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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　導電性支持体上に有機感光層および硬化樹脂よりなる表面層が積層されてなり、
　当該表面層が、硬化樹脂を形成すべきラジカル重合性化合物と、反応性有機基を有する
金属酸化物微粒子と、下記一般式（１）で表されるシラン化合物とを含有する組成物を硬
化した層であることを特徴とする有機感光体。

【化１】

〔式中、Ｒ1 ～Ｒ3 は、各々独立して、水素原子、炭素数１～１０のアルキル基または炭
素数６～２０のアリール基であり、Ｒ1 ～Ｒ3 の少なくとも１つは炭素数１～１０のアル
キル基または炭素数６～２０のアリール基である。〕
【請求項２】
　前記シラン化合物が、トリエチルシラン、トリプロピルシラン、ジエチルシラン、ジプ
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ロピルシランまたはメチルフェニルシランであることを特徴とする請求項１に記載の有機
感光体。
【請求項３】
　前記組成物が、前記シラン化合物を、前記ラジカル重合性化合物１００質量部に対して
１～３０質量部含有することを特徴とする請求項１または請求項２に記載の有機感光体。
【請求項４】
　導電性支持体上に有機感光層および硬化樹脂よりなる表面層が積層されてなる有機感光
体を製造する方法であって、
　硬化樹脂を形成すべきラジカル重合性化合物と、シランカップリング剤によって表面処
理された金属酸化物微粒子と、下記一般式（１）で表されるシラン化合物とを含有する組
成物を、導電性支持体上に形成された有機感光層上に塗布して塗布膜を形成し、当該塗布
膜を硬化処理することにより表面層を形成する工程を有することを特徴とする有機感光体
の製造方法。
【化２】

〔式中、Ｒ1 ～Ｒ3 は、各々独立して、水素原子、炭素数１～１０のアルキル基または炭
素数６～２０のアリール基であり、Ｒ1 ～Ｒ3 の少なくとも１つは炭素数１～１０のアル
キル基または炭素数６～２０のアリール基である。〕
【請求項５】
　前記シラン化合物が、トリエチルシラン、トリプロピルシラン、ジエチルシラン、ジプ
ロピルシランまたはメチルフェニルシランであることを特徴とする請求項４に記載の有機
感光体の製造方法。
【請求項６】
　前記シラン化合物の含有割合が、前記表面層を構成する硬化樹脂を形成すべきラジカル
重合性化合物１００質量部に対して１～３０質量部であることを特徴とする請求項４また
は請求項５に記載の有機感光体の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、電子写真方法の画像形成に用いる有機感光体およびその製造方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　有機感光体（以下、単に「感光体」ともいう。）として、硬化樹脂からなる表面層が保
護層として形成されてなるものが広く利用されている。表面層を構成する硬化樹脂は、通
常、熱や電子線、紫外線などによって重合性化合物が重合されてなるものである。
　表面層は、通常、導電性支持体上に形成された有機感光層の表面に、適宜の溶媒に硬化
樹脂を形成するための硬化性の重合性化合物や重合開始剤および必要に応じてその他の構
成成分が溶解または分散されてなる塗布液を塗布し、得られた塗布膜を硬化処理すること
により硬化樹脂を得、これにより、形成される。
【０００３】
　ところで、硬化処理を、紫外線を照射してラジカル重合反応を生じさせてラジカル重合
性化合物を重合させることによって行う場合には、当該ラジカル重合反応が空気中の酸素
による重合阻害、いわゆる酸素阻害を受けることが知られている。この酸素阻害を受ける
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と、ラジカル重合反応が十分に進まずに得られる表面層は平均的に硬度が小さく、また、
硬度のバラツキの大きなものとなってしまい、その結果、長期間にわたって使用した場合
に感光体の表面の偏摩耗が生じて、結局、面内の画像濃度が不均一なものとなってしまう
。
　そして、この酸素阻害を抑制するために、硬化処理を窒素などの不活性雰囲気下におい
て行うことや、塗布液中にチオール化合物からなる連鎖移動剤を添加することが提案され
ている（例えば、特許文献１参照。）。
【０００４】
　しかしながら、上記のように不活性雰囲気下においてラジカル重合を行うことや、チオ
ール化合物からなる連鎖移動剤を用いることによっては、十分に感光体の表面の偏摩耗を
抑止することができるとは言えなかった。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２０１０－１９７４６２号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　本発明は、以上のような事情を考慮してなされたものであって、その目的は、長期間に
わたって感光体表面に偏摩耗を生じることがなく、面内の画像濃度に高い均一性が安定し
て得られる有機感光体およびその製造方法を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明の有機感光体は、導電性支持体上に有機感光層および硬化樹脂よりなる表面層が
積層されてなり、
　当該表面層が、硬化樹脂を形成すべきラジカル重合性化合物と、反応性有機基を有する
金属酸化物微粒子と、下記一般式（１）で表されるシラン化合物とを含有する組成物を硬
化した層であることを特徴とする。
【０００８】
【化１】

【０００９】
〔式中、Ｒ1 ～Ｒ3 は、各々独立して、水素原子、炭素数１～１０のアルキル基または炭
素数６～２０のアリール基であり、Ｒ1 ～Ｒ3 の少なくとも１つは炭素数１～１０のアル
キル基または炭素数６～２０のアリール基である。〕
【００１０】
　本発明の有機感光体においては、前記シラン化合物が、トリエチルシラン、トリプロピ
ルシラン、ジエチルシラン、ジプロピルシランまたはメチルフェニルシランであることが
好ましい。
【００１１】
　本発明の有機感光体においては、前記組成物が、前記シラン化合物を、前記ラジカル重
合性化合物１００質量部に対して１～３０質量部含有することが好ましい。
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【００１２】
　本発明の有機感光体の製造方法は、導電性支持体上に有機感光層および硬化樹脂よりな
る表面層が積層されてなる有機感光体を製造する方法であって、
　硬化樹脂を形成すべきラジカル重合性化合物と、シランカップリング剤によって表面処
理された金属酸化物微粒子と、下記一般式（１）で表されるシラン化合物とを含有する組
成物を、導電性支持体上に形成された有機感光層上に塗布して塗布膜を形成し、当該塗布
膜を硬化処理することにより表面層を形成する工程を有することを特徴とする。
【００１３】
【化２】

【００１４】
〔式中、Ｒ1 ～Ｒ3 は、各々独立して、水素原子、炭素数１～１０のアルキル基または炭
素数６～２０のアリール基であり、Ｒ1 ～Ｒ3 の少なくとも１つは炭素数１～１０のアル
キル基または炭素数６～２０のアリール基である。〕
【発明の効果】
【００１５】
　本発明の有機感光体によれば、表面層が上記一般式（１）で表されるシラン化合物を含
有する組成物の硬化処理によって得られるものであるために、長期間にわたって使用して
も感光体表面に偏摩耗を生じることがなく、面内の画像濃度に高い均一性が安定して得ら
れるようになった。
【発明を実施するための形態】
【００１６】
　以下、本発明について具体的に説明する。
【００１７】
〔有機感光体〕
　本発明の有機感光体は、導電性支持体上に有機感光層および硬化樹脂よりなる表面層が
積層されてなるものである。具体的には下記（１）および（２）の層構成が挙げられる。
（１）導電性支持体上に、中間層、有機感光層として電荷発生層および電荷輸送層、並び
に表面層がこの順に積層されてなる層構成。
（２）導電性支持体上に、中間層、有機感光層として電荷発生物質および電荷輸送物質を
含む単層、並びに表面層がこの順に積層されてなる層構成。
【００１８】
　本発明において、有機感光体とは、有機感光体の構成に必要不可欠な電荷発生機能およ
び電荷輸送機能の少なくとも一方の機能が有機化合物により発揮されて構成されるものを
いい、公知の有機電荷発生物質または有機電荷輸送物質から構成される感光層を有する有
機感光体、電荷発生機能と電荷輸送機能とが高分子錯体により構成される感光層を有する
有機感光体など公知の有機感光体全てを含むものをいう。
【００１９】
〔表面層〕
　表面層は、保護層であって、硬化樹脂を形成すべきラジカル重合性化合物と、シランカ
ップリング剤によって表面処理された金属酸化物微粒子と、上記一般式（１）で表される
シラン化合物（以下、「特定のシラン化合物」ともいう。）とを含有する組成物を硬化処
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剤あるいは硬化樹脂以外の樹脂がさらに含有されていてもよい。
【００２０】
（特定のシラン化合物）
　特定のシラン化合物は、常温で液体状または固体状のものである。
　特定のシラン化合物を表す一般式（１）において、Ｒ1 ～Ｒ3 は、各々独立して、水素
原子、炭素数１～１０のアルキル基または炭素数６～２０のアリール基であり、Ｒ1 ～Ｒ
3 の少なくとも１つ、好ましくは２つが炭素数１～１０のアルキル基または炭素数６～２
０のアリール基である。
【００２１】
　特定のシラン化合物としては、具体的には、トリエチルシラン、トリプロピルシラン、
ジエチルシラン、ジプロピルシランまたはメチルフェニルシランなどを用いることが好ま
しい。
【００２２】
　特定のシラン化合物の含有割合は、表面層を構成する硬化樹脂を形成すべきラジカル重
合性化合物１００質量部に対して１～３０質量部であることが好ましく、１０～２０質量
部であることがより好ましい。
　特定のシラン化合物の含有割合が硬化樹脂を形成すべきラジカル重合性化合物１００質
量部に対して１質量部以上であることによって、連鎖移動剤としての作用を十分に得るこ
とができ、硬化処理時の酸素阻害を十分に抑制することができる。また、硬化樹脂を形成
すべきラジカル重合性化合物１００質量部に対して３０質量部以下であることによって、
得られる表面層が膜密度（架橋率）の十分に高いものとなり、当該表面層が脆弱なものと
なってしまうことが防止される。
【００２３】
（ラジカル重合性化合物）
　硬化樹脂を形成するためのラジカル重合性化合物としては、例えば、スチレン系モノマ
ー、アクリル系モノマー、（メタ）アクリル系モノマー、ビニルトルエン系モノマー、酢
酸ビニル系モノマー、Ｎ－ビニルピロリドン系モノマーなどが挙げられる。これらのラジ
カル重合性化合物は、１種単独で、または２種以上を組み合わせて用いることができる。
また、モノマーの状態で用いてもよいが、オリゴマー化したものを用いてもよい。
【００２４】
　ラジカル重合性化合物としては、少ない光量または短い時間での硬化が可能であること
から、アクリロイル基（ＣＨ2 ＝ＣＨＣＯ－）またはメタクリロイル基（ＣＨ2 ＝ＣＣＨ

3 ＣＯ－）の反応性基を有する（メタ）アクリル系モノマーを用いることが好ましい。
【００２５】
　アクリロイル基またはメタクリロイル基を有する（メタ）アクリル系モノマーの具体例
としては、下記例示化合物（１）～（４４）に示すものが挙げられる。また、以下に示す
基数は、アクリロイル基またはメタクリロイル基の数である。
【００２６】
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【化３】

【００２７】
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【化４】

【００２８】
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【化５】

【００２９】
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【化６】

【００３０】
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【化７】

【００３１】
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【化８】

【００３２】
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【化９】

【００３３】
　上記例示化合物（１）～（４４）において、Ｒはアクリロイル基であり、Ｒ´はメタク
リロイル基である。
【００３４】
　ラジカル重合性化合物は、アクリロイル基またはメタクリロイル基を２つ以上有する化
合物よりなることがより好ましく、アクリロイル基またはメタクリロイル基を３つ以上有
する化合物よりなることが特に好ましい。
　また、ラジカル重合性化合物は、２種以上を組み合わせて用いることができるが、この
場合においても、アクリロイル基またはメタクリロイル基を３つ以上有する化合物を５０
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質量％以上用いることが好ましい。
【００３５】
（金属酸化物微粒子）
　表面層には、シランカップリング剤によって表面処理された金属酸化物微粒子が含有さ
れている。この金属酸化物微粒子は、原料となる金属酸化物微粒子（以下、「未処理金属
酸化物微粒子」ともいう。）がシランカップリング剤によって表面処理されることにより
、未処理金属酸化物微粒子の表面に反応性有機基が導入されたものである。
【００３６】
　未処理金属酸化物微粒子としては、例えば、シリカ（酸化ケイ素）、酸化マグネシウム
、酸化亜鉛、酸化鉛、アルミナ（酸化アルミニウム）、酸化ジルコニウム、酸化錫、チタ
ニア（酸化チタン）、酸化ニオブ、酸化モリブデン、酸化バナジウムなどを用いることが
できる。これらの中でも、硬度、導電性、光透過性の観点から、酸化錫を用いることが好
ましい。
【００３７】
　金属酸化物微粒子の数平均一次粒径は、１～３００ｎｍであることが好ましく、より好
ましくは３～１００ｎｍであり、さらに好ましくは５～４０ｎｍである。
【００３８】
　本発明において、金属酸化物微粒子の数平均一次粒径は、走査型電子顕微鏡（日本電子
製）により１００００倍の拡大写真を撮影し、ランダムに３００個の粒子をスキャナーに
より取り込んだ写真画像（凝集粒子は除いた）を自動画像処理解析装置「ＬＵＺＥＸ　Ａ
Ｐ（ソフトウエアバージョン　Ｖｅｒ．１．３２）」（（株）ニレコ製）を使用して数平
均一次粒径を算出した。
【００３９】
　シランカップリング剤としては、ラジカル重合性反応基を有するものを用いることが好
ましい。ラジカル重合性反応基としては、例えば、ビニル基、アクリロイル基、メタクリ
ロイル基などが挙げられる。このようなラジカル重合性反応基は、硬化樹脂を形成すべき
ラジカル重合性化合物とも反応して強固な表面層を形成することができる。
【００４０】
　ラジカル重合性反応基を有するシランカップリング剤の具体例としては、下記例示化合
物（Ｓ－１）～（Ｓ－３６）に示すアクリロイル基またはメタクリロイル基を有するシラ
ンカップリング剤が挙げられる。
【００４１】
　Ｓ－１：ＣＨ2 ＝ＣＨＳｉ（ＣＨ3 ）（ＯＣＨ3 ）2 

　Ｓ－２：ＣＨ2 ＝ＣＨＳｉ（ＯＣＨ3 ）3 

　Ｓ－３：ＣＨ2 ＝ＣＨＳｉＣｌ3 

　Ｓ－４：ＣＨ2 ＝ＣＨＣＯＯ（ＣＨ2 ）2 Ｓｉ（ＣＨ3 ）（ＯＣＨ3 ）2 

　Ｓ－５：ＣＨ2 ＝ＣＨＣＯＯ（ＣＨ2 ）2 Ｓｉ（ＯＣＨ3 ）3 

　Ｓ－６：ＣＨ2 ＝ＣＨＣＯＯ（ＣＨ2 ）2 Ｓｉ（ＯＣ2 Ｈ5 ）（ＯＣＨ3 ）2 

　Ｓ－７：ＣＨ2 ＝ＣＨＣＯＯ（ＣＨ2 ）3 Ｓｉ（ＯＣＨ3 ）3 

　Ｓ－８：ＣＨ2 ＝ＣＨＣＯＯ（ＣＨ2 ）2 Ｓｉ（ＣＨ3 ）Ｃｌ2 

　Ｓ－９：ＣＨ2 ＝ＣＨＣＯＯ（ＣＨ2 ）2 ＳｉＣｌ3 

　Ｓ－１０：ＣＨ2 ＝ＣＨＣＯＯ（ＣＨ2 ）3 Ｓｉ（ＣＨ3 ）Ｃｌ2 

　Ｓ－１１：ＣＨ2 ＝ＣＨＣＯＯ（ＣＨ2 ）3 ＳｉＣｌ3 

　Ｓ－１２：ＣＨ2 ＝Ｃ（ＣＨ3 ）ＣＯＯ（ＣＨ2 ）2 Ｓｉ（ＣＨ3 ）（ＯＣＨ3 ）2 

　Ｓ－１３：ＣＨ2 ＝Ｃ（ＣＨ3 ）ＣＯＯ（ＣＨ2 ）2 Ｓｉ（ＯＣＨ3 ）3 

　Ｓ－１４：ＣＨ2 ＝Ｃ（ＣＨ3 ）ＣＯＯ（ＣＨ2 ）3 Ｓｉ（ＣＨ3 ）（ＯＣＨ3 ）2 

　Ｓ－１５：ＣＨ2 ＝Ｃ（ＣＨ3 ）ＣＯＯ（ＣＨ2 ）3 Ｓｉ（ＯＣＨ3 ）3 

　Ｓ－１６：ＣＨ2 ＝Ｃ（ＣＨ3 ）ＣＯＯ（ＣＨ2 ）2 Ｓｉ（ＣＨ3 ）Ｃｌ2 

　Ｓ－１７：ＣＨ2 ＝Ｃ（ＣＨ3 ）ＣＯＯ（ＣＨ2 ）2 ＳｉＣｌ3 

　Ｓ－１８：ＣＨ2 ＝Ｃ（ＣＨ3 ）ＣＯＯ（ＣＨ2 ）3 Ｓｉ（ＣＨ3 ）Ｃｌ2 
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　Ｓ－１９：ＣＨ2 ＝Ｃ（ＣＨ3 ）ＣＯＯ（ＣＨ2 ）3 ＳｉＣｌ3 

　Ｓ－２０：ＣＨ2 ＝ＣＨＳｉ（Ｃ2 Ｈ5 ）（ＯＣＨ3 ）2 

　Ｓ－２１：ＣＨ2 ＝Ｃ（ＣＨ3 ）Ｓｉ（ＯＣＨ3 ）3 

　Ｓ－２２：ＣＨ2 ＝Ｃ（ＣＨ3 ）Ｓｉ（ＯＣ2 Ｈ5 ）3 

　Ｓ－２３：ＣＨ2 ＝ＣＨＳｉ（ＯＣＨ3 ）3 

　Ｓ－２４：ＣＨ2 ＝Ｃ（ＣＨ3 ）Ｓｉ（ＣＨ3 ）（ＯＣＨ3 ）2 

　Ｓ－２５：ＣＨ2 ＝ＣＨＳｉ（ＣＨ3 ）Ｃｌ2 

　Ｓ－２６：ＣＨ2 ＝ＣＨＣＯＯＳｉ（ＯＣＨ3 ）3 

　Ｓ－２７：ＣＨ2 ＝ＣＨＣＯＯＳｉ（ＯＣ2 Ｈ5 ）3 

　Ｓ－２８：ＣＨ2 ＝Ｃ（ＣＨ3 ）ＣＯＯＳｉ（ＯＣＨ3 ）3 

　Ｓ－２９：ＣＨ2 ＝Ｃ（ＣＨ3 ）ＣＯＯＳｉ（ＯＣ2 Ｈ5 ）3 

　Ｓ－３０：ＣＨ2 ＝Ｃ（ＣＨ3 ）ＣＯＯ（ＣＨ2 ）3 Ｓｉ（ＯＣ2 Ｈ5 ）3 

　Ｓ－３１：ＣＨ2 ＝ＣＨＣＯＯ（ＣＨ2 ）2 Ｓｉ（ＣＨ3 ）2 （ＯＣＨ3 ）
　Ｓ－３２：ＣＨ2 ＝ＣＨＣＯＯ（ＣＨ2 ）2 Ｓｉ（ＣＨ3 ）（ＯＣＯＣＨ3 ）2 

　Ｓ－３３：ＣＨ2 ＝ＣＨＣＯＯ（ＣＨ2 ）2 Ｓｉ（ＣＨ3 ）（ＯＮＨＣＨ3 ）2 

　Ｓ－３４：ＣＨ2 ＝ＣＨＣＯＯ（ＣＨ2 ）2 Ｓｉ（ＣＨ3 ）（ＯＣ6 Ｈ5 ）2 

　Ｓ－３５：ＣＨ2 ＝ＣＨＣＯＯ（ＣＨ2 ）2 Ｓｉ（Ｃ10Ｈ21）（ＯＣＨ3 ）2 

　Ｓ－３６：ＣＨ2 ＝ＣＨＣＯＯ（ＣＨ2 ）2 Ｓｉ（ＣＨ2 Ｃ6 Ｈ5 ）（ＯＣＨ3 ）2 

【００４２】
　シランカップリング剤の処理量は、未処理金属酸化物微粒子１００質量部に対して０．
１～２００質量部であることが好ましく、より好ましくは７～７０質量部である。
【００４３】
　シランカップリング剤の未処理金属酸化物微粒子に対する処理方法としては、例えば、
未処理金属酸化物微粒子とシランカップリング剤とを含むスラリー（固体粒子の懸濁液）
を湿式解砕する方法が挙げられる。この方法により、未処理金属酸化物微粒子の再凝集を
防止すると同時に未処理金属酸化物微粒子の表面処理が進行する。その後、溶媒を除去し
て粉体化する。
【００４４】
　表面処理装置としては、例えば湿式メディア分散型装置が挙げられる。この湿式メディ
ア分散型装置は、容器内にメディアとしてビーズを充填し、さらに回転軸と垂直に取り付
けられた撹拌ディスクを高速回転させることにより、未処理金属酸化物微粒子の凝集粒子
を砕いて粉砕・分散する工程を有する装置であり、その構成としては、未処理金属酸化物
微粒子に表面処理を行う際に未処理金属酸化物微粒子を十分に分散させ、かつ表面処理で
きる形式であれば限定されず、例えば、縦型・横型、連続式・回分式など、種々の様式が
採用できる。具体的には、サンドミル、ウルトラビスコミル、パールミル、グレンミル、
ダイノミル、アジテータミル、ダイナミックミルなどが使用できる。これらの分散型装置
は、ボール、ビーズなどの粉砕媒体（メディア）を使用して衝撃圧壊、摩擦、せん断、ズ
リ応力などにより微粉砕、分散が行われる。
【００４５】
　湿式メディア分散型装置で用いるビーズとしては、ガラス、アルミナ、ジルコン、ジル
コニア、スチール、フリント石などを原材料としたボールが使用可能であるが、特にジル
コニア製やジルコン製のものが好ましい。また、ビーズの大きさとしては、本発明におい
ては０．１～１．０ｍｍ程度のものを用いることが好ましい。
【００４６】
　湿式メディア分散型装置に使用するディスクや容器内壁には、ステンレス製、ナイロン
製、セラミック製など種々の素材のものが使用できるが、本発明では特にジルコニアまた
はシリコンカーバイドといったセラミック製のディスクや容器内壁が好ましい。
【００４７】
　表面層中の金属酸化物微粒子の含有割合は、硬化樹脂１００質量部に対して２０～１７
０質量部であることが好ましく、より好ましくは２５～１３０質量部である。表面層中の
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硬化樹脂は、後述する表面層形成用塗布液中に含まれるラジカル重合性化合物がすべて硬
化反応することによって構成されるとみなしてよい。
【００４８】
　本発明に係る表面層には、硬化樹脂および金属酸化物微粒子の他に他の成分が含有され
ていてもよく、例えば各種の酸化防止剤を含有させることができ、各種の滑剤粒子を加え
ることもできる。例えば、フッ素原子含有樹脂粒子を加えることができる。フッ素原子含
有樹脂粒子としては、四フッ化エチレン樹脂、三フッ化塩化エチレン樹脂、六フッ化塩化
エチレンプロピレン樹脂、フッ化ビニル樹脂、フッ化ビニリデン樹脂、二フッ化二塩化エ
チレン樹脂、およびこれらの共重合体の中から１種あるいは２種以上を適宜選択すること
が好ましいが、特に四フッ化エチレン樹脂、フッ化ビニリデン樹脂が好ましい。
【００４９】
　表面層の層厚は、０．２～１０μｍであることが好ましく、より好ましくは０．５～６
μｍである。
【００５０】
　以下、表面層以外の構成要素について説明する。
【００５１】
〔導電性支持体〕
　感光体を構成する導電性支持体は、導電性を有するものであればよく、例えば、アルミ
ニウム、銅、クロム、ニッケル、亜鉛およびステンレスなどの金属をドラムまたはシート
状に成形したもの、アルミニウムや銅などの金属箔をプラスチックフィルムにラミネート
したもの、アルミニウム、酸化インジウム、酸化スズなどをプラスチックフィルムに蒸着
したもの、導電性物質を単独またはバインダー樹脂と共に塗布して導電層を設けた金属、
プラスチックフィルムおよび紙などが挙げられる。
【００５２】
〔中間層〕
　感光体においては、導電性支持体と有機感光層の間にバリアー機能と接着機能を有する
中間層を設けることもできる。種々の故障防止などを考慮すると、中間層を設けるのが好
ましい。
【００５３】
　このような中間層は、例えば、バインダー樹脂（以下、「中間層用バインダー樹脂」と
もいう。）および必要に応じて導電性粒子や金属酸化物粒子が含有されてなるものである
。
【００５４】
　中間層用バインダー樹脂としては、例えば、カゼイン、ポリビニルアルコール、ニトロ
セルロース、エチレン－アクリル酸コポリマー、ポリアミド樹脂、ポリウレタン樹脂、ゼ
ラチンなどが挙げられる。これらのなかでもアルコール可溶性のポリアミド樹脂が好まし
い。
【００５５】
　中間層には、抵抗調整の目的で各種の導電性粒子や金属酸化物粒子を含有させることが
できる。例えば、アルミナ、酸化亜鉛、酸化チタン、酸化スズ、酸化アンチモン、酸化イ
ンジウム、酸化ビスマスなどの各種金属酸化物粒子を用いることができる。スズをドープ
した酸化インジウム、アンチモンをドープした酸化スズおよび酸化ジルコニウムなどの超
微粒子を用いることができる。
　このような金属酸化物粒子の平均粒径は、０．３μｍ以下であることが好ましく、より
好ましくは０．１μｍ以下である。
【００５６】
　これら金属酸化物粒子は１種単独でまたは２種以上を混合して用いてもよい。２種以上
を混合した場合には、固溶体または融着の形をとってもよい。
【００５７】
　導電性粒子または金属酸化物粒子の含有割合は、バインダー樹脂１００質量部に対して
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２０～４００質量部であることが好ましく、より好ましくは５０～３５０質量部である。
【００５８】
　中間層の層厚は、０．１～１５μｍであることが好ましく、より好ましくは０．３～１
０μｍである。
【００５９】
〔電荷発生層〕
　感光体を構成する有機感光層における電荷発生層は、電荷発生物質およびバインダー樹
脂（以下、「電荷発生層用バインダー樹脂」ともいう。）が含有されてなるものである。
【００６０】
　電荷発生物質としては、例えば、スーダンレッド、ダイアンブルーなどのアゾ原料、ピ
レンキノン、アントアントロンなどのキノン顔料、キノシアニン顔料、ペリレン顔料、イ
ンジゴおよびチオインジゴなどのインジゴ顔料、ピランスロン、ジフタロイルピレンなど
の多環キノン顔料、フタロシアニン顔料などが挙げられるが、これらに限定されるもので
はない。これらのなかでも、多環キノン顔料、チタニルフタロシアニン顔料が好ましい。
これらの電荷発生物質は１種単独でまたは２種以上を混合して用いてもよい。
【００６１】
　電荷発生層用バインダー樹脂としては、公知の樹脂を用いることができ、例えば、ポリ
スチレン樹脂、ポリエチレン樹脂、ポリプロピレン樹脂、アクリル樹脂、メタクリル樹脂
、塩化ビニル樹脂、酢酸ビニル樹脂、ポリビニルブチラール樹脂、エポキシ樹脂、ポリウ
レタン樹脂、フェノール樹脂、ポリエステル樹脂、アルキッド樹脂、ポリカーボネート樹
脂、シリコーン樹脂、メラミン樹脂、並びにこれらの樹脂の内２つ以上を含む共重合体樹
脂（例えば、塩化ビニル－酢酸ビニル共重合体樹脂、塩化ビニル－酢酸ビニル－無水マレ
イン酸共重合体樹脂）、ポリ－ビニルカルバゾール樹脂などが挙げられるが、これらに限
定されるものではない。これらのなかでも、ポリビニルブチラール樹脂が好ましい。
【００６２】
　電荷発生層中の電荷発生物質の含有割合は、電荷発生層用バインダー樹脂１００質量部
に対して１～６００質量部であることが好ましく、より好ましくは５０～５００質量部で
ある。
【００６３】
　電荷発生層の層厚は、電荷発生物質の特性、電荷発生層用バインダー樹脂の特性、含有
割合などにより異なるが、０．０１～５μｍであることが好ましく、より好ましくは０．
０５～３μｍである。
【００６４】
〔電荷輸送層〕
　感光体を構成する有機感光層における電荷輸送層は、電荷輸送物質およびバインダー樹
脂（以下、「電荷輸送層用バインダー樹脂」ともいう。）が含有されてなるものである。
【００６５】
　電荷輸送層に含有される電荷輸送物質としては、電荷（正孔）を輸送する物質として、
例えば、トリフェニルアミン誘導体、ヒドラゾン化合物、スチリル化合物、ベンジジン化
合物、ブタジエン化合物などが挙げられる。
【００６６】
　電荷輸送層用のバインダー樹脂は、公知の樹脂を用いることができ、ポリカーボネート
樹脂、ポリアクリレート樹脂、ポリエステル樹脂、ポリスチレン樹脂、スチレン－アクリ
ルニトリル共重合体樹脂、ポリメタクリル酸エステル樹脂、スチレン－メタクリル酸エス
テル共重合体樹脂などが挙げられるが、ポリカーボネート樹脂が好ましい。
【００６７】
　電荷輸送層中の電荷輸送物質の含有割合は、電荷輸送層用バインダー樹脂１００質量部
に対して１０～５００質量部であることが好ましく、より好ましくは２０～２５０質量部
である。
【００６８】
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　電荷輸送層の層厚は、電荷輸送物質の特性、電荷輸送層用バインダー樹脂の特性および
含有割合などによって異なるが、５～４０μｍであることが好ましく、より好ましくは１
０～３０μｍである。
【００６９】
　電荷輸送層中には、酸化防止剤、電子導電剤、安定剤、シリコーンオイルなどを添加し
てもよい。酸化防止剤については特開２０００－３０５２９１号公報、電子導電剤は特開
昭５０－１３７５４３号公報、同５８－７６４８３号公報などに開示されているものが好
ましい。
【００７０】
〔感光体の製造方法〕
　本発明の感光体の製造方法は、上記のような感光体を製造する方法であって、硬化樹脂
を形成すべきラジカル重合性化合物と、シランカップリング剤によって表面処理された金
属酸化物微粒子と、特定のシラン化合物とを含有する組成物（表面層形成用塗布液）を、
導電性支持体上に形成された有機感光層上に塗布して塗布膜を形成し、当該塗布膜を硬化
処理することにより表面層を形成する工程を有する方法である。
【００７１】
　具体的には、例えば以下のようにして製造することができる。
工程（１）：導電性支持体の外周面に中間層形成用塗布液を塗布し、乾燥することにより
、中間層を形成する工程。
工程（２）：導電性支持体上に形成された中間層の外周面に電荷発生層形成用塗布液を塗
布し、乾燥することにより電荷発生層を形成する工程。
工程（３）：中間層上に形成された電荷発生層の外周面に電荷輸送層形成用塗布液を塗布
し、乾燥することにより電荷輸送層を形成する工程。
工程（４）：電荷発生層上に形成された電荷輸送層の外周面に表面層形成用塗布液を塗布
、乾燥し、活性線照射などにより硬化処理を行うことにより表面層を形成する工程。
【００７２】
〔工程（１）：中間層の形成〕
　中間層は、溶媒中に中間層用バインダー樹脂を溶解させて中間層形成用塗布液を調製し
、必要に応じて導電性粒子や金属酸化物粒子を分散させた後、当該塗布液を導電性支持体
上に一定の膜厚に塗布して塗膜を形成し、当該塗膜を乾燥することにより形成することが
できる。
　中間層形成用塗布液の塗布方法としては、例えば、浸漬コーティング法、スプレーコー
ティング法、スピンナーコーティング法、ビードコーティング法、ブレードコーティング
法、ビームコーティング法、スライドホッパー法、円形スライドホッパー法などの公知の
方法が挙げられる。
　塗膜の乾燥方法は、溶媒の種類、膜厚に応じて適宜選択することができるが、熱乾燥が
好ましい。
【００７３】
　中間層の形成工程において使用する溶媒としては、導電性粒子や金属酸化物粒子を良好
に分散し、中間層用バインダー樹脂、特にポリアミド樹脂を溶解するものが好ましい。具
体的には、メタノール、エタノール、ｎ－プロピルアルコール、イソプロピルアルコール
、ｎ－ブタノール、ｔ－ブタノール、ｓｅｃ－ブタノールなどの炭素数１～４のアルコー
ル類が、ポリアミド樹脂の溶解性と塗布性能に優れ好ましい。また、保存性、粒子の分散
性を向上するために、前記溶媒と併用でき、好ましい効果を得られる助溶媒としては、ベ
ンジルアルコール、トルエン、メチレンクロライド、シクロヘキサノン、テトラヒドロフ
ランなどが挙げられる。
【００７４】
　中間層形成用塗布液中の中間層用バインダー樹脂の濃度は、中間層の層厚や生産速度に
合わせて適宜選択される。
【００７５】
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　導電性微粒子や金属酸化物微粒子の分散手段としては、超音波分散機、ボールミル、サ
ンドミル、ホモミキサーなどを使用することができるが、これらに限定されるものではな
い。
【００７６】
〔工程（２）：電荷発生層の形成〕
　電荷発生層は、溶媒中に電荷発生層用バインダー樹脂を溶解させた溶液中に、電荷発生
物質を分散して電荷発生層形成用塗布液を調製し、当該塗布液を中間層上に一定の膜厚に
塗布して塗膜を形成し、当該塗膜を乾燥することにより形成することができる。
　電荷発生層形成用塗布液の塗布方法としては、例えば、浸漬コーティング法、スプレー
コーティング法、スピンナーコーティング法、ビードコーティング法、ブレードコーティ
ング法、ビームコーティング法、スライドホッパー法、円形スライドホッパー法などの公
知の方法が挙げられる。
　塗膜の乾燥方法は、溶媒の種類、膜厚に応じて適宜選択することができるが、熱乾燥が
好ましい。
【００７７】
　電荷発生層の形成に用いられる溶媒としては、例えば、トルエン、キシレン、メチレン
クロライド、１，２－ジクロロエタン、メチルエチルケトン、シクロヘキサン、酢酸エチ
ル、酢酸ｔ－ブチル、メタノール、エタノール、プロパノール、ブタノール、メチルセロ
ソルブ、４－メトキシ－４－メチル－２－ペンタノン、エチルセロソルブ、テトラヒドロ
フラン、１－ジオキサン、１，３－ジオキソラン、ピリジン、ジエチルアミンなどが挙げ
られるが、これらに限定されるものではない。
【００７８】
　電荷発生物質の分散手段としては、例えば、超音波分散機、ボールミル、サンドミル、
ホモミキサーなどが使用できるが、これらに限定されるものではない。
【００７９】
〔工程（３）：電荷輸送層の形成〕
　電荷輸送層は、溶媒中に電荷輸送層用バインダー樹脂および電荷輸送物質を溶解させた
電荷輸送層形成用塗布液を調製し、当該塗布液を電荷発生層上に一定の膜厚に塗布して塗
膜を形成し、当該塗膜を乾燥することにより形成することができる。
　電荷輸送層形成用塗布液の塗布方法としては、例えば、浸漬コーティング法、スプレー
コーティング法、スピンナーコーティング法、ビードコーティング法、ブレードコーティ
ング法、ビームコーティング法、スライドホッパー法、円形スライドホッパー法などの公
知の方法が挙げられる。
　塗膜の乾燥方法は、溶媒の種類、膜厚に応じて適宜選択することができるが、熱乾燥が
好ましい。
【００８０】
　電荷輸送層の形成に用いられる溶媒としては、例えば、トルエン、キシレン、メチレン
クロライド、１，２－ジクロロエタン、メチルエチルケトン、シクロヘキサノン、酢酸エ
チル、酢酸ブチル、メタノール、エタノール、プロパノール、ブタノール、テトラヒドロ
フラン、１，４－ジオキサン、１，３－ジオキソラン、ピリジン、ジエチルアミンなどが
挙げられるが、これらに限定されるものではない。
【００８１】
〔工程（４）：表面層の形成〕
　表面層は、硬化樹脂を形成するラジカル重合性化合物、重合開始剤、金属酸化物微粒子
、および必要に応じて滑剤粒子、酸化防止剤あるいは硬化樹脂以外の樹脂を公知の溶媒に
添加して表面層形成用塗布液を調製し、この表面層形成用塗布液を有機感光層（電荷輸送
層）の外周面に塗布して塗布膜を形成し、この塗布膜に光などのエネルギー線を照射して
硬化処理を行うことにより、形成される。
　硬化処理が行われることにより、塗布膜を乾燥する過程および硬化処理の過程で、金属
酸化物微粒子の表面に導入された反応性有機基間の反応、当該反応性有機基とラジカル重
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合性化合物との反応、ラジカル重合性化合物間の反応などが進行することにより、架橋型
の硬化樹脂が得られる。
【００８２】
　硬化処理を行うときは、酸素ガスによる重合阻害が生じることを抑制するために、硬化
箇所の酸素ガス濃度を例えば５００ｐｐｍ以下とするよう、窒素ガスを供給しながら行う
ことが好ましい。
【００８３】
　表面層の形成に用いられる溶媒としては、ラジカル重合性化合物および金属酸化物微粒
子を溶解または分散させることができればいずれのものも使用でき、例えば、メタノール
、エタノール、ｎ－プロピルアルコール、イソプロピルアルコール、ｎ－ブタノール、ｔ
－ブタノール、ｓｅｃ－ブタノール、ベンジルアルコール、トルエン、キシレン、メチレ
ンクロライド、メチルエチルケトン、シクロヘキサン、酢酸エチル、酢酸ブチル、メチル
セロソルブ、エチルセロソルブ、テトラヒドロフラン、１－ジオキサン、１，３－ジオキ
ソラン、ピリジンおよびジエチルアミンなどが挙げられるが、これらに限定されるもので
はない。
【００８４】
　表面層形成用塗布液の塗布方法としては、例えば、浸漬塗布法、スプレーコーティング
法、スピンナーコーティング法、ビードコーティング法、ブレードコーティング法、ビー
ムコーティング法、スライドホッパー法、円形スライドホッパー法などの公知の方法が挙
げられる。
【００８５】
　塗膜は、乾燥しないで硬化処理を行ってもよいが、自然乾燥または熱乾燥を行った後、
硬化処理を行うことが好ましい。
【００８６】
　乾燥の条件は、溶媒の種類、膜厚などによって適宜選択できる。乾燥温度は、好ましく
は室温～１８０℃であり、特に好ましくは８０～１４０℃である。乾燥時間は、好ましく
は１分間～２００分間であり、特に好ましくは５分間～１００分間である。
【００８７】
　ラジカル重合性化合物を反応させる方法としては、電子線開裂で反応する方法、ラジカ
ル重合開始剤を添加して、光、熱で反応する方法などが挙げられる。ラジカル重合開始剤
は光重合開始剤、熱重合開始剤のいずれも使用することができる。また、光重合開始剤お
よび熱重合開始剤を併用することもできる。
【００８８】
　熱重合開始剤としては、例えば、２，２’－アゾビスイソブチロニトリル、２，２’－
アゾビス（２，４－ジメチルアゾビスバレロニリル）、２，２’－アゾビス（２－メチル
ブチロニトリル）などのアゾ化合物；過酸化ベンゾイル（ＢＰＯ）、ジ－ｔｅｒｔ－ブチ
ルヒドロペルオキシド、ｔｅｒｔ－ブチルヒドロペルオキシド、過酸化クロロベンゾイル
、過酸化ジクロロベンゾイル、過酸化ブロモメチルベンゾイル、過酸化ラウロイルなどの
過酸化物などが挙げられる。
　光重合開始剤としては、例えば、ジエトキシアセトフェノン、２，２－ジメトキシ－１
，２－ジフェニルエタン－１－オン、１－ヒドロキシ－シクロヘキシル－フェニル－ケト
ン、４－（２－ヒドロキシエトキシ）フェニル－（２－ヒドロキシ－２－プロピル）ケト
ン、２－ベンジル－２－ジメチルアミノ－１－（４－モルフォリノフェニル）ブタノン－
１（「イルガキュアー３６９」：ＢＡＳＦジャパン社製）、２－ヒドロキシ－２－メチル
－１－フェニルプロパン－１－オン、２－メチル－２－モルフォリノ（４－メチルチオフ
ェニル）プロパン－１－オン、１－フェニル－１，２－プロパンジオン－２－（ｏ－エト
キシカルボニル）オキシムなどのアセトフェノン系またはケタール系光重合開始剤；ベン
ゾイン、ベンゾインメチルエーテル、ベンゾインエチルエーテル、ベンゾインイソブチル
エーテル、ベンゾインイソプロピルエーテルなどのベンゾインエーテル系光重合開始剤；
ベンゾフェノン、４－ヒドロキシベンゾフェノン、ｏ－ベンゾイル安息香酸メチル、２－
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ベンゾイルナフタレン、４－ベンゾイルビフェニル、４－ベンゾイルフェニールエーテル
、アクリル化ベンゾフェノン、１，４－ベンゾイルベンゼンなどのベンゾフェノン系光重
合開始剤；２－イソプロピルチオキサントン、２－クロロチオキサントン、２，４－ジメ
チルチオキサントン、２，４－ジエチルチオキサントン、２，４－ジクロロチオキサント
ンなどのチオキサントン系光重合開始剤などが挙げられる。
　その他の光重合開始剤としては、例えば、エチルアントラキノン、２，４，６－トリメ
チルベンゾイルジフェニルホスフィンオキサイド、２，４，６－トリメチルベンゾイルフ
ェニルエトキシホスフィンオキサイド、ビス（２，４，６－トリメチルベンゾイル）フェ
ニルホスフィンオキサイド（「イルガキュアー８１９」：ＢＡＳＦジャパン社製）、ビス
（２，４－ジメトキシベンゾイル）－２，４，４－トリメチルペンチルホスフィンオキサ
イド、メチルフェニルグリオキシエステル、９，１０－フェナントレン、アクリジン系化
合物、トリアジン系化合物、イミダゾール系化合物などが挙げられる。また、光重合促進
効果を有する光重合促進剤を単独で、または上記光重合開始剤と併用して用いることもで
きる。光重合促進剤としては、例えば、トリエタノールアミン、メチルジエタノールアミ
ン、４－ジメチルアミノ安息香酸エチル、４－ジメチルアミノ安息香酸イソアミル、安息
香酸（２－ジメチルアミノ）エチル、４，４’－ジメチルアミノベンゾフェノンなどが挙
げられる。
【００８９】
　ラジカル重合開始剤としては、光重合開始剤が好ましく、中でも、アルキルフェノン系
化合物、またはホスフィンオキサイド系化合物が好ましい。特に、α－アミノアルキルフ
ェノン構造、または、アシルホスフィンオキサイド構造を有する化合物が好ましい。
【００９０】
　重合開始剤は１種単独でまたは２種以上を混合して用いてもよい。
【００９１】
　重合開始剤の添加割合は、ラジカル重合性化合物１００質量部に対して０．１～２０質
量部であることが好ましく、より好ましくは０．５～１０質量部である。
【００９２】
　この感光体の製造方法においては、硬化処理として塗膜に活性線を照射し、ラジカルを
発生させて重合し、かつ分子間および分子内で架橋反応による架橋結合を形成して硬化す
ることにより、硬化樹脂を生成する。活性線としては紫外線や電子線がより好ましく、紫
外線が使用しやすく特に好ましい。
【００９３】
　紫外線光源としては、紫外線を発生する光源であれば制限なく使用できる。例えば、低
圧水銀灯、中圧水銀灯、高圧水銀灯、超高圧水銀灯、カーボンアーク灯、メタルハライド
ランプ、キセノンランプ、フラッシュ（パルス）キセノン、ＬＥＤなどを用いることがで
きる。
　照射条件はそれぞれのランプによって異なるが、活性線の照射量は、通常５～５００ｍ
Ｊ／ｃｍ2 、好ましくは５～１００ｍＪ／ｃｍ2 である。
　ランプの電力は、好ましくは０．１ｋＷ～５ｋＷであり、特に好ましくは、０．５ｋＷ
～３ｋＷである。
【００９４】
　電子線源としては、電子線照射装置に格別の制限はなく、一般にはこのような電子線照
射用の電子線加速機として、比較的安価で大出力が得られるカーテンビーム方式のものが
有効に用いられる。電子線照射の際の加速電圧は、１００～３００ｋＶであることが好ま
しい。吸収線量は、０．５～１０Ｍｒａｄであることが好ましい。
【００９５】
　必要な活性線の照射量を得るための照射時間としては、０．１秒間～１０分間が好まし
く、作業効率の観点から０．１秒間～５分間がより好ましい。
【００９６】
　表面層の形成の工程においては、活性線を照射する前後、および活性線を照射中に乾燥
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を行うことができ、乾燥を行うタイミングはこれらを組み合わせて適宜選択できる。
【００９７】
　以上の工程により、架橋型硬化樹脂による表面層を有する感光体が得られる。
【００９８】
　本発明の有機感光体によれば、表面層が特定のシラン化合物を含有する組成物の硬化処
理によって得られるものであるために、長期間にわたって使用した場合や、同一画像を多
量に印字した場合にも表面層の偏摩耗が生じずに、面内の画像濃度に高い均一性が安定し
て得られる。
　特定のシラン化合物を含有する組成物の硬化処理によって得られた表面層が、偏摩耗の
発生が低減されることは、以下の理由によるものと考えられる。
　すなわち、表面層の偏摩耗を抑制するためには、当該表面層に硬度が高いこと、および
、硬度のバラツキが小さいことが必要とされる。
　そして、本発明の有機感光体によれば、
（１）表面層に金属酸化物微粒子が含有されていることによって基本的に高い硬度が得ら
れる。
（２）また、特定のシラン化合物の連鎖移動剤としての作用によって、表面層形成用塗布
液中の溶存酸素による重合阻害を十分に低減させることができるものと推察され、その結
果、硬化反応が十分に進行して表面層に高い硬度が得られると共に、当該表面層における
硬度のバラツキが抑制されるものと考えられる。
（３）さらに、特定のシラン化合物におけるアルキル基部位が金属酸化物微粒子を局所的
に覆うことにより、金属酸化物微粒子間に生じる静電反発、疎水－疎水反発などの粒子間
力やラジカル重合性化合物の相互作用などに加えて、新たに立体反発が生じることによっ
て、表面層形成用塗布液における当該金属酸化物微粒子の凝集を抑制することができて塗
布膜において金属酸化物微粒子の良好な分散性が得られるものと推察され、その結果、表
面層における硬度のバラツキがさらに抑制されるものと考えられる。
【００９９】
　また、本発明の有機感光体によれば、表面層形成用塗布液中の溶存酸素による重合阻害
を十分に抑制することができることによって、ラジカル重合反応の未反応基を低減させる
ことができ、従って、水やＮＯx の吸着サイト（親水性部）が低減されるために、高温高
湿環境下における画像流れの発生を抑制することができる。
【０１００】
〔画像形成装置〕
　本発明の有機感光体は、モノクロの画像形成装置やフルカラーの画像形成装置など電子
写真方式の公知の種々の画像形成装置において用いることができる。
　本発明の製造方法により得られる有機感光体が用いられる画像形成装置は、例えば、有
機感光体上に均一な帯電電位を付与する帯電手段と、均一な帯電電位が付与された有機感
光体上に静電潜像を形成する露光手段と、静電潜像をトナーにより現像してトナー像に顕
像化する現像手段と、トナー像を転写材上に転写する転写手段と、転写材上のトナー像を
定着する定着手段と、有機感光体上に残留したトナーを除去するクリーニング手段とを有
するものである。
【０１０１】
　以上、本発明の実施形態について具体的に説明したが、本発明の実施形態は上記の例に
限定されるものではなく、種々の変更を加えることができる。
【実施例】
【０１０２】
　以下、本発明の具体的な実施例について説明するが、本発明はこれらに限定されるもの
ではない。
【０１０３】
〔実施例１：感光体の作製例１〕
（１）導電性支持体の作製
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　ドラム状のアルミニウム支持体（外径１００ｍｍ、長さ３６０ｍｍ）の表面を切削加工
し、表面粗さＲｚ＝１．５（μｍ）の導電性支持体〔１〕を作製した。
【０１０４】
（２）中間層形成工程
　下記原料を分散機としてサンドミルを用いて、バッチ式により１０時間の分散を行い、
中間層形成用塗布液〔１〕を調製した。
・バインダー樹脂：ポリアミド樹脂「Ｘ１０１０」（ダイセル・エボニック社製）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１質量部
・溶媒：エタノール　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２０質量部
・金属酸化物微粒子：数平均一次粒径０．０３５μｍの酸化チタン微粒子「ＳＭＴ５００
ＳＡＳ」（テイカ社製）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１．１質量部
　上記導電性支持体〔１〕上に、この中間層形成用塗布液〔１〕を浸漬塗布法により塗布
して塗布膜を形成し、この塗布膜を１１０℃で２０分間乾燥し、層厚２μｍの中間層〔１
〕を形成した。
【０１０５】
（３）有機感光層形成工程
（電荷発生層形成工程）
　下記原料を分散機としてサンドミルを用いて、１０時間の分散を行い、電荷発生層形成
用塗布液〔１〕を調製した。
・電荷発生物質：チタニルフタロシアニン顔料（Ｃｕ－Ｋα特性Ｘ線回折スペクトル測定
で少なくとも２７．３°の位置に最大回折ピークを有するもの）　　　　　２０質量部
・バインダー樹脂：ポリビニルブチラール樹脂「＃６０００－Ｃ」（電気化学工業社製）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１０質量部
・溶媒：酢酸ｔ－ブチル　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　７００質量部
・溶媒：４－メトキシ－４－メチル－２－ペンタノン　　　　　　　　　　３００質量部
　上記中間層〔１〕の上に、この電荷発生層形成用塗布液〔１〕を浸漬塗布法によりで塗
布して塗布膜を形成し、層厚０．３μｍの電荷発生層〔１〕を形成した。
【０１０６】
（電荷輸送層形成工程）
　下記原料を混合して溶解し、電荷輸送層形成用塗布液〔１〕を調製した。
・電荷輸送物質：下記式（Ａ）に示す化合物　　　　　　　　　　　　　　１５０質量部
・バインダー樹脂：ポリカーボネート樹脂「Ｚ３００」（三菱ガス化学社製）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　３００質量部
・溶媒：トルエン／テトラヒドロフラン＝１／９体積％　　　　　　　　２０００質量部
・酸化防止剤：「Ｉｒｇａｎｏｘ１０１０」（日本チバガイギー社製）　　　　６質量部
・レベリング剤：シリコーンオイル「ＫＦ－５４」（信越化学社製）　　　　　１質量部
　上記電荷発生層〔１〕上に、この電荷輸送層形成用塗布液〔１〕を浸漬塗布法により塗
布して塗布膜を形成し、この塗布膜を１２０℃で７０分間乾燥し、層厚２０μｍの電荷輸
送層〔１〕を形成した。
【０１０７】
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【化１０】

【０１０８】
（４）表面層形成工程
　下記ラジカル重合性化合物、溶媒および金属酸化物微粒子を遮光下で、分散機としてサ
ンドミルを用いて１０時間分散した後、下記の光重合開始剤を加え、遮光下で混合、撹拌
して溶解させて、表面層形成用塗布液〔１〕を調製した。
・ラジカル重合性化合物：トリメチロールプロパントリメタクリレート　　１００質量部
・溶媒：ｓｅｃ－ブタノール　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　３１５質量部
・溶媒：テトラヒドロフラン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１５質量部
・金属酸化物微粒子：表面処理剤（ＣＨ2 ＝Ｃ（ＣＨ3 ）ＣＯＯ（ＣＨ2 ）2 Ｓｉ（ＯＣ
Ｈ3 ）3 ）によって表面処理された数平均一次粒径２０ｎｍの酸化スズ微粒子　１５０質
量部
・光重合開始剤：「イルガキュアー８１９」（ＢＡＳＦジャパン社製）　　　１２質量部
・シラン化合物：トリエチルシラン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１質量部
　この表面層形成用塗布液〔１〕を上記電荷輸送層〔１〕上に、円形スライドホッパー塗
布装置を用いて塗布して塗布膜を形成した。この塗布膜を室温で２０分間乾燥した後、窒
素流量が１３．５Ｌ／ｍｉｎの窒素気流下において、光源としてキセノンランプを用い、
当該光源と塗布膜の表面との離間距離を５ｍｍとして、ランプ出力４ｋＷで波長３６５ｎ
ｍの光（強度：４０００ｍＷ／ｃｍ2 、塗布膜における光の照射強度：１８００ｍＷ／ｃ
ｍ2 ）を１８秒間照射することにより、層厚３．５μｍの表面層〔１〕を形成して有機感
光体を作製した。これを感光体〔１〕とする。
【０１０９】
〔実施例２～８、比較例１：感光体の作製例２～９〕
　感光体の作製例１において、表面層形成工程で使用するシラン化合物の種類と添加量を
表１に記載の通りに変更したことの他は同様にして、有機感光体を作製した。これを感光
体〔２〕～〔９〕とする。
【０１１０】
〔比較例２：感光体の作製例１０〕
　感光体の作製例１において、トリエチルシランの添加を行わなかった他は同様にして、
有機感光体を作製した。これを感光体〔１０〕とする。
【０１１１】
　以上のようにして得られた感光体〔１〕～〔１０〕を、モノクロ複合機「ｂｉｚｈｕｂ
　ＰＲＥＳＳ　１２５０」（コニカミノルタ社製）に搭載し、下記評価１～３を行った。
結果を表１に示す。
【０１１２】
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〔評価１：膜厚の減耗量のバラツキ〕
　温度３０℃、湿度８０％ＲＨの条件で、Ａ４サイズの中性紙上にＢｋ印字率５．０％の
Ａ４画像を１００万枚の印刷を行う耐刷試験の前後の保護層の膜厚をそれぞれ測定し、膜
厚の減耗量を算出して膜厚の減耗量のバラツキ評価した。
　保護層の膜厚は、均一膜厚部分（塗布の先端部及び後端部の膜厚変動部分の膜厚プロフ
ィールを除く）を軸方向に５ｍｍ、周方向に１２０°おきに測定し、周方向の測定値の平
均値を保護層の軸方向の膜厚プロフィールとする。そして、軸方向における膜厚プロフィ
ールの最大値と最小値の差分を膜厚バラツキ量とした。膜厚の測定器としては、渦電流方
式の膜厚測定器「ＥＤＤＹ５６０Ｃ」（ＨＥＬＭＵＴ　ＦＩＳＣＨＥＲ　ＧＭＢＴＥ　Ｃ
Ｏ社製）を用いた。
　本発明においては、膜厚プロフィールの最大値と最小値の差分が０．６０μｍ未満であ
れば実用上問題ないと判断される。
【０１１３】
〔評価２：面内画像濃度ムラ〕
　温度３０℃、湿度８０％ＲＨの条件で、Ａ４サイズの中性紙上にＢｋ印字率５．０％の
Ａ４画像を１００万枚の印刷を行う耐刷試験後、温度１０℃、湿度２０％ＲＨの条件で、
Ａ３中性紙全面にモノクロのハーフトーン画像（マクベス濃度計で平均相対反射濃度０．
４）を複写し、Ａ３紙面（縦２９７ｍｍ×横４２０ｍｍ）の隅から横方向１８０ｍｍの位
置で縦方向の端から３３ｍｍ間隔の計８点をそれぞれａ１、ａ２、・・・ａ８とし、隅か
ら横方向１９５ｍｍの位置で縦方向の端から３３ｍｍ間隔の計８点を同様にｂ１、ｂ２、
・・・ｂ８とし、マクベス濃度計にて各点の反射濃度を測定した。これらの１６点の測定
値の公差（最大値と最小値の差）を算出し、下記評価基準に従って評価した。なお、測定
値の公差が小さい程、面内画像濃度ムラが抑制されていると考えられる。
　本発明においては、公差が０．０４未満であれば実用上問題ないと判断される。
【０１１４】
〔評価３：画像流れ〕
　温度３０℃、湿度８０％ＲＨの条件で、Ａ４サイズの中性紙上にＢｋ印字率５．０％の
Ａ４画像を１００万枚の印刷を行う耐刷試験後、直ぐに画像形成装置の主電源を切った。
主電源を切った１２時間後に主電源を入れ印刷可能状態になった後、直ちにＡ３サイズの
中性紙全面にハーフトーン画像（マクベス濃度計で相対反射濃度０．４）と、全面６ｄｏ
ｔ格子画像とを印字した。印字画像の状態を目視により観察し以下評価基準により評価し
た。
－評価基準－
　Ａ：ハーフトーン画像および格子画像共に画像ボケ発生なし（良好）
　Ｂ：ハーフトーン画像のみに感光体長軸方向の薄い帯状濃度低下が認められる（実用上
問題なし）
　Ｃ：画像ボケによる格子画像の欠損もしくは線幅の細りが発生（実用上問題有り）
【０１１５】
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