
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　像担持体と、像担持体面を帯電する帯電手段と、帯電処理された像担持体に静電潜像を
形成する露光手段と、静電潜像に現像剤を供給し静電潜像を可視化する現像手段と、前記
帯電手段に、直流電圧と交流電圧のどちらか、若しくはその両方の重畳電圧を印加する手
段と、前記帯電手段に印加する直流電圧、交流電圧のピーク間電圧の各電圧値を制御する
手段と、を有する画像形成装置において
　前記帯電手段に直流電圧を印加した時の像担持体への放電開始電圧をＶｔｈとした時に
、前記制御する手段は、 前記帯電手段にＶｔｈの２倍以上のピーク間電圧の交
流電圧とＶｔｈの２倍以下のピーク間電圧の交流電圧とを印加し、その際に流れるそれぞ
れの交流電流値を基に印字時に帯電手段に印加される交流電圧を制御し、
　 前記帯電手段にＶｔｈの２倍以下のピーク間電圧の交流電
圧を印加された際に帯電された前記像担持体面

露光することを特徴とする画像
形成装置。
【請求項２】
　前記帯電手段は、接触帯電方式であることを特徴とする請求項 記載の画像形成装置
。
【請求項３】
　前記帯電手段より前記像担持体の回転方向上流側に位置し、像担持体上に残留する残留
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非印字時に

前記露光手段は、非印字時に
を、現像部において現像剤が前記像担持体

面に付着しないような前記像担持体面の電位となるように

１に



現像剤の帯電量を均一化するために直流電圧を印加する現像剤帯電量制御手段を有する請
求項 に記載の画像形成装置。
【請求項４】

　

【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、電子写真複写機あるいはプリンタ・ファクシミリ等の画像形成装置に関するも
のである。
【０００２】
【従来の技術】
従来、複写機あるいはプリンタ・ファクシミリ等の電子写真方式を用いた画像形成装置は
、潜像担持体である感光体、その感光体を帯電処理する帯電装置、感光体上に形成された
静電潜像を現像剤であるトナーにより顕像化する現像装置、紙などの転写材に上記トナー
を転写する転写装置、その後の感光体上に残された残留トナーをクリーニングするクリー
ニング装置、転写材上のトナーを定着させる定着装置などから構成されている。
【０００３】
また、このような画像形成装置の帯電手段としては、現在、コロナ放電を利用した手段か
ら接触帯電手段が多く用いられ、コロナ放電に比べ放電生成物やオゾン発生を極力抑える
ことが可能である帯電ローラを用いたローラ帯電方式が、帯電の安定性という点から好ま
しく用いられている。感光体表面電位Ｖｄを得るために接触帯電手段（接触帯電部材）と
しての帯電ローラにはＶｄ＋Ｖｔｈ（放電開始電圧）という直流電圧が印加されている。
【０００４】
しかし、ＤＣ帯電方式においては環境変動等によって接触帯電部材の抵抗値が変動するた
め、また感光体が削れることによって膜厚が変化すると放電開始電圧Ｖｔｈが変動するた
め、感光体の電位を所望の値にすることが難しかった。
【０００５】
そこで、更なる帯電の均一化を図るために特開昭６３－１４９６６９号公報に開示される
ように、所望の被帯電体表面電位Ｖｄに相当するＤＣ電圧に２×Ｖｔｈ以上のピーク間電
圧を持つ交流電圧成分（ＡＣ電圧成分）を重畳した電圧（交番電圧・脈流電圧・振動電圧
；時間とともに電圧値が周期的に変化する電圧）を接触帯電部材に印加する「ＡＣ帯電方
式」が用いられる。これはＡＣ電圧による電位のならし効果を目的としたものであり、被
帯電体の電位はＡＣ電圧のピークの中央である電位Ｖｄに収束し、環境等の外乱には影響
されることはなく、接触帯電方法として優れた方法である。
【０００６】
近年、環境保全や資源の有効利用の点から、クリーニング装置にて回収されている転写残
トナーいわゆる廃トナーを現像装置に戻し再利用する画像形成装置が開発されている。こ
の一つの方式に、クリーニング装置を廃し、転写残トナーの清掃は現像装置において現像
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１又は２

像担持体と、像担持体面を帯電する帯電手段と、帯電処理された像担持体に静電潜像を形
成する露光手段と、静電潜像に現像剤を供給し静電潜像を可視化する現像手段と、前記帯
電手段に、直流電圧と交流電圧のどちらか、若しくはその両方の重畳電圧を印加する手段
と、前記帯電手段に印加する直流電圧、交流電圧のピーク間電圧の各電圧値を制御する手
段と、前記帯電手段より前記像担持体の回転方向上流側に位置し、像担持体上に残留する
残留現像剤の帯電量を均一化するために直流電圧を印加する現像剤帯電量制御手段とを有
する画像形成装置において、

前記帯電手段に直流電圧を印加した時の像担持体への放電開始電圧をＶｔｈとした時に
、
前記露光手段は、非印字時に前記帯電手段にＶｔｈの２倍以下のピーク間電圧の交流電圧
を印加された際に帯電された前記像担持体面を、現像部において現像剤が前記像担持体面
に付着しないような前記像担持体面の電位となるように露光することを特徴とする画像形
成装置。



行程と同時に行う（現像同時クリーニング）というクリーナレス方式というものがある。
【０００７】
現像同時クリーニングは、転写後の感光体上の転写残トナーを次工程以降の現像工程時、
即ち引き続き感光体を帯電し、露光して静電潜像を形成し、該静電潜像の現像工程過程時
にかぶり取りバイアス（現像装置に印加する直流電圧と感光体の表面電位間の電位差であ
るかぶり取り電位差Ｖｂａｃｋ）によって、トナーが現像されるべきでない感光体面部分
上に存在する転写残トナーを現像装置に回収する方法である。
【０００８】
この方法によれば、転写残トナーは現像装置に回収されて次工程以降の静電潜像の現像に
作用されるため、廃トナーをなくし、またメンテナンスに手を煩わさせることも少なくす
ることができる。またクリーナレスであることで画像形成装置の小型化にも有利である。
【０００９】
しかしながら感光体面を接触帯電部材で帯電処理する場合、感光体上の転写残トナーが感
光体と接触帯電部材の接触ニップ部である帯電部を通過する際に、転写残トナー中の、特
に帯電極性が正規極性とは逆極性に反転しているトナーが接触帯電部材に付着して接触帯
電部材を許容以上にトナー汚染させて帯電不良を発生させてしまう。
【００１０】
そこで本発明者らは、上述のようなクリーナレス方式の画像形成装置で、感光体の帯電手
段が感光体に当接して感光体面を帯電処理する接触帯電手段であるときにおいて、接触帯
電手段への転写残現像剤の付着を防止するとともに、現像手段での転写残現像剤の回収も
効率的になされるようにすることで、帯電不良や不良画像がなく、しかもクリーナレスシ
ステムのメリットを生かした画像形成装置を提案している（特開２００１－２１５７９８
号公報）。
【００１１】
それによると、転写手段より感光体回転方向の下流に位置していて、感光体上に残留する
残留現像剤を帯電する第一の現像剤帯電量制御手段と、第一の現像剤帯電量制御手段より
下流かつ前記接触帯電手段より上流に位置していて、感光体上に残留する残留現像剤を帯
電する第二の現像剤帯電量制御手段があり、現像剤転写後の感光体上に残留する残留現像
剤を第一の現像剤帯電量制御手段で正規とは逆の極性で帯電処理し、その帯電処理された
感光体上の残留現像剤を第二の現像剤帯電量制御手段で正規極性に帯電処理し、前記接触
帯電手段で感光体面を帯電すると同時に適正帯電量にするのである。
【００１２】
これによって、接触帯電手段への転写残現像剤の付着を防止するとともに、現像手段での
転写残現像剤の回収も効率的になされるようになり、帯電不良や不良画像がなく、しかも
クリーナレスシステムのメリットを生かした画像形成装置を提供したのである。
【００１３】
また、接触帯電、若しくは近接帯電の場合も、コロナ帯電器による帯電処理との対比にお
いて、発生オゾン量は少ないが皆無ではないので、放電による放電生成物による悪影響が
ある。
【００１４】
そこで本発明者らは、帯電手段に印加するバイアスの印加方法についても提案している（
特開２００１－１６６５６５号公報、特開２００１－２０１９２０号公報）。
【００１５】
それによると、帯電手段が感光体への帯電を開始する放電開始電圧の２倍以下のピーク間
電圧である交流電圧と、帯電手段が感光体への帯電を開始する放電開始電圧の２倍より大
きいピーク間電圧である交流電圧との電流との関係により、画像形成時の交流電圧値を制
御し、放電による放電生成物による悪影響を防いでいる。
【００１６】
【発明が解決しようとする課題】
しかしながら、帯電手段が感光体への帯電を開始する放電開始電圧の２倍以下のピーク間
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電圧を印加した際、感光体上の帯電電位は不安定であり、予測可能な電位状態にならない
。特に現像手段に接触現像などを用いている場合、例え現像手段への電源供給をなくして
おいても、感光体の電位に対し現像剤が付着したり、また二成分現像方式を用いた場合に
おいては、キャリアが感光体の電位に対し付着したりしてしまい、不良画像の原因となっ
てしまう。
【００１７】
そこで本発明は、像担持体を帯電する帯電手段に印加する直流電圧、交流電圧のピーク間
電圧の各電圧値を制御する手段を有する画像形成装置において、放電電流制御時に起こる
像担持体へのトナーやキャリア付着して不良画像の発生を抑制する、すなわち、像担持体
の帯電手段に印加されている交流電圧が未放電領域であるピーク間電圧の場合においても
像担持体電位をゼロに安定させて、像担持体上の帯電電位の不安定性に起因する不良画像
の発生を抑制することを目的とする。
【００１８】
【課題を解決するための手段】
本発明は下記の構成を特徴とする画像形成装置である。
【００１９】
　 像担持体と、像担持体面を帯電する帯電手段と、帯電処理された像担持体に静電
潜像を形成する露光手段と、静電潜像に現像剤を供給し静電潜像を可視化する現像手段と
、前記帯電手段に、直流電圧と交流電圧のどちらか、若しくはその両方の重畳電圧を印加
する手段と、前記帯電手段に印加する直流電圧、交流電圧のピーク間電圧の各電圧値を制
御する手段と、を有する画像形成装置において
　前記帯電手段に直流電圧を印加した時の像担持体への放電開始電圧をＶｔｈとした時に
、前記制御する手段は、 前記帯電手段にＶｔｈの２倍以上のピーク間電圧の交
流電圧とＶｔｈの２倍以下のピーク間電圧の交流電圧とを印加し、その際に流れるそれぞ
れの交流電流値を基に印字時に帯電手段に印加される交流電圧を制御し、
　 前記帯電手段にＶｔｈの２倍以下のピーク間電圧の交流電
圧を印加された際に帯電された前記像担持体面

露光することを特徴とする画像
形成装置。
【００２０】
　 前記帯電手段は、接触帯電方式であることを特徴とする 記載の画像形成
装置。
【００２１】
　 前記帯電手段より前記像担持体の回転方向上流側に位置し、像担持体上に残留す
る残留現像剤の帯電量を均一化するために直流電圧を印加する現像剤帯電量制御手段を有
する（１） に記載の画像形成装置。
　

【００２２】
【発明の実施の形態】
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（１）

非印字時に

前記露光手段は、非印字時に
を、現像部において現像剤が前記像担持体

面に付着しないような前記像担持体面の電位となるように

（２） （１）に

（３）

又は（２）
（４）像担持体と、像担持体面を帯電する帯電手段と、帯電処理された像担持体に静電

潜像を形成する露光手段と、静電潜像に現像剤を供給し静電潜像を可視化する現像手段と
、前記帯電手段に、直流電圧と交流電圧のどちらか、若しくはその両方の重畳電圧を印加
する手段と、前記帯電手段に印加する直流電圧、交流電圧のピーク間電圧の各電圧値を制
御する手段と、前記帯電手段より前記像担持体の回転方向上流側に位置し、像担持体上に
残留する残留現像剤の帯電量を均一化するために直流電圧を印加する現像剤帯電量制御手
段とを有する画像形成装置において、
　前記帯電手段に直流電圧を印加した時の像担持体への放電開始電圧をＶｔｈとした時に
、前記露光手段は、非印字時に前記帯電手段にＶｔｈの２倍以下のピーク間電圧の交流電
圧を印加された際に帯電された前記像担持体面を、現像部において現像剤が前記像担持体
面に付着しないような前記像担持体面の電位となるように露光することを特徴とする画像
形成装置。



図１は本発明に従う画像形成装置例の概略構成図である。本例の画像形成装置は、転写式
電子写真プロセス利用、接触帯電方式、反転現像方式、現像器で現像同時クリーニングを
行なうクリーナレスシステム、最大通紙サイズがＡ３サイズのレーザビームプリンタであ
る。
【００２３】
（１）該プリンタの全体的概略構成
ａ）像担持体
１は像担持体としての回転ドラム型の電子写真感光体（以下、感光体ドラムと記す）であ
る。この感光体ドラム１は、負帯電性の有機光導電体（ＯＰＣ）ドラムで、外径５０ｍｍ
であり、中心支軸を中心に１００ｍｍ／ｓｅｃのプロセススピード（周速度）をもって矢
示の反時計方向に回転駆動される。
【００２４】
この感光体ドラム１は、図２の層構成模型図のように、アルミニウム製シリンダ（導電性
ドラム基体）１ａの表面に、光の干渉を抑え、上層の接着性を向上させる下引き層１ｂと
、光電荷発生層１ｃと、電荷輸送層１ｄ（厚さｔμｍ）の３層を下から順に塗り重ねた構
成をしている。
【００２５】
ｂ）帯電手段
２は感光体ドラム１の外周面を所定の極性・電位に一様に帯電する帯電手段であり、本例
では接触帯電器（接触帯電部材）としてのローラ帯電器（以下、帯電ローラと記す）であ
る。この帯電ローラ２に所定の条件の電圧が印加されて、感光体ドラム１の面上が一様に
負極性に帯電処理される。ａは感光体ドラム１と帯電ローラ２との圧接部であり、ここが
帯電部（帯電ニップ部）である。
【００２６】
帯電ローラ２の感光体ドラム１面上を帯電する長手長さは３２０ｍｍであり、図２の層構
成模型図に示すように、芯金（支持部材）２ａの外回りに、下層２ｂと、中間層２ｃと、
表層２ｄを下から順次に積層した３層構成である。下層２ｂは帯電音を低減するための発
泡スポンジ層であり、中間層２ｃは帯電ローラ全体として均一な抵抗を得るための導電層
であり、表層２ｄは感光体ドラム１上にピンホール等の欠陥があってもリークが発生する
のを防止するために設けている保護層である。より具体的には本例の帯電ロ一ラ２の仕様
は下記のとおりである。
【００２７】
芯金２ａ；直径６ｍｍのステンレス丸棒
下層２ｂ；カーボン分散の発泡ＥＰＤＭ、比重０．５ｇ／ｃｍ３ 、体積抵抗値１０３ Ωｃ
ｍ、層厚３．０ｍｍ、長さ３２０ｍｍ
中間層２ｃ；カーボン分散のＮＢＲ系ゴム、体積抵抗値１０３ Ωｃｍ、層厚７００μｍ
表層２ｄ；フッ素化合物のトレジン樹脂に酸化錫、カーボンを分散、体積抵抗値１０８ Ω
ｃｍ、表面粗さ（ＪＩＳ規格１０点平均表面粗さＲａ）１．５μｍ、層厚１０μｍ
この帯電ロ一ラ２は、芯金２ａの両端部をそれぞれ軸受け部材により回転自在に保持させ
ると共に押し圧ばね２ｅによって感光体ドラム１方向に付勢して感光体ドラム１の表面に
対して所定の押圧力をもって圧接させており、感光体ドラム１の回転に従動して回転する
。
【００２８】
そして、電源Ｓ１から直流電圧に周波数ｆの交流電圧を重畳した所定の振動電圧が芯金２
ａを介して帯電ローラ２に印加されることで、回転する感光体ドラム１の周面が所定の電
位に帯電処理される。
【００２９】
ｃ）露光手段
３は帯電処理された感光体ドラム１の面に静電潜像を形成する露光手段である。本例はレ
ーザスキャナである。不図示の画像読み取り装置等のホスト装置からプリンタ側に送られ
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た画像信号に対応して変調されたレーザ光を出力して回転している感光体ドラム１の一様
帯電処理面を露光位置ｂにおいてレーザ走査露光Ｌ（イメージ露光）する。このレーザ走
査露光Ｌにより感光体ドラム１面のレーザ光で照射されたところの電位が低下することで
、回転感光体ドラム１面には走査露光した画像情報に対応した静電潜像が順次に形成され
ていく。
【００３０】
ｄ）現像手段
４は感光体ドラム１上の静電潜像に現像剤（トナー）を供給し静電潜像を可視化する現像
手段としての現像器であり、本例は二成分磁気ブラシ現像方式の反転現像器である。
【００３１】
４ａは現像容器、４ｂは非磁性の現像スリーブであり、この現像スリーブ４ｂはその外周
面の一部を外部に露呈させて現像容器４ａ内に回転可能に配設してある。４ｃは非回転に
固定して現像スリーブ４ｂ内に挿設したマグネットローラ、４ｄは現像剤コーティングブ
レード、４ｅは現像容器４ａに収容した二成分現像剤、４ｆは現像容器４ａ内の底部側に
配設した現像剤攪拌部材、４ｇはトナーホッパーであり、補給用トナーを収容させてある
。
【００３２】
現像容器４ａ内の二成分現像剤４ｅはトナーと磁性キャリアの混合物であり、現像剤攪拌
部材４ｆにより攪拌される。本例において磁性キャリアの抵抗は約１０１ ３ Ωｃｍ、粒径
は約４０μｍである。トナーは磁性キャリアとの摺擦により負極性に摩擦帯電される（ネ
ガトナー）。
【００３３】
現像スリーブ４ｂは感光体ドラム１との最近接距離（Ｓ－Ｄｇａｐと称する）を３５０μ
ｍに保たせて感光体ドラム１に近接させて対向配設してある。この感光体ドラム１と現像
スリーブ４ａとの対向部が現像部ｃである。現像スリーブ４ｂは現像部ｃにおいて感光体
ドラム１の進行方向とは逆方向に回転駆動される。この現像スリーブ４ｂの外周面に該ス
リーブ内のマグネットローラ４ｃの磁力により現像容器４ａ内の二成分現像剤４ｅの一部
が磁気ブラシ層として吸着保持され、該スリーブの回転に伴い回転搬送され、現像剤コー
ティングブレード４ｄにより所定の薄層に整層され、現像部ｃにおいて感光体ドラム１の
面に対して接触して感光体ドラム面を適度に摺擦する。現像スリーブ４ｂには電源Ｓ２か
ら所定の現像バイアスが印加される。
【００３４】
而して、回転する現像スリーブ４ｂの面に薄層としてコーティングされ、現像部ｃに搬送
された現像剤中のトナー分が現像バイアスによる電界によって感光体ドラム１面に静電潜
像に対応して選択的に付着することで静電潜像がトナー画像として現像される。本例の場
合は感光体ドラム１面の露光明部にトナーが付着して静電潜像が反転現像される。
【００３５】
現像部ｃを通過した現像スリーブ４ｂ上の現像剤薄層は引き続く現像スリーブの回転に伴
い現像容器４ａ内の現像剤溜り部に戻される。
【００３６】
現像容器４ａ内の二成分現像剤４ｅのトナー濃度を所定の略一定範囲内に維持させるため
に、現像容器４ａ内の二成分現像剤４ｅのトナー濃度が不図示の例えば光学式トナー濃度
センサーによって検知され、その検知情報に応じてトナーホッパー４ｇが駆動制御されて
、トナーホッパー内のトナーが現像容器４ａ内の二成分現像剤４ｅに補給される。二成分
現像剤４ｅに補給されたトナーは攪拌部材４ｆにより攪拌される。
【００３７】
ｅ）転写手段・定着手段
５は転写器であり、本例は転写ローラである。この転写ローラ５は感光体ドラム１に所定
の押圧力をもって圧接させてあり、その圧接ニップ部が転写部ｄである。この転写部ｄに
不図示の給紙機構部から所定の制御タイミングにて記録材（転写材）Ｐが給送される。
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【００３８】
転写部ｄに給送された転写材Ｐは回転する感光体ドラム１と転写ローラ５の間に挟持され
て搬送され、その間、転写ローラ５に電源Ｓ３からトナーの正規帯電極性である負極性と
は逆極性である正極性の転写バイアスが印加されることで、転写部ｄを挟持搬送されてい
く転写材Ｐの面に感光体ドラム１面側のトナー画像が順次に静電転写されていく。
【００３９】
転写部ｄを通りトナー画像の転写を受けた記録材Ｐは回転する感光体ドラム１面から順次
に分離されて定着器６（例えば熱ローラ定着器）へ搬送され、トナー画像の定着処理を受
けて画像形成物（プリント、コピー）として出力される。
【００４０】
ｆ）クリーナレス（転写残トナーの現像同時クリーニング）
本例のプリンタはクリーナレスであり、記録材Ｐに対するトナー画像転写後の感光体ドラ
ム１面に若干量残留する転写残トナーを除去する専用のクリーニング装置は具備させてい
ない。転写後の感光体ドラム１面上の転写残トナーは引き続く感光体ドラム１の回転に伴
い帯電部ａ、露光部ｂを通って現像部ｃに持ち運ばれて、現像器４により現像同時クリー
ニング（回収）される（クリーナレスシステム）。
【００４１】
前記したように、現像器４の現像スリーブ４ｂと感光体ドラム１との最近接距離（Ｓ－Ｄ
ｇａｐ）は３５０μｍであり、この距離を保つことで現像スリーブ４ｂ上に形成された磁
気ブラシが感光体ドラム表面と適度に摺擦し現像同時回収が行なわれる。また、現像器回
収に有利であるように、現像スリーブ４ｂは感光体ドラム１の進行方向とは逆方向に回転
している。
【００４２】
感光体ドラム１面上の転写残トナーは露光部ｂを通るので露光工程はその転写残トナー上
からなされるが、転写残トナーの量は少ないため、大きな影響は現れない。
【００４３】
ただ、転写工程後の感光体ドラム１面上の転写残トナーには、画像部の負極性トナー、非
画像部の正極性トナー、転写の正極性の電圧に影響され極性が正極性に反転してしまった
トナーが含まれる。
【００４４】
その内の反転トナーや帯電量が少ないトナーが帯電部ａを通過する際に帯電ローラ２に付
着することで帯電ローラが許容以上にトナー汚染して帯電不良を生じることになる。
【００４５】
また、感光体ドラム１面上の転写残トナーの現像器４による現像同時クリーニングを効果
的に行なわせるためには、現像部ｃに持ち運ばれる感光体ドラム上の転写残トナーの帯電
極性が正規極性であり、かつその帯電量が現像装置によって感光体ドラムの静電潜像を現
像できるトナーの帯電量であることが必要である。反転トナーや帯電量が適切でないトナ
ーについては感光体ドラム上から現像装置に除去・回収できず、不良画像の原因となって
しまう。
【００４６】
このような転写残トナーの極性を負極性に揃えるために、転写部ｄと帯電部ａの間におい
て、トナー帯電量制御手段７が設けられている。本例ではそのトナー帯電量制御手段７は
、適度の導電性を持ったブラシ形状のものであり、負極性の電圧が電源Ｓ４から印加され
る。トナー帯電量制御手段７を通過する転写残トナーは、負極性に揃えられる。転写残ト
ナーの極性は負極性に一様に揃えられているため、トナーの帯電ローラ２への付着はない
。現像工程においては、トナーが現像されるべきではない感光体ドラム１上の転写残トナ
ーは、電界の関係上現像器４に回収される。
【００４７】
１００は制御回路部であり、画像形成装置全体のシーケンス制御を司る。
【００４８】
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（２）帯電制御
次に、印字時に帯電ローラ２に印加する交流電圧のピーク間電圧の制御方法を述べる（放
電電流量制御）。
【００４９】
図３に示すように、ピーク間電圧Ｖｐｐに対して交流電流Ｉａｃは放電開始電圧Ｖｔｈ×
２（Ｖ）未満（未放電領域）で線形の関係にあり、それ以上から放電領域に入るにつれ徐
々に電流の増加方向にずれる。放電の発生しない真空中での同様の実験においては直線が
保たれたため、これが、放電に関与している電流の増分ΔＩａｃであると考える。
【００５０】
よって、放電開始電圧Ｖｔｈ×２（Ｖ）未満のピーク間電圧Ｖｐｐに対して電流Ｉａｃの
比をαとしたとき、放電による電流以外のニップ電流などの交流電流はα・Ｖｐｐとなり
、放電開始電圧Ｖｔｈ×２（Ｖ）以上の電圧印加時に測定されるＩａｃとこのα・Ｖｐｐ
の差分、
式１・・・△Ｉａｃ＝Ｉａｃ－α・Ｖｐｐ
から△Ｉａｃを放電の量を代用的に示す放電電流量と定義する。
【００５１】
この放電電流量は一定電圧または一定電流での制御下で帯電を行った場合、環境、耐久を
進めるにつれ変化する。これはピーク間電圧と放電電流量の関係、交流電流値と放電電流
量との関係が変動しているからである。
【００５２】
ここで、所望の放電電流量をＤとしたときに、この放電電流量Ｄとなるピーク間電圧を決
定する方法を説明する。
【００５３】
画像形成装置の制御回路部１００は、印字準備回転時に、図４に示すように、帯電ローラ
２に放電領域であるピーク間電圧（Ｖｐｐ）を３点、未放電領域であるピーク間電圧を３
点、順次、帯電ローラ２に印加し、その時の交流電流値を測定する。
【００５４】
次に制御回路部１００は、測定された各３点の電流値から、最小二乗法を用いて、放電、
未放電領域の直線近似し、以下の式２、式３を算出する。
【００５５】
式２・・・放電領域の近似直線：Ｙα ＝αＸα ＋Ａ
式３・・・未放電領域の近似直線：Ｙβ ＝βＸβ ＋Ｂ
その後、放電領域の近似直線Ｙα と未放電領域の近似直線Ｙβ の差分が、放電電流量Ｄと
なるピーク間電圧Ｖｐｐを式４によって決定する。
【００５６】
式４・・・Ｖｐｐ＝（Ｄ－Ａ－Ｂ）／（α－β）
そして、帯電ローラ２に印加するピーク間電圧を求めたＶｐｐに切り替え、前記した画像
形成動作へと移行する。
【００５７】
この様に、毎回、印字準備回転時において、印字時に所定な放電電流量を得るために必要
なピーク間電圧を算出し、印字中には求めたピーク間電圧を印加することで、帯電ローラ
２の製造ばらつきや材質の環境変動に起因する抵抗値のふれや、本体の高圧ばらつきを吸
収し、確実に所望の放電電流量を得られることが可能となっている。またこの工程を放電
電流量制御と呼ぶとする。
【００５８】
ここで、上記放電電流量制御中の感光体ドラム１周面の電位に着目する。帯電ローラ２に
は直流電圧に周波数ｆの交流電圧を重畳した振動電圧が印加され、この交流電圧が放電領
域であるピーク間電圧（Ｖｐｐ）である場合、感光体ドラム電位は直流電圧の値になる（
特公平３－５２０５８号公報）。
【００５９】
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しかしながら、この交流電圧が未放電領域であるピーク間電圧である場合の感光体ドラム
電位は、感光体ドラム上で帯電ローラ２より上流にある転写・トナー帯電量制御手段など
で影響された電位や、前の印刷動作終了時に形成されていた電位に左右され形成されるこ
とになる。
【００６０】
図５に放電電流量制御中の帯電ローラ２の通過後の感光体ドラム上電位（上図）と帯電ロ
ーラ２に印加されている交流電圧（下図）との関係を示す。このときの帯電ローラ２に印
加される直流電圧は０（Ｖ）とした。図５の中に示されている、放電電圧Ｖ１・Ｖ２・Ｖ
３は、交流電圧が放電領域であるピーク間電圧（Ｖｐｐ）が３点印加さていることを示し
、その時の感光体ドラム電位はほぼ０（Ｖ）となっていることがわかる。
【００６１】
放電電流制御中は、現像器４の現像スリーブ４ｂの回転は停止しており、また現像スリー
ブ４ｂの電圧供給も停止されており、交流・直流成分とも０（Ｖ）となっている。帯電ロ
ーラ２に放電電圧が印加されている時は、以上のように感光体ドラム１と現像スリーブ４
ｂ間に電位差はないため、現像スリーブ４ｂと感光体ドラム１とのＳ－Ｄｇａｐ間に存在
する二成分現像剤は、現像スリーブ４ｂに保持された状態を保つことができる。
【００６２】
しかしながら、交流電圧が未放電領域であるピーク間電圧である場合（図中、未放電電圧
Ｖ１・Ｖ２・Ｖ３）、帯電ローラ通過後の感光体ドラム電位は、不安定になっている。未
放電領域であるピーク間電圧を印加しているときの感光体ドラム電位は、帯電ローラ２よ
り上流で形成された感光体ドラム電位に依存され、またこの値は環境・感光体の消耗状態
等により変化し予測は難しい。
【００６３】
特に本実施系のようにトナー帯電量制御手段７が具備されている画像形成装置においては
、トナー帯電量制御手段７によって感光体ドラム電位を形成しており、極微小域の電位ム
ラ等の形成も考えられる。放電領域であるピーク間電圧を印加している場合は、このよう
な極微小な電位ムラがあっても一様に帯電処理されるため問題はない。以上ような、未放
電領域であるピーク間電圧が印加された状態のままの感光体ドラム電位が現像部ｃまでく
ると、トナーやキャリアが感光体ドラム１に付着し、転写部ｄの汚れ等を起こし画像不良
を発生させてしまうのである。
【００６４】
次に、図６に交流電圧が未放電領域であるピーク間電圧を印加しているタイミングで露光
処理をしたときの、放電電流量制御中の帯電ローラ通過後の感光体ドラム上電位（上図）
と帯電ローラに印加されている交流電圧（下図）との関係を示す。
【００６５】
交流電圧が未放電領域であるピーク間電圧である場合（図中、未放電電圧Ｖ１・Ｖ２・Ｖ
３）においても、感光体ドラム電位はほぼ０（Ｖ）である。放電電流制御中は、現像スリ
ーブ４ｂの回転は停止しており、また現像スリーブ４ｂの電圧供給も停止されており、交
流・直流成分とも０（Ｖ）となっている。未放電領域のピーク間電圧を印加しているとき
も、以上のように感光体ドラム１と現像スリーブ４ｂ間に電位差はないため、現像スリー
ブ４ｂと感光体ドラム１とのＳ－Ｄｇａｐ間に存在する二成分現像剤は、現像スリーブ４
ｂに保持された状態を保つことができる。
【００６６】
以上説明したように、帯電に直流電圧を印加した時の感光体ドラムへの放電開始電圧をＶ
ｔｈとした時に、帯電がＶｔｈの２倍以下のピーク間電圧の交流電圧を印加された感光体
ドラム面に、露光手段により露光することにより、帯電ローラ２に印加されている交流電
圧が未放電領域であるピーク間電圧の場合においても、露光処理することにより、感光体
ドラム電位をゼロに安定させ、感光体ドラムと現像スリーブ間に電位差を生じさせないた
め、現像スリーブと感光体ドラムとのＳ－Ｄｇａｐ間に存在する二成分現像剤は、現像ス
リーブに保持された状態を保つことができるため、不良画像の発生を抑制できる。
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【００６７】
〈その他〉
１）像担持体の帯電手段は像担持体面に必ずしも接触している必要はなく、帯電手段と像
担持体との間に、ギャップ間電圧と補正パッシェンカーブで決まる放電可能領域さえ確実
に保証されれば、例えば数１０μｍの空隙（間隙）を存して非接触に近接配置されていて
もよい（近接帯電）。
【００６８】
２）トナー帯電量制御手段７は、実施例では固定のブラシ状部材であるが、ブラシ回転体
、弾性ローラ体、シート状部材など任意の形態の部材にすることができる。
【００６９】
３）像担持体は表面抵抗が１０ 9  ～１０ 1 4Ω・ｃｍの電荷注入層を設けた直接注入帯電性
のものであってもよい。電荷注入層を用いていない場合でも、例えば電荷輸送層が上記の
抵抗範囲にある場合も同等の効果がえられる。表層の体積抵抗が約１０ 1 3Ω・ｃｍである
アモルファスシリコン感光体でもよい。
【００７０】
４）可撓性の接触帯電部材は帯電ローラの他に、ファーブラシ、フェルト、布などの形状
・材質のものも使用可能である。また各種材質のものの組み合わせでより適切な弾性、導
電性、表面性、耐久性のものを得ることもできる。
【００７１】
５）帯電手段や現像手段に印加する振動電界の交番電圧成分（ＡＣ成分、周期的に電圧値
が変化する電圧）の波形としては、正弦波、矩形波、三角波等適宜使用可能である。直流
電源を周期的にオン／オフすることによって形成された矩形波であってもよい。
【００７２】
６）像担持体としての感光体の帯電面に対する露光手段は実施例のレーザ走査手段以外に
も、例えば、ＬＥＤのような固体発光素子アレイを用いたデジタル露光手段であってもよ
い。ハロゲンランプや蛍光灯等を原稿照明光源とするアナログ的な画像露光手段であって
もよい。要するに、画像情報に対応した静電潜像を形成できるものであればよい。
【００７３】
７）静電潜像のトナー現像方式・手段は任意である。反転現像方式でも正規現像方式でも
よい。
【００７４】
一般的に、静電潜像の現像方法は、非磁性トナーについてはこれをブレード等でスリーブ
等の現像剤担持搬送部材上にコーティングし、磁性トナーについてはこれを現像剤担持搬
送部材上に磁気力によってコーティングして搬送して像担持体に対して非接触状態で適用
し静電潜像を現像する方法（１成分非接触現像）と、上記のように現像剤担持搬送部材上
にコーティングしたトナーを像担持体に対して接触状態で適用し静電潜像を現像する方法
（１成分接触現像）と、トナー粒子に対して磁性のキャリアを混合したものを現像剤（２
成分現像剤）として用いて磁気力によって搬送して像担持体に対して接触状態で適用し静
電潜像を現像する方法（２成分接触現像）と、上記の２成分現像剤を像担持体に対して非
接触状態で適用し静電潜像を現像する方法（２成分非接触現像）との４種顛に大別される
。
【００７５】
８）転写手段は実施形態例のローラ転写に限られず、ブレード転写、ベルト転写、その他
の接触転写帯電方式であってもよいし、コロナ帯電器を使用した非接触転写帯電方式でも
よい。
【００７６】
９）転写ドラムや転写ベルトなどの中間転写体を用いて、単色画像形成ばかりでなく、多
重転写等により多色、フルカラー画像を形成する画像形成装置にも本発明は適用できる。
【００７７】
【発明の効果】
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以上説明したように、本発明によれば、像担持体を帯電する帯電手段に印加する直流電圧
、交流電圧のピーク間電圧の各電圧値を制御する手段を有する画像形成装置において、像
担持体の帯電手段に印加されている交流電圧が未放電領域であるピーク間電圧の場合にお
いても像担持体電位をゼロに安定させて、像担持体上の帯電電位の不安定性に起因する不
良画像の発生を抑制することができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】　実施系の画像形成装置の概略構成模型図
【図２】　感光体ドラムと帯電ローラの層構成模型図
【図３】　放電電流量の説明図
【図４】　放電電流量Ｄとなるピーク間電圧Ｖｐｐの決定要領説明図
【図５】　放電電流量制御中の帯電ローラの通過後の感光体ドラム上電位（上図）と帯電
ローラに印加されている交流電圧（下図）との関係図
【図６】　交流電圧が未放電領域であるピーク間電圧を印加しているタイミングで露光処
理をしたときの、放電電流量制御中の帯電ローラ通過後の感光体ドラム上電位（上図）と
帯電ローラに印加されている交流電圧（下図）との関係図
【符号の説明】
１・・感光体ドラム（像担持体）、２・・帯電ローラ（帯電手段）、３・・レーザースキ
ャナ（露光手段）、４・・現像器（現像手段）、５・・転写ローラ（転写手段）、６・・
定着器（定着手段）、７・・導電ブラシ（トナー帯電量制御手段）
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【 図 ２ 】

【 図 ３ 】

【 図 ４ 】
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【 図 ５ 】 【 図 ６ 】
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