感光体として代表的なものにアモルファスシリコン感光体を挙げること
ができる。しかしながら、アモルファスシリコン感光体の製法はドライプロセスとなるた
め製造コストが高く、使用対象は一部の例外を除き、ハイエンド機に限定されている。こ
のアモルファスシリコン感光体の高い耐久性は全体に占める使用比率が小さいため、環境
負荷の低減に十分貢献できていないと考えられる。環境負荷の低減を果たすためには、そ
の使用比率を高めるため、感光体の高耐久化に加えて低コスト化を備えることが望ましい
。これには低コストな有機感光体を高耐久化することが有利である。
【０００４】
　前記有機感光体に金属並の耐摩耗性が付与された場合には、耐摩耗性向上並の耐傷性が
必要となる。感光体表面に傷が生じると、電子写真プロセスにおける放電ハザードが創傷
部分に集中してその部位の変質をもたらしてしまう。また、創傷によって形成された溝に
トナー成分や紙粉が埋め込まれることが原因で、局所的に地汚れや画像ボケ等の画像欠陥
が生じやすくなる。耐摩耗性向上が進むと、一度生じた傷は刻印されるかの如く経時で消
失し難い。その結果、創傷が感光体のロングライフ化を阻害することになる。
【０００５】
　このため、感光層の摩耗を低減することにより感光体寿命を向上させることが検討され
、種々の提案がなされている。
　例えば、特許文献１には、感光体の表面保護層として、コロイダルシリカ含有硬化性シ
リコーン樹脂を用いることが提案されている。
　また、特許文献２及び特許文献３には、有機ケイ素変性正孔輸送性化合物を硬化性有機
ケイ素系高分子中に結合させた樹脂層を表面に有する感光体が提案されている。
　また、特許文献４には、電荷輸送性付与基を有する硬化性シロキサン樹脂を三次元網目
構造状に硬化させる感光体の製造方法が提案されている。
【０００６】
　しかし、これらの提案では、高硬度にするための硬質モノマーの使用や、架橋密度を高
めることによる硬化収縮時の歪みの増大により、素材への密着性が低下したりクラックが
発生したりするという問題が生じやすい。また、現像剤キャリアなどの極めて硬い物質が
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感光体表面に付着し、摺擦すると、アモルファスシリコンのような硬い表面でも傷が刻印
されてしまう電子写真固有の課題を解決することは極めて困難である。表面硬度の高い感
光体を使用する場合には、キャリア付着を回避するため、現像剤キャリアの粒径は極端に
大きなものを使用するかキャリアを使用しない１成分現像方式に制限されてしまう。
　更に、耐擦傷性を向上するためには表面硬度を高くするよりは、応力緩和を向上させる
方が有利であると考えられる。
【０００７】
　したがって現在までのところ、静電潜像担持体の創傷に対する耐久性の向上については
十分な手立てが図られていない。このため、静電潜像担持体は表面に傷が付かないように
過剰な包材で保護されており、誰もが気軽に取り扱えない製品に位置づけられているのが
現状である。
【０００８】
【特許文献１】特開平６－１１８６８１号公報
【特許文献２】特開平９－１２４９４３号公報
【特許文献３】特開平９－１９０００４号公報
【特許文献４】特開２０００－１７１９９０号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　本発明は、従来における前記諸問題を解決し、以下の目的を達成することを課題とする
。即ち、本発明は、静電潜像担持体の保護材を簡略化でき、保管又は輸送における包材を
簡素化でき、誰もが手軽に扱うことのでき、また、静電潜像担持体表面に傷がつくことに
よって発生する異常画像を未然に防止することができ、小粒径キャリアの使用を可能とす
る異物耐性が強く、優れた自己治癒性を備えた静電潜像担持体、並びに、これを用いたプ
ロセスカートリッジ、画像形成方法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】
【００１０】
　前記課題を解決するための手段としては、以下の通りである。即ち、
　＜１＞　支持体と、該支持体上に感光層と、該感光層上に表面層とを少なくとも有して
なり、該表面層と同じ組成の膜をスライドガラス上に厚み５μｍとなるように成膜し、該
膜を＃０００のスチールウールを用いて５００ｇｆの荷重で５０回ラビングした後の該膜
のヘイズ値が１０％以下であることを特徴とする静電潜像担持体である。
　＜２＞　ヘイズ値が１．０％以下である前記＜１＞に記載の静電潜像担持体である。
　＜３＞　表面層が、ポリジメチルシロキサン系共重合体とポリカプロラクトンとポリシ
ロキサンとを含む組成物の硬化物、及びポリカプロラクトンと、ポリシロキサンとを骨格
中に導入したポリジメチルシロキサン系共重合体の硬化物の少なくともいずれかを含む前
記＜１＞から＜２＞のいずれかに記載の静電潜像担持体である。
　＜４＞　硬化物が、ポリジメチルシロキサン系共重合体のウレタン架橋物及びポリジメ
チルシロキサン系共重合体のメラミン架橋物のいずれかである前記＜３＞に記載の静電潜
像担持体である。
　＜５＞　表面層が、下記構造式（１）で表される電荷輸送物質を含有する前記＜１＞か
ら＜４＞のいずれかに記載の静電潜像担持体である。
【化２】

　ただし、前記構造式（１）中、Ｒ１及びＲ２は、互いに同一であってもよいし、異なっ
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ていてもよく、置換又は無置換のアリール基を表す。Ａｒ１、Ａｒ２及びＡｒ３は、互い
に同一であってもよいし、異なっていてもよく、置換又は無置換のアリーレン基を表す。
Ｘ１及びＸ２は、互いに同一であってもよいし、異なっていてもよく、水酸基、－Ｏ－（
ＣＨ２）ｐ－ＯＨ（ただし、ｐは１～１０の整数を表す）のいずれかを表す。
　＜６＞　電荷輸送物質の表面層における含有量が１～５０質量％である前記＜１＞から
＜５＞のいずれかに記載の静電潜像担持体である。
　＜７＞　表面層が、導電性フィラーを含む前記＜１＞から＜６＞のいずれかに記載の静
電潜像担持体である。
　＜８＞　表面層の厚みが１～１０μｍである前記＜１＞から＜７＞のいずれかに記載の
静電潜像担持体である。
　＜９＞　感光層が、単層型感光層である前記＜１＞から＜８＞のいずれかに記載の静電
潜像担持体である。
　＜１０＞　感光層が、支持体上に、少なくとも電荷発生層及び電荷輸送層を有する積層
型感光層である前記＜１＞から＜８＞のいずれかに記載の静電潜像担持体である。
　＜１１＞　前記＜１＞から＜１０＞のいずれかに記載の静電潜像担持体と、帯電手段、
現像手段、及びクリーニング手段から選択される少なくとも１つの手段を一体に有するこ
とを特徴とするプロセスカ－トリッジである。
　＜１２＞　静電潜像担持体と、該静電潜像担持体上に静電潜像を形成する静電潜像形成
手段と、前記静電潜像をトナーを用いて現像して可視像を形成する現像手段と、前記可視
像を記録媒体に転写する転写手段と、記録媒体に転写された転写像を定着させる定着手段
とを少なくとも有してなり、
　前記静電潜像担持体が、前記＜１＞から＜１０＞のいずれかに記載の静電潜像担持体を
有することを特徴とする画像形成装置である。
　＜１３＞　画像形成装置が、静電潜像担持体表面に潤滑性付与剤を塗布する潤滑性付与
剤塗布手段を有する前記＜１２＞に記載の画像形成装置である。
　＜１４＞　潤滑性付与剤が、金属石鹸である前記＜１３＞に記載の画像形成装置である
。
　＜１５＞　金属石鹸が、ステアリン酸亜鉛、ステアリン酸アルミニウム及びステアリン
酸カルシウムから選択される少なくとも１種である前記＜１４＞に記載の画像形成装置で
ある。
　＜１６＞　静電潜像担持体上に静電潜像を形成する静電潜像形成工程と、前記静電潜像
をトナーを用いて現像して可視像を形成する現像工程と、前記可視像を記録媒体に転写す
る転写工程と、記録媒体に転写された転写像を定着させる定着工程とを少なくとも含んで
なり、
　前記静電潜像担持体が、前記＜１＞から＜１０＞のいずれかに記載の静電潜像担持体で
あることを特徴とする画像形成方法である。
【００１１】
　本発明の静電潜像担持体は、その表面に自己治癒性塗料等の高復元力を有する塗料が塗
布された表面層が形成されているので、傷などがついても、傷つき部分が復元され、表面
の塗膜が再生される。このため、傷がついてもその傷が残らなくなり、結果的に傷つきに
くくなる。しかも、塗料の塗布により形成された層であるので、形成が容易でありコスト
が安くなる。
　ここで、前記自己治癒性とは、多少の擦過傷又は圧力によるへこみ傷に対して一時的に
は他の平面と比べて傷として存在するが、その塗膜の弾性により経時的に修復し傷を消滅
させてしまう機能を意味する。
【００１２】
　前記自己治癒性塗料は、官能基側鎖（架橋点とアクリル主鎖との間の鎖）が一般のアク
リル樹脂塗料に比べて長くなっている。このことは、自己治癒性塗料の側鎖、ひいてはア
クリル主鎖間の架橋部分の力学的自由度が非常に高い構造であることを示している。した
がって、この長い側鎖が外圧に対してバネの働きをして弾性による自己治癒機能を実現す
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る。なお、通常、自己治癒性塗料は、塗膜表面の潤滑性が一般の塗膜に比べて高く、表面
摩擦係数が低くなっている。このため、硬いものに当たってもそれが滑りやすくなり、外
圧による力が塗膜と平行方向に多く分散され塗膜と垂直な方向の力が弱くなる。このため
、塗膜自体も傷つきにくくなる。
　前記静電潜像担持体の表面に自己治癒性を発現させるためには表面層を形成する樹脂膜
はバネの作用をする網目状の構造をもつのが有利である。これには表面層の樹脂膜に架橋
構造をもたせ、更に架橋構造内にソフトセグメントとハードセグメントを持たすとよい。
ソフトセグメントだけでは弾性が弱くなり形状を保持することが困難となる。またハード
セグメントばかりでは傷が刻印されるため不適となる。
　ソフトセグメントはポリカプロラクトンが好ましく、ハードセグメントとしてウレタン
又はメラミンを硬化剤に用いることが好ましい。
【００１３】
　一方、静電潜像担持体としての基本的な機能を有している必要がある。具体的には、コ
ントラストの高いプリント画像を得るため、露光による十分な光減衰を確保する必要があ
る。十分な光減衰を確保するためには、感光体表面からの電荷注入性を付与する目的で導
電性フィラーを配合することが有利となる。また、架橋樹脂膜に電荷輸送セグメントを導
入し、下層からの電荷注入性と表面層内の電荷輸送性を付与するとよい。この際、これら
の添加物が電荷のトラッピングサイトになったり、硬化不良の原因となったりしては感光
体そのものの品質を劣化させてしまうため、このような不具合を防止することが好ましい
。
　導電性フィラーを配合するケースでは表面層の抵抗を下層の抵抗と比較して２桁程度落
とすとよい。また、導電性フィラーの配合で表面層の透明性が消失してしまうと露光によ
る電荷発生が不十分となるため、配合するフィラーは成膜後も透明であるものが望ましい
。具体的には導電性フィラーとして酸化スズを用いるとよい。表面層の抵抗は導電性フィ
ラーの抵抗値、配合量と表面層の厚み設定によってコントロールすることができる。
【００１４】
　架橋性電荷輸送物質を含有させる場合、下層からの電荷注入性を確保する必要から電荷
キャリアがホールの場合、硬化後の電荷輸送成分のイオン化ポテンシャルは下層の電荷輸
送物質よりも同等以下にする必要がある。電荷キャリアがエレクトロンの場合はこの逆と
なる。更に、下層に含有される電荷輸送物質と未硬化時の電荷輸送成分のイオン化ポテン
シャル差は大きくないことが望ましい。なぜなら、これらが混合した状態で存在すると一
方の電荷輸送成分がトラップサイトとして作用するためである。具体的には０．１ｅＶ以
下の組み合わせがよい。十分な電荷輸送能を確保する必要から電荷輸送成分は特に以下の
化合物が好適である。
　更に、自己治癒性を有する表面層を成膜する際、下層の成分を溶解し、これが表面層に
混入すると、これらがトラップサイトとして作用することが多い。そこで、表面層の成膜
に用いる溶剤は下層を溶かさないものが好ましい。成膜方法にも左右されるが通常、１ｍ
ｌ／１０ｍｇ以上の溶解度となるものを使用するとよい。
【００１５】
　本発明の画像形成装置は、静電潜像担持体と、該静電潜像担持体上に静電潜像を形成す
る静電潜像形成手段と、前記静電潜像をトナーを用いて現像して可視像を形成する現像手
段と、前記可視像を記録媒体に転写する転写手段と、前記記録媒体に転写された転写像を
定着させる定着手段とを少なくとも有してなり、前記静電潜像担持体が、本発明の前記静
電潜像担持体である。その結果、長期間にわたって良好な画像を安定に形成することがで
きる。
【００１６】
　本発明の画像形成方法は、静電潜像担持体上に静電潜像を形成する静電潜像形成工程と
、前記静電潜像をトナーを用いて現像して可視像を形成する現像工程と、前記可視像を記
録媒体に転写する転写工程と、前記記録媒体に転写された転写像を定着させる定着工程と
を少なくとも含んでなり、前記静電潜像担持体が、本発明の前記静電潜像担持体である。
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その結果、長期間にわたって良好な画像を安定に形成することができる。
【００１７】
　本発明のプロセスカートリッジは、静電潜像形成手段、露光手段、現像手段、転写手段
、及びクリーニング手段の少なくとも１つと、本発明の前記静電潜像担持体とを有する。
その結果、利便性に優れ、長期間にわたって良好な画像を安定に形成することができる。
【発明の効果】
【００１８】
　本発明によると、従来における諸問題を解決することができ、耐擦傷性に優れ、かつ機
械強度に優れるため、従来、静電潜像担持体の創傷防止を目的とした保護材を簡略化でき
、加えて、誰もが手軽に静電潜像担持体を扱うことが可能となる。また、表面に傷がつく
ことによって発生する異常画像を未然に防止できるため、現像剤の小粒径キャリアの使用
が可能となり、画像形成装置の長期使用でも、高い画質が得られるプロセスカートリッジ
、画像形成装置及び画像形成方法を提供することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１９】
（静電潜像担持体）
　本発明の静電潜像担持体は、支持体と、該支持体上に感光層と、該感光層上に表面層と
を有してなり、更に必要に応じてその他の層を有してなる。
【００２０】
　前記静電潜像担持体は、優れた自己修復性を有する。この自己修復性は、静電潜像担持
体における表面層と同じ組成の膜をスライドガラス上に厚み５μｍとなるように成膜し、
該膜を＃０００のスチールウールを用いて５００ｇｆの荷重で５０回ラビングした後のヘ
イズ値が１０％以下であることが必要であり、１．０％以下であることが好ましく、０．
５％以下がより好ましい。前記ヘイズ値が１０％を超えると、自己修復性が不十分となる
ことがある。
　ここで、前記ヘイズ値は、例えば、市販のヘイズメーターなどにより測定することがで
きる。
【００２１】
　前記静電潜像担持体は、第一の形態では、支持体と、該支持体上に単層型感光層と、該
単層型感光層上に表面層を設けてなり、更に必要に応じて、その他の層を有してなる。
　また、前記静電潜像担持体は、第二の形態では、支持体と、該支持体上に電荷発生層、
及び電荷輸送層を少なくともこの順に有する積層型感光層と、該積層型感光層上に表面層
を設けてなり、更に必要に応じて、その他の層を有してなる。なお、前記第二形態では、
電荷発生層、及び電荷輸送層は逆に積層しても構わない。
【００２２】
　ここで、図１は、本発明の静電潜像担持体の模式断面図であり、支持体２０１上に感光
層２０２を設けた構成のものである。
　また、図２、図３、図４、及び図５は、各々本発明の他の静電潜像担持体の層構成例を
示すものである。
　図２は、感光層が電荷発生層（ＣＧＬ）２０３と、電荷輸送層（ＣＴＬ）２０４より構
成される機能分離型タイプのものである。図３は、支持体２０１と、機能分離型タイプの
感光層の電荷発生層（ＣＧＬ）２０３と、電荷輸送層（ＣＴＬ）２０４の間に下引き層２
０５を入れたものである。図４は、電荷輸送層２０４の上に表面層２０６を積層したタイ
プのものである。図５は、下引き層２０５と電荷発生層２０３との間に中間層２０７を設
けたタイプのものである。なお、本発明の静電潜像担持体は、支持体２０１上に感光層２
０２を少なくとも有していれば、上記のその他の層、及び感光層のタイプは任意に組み合
わされていても構わない。
【００２３】
＜表面層＞
　前記表面層は、上述したように優れた自己治癒性を有し、（１）ポリジメチルシロキサ
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）ポリカプロラクトンと、ポリシロキサンとを骨格中に導入したポリジメチルシロキサン
系共重合体の硬化物の少なくともいずれかを含んでなり、更に必要に応じてその他の成分
を含んでなる。
【００２４】
　前記（１）の組成物としては、（ｉ）ポリジメチルシロキサン系共重合体と、ポリカプ
ロラクトンと、ポリシロキサンとがそれぞれ独立して組成物の構成成分となる場合、（ｉ
ｉ）ポリカプロラクトンが骨格中に導入されたポリジメチルシロキサン系共重合体と、ポ
リシロキサンとが組成物の構成成分となる場合、（ｉｉｉ）ポリシロキサンが骨格中に導
入されたポリジメチルシロキサン系共重合体と、ポリカプロラクトンとが組成物の構成成
分となる場合、が挙げられ、それぞれの組成物は、１種単独で使用してもよいし、２種以
上を併用してもよい。
　また、前記（２）のポリカプロラクトン及びポリシロキサンが骨格中に導入されたポリ
ジメチルシロキサン系共重合体は、単独で用いることもできるし、前記（１）の組成物の
１種又は２種以上と混合して用いることもできる。
　前記（１）の組成物、又は前記（２）のポリジメチルシロキサン系共重合体としては、
適宜合成したものを使用してもよいし、市販品を使用してもよい。
　該市販品としては、例えば、株式会社ナトコ製の商品名「自己治癒性クリヤーＮｏ．１
００」、などが好適に挙げられる。
【００２５】
－ポリジメチルシロキサン系共重合体－
　前記ポリジメチルシロキサン系共重合体は、ポリジメチルシロキサン部分と、ビニルモ
ノマーの重合体鎖部分とを有する共重合体であり、ブロック共重合体であってもよいし、
グラフト共重合体であっても構わない。
【００２６】
　前記ポリジメチルシロキサン系ブロック共重合体の合成は、例えば、リビング重合法、
高分子開始剤法、高分子連鎖移動法等によって行うことができるが、工業的には、高分子
開始剤法、又は高分子連鎖移動法により行うのが好ましい。
【００２７】
　前記高分子開始剤法としては、例えば、下記構造式で表される高分子アゾ系ラジカル重
合開始剤を使用してビニルモノマーと共重合させることにより、効率よくブロック共重合
体を合成することができる。また、ペルオキシモノマーと不飽和基を有するポリジメチル
シロキサンとを低温で共重合させて、過酸化物基を側鎖に導入したプレポリマーを合成し
、該プレポリマーをビニルモノマーと共重合させる二段階の重合を行うこともできる。
【化３】

　ただし、前記構造式中、ｍは１０～３００の整数、ｎは１～５０の整数を表す。
【００２８】
　前記高分子連鎖移動法としては、例えば、下記構造式で表されるシリコーンオイルに、
例えば、ＨＳ－ＣＨ２ＣＯＯＨ、ＨＳ－ＣＨ２ＣＨ２ＣＯＯＨ、等を付加してＳＨ基を有
するシリコーン化合物とする。その後、該ＳＨ基の連鎖移動を利用して該シリコーン化合
物とビニルモノマーとを共重合させることにより、ブロック共重合体を合成することがで
きる。
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　ただし、前記構造式中、ｍは１０～３００の整数を表す。
【００２９】
　前記ポリジメチルシロキサン系グラフト共重合体としては、例えば、下記構造式で表さ
れるポリジメチルシロキサンのメタクリルエステル等と、ビニルモノマーとを共重合させ
ることにより、容易にかつ収率よくグラフト共重合体を合成することができる。

【化５】

　ただし、前記構造式中、ｍは１０～３００の整数を表す。
【００３０】
　前記ポリジメチルシロキサンとの共重合体に用いられるビニルモノマーとしては、特に
制限はなく、目的に応じて適宜選択することができ、例えば、メチルアクリレート、エチ
ルアクリレート、ｎ－ブチルアクリレート、イソブチルアクリレート、オクチルアクリレ
ート、シクロヘキシルアクリレート、テトラヒドロフルフリルアクリレート、メチルメタ
クリレート、エチルメタクリレート、ｎ－ブチルメタクリレート、イソブチルメタクリレ
ート、２－エチルヘキシルメタクリレート、ステアリルメタクリレート、ラウリルメタク
リレート、メチルビニルエーテル、エチルビニルエーテル、ｎ－プロピルビニルエーテル
、ｎ－ブチルビニルエーテル、イソブチルビニルエーテル、スチレン、α－メチルスチレ
ン、アクリロニトリル、メタクリロニトリル、酢酸ビニル、塩化ビニル、塩化ビニリデン
、フッ化ビニル、フッ化ビニリデン、グリシジルアクリレート、グリシジルメタクリレー
ト、アリルグリシジルエーテル、アクリル酸、メタクリル酸、イタコン酸、クロトン酸、
マレイン酸、無水マレイン酸、シトラコン酸、アクリルアミド、メタクリルアミド、Ｎ－
メチロールアクリルアミド、Ｎ，Ｎ－ジメチルアクリルアミド、Ｎ，Ｎ－ジメチルアミノ
エチルメタクリレート、Ｎ，Ｎ－ジエチルアミノエチルメタクリレート、ジアセトンアク
リルアミド、などが挙げられる。
　また、２－ヒドロキシエチルアクリレート、２－ヒドロキシエチルメタクリレート、２
－ヒドロキシプロピルアクリレート、２－ヒドロキシプロピルメタクリレート、アリルア
ルコール等のＯＨ基を有するビニルモノマーを用いることもできる。更に、カージュラＥ
とアクリル酸、メタクリル酸、イタコン酸、クロトン酸、マレイン酸等との反応物を用い
ることもできる。
【００３１】
－ポリカプロラクトン－
　前記ポリカプロラクトンとしては、例えば、下記構造式（ｉ）で表される２官能ポリカ
プロラクトンジオール類、下記構造式（ｉｉ）で表される３官能ポリカプロラクトントリ
オール類、その他の４官能ポリカプロラクトンポリオール等、が挙げられる。これらの中
でも、ポリカプロラクトントリオールが特に好ましい。
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【化６】

　ただし、前記構造式（ｉ）中、ｍ＋ｎは４～３５の整数を表す。Ｒは、Ｃ２Ｈ４、Ｃ２

Ｈ４ＯＣ２Ｈ４、Ｃ（ＣＨ３）２（ＣＨ２）２のいずれかを表す。
【化７】

　ただし、前記構造式（ｉｉ）中、ｌ＋ｍ＋ｎは３～３０の整数を表す。ＲはＣＨ２ＣＨ
ＣＨ２、ＣＨ３Ｃ（ＣＨ２）３、ＣＨ３ＣＨ２Ｃ（ＣＨ２）３のいずれかを表す。
【００３２】
　また、ポリカプロラクトンをポリジメチルシロキサン系共重合体の骨格に導入する場合
には、ラジカル重合性ポリカプロラクトンを用いることが好ましい。該ラジカル重合性ポ
リカプロラクトンとしては、例えば、下記構造式で表されるラクトン変性ヒドロキシエチ
ル（メタ）アクリレート類が好適に挙げられる。
【化８】

　ただし、前記構造式中、Ｒは、水素原子、メチル基を表す。ｎは１～２５の整数を表す
。
【００３３】
－ポリシロキサン－
　前記ポリシロキサンとしては、特に制限はなく、目的に応じて適宜選択することができ
、例えば、テトラメトキシシラン、テトラエトキシシラン、メチルトリメトキシシラン、
メチルトキエトキシシラン、ジメチルジメトキシシラン、ジメチルジエトキシシラン等の
加水分解性シリル基を有するシラン化合物の部分加水分解物や、有機溶媒中に無水ケイ酸
の微粒子を安定に分散させたオルガノシリカゾル、又は該オルガノシリカゾルにラジカル
重合性を有する上記シラン化合物を付加させたもの等を使用することができる。
　該ポリシロキサンは、得られる表面層材料に耐熱性、耐汚染性等を付与し、表面層材料
の表面硬度を向上させるのに重要な役割を果たす。
【００３４】
　前記ポリジメチルシロキサン系共重合体は、通常、溶液重合によって製造される。この
溶液重合における溶液としては、例えば、トルエン、キシレン等の芳香族炭化水素系溶剤
；アセトン、メチルエチルケトン、メチルイソブチルケトン等のケトン系溶剤；酢酸エチ
ル、酢酸プロピル、酢酸イソブチル、酢酸ブチル等のエステル系溶剤；エタノール、イソ
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プロパノール、ブタノール、イソブタノール等のアルコール系溶剤、などが単独又は混合
溶剤として用いられる。更に必要に応じて、ベンゾイルパーオキサイド、ラウリルパーオ
キサイド、クメンハイドロパーオキサイド、アゾビスイソブチロニトリル等の油溶性の重
合開始剤が用いられる。
　前記溶液重合の反応温度は、５０～１５０℃が好ましく、反応時間は３～１２時間が好
ましい。
【００３５】
　前記ポリジメチルシロキサン系共重合体の骨格中にポリカプロラクトン及びポリシロキ
サンの少なくともいずれかを導入する場合には、該ポリジメチルシロキサン系共重合体を
重合する際にポリカプロラクトン及びポリシロキサンの少なくともいずれかを添加して共
重合すればよい。なお、上記組成物を製造する場合には、各構成成分を常法により混合す
ればよい。
【００３６】
　前記ポリジメチルシロキサン系共重合体（ポリカプロラクトン及びポリシロキサンの少
なくともいずれかが骨格中に導入されたものを含む）中のポリジメチルシロキサン部分の
量は、１～３０質量％が好ましく、１～２０質量％がより好ましい。前記ポリジメチルシ
ロキサン部分は、感光体表面に潤滑性を与え、タッキング性を低減する効果があるが、該
ポリジメチルシロキサン部分の量が１質量％未満であると、上記効果が十分に発揮されな
いことがあり、３０質量％を超えると、表面層材料の耐汚染性が低下することがある。
　前記ポリジメチルシロキサン部分の分子量は、１０００～３００００が好ましく、効果
的に表面層材料表面に配向し、潤滑性を与える分子量としては、５０００～２００００が
より好ましい。
【００３７】
　前記ポリカプロラクトンの含有量は、ポリジメチルシロキサン系共重合体の骨格に導入
される場合であっても、組成物中で独立して存在する場合であっても、該組成物の固形分
中に５～５０質量％が好ましく、５～３０質量％がより好ましい。
　前記ポリカプロラクトンは、表面層材料に対して高い反撥弾性と良好な密着性を付与し
、擦過力が及ぼされると、該擦過力をエネルギー弾性変形により吸収する働きを有するが
、該ポリカプロラクトンの含有量が５質量％未満であると、表面層材料の耐擦傷性及び耐
チッピング性が低下することがあり、５０質量％を超えると、表面層材料の耐汚染性が低
下することがある。
【００３８】
　前記ポリシロキサンの含有量は、ポリジメチルシロキサン系共重合体の骨格に導入され
る場合であっても、組成物中で独立して存在する場合であっても、該組成物の固形分中１
～２０質量％が好ましく、３～１５質量％がより好ましい。
　前記ポリシロキサンは、表面層材料に対して耐汚染性、耐候性、耐熱性を付与するとと
もに表面層材料の表面硬度を向上させる働きを有するが、該ポリシロキサンの含有量が１
質量％未満であると、前記効果が十分に発揮されないことがあり、２０質量％を超えると
、表面層材料の耐擦傷性が低下することがある。
【００３９】
　前記原材料を硬化させることにより本発明の表面層材料が得られるが、このとき、上記
ポリジメチルシロキサン系共重合体（ポリカプロラクトン及び／又はポリシロキサンが骨
格中に導入されたものを含む）はウレタン架橋及びメラミン架橋の少なくともいずれかが
好ましい。
【００４０】
　前記ポリジメチルシロキサン系共重合体をウレタン架橋するには、ＯＨ基を有する該ポ
リジメチルシロキサン系共重合体に対して、例えば、メチレンビス－４－シクロヘキシル
イソシアネート、トリレンジイソシアネートのトリメチロールプロパンアダクト体、ヘキ
サメチレンジイソシアネートのトリメチロールプロパンアダクト体、イソホロンジイソシ
アネートのトリメチロールプロパンアダクト体、トリレンジイソシアネートのイソシアヌ
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アネートのイソシアヌレート体、ヘキサメチレンジイソシアネートのビウレット体等のポ
リイソシアネート、あるいは上記ポリイソシアネートのブロック型イソシアネート等のウ
レタン架橋剤を上記原材料に添加して硬化させる。更に必要に応じて、ジブチルスズジラ
ウレート、ジブチルスズジエチルヘキソエート等を触媒として添加してもよい。該ウレタ
ン架橋は、室温乾燥又は焼付乾燥が可能であり、通常、室温乾燥は８時間～１週間行われ
、該焼付乾燥は４０～３００℃にて５秒～１２０分間行われるのが好ましい。
【００４１】
　前記ポリジメチルシロキサン系共重合体をメラミン架橋するには、アルコキシメチロー
ルメラミン等のメラミン架橋剤を上記原材料に添加して硬化させればよく、更に必要に応
じてパラトルエンスルホン酸、トリクロロ酢酸、四塩化フタル酸等を触媒として添加して
もよい。該メラミン架橋は、８０～２５０℃、５秒～６０分間の焼付乾燥を行うのが好ま
しい。
【００４２】
　前記表面層には、感光体の感度特性を確保する目的で、表面層の下層からの電荷注入性
を可能とし、かつこの表面層に電荷輸送性を付与するには電荷輸送能に優れるα－フェニ
ルスチルベン骨格を有する化合物を用いることが好ましい。
【００４３】
　前記α－フェニルスチルベン骨格を有する化合物としては、下記構造式（１）で表され
る化合物が好適である。
【化９】

【００４４】
　前記構造式（１）において、Ｒ１及びＲ２は、互いに同一であってもよいし、異なって
いてもよく、置換もしくは無置換のアリール基を表す。
　前記アリール基としては、例えば、芳香族炭化水素基としてフェニル基；縮合多環基と
してナフチル基、ピレニル基、２－フルオレニル基、９,９－ジメチル－２－フルオレニ
ル基、アズレニル基、アントリル基、トリフェニレニル基、クリセニル基、フルオレニリ
デンフェニル基、５Ｈ－ジベンゾ［ａ，ｄ］シクロヘプテニリデンフェニル基；非縮合多
環基としてビフェニリル基、ターフェニリル基、下記構造式（Ｉ）で表される基；複素環
基としてチエニル基、ベンゾチエニル基、フリル基、ベンゾフラニル基、カルバゾリル基
、などが挙げられる。

【化１０】

　ただし、前記構造式（Ｉ）中、Ｗは－Ｏ－、－Ｓ－、－ＳＯ－、－ＳＯ２－、－ＣＯ－
及び、下記構造式で表される基を表す。Ｒ１０６は、水素原子、又はアルキル基を表す。

【化１１】

　ただし、ｃは１～１２の整数を表す。
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　ただし、ｄは１～３の整数を表す。
【化１３】

　ただし、Ｒ１０７は、水素原子、又はアルキル基を表す。ｅは１～３の整数を表す。
【化１４】

　ただし、Ｒ１０８は、水素原子、又はアルキル基を表す。ｆは１～３の整数を表す。
【００４５】
　Ａｒ１、Ａｒ２及びＡｒ３は、互いに同一であってもよいし、異なっていてもよく、置
換もしくは無置換のアリーレン基を表し、上記Ｒ１及びＲ２で示したアリール基の２価基
が挙げられる。
【００４６】
　上述のアリール基及びアリーレン基は以下に示す基を置換基として有してもよい。また
、これら置換基は、前記構造式中のＲ１０６、Ｒ１０７、Ｒ１０８の具体例として表され
る。
（１）ハロゲン原子、トリフルオロメチル基、シアノ基、ニトロ基などが挙げられる。
（２）アルキル基としては、炭素数１～１２、好ましくは炭素数１～８、より好ましくは
炭素数１～４の直鎖又は分岐鎖のアルキル基である。これらのアルキル基は、さらにフッ
素原子、水酸基、シアノ基、炭素数１～４のアルコキシ基、フェニル基、又はハロゲン原
子、炭素数１～４のアルキル基、もしくは炭素数１～４のアルコキシ基で置換されたフェ
ニル基を含有してもよい。具体的には、メチル基、エチル基、ｎ－プロピル基、ｉ-プロ
ピル基、ｔ-ブチル基、ｓ-ブチル基、ｎ-ブチル基、ｉ-ブチル基、トリフルオロメチル基
、2-ヒドロキシエチル基、２－シアノエチル基、２－エトキシエチル基、２－メトキシエ
チル基、ベンジル基、４－クロロベンジル基、４－メチルベンジル基、４－メトキシベン
ジル基、４－フェニルベンジル基、などが挙げられる。
（３）アルコキシ基（－ＯＲ１０９）として、具体的には、メトキシ基、エトキシ基、ｎ
－プロポキシ基、ｉ－プロポキシ基、ｔ－ブトキシ基、ｎ－ブトキシ基、ｓ－ブトキシ基
、ｉ－ブトキシ基、２－ヒドロキシエトキシ基、２－シアノエトキシ基、ベンジルオキシ
基、４－メチルベンジルオキシ基、トリフルオロメトキシ基などが挙げられる。
（４）アリールオキシ基としては、アリール基としてフェニル基、ナフチル基が挙げられ
る。これは、炭素数１～４のアルコキシ基、炭素数１～４のアルキル基又はハロゲン原子
を置換基として含有してもよい。具体的には、フェノキシ基、１－ナフチルオキシ基、２
－ナフチルオキシ基、４－メチルフェノキシ基、４－メトキシフェノキシ基、４－クロロ
フェノキシ基、６－メチル－２－ナフチルオキシ基、などが挙げられる。
（５）置換メルカプト基又はアリールメルカプト基としては、例えば、メチルチオ基、エ
チルチオ基、フェニルチオ基、ｐ-メチルフェニルチオ基、などが挙げられる。
（６）下記構造式で表される基である。
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【化１５】

　ただし、前記構造式中、Ｒ１１０及びＲ１１１は、各々独立にアルキル基又はアリール
基を表す。
　前記アルキル基としては、例えば、メチル基、エチル基、ｎ－プロピル基、ｉ-プロピ
ル基、ｔ-ブチル基、ｓ-ブチル基、ｎ-ブチル基などが挙げられる。
　前記アリール基としては、例えば、フェニル基、ビフェニル基、又はナフチル基が挙げ
られる。
　これらはアルキル基及びアリール基としては、炭素数１～４のアルコキシ基、炭素数１
～４のアルキル基、又はハロゲン原子を置換基として含有してもよい。また、アリール基
上の炭素原子と共同で環を形成してもよい。具体的には、ジエチルアミノ基、Ｎ－メチル
-Ｎ－フェニルアミノ基、Ｎ，Ｎ-ジフェニルアミノ基、Ｎ，Ｎ-ジ（ｐ-トリル）アミノ基
、ジベンジルアミノ基、ピペリジノ基、モルホリノ基、ユロリジル基などが挙げられる。
（７）メチレンジオキシ基、メチレンジチオ基等のアルキレンジオキシ基；アルキレンジ
チオ基、などが挙げられる。
【００４７】
　Ｘ１及びＸ２は、互いに同一であってもよいし、異なっていてもよく、水酸基、－Ｏ－
（ＣＨ２）ｐ－ＯＨ（ただし、ｐは１～１０の整数を表す）のいずれかを表す。
【００４８】
　前記構造式（１）で表される電荷輸送物質は、アルコール類やセロソルブ類などの溶媒
に溶解し易く、これらの溶媒を用いて成膜すると、クリヤーで均一な成膜がし易く有用で
ある。
　以上説明したように表面層に電荷輸送物質を配合することにより、帯電安定性を高める
作用を持つ。その結果、下地との誘電率の差が緩和されることが多い。前記表面層と下地
との誘電率が大きく異なると、各層で充放電のバランスが崩れてしまい、帯電安定性が確
保しにくくなる。結果、残像等の異常画像を生じてしまうことがある。前記電荷輸送物質
の配合は感度特性の向上の他に帯電安定性が得られるため、高信頼性を付与するのに有利
である。
【００４９】
　前記表面層は、感光層の一部である電荷輸送層のようなに厚膜（例えば、１５～４０μ
ｍ程度）にする必要がないため、電荷輸送層並の電荷移動度を確保する電荷輸送成分の含
有量（大凡、電荷輸送層全重量に対して３０質量％～７０質量％）は必要としないが、前
記構造式（１）で表される電荷輸送物質の前記表面層における含有量は、１～５０質量％
が好ましく、５～３０質量％がより好ましい。
【００５０】
　前記表面層には、感光体の感度特性を確保する目的で、別の手段として、表面層の表面
からの電荷注入性を可能とするために導電性フィラー（固有抵抗低下剤）を添加してもよ
い。前記導電性フィラーは、表面層を硬化し成膜後も透明であることが好ましく、例えば
、ＩＴＯ微粒子、酸化スズ微粒子、などが挙げられる。
【００５１】
　前記表面層塗料を調製する際に使用できる分散溶媒としては、一般の有機溶剤を使用す
ることができる。ただし、成膜時に下地の溶解性分が混入すると硬化不良や残留電位の蓄
積サイトの生成を生じてしまうため好ましくない。表面層塗料の成分を十分に溶解又は分
散し、かつ下地に対する溶解性が１ｍｌ／１０ｍｇ以下の溶解度となる溶媒を選択するこ
とが好ましい。この場合、下地の材料にもよるが、アルコール類、セロソルブ類等が利用
しやすい。
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　他方、表面層塗料成分が下地に混入し、トラップサイトを生成すると、激しい残留電位
の蓄積が見られる。ポアソン方程式の関係に沿って、厚みの２乗に比例するためと思われ
る。このため、下地を溶解させない溶媒を選択することは極めて重要となる。
【００５２】
　前記表面層の形成方法としては、例えば、浸漬法、スプレー塗工法、リングコート法、
ロールコータ法、グラビア塗工法、ノズルコート法、スクリーン印刷法等が採用される。
これらの中でも、スプレー塗工法とリングコート法は生産上、品質の安定性を確保し易い
方法であり特に好適である。
　前記表面層の厚みは、１～１０μｍが好ましく、２～５μｍがより好ましい。
【００５３】
＜複層型感光層＞
　前記複層型感光層は、少なくとも電荷発生層、及び電荷輸送層をこの順に有してなり、
更に必要に応じて、中間層、その他の層を有してなる。
【００５４】
－電荷発生層－
　前記電荷発生層は、少なくとも電荷発生物質を含んでなり、バインダー樹脂、更に必要
に応じてその他の成分を含んでなる。
【００５５】
　前記電荷発生物質としては、特に制限はなく、目的に応じて適宜選択することができる
が、無機系材料と有機系材料とのいずれかを用いることができる。
【００５６】
　前記無機系材料としては、特に制限はなく、目的に応じて適宜選択することができ、例
えば、結晶セレン、アモルファス－セレン、セレン－テルル、セレン－テルル－ハロゲン
、セレン－ヒ素化合物、などが挙げられる。
【００５７】
　前記有機系材料としては、特に制限はなく、公知の材料の中から目的に応じて適宜選択
することができ、例えば、金属フタロシアニン、無金属フタロシアニンなどのフタロシア
ニン系顔料、アズレニウム塩顔料、スクエアリック酸メチン顔料、カルバゾール骨格を有
するアゾ顔料、トリフェニルアミン骨格を有するアゾ顔料、ジフェニルアミン骨格を有す
るアゾ顔料、ジベンゾチオフェン骨格を有するアゾ顔料、フルオレノン骨格を有するアゾ
顔料、オキサジアゾール骨格を有するアゾ顔料、ビススチルベン骨格を有するアゾ顔料、
ジスチリルオキサジアゾール骨格を有するアゾ顔料、ジスチリルカルバゾール骨格を有す
るアゾ顔料、ペリレン系顔料、アントラキノン系又は多環キノン系顔料、キノンイミン系
顔料、ジフェニルメタン又はトリフェニルメタン系顔料、ベンゾキノン又はナフトキノン
系顔料、シアニン及びアゾメチン系顔料、インジゴイド系顔料、ビスベンズイミダゾール
系顔料、などが挙げられる。これらは、１種単独で使用してもよいし、２種以上を併用し
てもよい。
【００５８】
　前記バインダー樹脂としては、特に制限はなく、目的に応じて適宜選択することができ
、例えば、ポリアミド樹脂、ポリウレタン樹脂、エポキシ樹脂、ポリケトン樹脂、ポリカ
ーボネート樹脂、シリコーン樹脂、アクリル樹脂、ポリビニルブチラール樹脂、ポリビニ
ルホルマール樹脂、ポリビニルケトン樹脂、ポリスチレン樹脂、ポリ－Ｎ－ビニルカルバ
ゾール樹脂、ポリアクリルアミド樹脂、などが挙げられる。これらは、１種単独で使用し
てもよいし、２種以上を併用してもよい。
【００５９】
　なお、必要に応じて、電荷輸送物質を添加してもよい。また、電荷発生層のバインダー
樹脂として、上述のバインダー樹脂の他に、高分子電荷輸送物質を添加することもできる
。
【００６０】
　前記電荷発生層を形成する方法としては、真空薄膜作製法と、溶液分散系からのキャス
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ティング法とが大きく挙げられる。
　前者の方法としては、グロー放電重合法、真空蒸着法、ＣＶＤ法、スパッタリング法、
反応性スパッタリング法、イオンプレーティング法、加速イオンインジェクション法等が
挙げられる。この真空薄膜作製法は、上述した無機系材料又は有機系材料を良好に形成す
ることができる。
　また、後者のキャスティング法によって電荷発生層を設けるには、電荷発生層形成用塗
工液を用いて、浸漬塗工法やスプレーコート、ビードコート法などの慣用されている方法
を用いて行うことができる。
【００６１】
　前記電荷発生層形成用塗工液に用いられる有機溶媒としては、例えば、アセトン、メチ
ルエチルケトン、メチルイソプロピルケトン、シクロヘキサノン、ベンゼン、トルエン、
キシレン、クロロホルム、ジクロロメタン、ジクロロエタン、ジクロロプロパン、トリク
ロロエタン、トリクロロエチレン、テトラクロロエタン、テトラヒドロフラン、ジオキソ
ラン、ジオキサン、メタノール、エタノール、イソプロピルアルコール、ブタノール、酢
酸エチル、酢酸ブチル、ジメチルスルホキシド、メチルセロソルブ、エチルセロソルブ、
プロピルセロソルブ等が挙げられる。これらは、１種単独で使用してもよいし、２種以上
を併用してもよい。
　これらの中でも、沸点が４０℃～８０℃のテトラヒドロフラン、メチルエチルケトン、
ジクロロメタン、メタノール、エタノールは、塗工後の乾燥が容易であることから特に好
適である。
　前記電荷発生層形成用塗工液は、上記有機溶媒中に前記電荷発生物質と、バインダー樹
脂を分散、溶解して製造する。有機顔料を有機溶媒に分散する方法としては、ボールミル
、ビーズミル、サンドミル、振動ミルなどの分散メディアを用いた分散方法や、高速液衝
突分散方法などが挙げられる。
【００６２】
　前記電荷発生層の厚みに応じて、電子写真特性、特に光感度が変化し、一般的に厚みが
厚いほど光感度が高くなる。従って、前記電荷発生層の厚みは、要求される画像形成装置
のスペックによって好適な範囲に設定することが好ましく、電子写真方式の感光体として
要求される感度を得るためには、通常、０．０１～５μｍが好ましく、０．０５～２μｍ
がより好ましい。
【００６３】
－電荷輸送層－
　前記電荷輸送層は、帯電電荷を保持させ、かつ、露光により電荷発生層で発生分離した
電荷を移動させて保持していた帯電電荷と結合させることを目的とする層である。帯電電
荷を保持させる目的を達成するためには、電気抵抗が高いことが要求される。また、保持
していた帯電電荷で高い表面電位を得る目的を達成するためには、誘電率が小さく、かつ
、電荷移動性がよいことが要求される。
【００６４】
　前記電荷輸送層は、少なくとも電荷輸送物質を含んでなり、バインダー樹脂、更に必要
に応じてその他の成分を含有してなる。
【００６５】
　前記電荷輸送物質としては、正孔輸送物質、電子輸送物質、高分子電荷輸送物質、など
が挙げられる。
　前記電子輸送物質（電子受容性物質）としては、例えば、クロルアニル、ブロムアニル
、テトラシアノエチレン、テトラシアノキノジメタン、２，４，７－トリニトロ－９－フ
ルオレノン、２，４，５，７－テトラニトロ－９－フルオレノン、２，４，５，７－テト
ラニトロキサントン、２，４，８－トリニトロチオキサントン、２，６，８－トリニトロ
－４Ｈ－インデノ〔１，２－ｂ〕チオフェン－４オン、１，３，７－トリニトロジベンゾ
チオフェン－５，５－ジオキサイド、などが挙げられる。これらは、１種単独で使用して
もよいし、２種以上を併用してもよい。
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【００６６】
　前記正孔輸送物質（電子供与性物質）としては、例えば、オキサゾール誘導体、オキサ
ジアゾール誘導体、イミダゾール誘導体、トリフェニルアミン誘導体、９－（ｐ－ジエチ
ルアミノスチリルアントラセン）、１，１－ビス－（４－ジベンジルアミノフェニル）プ
ロパン、スチリルアントラセン、スチリルピラゾリン、フェニルヒドラゾン類、α－フェ
ニルスチルベン誘導体、チアゾール誘導体、トリアゾール誘導体、フェナジン誘導体、ア
クリジン誘導体、ベンゾフラン誘導体、ベンズイミダゾール誘導体、チオフェン誘導体、
などが挙げられる。これらは、１種単独で使用してもよいし、２種以上を併用してもよい
。
【００６７】
　前記高分子電荷輸送物質としては、以下のような構造を有するものが挙げられる。
（ａ）カルバゾール環を有する重合体
　例えば、ポリ－Ｎ－ビニルカルバゾール、特開昭５０－８２０５６号公報、特開昭５４
－９６３２号公報、特開昭５４－１１７３７号公報、特開平４－１７５３３７号公報、特
開平４－１８３７１９号公報、特開平６－２３４８４１号公報に記載の化合物等が例示さ
れる。
（ｂ）ヒドラゾン構造を有する重合体
　例えば、特開昭５７－７８４０２号公報、特開昭６１－２０９５３号公報、特開昭６１
－２９６３５８号公報、特開平１－１３４４５６号公報、特開平１－１７９１６４号公報
、特開平３－１８０８５１号公報、特開平３－１８０８５２号公報、特開平３－５０５５
５号公報、特開平５－３１０９０４号公報、特開平６－２３４８４０号公報に記載の化合
物等が例示される。
（ｃ）ポリシリレン重合体
　例えば、特開昭６３－２８５５５２号公報、特開平１－８８４６１号公報、特開平４－
２６４１３０号公報、特開平４－２６４１３１号公報、特開平４－２６４１３２号公報、
特開平４－２６４１３３号公報、特開平４－２８９８６７号公報に記載の化合物等が例示
される。
（ｄ）トリアリールアミン構造を有する重合体
　例えば、Ｎ，Ｎ－ビス（４－メチルフェニル）－４－アミノポリスチレン、特開平１－
１３４４５７号公報、特開平２－２８２２６４号公報、特開平２－３０４４５６号公報、
特開平４－１３３０６５号公報、特開平４－１３３０６６号公報、特開平５－４０３５０
号公報、特開平５－２０２１３５号公報に記載の化合物等が例示される。
（ｅ）その他の重合体
　例えば、ニトロピレンのホルムアルデヒド縮重合体、特開昭５１－７３８８８号公報、
特開昭５６－１５０７４９号公報、特開平６－２３４８３６号公報、特開平６－２３４８
３７号公報に記載の化合物等が例示される。
【００６８】
　また、前記高分子電荷輸送物質としては、上記以外にも、例えば、トリアリールアミン
構造を有するポリカーボネート樹脂、トリアリールアミン構造を有するポリウレタン樹脂
、トリアリールアミン構造を有するポリエステル樹脂、トリアリールアミン構造を有する
ポリエーテル樹脂、などが挙げられる。
　前記高分子電荷輸送物質としては、例えば、特開昭６４－１７２８号公報、特開昭６４
－１３０６１号公報、特開昭６４－１９０４９号公報、特開平４－１１６２７号公報、特
開平４－２２５０１４号公報、特開平４－２３０７６７号公報、特開平４－３２０４２０
号公報、特開平５－２３２７２７号公報、特開平７－５６３７４号公報、特開平９－１２
７７１３号公報、特開平９－２２２７４０号公報、特開平９－２６５１９７号公報、特開
平９－２１１８７７号公報、特開平９－３０４９５６号公報、等に記載の化合物が挙げら
れる。
【００６９】
　また、電子供与性基を有する重合体としては、上記重合体だけでなく、公知の単量体と
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の共重合体、ブロック重合体、グラフト重合体、スターポリマー、更には、例えば、特開
平３－１０９４０６号公報に開示されているような電子供与性基を有する架橋重合体など
を用いることもできる。
【００７０】
　前記バインダー樹脂としては、例えば、ポリカーボネート樹脂、ポリエステル樹脂、メ
タクリル樹脂、アクリル樹脂、ポリエチレン樹脂、ポリ塩化ビニル樹脂、ポリ酢酸ビニル
樹脂、ポリスチレン樹脂、フェノール樹脂、エポキシ樹脂、ポリウレタン樹脂、ポリ塩化
ビニリデン樹脂、アルキッド樹脂、シリコーン樹脂、ポリビニルカルバゾール樹脂、ポリ
ビニルブチラール樹脂、ポリビニルホルマール樹脂、ポリアクリレート樹脂、ポリアクリ
ルアミド樹脂、フェノキシ樹脂などが用いられる。これらは、１種単独で使用してもよい
し、２種以上を併用してもよい。
　なお、前記電荷輸送層は、架橋性のバインダー樹脂と架橋性の電荷輸送物質との共重合
体を含むこともできる。
【００７１】
　前記電荷輸送層は、これらの電荷輸送物質及びバインダー樹脂を適当な溶剤に溶解ない
し分散し、これを塗布、乾燥することにより形成できる。前記電荷輸送層には、更に必要
に応じて、前記電荷輸送物質及びバインダー樹脂以外に、可塑剤、酸化防止剤、レベリン
グ剤等などの添加剤を適量添加することもできる。
【００７２】
　前記電荷輸送層の厚みは、５～１００μｍが好ましく、近年の高画質化の要求から、電
荷輸送層を薄膜化することが図られており、１２００ｄｐｉ以上の高画質化を達成するた
めには、５～３０μｍがより好ましい。
【００７３】
＜単層型感光層＞
　前記単層型感光層は、電荷発生物質、電荷輸送物質、バインダー樹脂、更に必要に応じ
てその他の成分を含んでなる。
　前記電荷発生物質、電荷輸送物質、及びバインダー樹脂としては、前述した材料を用い
ることができる。
【００７４】
　キャスティング法により単層型感光層を設ける場合、多くの場合、かかる単層型感光層
は、電荷発生物質と低分子並びに高分子電荷輸送物質を適当な溶剤に溶解ないし分散し、
これを塗布、乾燥することにより形成できる。また、かかる単層型感光層には、必要によ
り、可塑剤を添加することもできる。更に、必要に応じて用いることのできるバインダー
樹脂としては、先に電荷輸送層で挙げたバインダー樹脂をそのまま用いることができる。
その他に、電荷発生層と同様のバインダー樹脂を混合して用いてもよい。
【００７５】
　前記単層型感光層の厚みは、５～１００μｍが好ましく、５～５０μｍがより好ましい
。前記厚みが５μｍ未満であると帯電性が低下することがあり、１００μｍを超えると感
度の低下をもたらすことがある。
【００７６】
　なお、本発明においては、表面層のガスバリアー性向上、及び耐環境性改善のため、各
層に酸化防止剤、可塑剤、紫外線吸収剤、低分子電荷輸送物質及びレベリング剤を添加す
ることができる。
　これらの化合物の代表的な材料を以下に記す。
　各層に添加できる酸化防止剤として、例えば、次の（ａ）～（ｄ）のものが挙げられる
がこれらに限定されるものではない。
【００７７】
（ａ）フェノール系酸化防止剤
　２，６－ジ－ｔ－ブチル－ｐ－クレゾール、２，４，６－トリ－ｔ－ブチルフェノール
、ｎ－オクタデシル－３－（４′－ヒドロキシ－３′，５′－ジ－ｔ－ブチルフェノール
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）プロピオネート、スチレン化フェノール、４－ヒドロキシメチル－２，６－ジ－ｔ－ブ
チルフェノール、２，５－ジ－ｔ－ブチルハイドロキノン、シクロヘキシルフェノール、
ブチルヒドロキシアニソール、２，２′－メチレン－ビス（４－エチル－６－ｔ－ブチル
フェノール）、４，４′－ｉ－プロピリデンビスフェノール、１，１－ビス（４－ヒドロ
キシフェニル）シクロヘキサン、４，４′－メチレン－ビス（２，６－ジ－ｔ－ブチルフ
ェノール）、２，６－ビス（２′－ヒドロキシ－３′－ｔ－ブチル－５′－メチルベンジ
ル）－４－メチルフェノール、１，１，３－トリス（２－メチル－４－ヒドロキシ－５－
ｔ－ブチルフェニル）ブタン、１，３，５－トリスメチル－２，４，６－トリス（３，５
－ジ－ｔ－ブチル－４－ヒドロキシベンジル）ベンゼン、テトラキス[メチレン－３－（
３，５－ジ－ｔ－ブチル－４－ヒドロキシフェニル）プロピオネート]メタン、トリス（
３，５－ジ－ｔ－ブチル－４－ヒドロキシフェニル）イソシアネート、トリス[β－（３
，５－ジ－ｔ－ブチル－４－ヒドロキシフェニル）プロピオニル－オキシエチル]イソシ
アネート、４，４′－チオビス（３－メチル－６－ｔ－ブチルフェノール）、２，２′－
チオビス（４－メチル－６－ｔ－ブチルフェノール）、４，４′－チオビス（４－メチル
－６－ｔ－ブチルフェノール）
【００７８】
（ｂ）アミン系酸化防止剤
　フェニル－α－ナフチルアミン、フェニル－β－ナフチルアミン、Ｎ，Ｎ′－ジフェニ
ル－ｐ－フェニレンジアミン、Ｎ，Ｎ′－ジ－β－ナフチル－ｐ－フェニレンジアミン、
Ｎ－シクロヘキシル－Ｎ′－フェニル－ｐ－フェニレンジアミン、Ｎ－フェニレン－Ｎ′
－ｉ－プロピル－ｐ－フェニレンジアミン、アルドール－α－ナフチルアミン、６－エト
キシ－２，２，４－トリメチル－１，２－ジハイドロキノリン
【００７９】
（ｃ）硫黄系酸化防止剤
　チオビス（β－ナフトール）、チオビス（Ｎ－フェニル－β－ナフチルアミン）、２－
メルカプトベンゾチアゾール、２－メルカプトベンズイミダゾール、ドデシルメルカプタ
ン、テトラメチルチウラムモノサルファイド、テトラメチルチウラムジサルファイド、ニ
ッケルジブチルチオカルバメート、イソプロピルキサンテート、ジラウリルチオジプロピ
オネート、ジステアリルチオジプロピオネート
【００８０】
（ｄ）リン系酸化防止剤
　トリフェニルホスファイト、ジフェニルデシルホスファイト、フェニルイソデシルホス
ファイト、トリ（ノニルフェニル）ホスファイト、４，４′－ブチリデン－ビス（３－メ
チル－６－ｔ－ブチルフェニル－ジトリデシルホスファイト）、ジステアリル－ペンタエ
リスリトールジホスファイト、トリラウリルトリチオホスファイト
【００８１】
　各層に添加できる可塑剤として、例えば次の（ａ）～（ｍ）のものが挙げられるがこれ
らに限定されるものではない。
　（ａ）リン酸エステル系可塑剤
　リン酸トリフェニル、リン酸トリクレジル、リン酸トリオクチル、リン酸オクチルジフ
ェニル、リン酸トリクロルエチル、リン酸クレジルジフェニル、リン酸トリブチル、リン
酸トリ－２－エチルヘキシル、リン酸トリフェニルなどが挙げられる。
【００８２】
（ｂ）フタル酸エステル系可塑剤
　フタル酸ジメチル、フタル酸ジエチル、フタル酸ジイソブチル、フタル酸ジブチル、フ
タル酸ジヘプチル、フタル酸ジ－２－エチルヘキシル、フタル酸ジイソオクチル、フタル
酸ジ－ｎ－オクチル、フタル酸ジノニル、フタル酸ジイソノニル、フタル酸ジイソデシル
、フタル酸ジウンデシル、フタル酸ジトリデシル、フタル酸ジシクロヘキシル、フタル酸
ブチルベンジル、フタル酸ブチルラウリル、フタル酸メチルオレイル、フタル酸オクチル
デシル、フマル酸ジブチル、フマル酸ジオクチルなどが挙げられる。
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【００８３】
（ｃ）芳香族カルボン酸エステル系可塑剤
　トリメリット酸トリオクチル、トリメリット酸トリ－ｎ－オクチル、オキシ安息香酸オ
クチルなどが挙げられる。
【００８４】
（ｄ）脂肪族二塩基酸エステル系可塑剤
　アジピン酸ジブチル、アジピン酸ジ－ｎ－ヘキシル、アジピン酸ジ－２－エチルヘキシ
ル、アジピン酸ジ－ｎ－オクチル、アジピン酸－ｎ－オクチル－ｎ－デシル、アジピン酸
ジイソデシル、アジピン酸ジカプリル、アゼライン酸ジ－２－エチルヘキシル、セバシン
酸ジメチル、セバシン酸ジエチル、セバシン酸ジブチル、セバシン酸ジ－ｎ－オクチル、
セバシン酸ジ－２－エチルヘキシル、セバシン酸ジ－２－エトキシエチル、コハク酸ジオ
クチル、コハク酸ジイソデシル、テトラヒドロフタル酸ジオクチル、テトラヒドロフタル
酸ジ－ｎ－オクチルなどが挙げられる。
【００８５】
（ｅ）脂肪酸エステル誘導体
　オレイン酸ブチル、グリセリンモノオレイン酸エステル、アセチルリシノール酸メチル
、ペンタエリスリトールエステル、ジペンタエリスリトールヘキサエステル、トリアセチ
ン、トリブチリンなどが挙げられる。
【００８６】
（ｆ）オキシ酸エステル系可塑剤
　アセチルリシノール酸メチル、アセチルリシノール酸ブチル、ブチルフタリルブチルグ
リコレート、アセチルクエン酸トリブチルなどが挙げられる。
【００８７】
（ｇ）エポキシ可塑剤
　エポキシ化大豆油、エポキシ化アマニ油、エポキシステアリン酸ブチル、エポキシステ
アリン酸デシル、エポキシステアリン酸オクチル、エポキシステアリン酸ベンジル、エポ
キシヘキサヒドロフタル酸ジオクチル、エポキシヘキサヒドロフタル酸ジデシルなどが挙
げられる。
【００８８】
（ｈ）二価アルコールエステル系可塑剤
　ジエチレングリコールジベンゾエート、トリエチレングリコールジ－２－エチルブチラ
ートなどが挙げられる。
【００８９】
（ｉ）含塩素可塑剤
　塩素化パラフィン、塩素化ジフェニル、塩素化脂肪酸メチル、メトキシ塩素化脂肪酸メ
チルなどが挙げられる。
【００９０】
（ｊ）ポリエステル系可塑剤
　ポリプロピレンアジペート、ポリプロピレンセバケート、ポリエステル、アセチル化ポ
リエステルなどが挙げられる。
【００９１】
　（ｋ）スルホン酸誘導体
　ｐ－トルエンスルホンアミド、ｏ－トルエンスルホンアミド、ｐ－トルエンスルホンエ
チルアミド、ｏ－トルエンスルホンエチルアミド、トルエンスルホン－Ｎ－エチルアミド
、ｐ－トルエンスルホン－Ｎ－シクロヘキシルアミドなどが挙げられる。
【００９２】
（ｌ）クエン酸誘導体
　クエン酸トリエチル、アセチルクエン酸トリエチル、クエン酸トリブチル、アセチルク
エン酸トリブチル、アセチルクエン酸トリ－２－エチルヘキシル、アセチルクエン酸－ｎ
－オクチルデシルなどが挙げられる。



(21) JP 4566834 B2 2010.10.20

10

20

30

40

50

【００９３】
（ｍ）その他
　ターフェニル、部分水添ターフェニル、ショウノウ、２－ニトロジフェニル、ジノニル
ナフタリン、アビエチン酸メチルなどが挙げられる。
【００９４】
　各層に添加できる紫外線吸収剤として、例えば次の（ａ）～（ｆ）のものが挙げられる
がこれらに限定されるものではない。
（ａ）ベンゾフェノン系
　２－ヒドロキシベンゾフェノン、２，４－ジヒドロキシベンゾフェノン、２，２′，４
－トリヒドロキシベンゾフェノン、２，２′，４，４′－テトラヒドロキシベンゾフェノ
ン、２，２′－ジヒドロキシ－４－メトキシベンゾフェノンなどが挙げられる。
【００９５】
（ｂ）サルシレート系
　フェニルサルシレート、２，４－ジ－ｔ－ブチルフェニル－３，５－ジ－ｔ－ブチル－
４－ヒドロキシベンゾエートなどが挙げられる。
【００９６】
（ｃ）ベンゾトリアゾール系
　（２′－ヒドロキシフェニル）ベンゾトリアゾール、（２′－ヒドロキシ－５′－メチ
ルフェニル）ベンゾトリアゾール、（２′－ヒドロキシ－３′－ｔ－ブチル－５′－メチ
ルフェニル）－５－クロロベンゾトリアゾールなどが挙げられる。
【００９７】
（ｄ）シアノアクリレート系
　エチル－２－シアノ－３，３－ジフェニルアクリレート、メチル－２－カルボメトキシ
－３－（パラメトキシ）アクリレートなどが挙げられる。
【００９８】
（ｅ）クエンチャー（金属錯塩系）
　ニッケル〔２，２′－チオビス（４－ｔ－オクチル）フェノレート〕ノルマルブチルア
ミン、ニッケルジブチルジチオカルバメート、コバルトジシクロヘキシルジチオホスフェ
ートなどが挙げられる。
【００９９】
　（ｆ）ＨＡＬＳ（ヒンダードアミン）
　ビス（２，２，６，６－テトラメチル－４－ピペリジル）セバケート、ビス（１，２，
２，６，６－ペンタメチル－４－ピペリジル）セバケート、１－［２－〔３－（３，５－
ジ－ｔ－ブチル－４－ヒドロキシフェニル）プロピオニルオキシ〕エチル］－４－〔３－
（３，５－ジ－ｔ－ブチル－４－ヒドロキシフェニル）プロピオニルオキシ〕－２，２，
６，６－テトラメチルピリジン、８－ベンジル－７，７，９，９－テトラメチル－３－オ
クチル－１，３，８－トリアザスピロ〔４，５〕ウンデカン－２，４－ジオン、４－ベン
ゾイルオキシ－２，２，６，６－テトラメチルピペリジンなどが挙げられる。
　なお、各層に添加できる低分子電荷輸送物質は、電荷発生層の説明に記載したものと同
じものを用いることができる。
【０１００】
－支持体－
　前記支持体としては、導電性を有するものであれば特に制限はなく、目的に応じて適宜
選択することができ、例えば、導電体又は導電処理をした絶縁体が好適であり、例えば、
Ａｌ、Ｎｉ、Ｆｅ、Ｃｕ、Ａｕ等の金属、又はそれらの合金；ポリエステル、ポリカーボ
ネート、ポリイミド、ガラス等の絶縁性基体上にＡｌ、Ａｇ、Ａｕ等の金属、あるいはＩ
ｎ２Ｏ３、ＳｎＯ２等の導電材料の薄膜を形成したもの；樹脂中にカーボンブラック、グ
ラファイト、Ａｌ、Ｃｕ、Ｎｉ等の金属粉、導電性ガラス粉などを均一に分散させ、樹脂
に導電性を付与した樹脂基体、導電処理をした紙、などが挙げられる。
【０１０１】
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　前記支持体の形状、大きさとしては、特に制約はなく、板状、ドラム状あるいはベルト
状のいずれのものも使用できるが、ベルト状の支持体を用いると、内部に駆動ローラ、従
動ローラを設ける必要があるなど装置が複雑化したり、大型化する反面、レイアウトの自
由度が増すなどのメリットがある。しかし、保護層を形成する場合は、該保護層の可撓性
が不足して、表面にクラックとよばれる亀裂が入る可能性があり、それが原因で粒状の地
肌汚れが発生することが考えられる。このため、支持体としては剛性の高いドラム状のも
のが好適である。
【０１０２】
　前記支持体と前記感光層との間には、必要に応じて、下引き層を設けてもよい。前記下
引き層は、接着性を向上する、モアレなどを防止する、上層の塗工性を改良する、残留電
位を低減するなどの目的で設けられる。
【０１０３】
　前記下引き層は、一般に樹脂を主成分とするが、これらの樹脂は、その上に感光層を溶
剤を用いて塗布することを考えると、一般の有機溶剤に対して耐溶解性の高い樹脂である
ことが好ましい。
　前記樹脂としては、例えば、ポリビニルアルコール、カゼイン、ポリアクリル酸ナトリ
ウム等の水溶性樹脂、共重合ナイロン、メトキシメチル化ナイロン等のアルコール可溶性
樹脂、ポリウレタン、メラミン樹脂、アルキッド－メラミン樹脂、エポキシ樹脂等、三次
元網目構造を形成する硬化型樹脂、などが挙げられる。
　また、酸化チタン、シリカ、アルミナ、酸化ジルコニウム、酸化スズ、酸化インジウム
等で例示できる金属酸化物、あるいは金属硫化物、金属窒化物などの微粉末を加えてもよ
い。これらの下引き層は、適当な溶媒を用いて、慣用される塗工法によって形成すること
ができる。
【０１０４】
　なお、前記下引き層としては、シランカップリング剤、チタンカップリング剤、クロム
カップリング剤等を使用して、例えば、ゾル－ゲル法等により形成した金属酸化物層、Ａ
ｌ２Ｏ３を陽極酸化にて設けたもの、ポリパラキシリレン（パリレン）等の有機物、Ｓｎ
Ｏ２、ＴｉＯ２、ＩＴＯ、ＣｅＯ２等の無機物を真空薄膜作製法により設けたもの、など
を用いることもできる。
　前記下引き層の厚みは、特に制限はなく、目的に応じて適宜選択することができ、０．
１～１０μｍが好ましく、１～５μｍがより好ましい。
【０１０５】
　前記静電潜像担持体（感光体）においては、必要に応じて前記支持体上に、接着性、電
荷ブロッキング静を向上させるために中間層を設けてもよい。該中間層は一般に樹脂を主
成分とするが、これらの樹脂はその上に感光層を溶剤で塗布することを考えると、一般の
有機溶剤に対して耐溶剤性の高い樹脂であることが望ましい。
　前記樹脂としては、例えば、ポリビニルアルコール、カゼイン、ポリアクリル酸ナトリ
ウム等の水溶性樹脂、共重合ナイロン、メトキシメチル化ナイロン等のアルコール可溶性
樹脂、ポリウレタン樹脂、メラミン樹脂、フェノール樹脂、アルキッド－メラミン樹脂、
エポキシ樹脂等、三次元網目構造を形成する硬化型樹脂等が挙げられる。
【０１０６】
（画像形成方法及び画像形成装置）
　本発明の画像形成装置は、静電潜像担持体と、静電潜像形成手段と、現像手段と、転写
手段と、定着手段とを少なくとも有してなり、更に必要に応じて適宜選択したその他の手
段、例えば、除電手段、クリーニング手段、リサイクル手段、制御手段等を有してなる。
　本発明の画像形成方法は、静電潜像形成工程と、現像工程と、転写工程と、定着工程と
を少なくとも含み、更に必要に応じて適宜選択したその他の工程、例えば、除電工程、ク
リーニング工程、リサイクル工程、制御工程等を含む。
【０１０７】
　本発明の画像形成方法は、本発明の画像形成装置により好適に実施することができ、前
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記静電潜像形成工程は前記静電潜像形成手段により行うことができ、前記現像工程は前記
現像手段により行うことができ、前記転写工程は前記転写手段により行うことができ、前
記定着工程は前記定着手段により行うことができ、前記その他の工程は前記その他の手段
により行うことができる。
【０１０８】
－静電潜像形成工程及び静電潜像形成手段－
　前記静電潜像形成工程は、静電潜像担持体上に静電潜像を形成する工程である。
　前記静電潜像担持体としては、本発明の前記静電潜像担持体を用いる。
【０１０９】
　前記静電潜像の形成は、例えば、前記静電潜像担持体の表面を一様に帯電させた後、像
様に露光することにより行うことができ、前記静電潜像形成手段により行うことができる
。
　前記静電潜像形成手段は、例えば、前記静電潜像担持体の表面を一様に帯電させる帯電
器と、前記静電潜像担持体の表面を像様に露光する露光器とを少なくとも備える。
【０１１０】
　前記帯電は、例えば、前記帯電器を用いて前記静電潜像担持体の表面に電圧を印加する
ことにより行うことができる。
　前記帯電器としては、特に制限はなく、目的に応じて適宜選択することができるが、例
えば、導電性又は半導電性のローラ、ブラシ、フィルム、ゴムブレード等を備えたそれ自
体公知の接触帯電器、コロトロン、スコロトロン等のコロナ放電を利用した非接触帯電器
、などが挙げられる。
【０１１１】
　前記帯電部材の形状としてはローラの他にも、磁気ブラシ、ファーブラシ等、どのよう
な形態をとってもよく、電子写真装置の仕様や形態にあわせて選択可能である。磁気ブラ
シを用いる場合、磁気ブラシは例えばＺｎ－Ｃｕフェライト等、各種フェライト粒子を帯
電部材として用い、これを支持させるための非磁性の導電スリーブ、これに内包されるマ
グネットロールによって構成される。又はブラシを用いる場合、例えば、ファーブラシの
材質としては、カーボン、硫化銅、金属又は金属酸化物により導電処理されたファーを用
い、これを金属や他の導電処理された芯金に巻き付けたり張り付けたりすることで帯電器
とする。
　前記帯電器は、もちろん上記のような接触式の帯電器に限定されるものではないが、帯
電器から発生するオゾンが低減された画像形成装置が得られるので、接触式の帯電器を用
いることが好ましい。
　前記帯電器が静電潜像担持体に接触乃至非接触状態で配置され、直流及び交流電圧を重
畳印加することによって静電潜像担持体表面を帯電するものが好ましい。
　また、帯電器が、静電潜像担持体にギャップテープを介して非接触に近接配置された帯
電ローラであり、該帯電ローラに直流並びに交流電圧を重畳印加することによって静電潜
像担持体表面を帯電するものが好ましい。
　前記露光は、例えば、前記露光器を用いて前記静電潜像担持体の表面を像様に露光する
ことにより行うことができる。
　前記露光器としては、前記帯電器により帯電された前記静電潜像担持体の表面に、形成
すべき像様に露光を行うことができる限り特に制限はなく、目的に応じて適宜選択するこ
とができるが、例えば、複写光学系、ロッドレンズアレイ系、レーザ光学系、液晶シャッ
タ光学系、などの各種露光器が挙げられる。
　なお、本発明においては、前記静電潜像担持体の裏面側から像様に露光を行う光背面方
式を採用してもよい。
【０１１２】
－現像工程及び現像手段－
　前記現像工程は、前記静電潜像を、前記トナー乃至前記現像剤を用いて現像して可視像
を形成する工程である。
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　前記可視像の形成は、例えば、前記静電潜像を前記トナー乃至前記現像剤を用いて現像
することにより行うことができ、前記現像手段により行うことができる。
　前記現像手段は、例えば、前記トナー乃至前記現像剤を用いて現像することができる限
り、特に制限はなく、公知のものの中から適宜選択することができ、例えば、前記トナー
乃至現像剤を収容し、前記静電潜像に該トナー乃至該現像剤を接触又は非接触的に付与可
能な現像器を少なくとも有するものが好適に挙げられる。
【０１１３】
　前記現像器は、乾式現像方式のものであってもよいし、湿式現像方式のものであっても
よく、また、単色用現像器であってもよいし、多色用現像器であってもよく、例えば、前
記トナー乃至前記現像剤を摩擦攪拌させて帯電させる攪拌器と、回転可能なマグネットロ
ーラとを有してなるもの、などが好適に挙げられる。
【０１１４】
　前記現像器内では、例えば、前記トナーと前記キャリアとが混合攪拌され、その際の摩
擦により該トナーが帯電し、回転するマグネットローラの表面に穂立ち状態で保持され、
磁気ブラシが形成される。該マグネットローラは、前記静電潜像担持体（感光体）近傍に
配置されているため、該マグネットローラの表面に形成された前記磁気ブラシを構成する
前記トナーの一部は、電気的な吸引力によって該静電潜像担持体（感光体）の表面に移動
する。その結果、前記静電潜像が該トナーにより現像されて該静電潜像担持体（感光体）
の表面に該トナーによる可視像が形成される。
【０１１５】
　前記現像器に収容させる現像剤としては一成分現像剤であってもよいし、二成分現像剤
であってもよい。
【０１１６】
－転写工程及び転写手段－
　前記転写工程は、前記可視像を記録媒体に転写する工程であるが、中間転写体を用い、
該中間転写体上に可視像を一次転写した後、該可視像を前記記録媒体上に二次転写する態
様が好ましく、前記トナーとして二色以上、好ましくはフルカラートナーを用い、可視像
を中間転写体上に転写して複合転写像を形成する第一次転写工程と、該複合転写像を記録
媒体上に転写する第二次転写工程とを含む態様がより好ましい。
　前記転写は、例えば、前記可視像を転写帯電器を用いて前記静電潜像担持体（感光体）
を帯電することにより行うことができ、前記転写手段により行うことができる。前記転写
手段としては、可視像を中間転写体上に転写して複合転写像を形成する第一次転写手段と
、該複合転写像を記録媒体上に転写する第二次転写手段とを有する態様が好ましい。
　なお、前記中間転写体としては、特に制限はなく、目的に応じて公知の転写体の中から
適宜選択することができ、例えば、転写ベルト等が好適に挙げられる。
【０１１７】
　前記転写手段（前記第一次転写手段、前記第二次転写手段）は、前記静電潜像担持体（
感光体）上に形成された前記可視像を前記記録媒体側へ剥離帯電させる転写器を少なくと
も有するのが好ましい。前記転写手段は、１つであってもよいし、２つ以上であってもよ
い。
　前記転写器としては、コロナ放電によるコロナ転写器、転写ベルト、転写ローラ、圧力
転写ローラ、粘着転写器、などが挙げられる。
　なお、記録媒体としては、代表的には普通紙であるが、現像後の未定着像を転写可能な
ものなら、特に制限はなく、目的に応じて適宜選択することができ、ＯＨＰ用のＰＥＴベ
ース等も用いることができる。
【０１１８】
　前記定着工程は、記録媒体に転写された可視像を定着装置を用いて定着させる工程であ
り、各色のトナーに対し前記記録媒体に転写する毎に行ってもよいし、各色のトナーに対
しこれを積層した状態で一度に同時に行ってもよい。
　前記定着装置としては、特に制限はなく、目的に応じて適宜選択することができるが、
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公知の加熱加圧手段が好適である。前記加熱加圧手段としては、加熱ローラと加圧ローラ
との組み合わせ、加熱ローラと加圧ローラと無端ベルトとの組み合わせ、などが挙げられ
る。
　前記加熱加圧手段における加熱は、通常、８０℃～２００℃が好ましい。
　なお、本発明においては、目的に応じて、前記定着工程及び定着手段と共にあるいはこ
れらに代えて、例えば、公知の光定着器を用いてもよい。
【０１１９】
　前記除電工程は、前記静電潜像担持体に対し除電バイアスを印加して除電を行う工程で
あり、除電手段により好適に行うことができる。
　前記除電手段としては、特に制限はなく、前記静電潜像担持体に対し除電バイアスを印
加することができればよく、公知の除電器の中から適宜選択することができ、例えば、除
電ランプ等が好適に挙げられる。
【０１２０】
　前記クリーニング工程は、前記静電潜像担持体上に残留する前記電子写真トナーを除去
する工程であり、クリーニング手段により好適に行うことができる。
　前記クリーニング手段としては、特に制限はなく、前記静電潜像担持体上に残留する前
記電子写真トナーを除去することができればよく、公知のクリーナの中から適宜選択する
ことができ、例えば、磁気ブラシクリーナ、静電ブラシクリーナ、磁気ローラクリーナ、
ブレードクリーナ、ブラシクリーナ、ウエブクリーナ等が好適に挙げられる。
【０１２１】
　画像形成装置は、静電潜像担持体表面に潤滑性付与剤を塗布する潤滑性付与剤塗布手段
を有することが好ましい。前記潤滑性付与剤としては、金属石鹸、ステアリン酸亜鉛、ス
テアリン酸アルミニウム及びステアリン酸カルシウムから選択される少なくとも１種であ
ることが好ましい。
【０１２２】
　前記リサイクル工程は、前記クリーニング工程により除去した前記電子写真用カラート
ナーを前記現像手段にリサイクルさせる工程であり、リサイクル手段により好適に行うこ
とができる。
　前記リサイクル手段としては、特に制限はなく、公知の搬送手段等が挙げられる。
【０１２３】
　前記制御手段は、前記各工程を制御する工程であり、制御手段により好適に行うことが
できる。
　前記制御手段としては、前記各手段の動きを制御することができる限り特に制限はなく
、目的に応じて適宜選択することができ、例えば、シークエンサー、コンピュータ等の機
器が挙げられる。
【０１２４】
　ここで、図６は、本発明の画像形成装置の一例を説明するための概略図であり、後述す
るような変形例も本発明の範疇に属するものである。
　図６において、感光体１１は、少なくとも電荷発生物質と電荷輸送物質とを含有し、か
つ、感光体表面に自己治癒性を有することを特徴とする感光体である。感光体１１はドラ
ム状の形状を示しているが、シート状、エンドレスベルト状のものであってもよい。
　帯電手段１２は、コロトロン、スコロトロン、固体帯電器（ソリッド　ステート　チャ
ージャー）、帯電ローラを始めとする公知の手段が用いられる。帯電手段は、消費電力の
低減の観点から、感光体に対し接触もしくは近接配置したものが良好に用いられる。中で
も、帯電手段への汚染を防止するため、感光体と帯電手段表面の間に適度な空隙を有する
感光体近傍に近接配置された帯電機構が望ましい。転写手段１６には、一般に上記の帯電
器を使用できるが、転写チャージャーと分離チャージャーを併用したものが効果的である
。
【０１２５】
　露光手段１３、除電手段１Ａ等に用いられる光源には、蛍光灯、タングステンランプ、
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ハロゲンランプ、水銀灯、ナトリウム灯、発光ダイオード（ＬＥＤ）、半導体レーザ（Ｌ
Ｄ）、エレクトロルミネッセンス（ＥＬ）などの発光物全般を挙げることができる。そし
て、所望の波長域の光のみを照射するために、シャープカットフィルタ、バンドパスフィ
ルター、近赤外カットフィルター、ダイクロイックフィルタ、干渉フィルタ、色温度変換
フィルタなどの各種フィルタを用いることもできる。
　現像手段１４により感光体上に現像されたトナー１５は、記録媒体１８に転写されるが
、全部が転写されるわけではなく、感光体上に残存するトナーも生ずる。このようなトナ
ーは、クリーニング手段１７により、感光体より除去される。クリーニング手段は、ゴム
製のクリーニングブレードやファーブラシ、マグファーブラシ等のブラシ等を用いること
ができる。
　感光体に正(負)帯電を施し、画像露光を行うと、感光体表面上には正(負)の静電潜像が
形成される。これを負(正)極性のトナー（検電微粒子）で現像すれば、ポジ画像が得られ
るし、また正(負)極性のトナーで現像すれば、ネガ画像が得られる。かかる現像手段には
、公知の方法が適用され、また、除電手段にも公知の方法が用いられる。
【０１２６】
　また、図示を省略しているが、本発明の画像形成装置には、電子写真感光体表面に潤滑
性付与剤を塗布する機構を備えていてもよい。特に、近年、電子写真の高画質化に有利と
されている球形トナーの実用化が進んでいるが、球形トナーは、従来の粉砕型のトナーと
比較して、ブレードクリーニングが困難であることが知られている。そのため、クリーニ
ングブレードの当接圧を強めたり、硬度の高いウレタンゴムブレードを用いるなどの対策
が行われている。
【０１２７】
　これらの方法はブレードが当接する電子写真感光体表面に対するハザードが大きくなる
傾向であり、実際、球形トナーを用いると、電子写真感光体の表面摩耗量は増加する傾向
にあることが分かってきている。本発明の電子写真感光体は、耐摩耗性が非常に高いため
、上記のようなハザードが大きい条件においても、保護層が摩耗することはほとんどない
が、対クリーニングブレードの摩擦係数が高いことに起因すると考えられるブレード鳴き
、ブレードエッジの摩耗などの不具合を発生させることがあった。
　そこで、本発明の画像形成装置においては、電子写真感光体表面に潤滑性付与剤を塗布
する潤滑性付与剤塗布手段を備えることによって、クリーニングブレードに対する電子写
真感光体表面の摩擦係数を長期間にわたって低減することができ、上記不具合を解消する
ことができる、画像形成装置、及び画像形成方法を得ることができる。
【０１２８】
　図７は、潤滑性付与剤１１６を棒状にした固形物をクリーニングブラシ１１４に押し当
てており、該クリーニングブラシ１１４が回転する際に潤滑性付与剤を掻き取り、ブラシ
に付着した潤滑性付与剤が感光体表面に塗布される仕組みとなっている。前記潤滑性付与
剤は固形である必要はなく、液体や粉体、半練り状でも、感光体表面に塗布することがで
き、電子写真特性を満たすものであれば特に制限はなく、目的に応じて適宜選択すること
ができる。前記潤滑性付与剤としては、例えば、ステアリン酸亜鉛、ステアリン酸バリウ
ム、ステアリン酸アルミニウム、ステアリン酸カルシウム等の金属石鹸；カルナウバ、ラ
ノリン、木ろう等のワックス類；シリコーンオイル等の潤滑性オイル；などが挙げられる
。これらの中でも、棒状に加工することが比較的容易で、潤滑性付与効果が高い点から、
ステアリン酸亜鉛、ステアリン酸アルミニウム、ステアリン酸カルシウムが特に好ましい
。
【０１２９】
　図７に示す潤滑性付与剤塗布手段をクリーニングユニット１１７に備えることで、ドラ
ム周りのレイアウト設計が容易になったり、装置を簡略化することができるなどのメリッ
トがある反面、クリーニングされたトナーに潤滑性付与剤が多量に混入するためトナーリ
サイクルが困難になったり、ブラシのクリーニング効率が低下するなどの不具合が発生す
る場合もある。また、図示を省略しているが、潤滑性付与剤塗布手段を有した塗布ユニッ
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トをクリーニングユニットと別に独立して設けることで、上記不具合を解消することもで
きる。その場合、塗布ユニットは、クリーニングユニットの下流に設けることが好ましい
。更に、塗布ユニットを複数箇所に設け、それらを同時、又は順次働かせることで、潤滑
性付与剤の塗布効率を高めたり、消費量をコントロールするなどの効果を持たせることが
できる。
【０１３０】
　次に、図８は、本発明の画像形成装置を用いた電子写真プロセスの別の例を示す。この
図８において、感光体１１は、少なくとも電荷発生物質と電荷輸送物質とを含有し、かつ
、感光体表面に自己治癒性を有する感光体である。感光体１１はベルト状の形状を示して
いるが、ドラム状、シート状、エンドレスベルト状のものであってもよい。
　感光体１１は駆動手段１Ｃにより駆動され、帯電手段１２による帯電、露光手段１３に
よる像露光、現像（図示せず）、転写手段１６による転写、クリーニング前露光手段によ
るクリーニング前露光、クリーニング手段１７によるクリーニング、除電手段１Ａによる
除電が繰返し行われる。図８においては、感光体(この場合は支持体が透光性である)の支
持体側よりクリーニング前露光の光照射が行われる。
　以上の電子写真プロセスは、本発明における実施形態を例示するものであって、もちろ
ん他の実施形態も可能である。例えば、図８において支持体側よりクリーニング前露光を
行っているが、これは感光層側から行ってもよいし、また、像露光、除電光の照射を支持
体側から行ってもよい。一方、光照射工程は、像露光、クリーニング前露光、除電露光が
図示されているが、他に転写前露光、像露光のプレ露光、及びその他公知の光照射工程を
設けて、感光体に光照射を行うこともできる。
【０１３１】
　また、以上に示すような画像形成手段は、複写機、ファクシミリ、プリンタ内に固定し
て組み込まれていてもよいが、プロセスカートリッジの形でそれら装置内に組み込まれて
もよい。
【０１３２】
　図９は、本発明の画像形成装置の他の一例を示す。この画像形成装置では、感光体（１
１）の周囲に帯電手段（１２）、露光手段（１３）、ブラック（Ｂｋ）、シアン（Ｃ）、
マゼンタ（Ｍ）、及びイエロー（Ｙ）の各色トナー毎の現像手段（１４Ｂｋ，１４Ｃ，１
４Ｍ，１４Ｙ）、中間転写体である中間転写ベルト（１Ｆ）、クリーニング手段（１７）
が順に配置されている。
　ここで、図９中に示すＢｋ、Ｃ、Ｍ、Ｙの添字は上記のトナーの色に対応し、必要に応
じて添字を付けたり適宜省略する。感光体１１は、少なくとも電荷発生物質と電荷輸送物
質とを含有し、かつ、感光体表面に自己治癒性を有することを特徴とする感光体である。
各色の現像手段１４Ｂｋ，１４Ｃ，１４Ｍ，１４Ｙは各々独立に制御可能となっており、
画像形成を行う色の現像手段のみが駆動される。
【０１３３】
　感光体１１上に形成されたトナー像は中間転写ベルト１Ｆの内側に配置された第１の転
写手段（１Ｄ）により、中間転写ベルト（１Ｆ）上に転写される。第１の転写手段１Ｄは
感光体１１に対して接離可能に配置されており、転写動作時のみ中間転写ベルト１Ｆを感
光体１１に当接させる。各色の画像形成を順次行い、中間転写ベルト１Ｆ上で重ね合わさ
れたトナー像は第２の転写手段１Ｅにより、記録媒体１８に一括転写された後、定着手段
１９により定着されて画像が形成される。第２の転写手段１Ｅも中間転写ベルト１Ｆに対
して接離可能に配置され、転写動作時のみ中間転写ベルト１Ｆに当接する。
　転写ドラム方式の電子写真装置では、転写ドラムに静電吸着させた転写材に各色のトナ
ー像を順次転写するため、厚紙にはプリントできないという転写材の制限があるのに対し
、図９に示すような中間転写方式の電子写真装置では中間転写体１Ｆ上で各色のトナー像
を重ね合わせるため、転写材の制限を受けないという特長がある。
【０１３４】
　図１０は、本発明による電子写真装置の別の例を示す。この電子写真装置は、トナーと
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してイエロー(Ｙ)、マゼンタ(Ｍ)、シアン(Ｃ)、ブラック(Ｂｋ)の４色を用いるタイプと
され、各色毎に画像形成部が配設されている。また、各色毎の感光体（１１Ｙ，１１Ｍ，
１１Ｃ，１１Ｂｋ）が設けられている。
　この電子写真装置に用いられる感光体１１は、少なくとも電荷発生物質と電荷輸送物質
とを含有し、かつ、感光体表面に自己治癒性を有することを特徴とする感光体である。各
感光体１１Ｙ，１１Ｍ，１１Ｃ，１１Ｂｋの周りには、帯電手段１２、露光手段１３、現
像手段１４、クリーニング手段１７等が配設されている。また、直線上に配設された各感
光体１１Ｙ，１１Ｍ，１１Ｃ，１１Ｂｋの各転写位置に接離する転写材担持体としての搬
送転写ベルト１Ｇが駆動手段１Ｃにて掛け渡されている。この搬送転写ベルト１Ｇを挟ん
で各感光体１Ｙ，１Ｍ，１Ｃ，１Ｂｋに対向する転写位置には転写手段１６が配設されて
いる。
　図１０の形態のようなタンデム方式の電子写真装置は、各色毎に感光体１Ｙ，１Ｍ，１
Ｃ，１Ｂｋを持ち、各色のトナー像を搬送転写ベルト１Ｇに保持された記録媒体１８に順
次転写するため、感光体を一つしか持たないフルカラー画像形成装置に比べ、はるかに高
速のフルカラー画像の出力が可能となる。
【０１３５】
　以上の電子写真装置は自己治癒性を有する感光体が搭載されるため、従来現像剤キャリ
アが感光体表面に付着することによって発生した傷も抑制されるため、この付着度合いが
強くなる小粒径の現像剤キャリアを搭載することができる。具体的には粒径が５μｍ未満
の現像剤キャリアを指す。これにより、出力画像は格段に高い解像性を得ることが可能と
なる。
【０１３６】
（プロセスカートリッジ）
　本発明のプロセスカートリッジは、本発明の前記静電潜像担持体と、帯電手段、現像手
段、及びクリーニング手段から選択される少なくとも１つの手段を一体に有してなり、更
に必要に応じて適宜選択した、その他の手段を有してなる。
　前記現像手段としては、前記トナー乃至前記現像剤を収容する現像剤収容器と、該現像
剤収容器内に収容されたトナー乃至現像剤を担持しかつ搬送する現像剤担持体とを少なく
とも有してなり、更に、担持させるトナー層厚を規制するための層厚規制部材等を有して
いてもよい。
【０１３７】
　ここで、前記プロセスカートリッジは、例えば、図１１に示すように、感光体１０１を
内蔵し、帯電器１０２、現像手段１０４、クリーニング手段１０７を含み、更に必要に応
じてその他の手段を有してなる。なお、１０３は露光器、１０５は記録媒体、１０８は搬
送ローラである。
　前記感光体１０１としては、上述した本発明の前記静電潜像担持体が用いられる。前記
露光器１０３としては、高解像度で書き込みを行うことのできる光源が用いられる。前記
帯電器１０２としては、任意の帯電部材が用いられる。
【０１３８】
　本発明の画像形成装置としては、前記静電潜像担持体と、現像器、クリーニング器等の
構成要素をプロセスカートリッジとして一体に結合して構成し、このユニットを装置本体
に対して着脱自在に構成してもよい。又、帯電器、現像器、転写又は分離器、及びクリー
ニング器の少なくとも１つを静電潜像担持体とともに一体に支持してプロセスカートリッ
ジを形成し、装置本体に着脱自在の単一ユニットとし、装置本体のレールなどの案内手段
を用いて着脱自在の構成としてもよい。
　これにより、静電潜像担持体やその他プロセス部材の交換を短時間に、容易に行うこと
ができるようになるので、メンテナンスに要する時間が短縮でき、コストダウンにつなが
る。また、プロセス部材と静電潜像担持体が一体となっているので、相対的な位置の精度
向上などの利点もある。
【実施例】
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【０１３９】
　以下、本発明を実施例により説明するが、本発明は、下記実施例に限定されるものでは
ない。
【０１４０】
（実施例１）
　肉厚０．８ｍｍ、直径１００ｍｍのアルミニウムドラム上に、下記組成の下引き層用塗
工液を塗布し、乾燥させることにより、厚み３．５μｍの下引き層を形成した。
〔下引き層用塗工液〕
　・アルキッド樹脂（ベッコゾール１３０７－６０－ＥＬ、大日本インキ化学工業株式会
社製）・・・１０質量部
　・メラミン樹脂（スーパーベッカミンＧ－８２１－６０、大日本インキ化学工業株式会
社製）・・・７質量部
　・酸化チタン（ＣＲ－ＥＬ、石原産業株式会社製）・・・４０質量部
　・メチルエチルケトン・・・２００質量部
【０１４１】
　次に、下引き層上に、下記組成の電荷発生層用塗工液を塗布し、乾燥させることにより
、厚み０．２μｍの電荷発生層を形成した。
〔電荷発生層用塗工液〕
　・チタニルフタロシアニン（株式会社リコー製）・・・２０質量部
　・ポリビニルアルコール（エスレックＢ　ＢＸ－１、積水化学工業株式会社製）・・・
      １０質量部
　・メチルエチルケトン・・・１００質量部
【０１４２】
　次に、電荷発生層上に、下記組成の電荷輸送層用塗工液を塗布し、乾燥させることによ
り、厚み１８μｍの電荷輸送層を形成した。
〔電荷輸送層用塗工液〕
　・ポリカーボネート樹脂（パンライトＴＳ－２０５０、帝人化成株式会社製）・・・７
質量部
　・下記構造式で表される低分子電荷輸送物質・・・１０質量部
【化１６】

　・テトラヒドロフラン・・・７９質量部
　・１質量％シリコーンオイル（ＫＦ５０－１００ＣＳ、信越化学工業株式会社製）テト
ラヒドロフラン溶液・・・１質量部
【０１４３】
　次に、電荷輸送層上に、下記組成の表面層用塗工液をリングコートで塗工し、硬化させ
て厚み５μｍの表面層を形成した。なお、表面層の硬化条件は１５０℃にて３０分とした
。以上により感光体を作製した。
〔表面層用塗工液〕
　・自己治癒性樹脂（主剤）（自己治癒性クリヤーＮｏ．１００、ナトコ株式会社製）・
・・２質量部
　・自己治癒性樹脂（硬化剤）（自己治癒性クリヤーＮｏ．２、ナトコ株式会社製）・・
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・１質量部
　・メチルイソブチルケトン・・・１７質量部
【０１４４】
（実施例２）
　実施例１において、表面層用塗工液に用いたメチルイソブチルケトンをエチルセロソル
ブに変えた以外は、実施例１と同様にして、感光体を作製した。
【０１４５】
（実施例３）
　実施例１において、下引き層の厚みを２μｍ、電荷輸送層の厚みを３０μｍに変えた以
外は、実施例１と同様にして、感光体を作製した。
【０１４６】
（実施例４）
　実施例１において、電荷輸送層用塗工液を以下のものに変えた以外は、実施例１と同様
にして、感光体を作製した。
〔電荷輸送層用塗工液〕
　・下記構造式で表される高分子電荷輸送物質（重量平均分子量＝１００，０００）・・
・１２質量部
【化１７】

　・テトラヒドロフラン・・・８７質量部
　・１質量％シリコーンオイル（ＫＦ５０－１００ＣＳ、信越化学工業社製）テトラヒド
ロフラン溶液・・・１質量部
【０１４７】
（実施例５）
　実施例１において、表面層用塗工液を以下のものに変えた以外は、実施例１と同様にし
て、感光体を作製した。
〔表面層用塗工液〕
　・自己治癒性樹脂（主剤）（自己治癒性クリヤーＮｏ．１００、ナトコ株式会社製）・
・・１９質量部
　・自己治癒性樹脂（硬化剤）（自己治癒性クリヤーＮｏ．２、ナトコ株式会社製）・・
・５１質量部
　・下記構造式で表される架橋性電荷輸送物質・・・３０質量部
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【化１８】

　・エチルセロソルブ・・・９００質量部
【０１４８】
（実施例６）
　実施例１において、表面層用塗工液を以下のものに変えた以外は、実施例１と同様にし
て、感光体を作製した。
〔表面層用塗工液〕
　・自己治癒性樹脂（主剤）（自己治癒性クリヤーＮｏ．１００、ナトコ株式会社製）・
・・６質量部
　・自己治癒性樹脂（硬化剤）（自己治癒性クリヤーＮｏ．２、ナトコ株式会社製）・・
・２９質量部
　・下記構造式で表される架橋性電荷輸送物質・・・１５質量部
【化１９】

　・エチルセロソルブ・・・４５０質量部
【０１４９】
（実施例７）
　実施例１において、表面層用塗工液を以下のものに変えた以外は、実施例１と同様にし
て、感光体を作製した。
〔表面層用塗工液〕
　・自己治癒性樹脂（主剤）（自己治癒性クリヤーＮｏ．１００、ナトコ株式会社製）・
・・６質量部
　・硬化剤（スーパーベッカミンＬ－１４５－６０、大日本インキ化学工業株式会社製）
・・・３質量部
　・下記構造式で表される架橋性電荷輸送物質・・・１質量部
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【化２０】

　・メチルイソブチルケトン・・・１７質量部
【０１５０】
（実施例８）
　実施例７において、架橋性電荷輸送物質を次のものに変えた以外は、実施例７と同様に
して、感光体を作製した。
【化２１】

【０１５１】
（参考例９）
　実施例１において、表面層用塗工液を以下のものに変えた以外は、実施例１と同様にし
て、感光体を作製した。
〔表面層用塗工液〕
　・自己治癒性樹脂（主剤）（自己治癒性クリヤーＮｏ．１００、ナトコ株式会社製）・
・・２質量部
　・自己治癒性樹脂（硬化剤）（自己治癒性クリヤーＮｏ．２、ナトコ株式会社製）・・
・１質量部
　・スズ－アンチモン系酸化物（Ｔ－１、三菱マテリアルズ株式会社製）・・・２質量部
　・エチルセロソルブ・・・９００質量部
【０１５２】
（比較例１）
　実施例１において、電荷輸送層の厚みを３０μｍに変更し、表面層を設けなかった以外
は、実施例１と同様にして、感光体を作製した。
【０１５３】
（比較例２）
　実施例１において、表面層用塗工液を以下のものに変えた以外は、実施例１と同様にし
て、感光体を作製した。
〔表面層用塗工液〕
　・ポリカーボネート樹脂（パンライトＴＳ－２０５０、帝人化成株式会社製）・・・７
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質量部
　・下記構造式で表される低分子電荷輸送物質・・・５質量部
【化２２】

　・α－アルミナ（スミコランダムＡＡ－０２、住友化学工業株式会社製）・・・３質量
部
　・固有抵抗低下剤（ＢＹＫ－Ｐ１０４、ビックケミー社製）・・・０．１質量部
　・シクロヘキサノン・・・８０質量部
　・テトラヒドロフラン・・・２８０質量部
【０１５４】
＜耐擦傷性試験＞
　得られた実施例１～８、参考例９及び比較例１～２の各表面層と同じ組成の膜をスライ
ドガラス上に厚み５μｍとなるように成膜し、該膜を＃０００のスチールウールを用いて
５００ｇｆの荷重で５０回ラビングした後のヘイズ値（％）をヘイズメーターにより測定
した。結果を表１に示す。
【０１５５】
＜画像形成試験＞
　以上のように作製した実施例１～８、参考例９及び比較例１～２の各感光体を実装用に
した後、感光体の像露光部位が現像手段のスリーブ部に至るまでのプロセス時間を９５ｍ
ｓｅｃに改造した高速電子写真装置（株式会社リコー製、ｉｍａｇｉｏ　Ｎｅｏ１０５０
　Ｐｒｏ）に搭載し、画素密度が６００ｄｐｉ×６００ｄｐｉで画像濃度が６％となるテ
キストとグラフィック画像のパターンを連続９９９枚づつ印刷する条件で通算３０万枚、
コピー用紙（株式会社リコー製、マイペーパー）に複写印刷した。
　なお、トナーは純正品を用い、現像剤は純正品のものに対して平均キャリア粒径が２０
μｍのものに変更した現像剤を使用した。電子写真装置の帯電手段は装置に取り付けられ
ているスコロトロンチャージャーをそのまま用いた。電子写真装置のプロセス状態をコン
トロールする回路（プロセスコントロール）は作動させて試験を行った。試験環境は、２
４℃、５４％ＲＨであった。
【０１５６】
　画像形成試験終了後、以下のようにして、表面粗さ、摩耗量、露光部電位、及び解像度
評価を行った。結果を表１に示す。
【０１５７】
（１）感光体の表面粗さ測定
　耐久試験終了後、感光体表面に東京精密社製ピックアップＥ－ＤＴ－Ｓ０２Ａを取り付
けた触針式表面粗さ計（Ｓｕｒｆｃｏｍ、東京精密社製）により、１０点平均粗さＲｚを
測定した。
【０１５８】
（２）厚み測定
　耐久試験終了後、渦電流方式厚み測定器（ＦＩＳＣＨＥＲ　ＳＣＯＰＥ　ｍｍｓ、フィ
ッシャー社製）により、感光体ドラム長手方向１ｃｍ間隔に厚みを測定し、それらの平均
値を感光層厚みとした。
【０１５９】
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（３）感光体表面電位測定
　耐久試験終了後、表面電位計（Ｔｒｅｋ　ＭＯＤＥＬ３４４、トレック社製）のプロー
ブを取り付けた改造現像ユニットを複写機内現像部に取り付け、感光体中央部の表面電位
を測定した。
【０１６０】
（４）解像度測定
　耐久試験終了後、６００ｄｐｉ×６００ｄｐｉの画素密度で、黒ベタパッチの画像濃度
が０．８となる現像条件で竹の子チャートの複写印刷を行い、このときの最大解像度を測
定した。
【０１６１】
【表１】

　表１の結果から、実施例１～８の表面層は、比較例１～２に比べて、耐擦傷性に極めて
優れた性状を示すことが解る。また、参考例９も比較例１～２と比較すれば格段に優れた
耐擦傷性を有すると言える。この性質から、一般のユーザーが感光体を気軽に交換できる
ことや包材の簡略化が可能となる。
　また、試験終了後の表面の凹凸もこれを反映し、実施例１～８、及び参考例９の各感光
体は表面平滑な状態を維持している。これに加え、耐摩耗性に優れることから機械的耐久
性に極めて優れた感光体と見なされる。比較例１と比較例２の感光体は現像剤キャリアが
所々、感光体表面に埋め込まれた形跡があり、これが表面粗さに反映している。
　露光部電位については、実施例１と比較して実施例２～８、及び参考例９の各感光体は
軒並み低い値を確保している。これは、表面層の下地に対する溶解性が抑制されているこ
と（実施例２、実施例４）、高感度が得られるように感光層の厚み調節が図られているこ
と（実施例３）、表面層に電荷輸送セグメントが導入されていること（実施例５～８）、
表面層に導電性フィラーが添加されていること（参考例９）、が功を奏していると解釈さ
れる。なお、プリント画像の解像度は現像剤に小粒径キャリアを使用しているため、軒並
み解像度が高く、実施例１～８、参考例９の各感光体は比較例１と同等以上の解像度が得
られている。耐擦傷性に優れる性状は耐久性のみならず電子写真装置の高画質化にも寄与
すると判断される。
【産業上の利用可能性】
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　本発明の静電潜像担持体は、耐擦傷性に優れ、かつ機械強度に優れるため、従来、感光
体の創傷防止を目的とした保護材を簡略化でき、加えて、誰もが手軽に感光体を扱うこと
が可能となる。また、表面に傷がつくことによって発生する異常画像を未然に防止できる
ので、現像剤の小粒径キャリアの使用が可能となり、画像形成装置の長期使用でも、高い
画質を得ることができ、かつ、画像形成装置の長期未使用後における初期の複写操作でも
トナー搬送経路でのトナー搬送が円滑に実行できるので、プリンタ、ファクシミリ装置、
複写機、又はこれらの複合機、特に電子写真方式の画像形成装置及び画像形成方法に好適
に使用される。
【図面の簡単な説明】
【０１６３】
【図１】図１は、本発明の静電潜像担持体の層構成の一例を示す模式断面図である。
【図２】図２は、本発明の静電潜像担持体の層構成の他の一例を示す模式断面図である。
【図３】図３は、本発明の静電潜像担持体の層構成の他の一例を示す模式断面図である。
【図４】図４は、本発明の静電潜像担持体の層構成の他の一例を示す模式断面図である。
【図５】図５は、本発明の静電潜像担持体の層構成の他の一例を示す模式断面図である。
【図６】図６は、本発明の画像形成装置の一例を示す概略図である。
【図７】図７は、本発明の画像形成装置に用いられる潤滑剤塗布機構の一例を示す概略構
成図である。
【図８】図８は、本発明の画像形成装置の他の一例を用いた電子写真プロセスを説明する
ための図である。
【図９】図９は、本発明の画像形成装置の更に他の一例を示す概略図である。
【図１０】図１０は、本発明の画像形成装置の更に他の一例を示す概略図である。
【図１１】図１１は、本発明のプロセスカートリッジの一例を示す概略図である。
【符号の説明】
【０１６４】
　　　１１　　　感光体
　　　１２　　　帯電手段
　　　１３　　　露光手段
　　　１４　　　現像手段
　　　１５　　　トナー
　　　１６　　　転写手段
　　　１７　　　クリーニング手段
　　　１８　　　記録媒体
　　　１９　　　定着手段
　　　１Ａ　　　除電手段
　　　１Ｂ　　　クリーニング前露光手段
　　　１Ｃ　　　駆動手段
　　　１Ｄ　　　第１の転写手段
　　　１Ｅ　　　第２の転写手段
　　　１Ｆ　　　中間転写体
　　　１Ｇ　　　記録媒体担持体
　　　２０１　　支持体
　　　２０２　　感光層
　　　２０３　　電荷発生層
　　　２０４　　電荷輸送層
　　　２０５　　下引き層
　　　２０６　　表面層
　　　２０７　　中間層
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