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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　光源と、画像情報に応じて前記光源を点灯する光源駆動手段と、前記光源からの光束を
正弦波振動により偏向走査する偏向手段と、該偏向手段からの光束を被走査面上に導く走
査結像光学系と、を有する光走査装置であって、
　該走査結像光学系が次の条件、
　〈１〉偏向手段が等角速度的に運動すると仮定したとき、有効書込幅の範囲において、
最周辺像高におけるリニアリティを中央像高のリニアリティよりも大きくすること、
　〈２〉偏向手段による偏向角・が正弦波特性を有するとき、有効書込幅の範囲において
、最周辺像高におけるリニアリティを中央像高のリニアリティよりも小さくすること、
　を満足し、
　次の条件式、
　－０．０９＜Ｌｉｎ．×（φmax／φ0）＜０
　（但し、Ｌｉｎ．：偏向角・が正弦波振動するときのリニアリティの最小値、
　φ0：偏向手段の正弦波振動の振幅角(°)
　φmax：有効書込幅に対応する偏向手段の最大回転角(°)）
　を満足することを特徴とする光走査装置。
【請求項２】
　請求項１記載の光走査装置において、
　前記光源駆動手段は、１ライン内の各画素毎に点灯開始タイミングを個別に設定する機
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能を有することを特徴とする光走査装置。
【請求項３】
　帯電手段で像担持体を帯電した後、光書込手段により該像担持体に光を露光して潜像を
形成し、該潜像を現像手段で現像して可視像化した後、前記像担持体上の可視像を転写手
段により転写材に転写して画像を形成する画像形成装置において、
　前記光書込手段として、請求項１又は２に記載の光走査装置を用いたことを特徴とする
画像形成装置。
【請求項４】
　請求項３記載の画像形成装置において、
　複数の光源と、複数の像担持体と、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、光走査装置や、光走査型の表示装置、車載用のレーザレーダ装置等への応用
が可能な偏向ミラー（振動ミラー）と、その偏向ミラーを用いた光走査装置、及びその光
走査装置を用いたデジタル複写機、プリンタ、プロッタ、ファクシミリ、デジタル複写機
等の画像形成装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　光束を光偏向器などの偏向手段で偏向させ、その偏向された光束を被走査面に微小なス
ポット光として結像させ、被走査面上を主走査方向に等速走査させる光走査装置が従来か
ら知られており、レーザビームプリンタ、レーザビームプロッタ、ファクシミリ、デジタ
ル複写機等の画像形成装置の潜像書込手段等に応用されている。この光走査装置は、例え
ばレーザ光源から射出されたレーザ光を光偏向器で偏向反射することによって像担持体等
の被走査面上を走査させ、これと同時に、上記レーザ光を画像信号に応じて強度変調（例
えばオン、オフ）させることにより、被走査面に画像を書き込むようになっている。
【０００３】
　上記光偏向器としては、等速回転する回転多面鏡（ポリゴンスキャナ）が広く用いられ
ているが、回転多面鏡は装置が大掛かりとなり、また、機械的な高速回転を伴うため、振
動によるバンディング、温度上昇、騒音、消費電力アップ等の問題がある。一方、マイク
ロマシン技術を用いた、共振構造の正弦波振動を行うマイクロミラーが提案されている。
このマイクロミラーを光走査装置の偏向手段として用いれば、装置が小型化され、上記の
ような振動によるバンディング、温度上昇、騒音、消費電力等を大幅に低減することがで
きる。
【０００４】
　つまり、正弦波振動を行うマイクロミラーをポリゴンミラーの代わりとして用いること
で、低騒音化や低消費電力化が可能となり、オフィス環境や地球環境にも適合した画像形
成装置が提供できる。
【０００５】
　しかし、正弦波振動を行うマイクロミラーを偏向手段に用いると、偏向角度が正弦波的
に変化するので、走査結像光学系に現状の書込光学系に用いられているｆθレンズを用い
た場合、周辺像高において走査速度が遅くなり、被走査面上での走査速度が等速ではなく
なる。走査速度の等速性が悪いと、主走査方向周辺で画像の歪等が発生し、画像品質の劣
化を引き起こすという問題点があった。
【０００６】
　この問題に対して、特許文献１において、次式、
　Ｈ＝Ｋ×ｓｉｎ－１（φ／２φ0）・・・（１）
　但し、Ｈ：像高、Ｋ：比例定数、φ：振れ角、φ0：振幅
　で示されるような結像特性（ｆａｒｃｓｉｎ特性）を有する走査結像光学系を用いるこ
とにより、主走査光束のウェスト位置を光学的に補正し、広い有効書込幅と、良好な走査
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等速性を有する光走査装置を得ることが記載されており、公知であるが、上記光学的補正
を行うと、それに伴って被走査面上において主走査光束のスポット径の像高間偏差が大き
くなり、結局画像品質の劣化を招くという問題点があった。
【０００７】
　正弦波振動を行うマイクロミラーを偏向手段に用いた光走査装置では、走査等速性と被
走査面上主走査光束のスポット径像高間偏差の間にトレードオフの関係があり、この双方
が良好で、良質な画像を形成する光走査装置は提供できていなかった。
【０００８】
　特許文献１では、光束の偏向手段への入射角度に対する結像位置の敏感度、つまり走査
速度について、中央像高の上記敏感度（走査速度）に対して、周辺像高における上記敏感
度（走査速度）を同じか小さくするような走査結像光学系を用い、被走査面上において主
走査光束のスポット径の像高間偏差を低減する実施例の記載がある。これは、被走査面上
すべての像高においてリニアリティがほぼ０か周辺像高におけるリニアリティがマイナス
側に発生するような走査結像光学系を用い、被走査面上主走査光束のスポット径像高間偏
差を低減するということを意味しているが、特許文献１のどの実施例も以下に示すような
問題点を有しており、上記課題を解決するには至っていない。
【０００９】
　特許文献１中の実施例１では、偏向手段が主走査光束幅を決定しており、これにより周
辺像高での被走査面上における主走査光束のスポット径が中央像高と比較し大きくなるが
、走査結像光学系に、リニアリティをマイナス側に悪化させるような特性を持たせる、つ
まり、ｆθレンズを偏向手段に用いた時よりも更にマイナス側にリニアリティを発生させ
ることで、主走査光束のスポット径を補正している。この実施例１では、良好な主走査光
束のスポット径像高間偏差を得ているが、リニアリティを、ｆθレンズを偏向手段に用い
た時よりも更にマイナス側に発生させているために、走査等速性が大きく悪化しており、
良質な画像は得られない。
【００１０】
　特許文献１中の実施例２では、偏向手段が主走査光束幅を決定している光走査装置にお
いて、走査結像光学系にｆθレンズを用い、偏向手段である正弦波振動を行うマイクロミ
ラーの振れ角を最大振幅に対して小さく設定している。マイクロミラーの振れ角を小さく
することにより、偏向速度は正弦波的な変化よりも直線的な変化が支配的になり、良好な
走査等速性と良好な主走査光束スポット径の像高間偏差が得ているが、マイクロミラーの
振れ角を小さくするので、画像を形成する際に必要な有効書込幅を得るためにマイクロミ
ラーから被走査面までの距離を大きくせねばならず、光走査装置が大型化し、これにより
装置サイズが制約されるという問題点がある。
【００１１】
　特許文献１中の実施例４では、本発明における図１のような構成の光走査装置において
、走査結像光学系にｆθレンズを用いている。この場合は、前述のように、周辺像高にお
いて走査速度が遅くなり、被走査面上での走査速度が等速ではなくなる。走査速度の等速
性が悪いと、主走査方向周辺で画像の歪等が発生し、画像品質の劣化を引き起こすという
問題点がある。
【００１２】
　また、特許文献２、３では、正弦波振動を行うマイクロミラーを偏向手段に用いた光走
査装置において、上記（１）式のような結像特性を有する走査結像光学系を用いて、主走
査光束のウェスト位置の光学的補正を行うのではなく、マイクロミラーの振れ角を最大振
幅に対して小さくしている。前述のように、この場合の偏向速度は正弦波的な変化よりも
直線的な変化が支配的になり、良好な走査等速性と良好な主走査光束スポット径の像高間
偏差が得られているが、マイクロミラーの振れ角を小さくするので、画像を形成する際に
必要な有効書込幅を得るために光走査装置が大型化し、装置サイズを制約するという問題
点がある。
【特許文献１】特開２００５－２１５５７１号公報
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【特許文献２】特開２００２－２５８２０４号公報
【特許文献３】特開２００２－８２３０３号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１３】
　光走査装置の機能として、光偏向器により偏向反射された光束を、被走査面上において
走査させる際に、被走査面上での走査の等速性、主走査光束のスポット径偏差がともに良
好で、且つ画像形成に必要な所定の有効書込幅を有しているものであることが、画像の品
質が良く、また、装置の小型化ができる光走査装置及び画像形成装置において必要不可欠
である。上記の共振を利用した偏向ミラーを用いる場合も同様の機能を備えていることが
必要不可欠である。
【００１４】
　従来、正弦波振動に応じて、次式、
　Ｈ＝Ｋ×ｓｉｎ－１（φ／２φ0）・・・（１）
　但し、Ｈ：像高、Ｋ：比例定数、φ：振れ角、φ0：振幅
　で示されるような結像特性を有する走査結像光学系を用いて、所定の有効書込幅を有し
つつ、主走査光束のウェスト位置を光学的に補正し良好な走査等速性を得ていたが、（１
）式の結像特性を有する走査結像光学系を用いると主走査光束のスポット径の像高間偏差
を発生することは特許文献２より公知である。
【００１５】
　また、従来の、等速回転するポリゴンミラーのような偏向手段により偏向反射された光
束を、被走査面上において等速度で走査するfθレンズのような結像性能を有する走査結
像光学系を、正弦波振動する上記共振を利用した偏向ミラーを用いた書込光学系に用いる
と、所定の有効書込幅を有しつつ、被走査面上での主走査光束のスポット径の像高間偏差
を低減できるが、被走査面上でのリニアリティがマイナスに大きく発生し、走査等速性が
劣化する。
【００１６】
　また、正弦波振動する上記共振を利用した偏向ミラーの振れ角を小さくすると、良好な
走査等速性と、良好な被走査面上での主走査光束のスポット径の像高間偏差を得るが、所
定の有効書込幅を有するには偏向ミラーから被走査面までの距離を大きくせねばならず装
置が大型化するという問題がある。
【００１７】
　本発明は上記事情に鑑みなされたものであって、光偏向器により偏向反射された光束を
、被走査面上において略等速度で走査し、被走査面上における主走査光束のスポット径偏
差を低減し、所定の有効書込幅のための大きな偏向器振れ角を有する光走査装置、及びこ
の光走査装置を用いた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】
【００１８】
　上記目的を達成するために、本発明の光走査装置は、光源と、画像情報に応じて光源を
点灯する光源駆動手段と、光源からの光束を正弦波振動により偏向走査する偏向手段と、
この偏向手段からの光束を被走査面上に導く走査結像光学系とを有する光走査装置であっ
て、走査結像光学系が次の条件、〈１〉偏向手段が等角速度的に運動すると仮定したとき
、有効書込幅の範囲でのリニアリティが正となること、〈２〉偏向手段による偏向角φが
等角速度的に変化しないとき、有効書込幅の範囲でのリニアリティが負となること、を満
足し、次の条件式、－０．０９＜Ｌｉｎ．×（φmax／φ0）＜０（但し、Ｌｉｎ．：偏向
角・が正弦波振動するときのリニアリティの最小値、φ0：偏向手段の正弦波振動の振幅
角(°)、φmax：有効書込幅に対応する偏向手段の最大回転角(°)）を満足することを特
徴とする。
【００２０】
　また、本発明の光走査装置において、光源駆動手段は、１ライン内の各画素毎に点灯開
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始タイミングを個別に設定する機能を有することを特徴としてもよい。
【００２１】
　本発明の画像形成装置は、帯電手段で像担持体を帯電した後、光書込手段により該像担
持体に光を露光して潜像を形成し、この潜像を現像手段で現像して可視像化した後、像担
持体上の可視像を転写手段により転写材に転写して画像を形成する画像形成装置において
、光書込手段として、上記本発明の光走査装置を用いたことを特徴とする。
【００２２】
　また、本発明の画像形成装置において、複数の光源と、複数の像担持体を有することを
特徴としてもよい。
【発明の効果】
【００２３】
　本発明によれば、光源と、画像情報に応じて光源を点灯する光源駆動手段と、光源から
の光束を正弦波振動により偏向走査する偏向手段と、偏向手段からの光束を被走査面上に
導く走査結像光学系とを有し、走査結像光学系が次の条件、
　〈１〉偏向手段が等角速度的に運動すると仮定したとき、有効書込幅の範囲でのリニア
リティが正となること、
　〈２〉偏向手段による偏向角・が等角速度的に変化しないとき、有効書込幅
の範囲でのリニアリティが負となること、
　を満足することによって、つまり、リニアリティを上記（１）式のｆａｒｃｓｉｎの結
像特性を有する走査結像光学系を用いた時のリニアリティよりもマイナス側に発生させて
、良好な主走査光束のスポット径像高間偏差を得、また、ｆθレンズのような結像性能を
有する走査結像光学系を用いた時のリニアリティよりも補正して良好な走査等速性を得る
ような、双方の中間の特性である走査結像光学系を有することによって、正弦波振動する
上記共振を利用した偏向ミラーの振れ角を狭めることなく、つまり、所定の有効書込幅を
有しつつ、良好な被走査面上における走査等速性と、良好な被走査面上での主走査光束の
スポット径の像高間偏差が得られ、これにより、装置が小型化され、振動によるバンディ
ング、温度上昇、騒音、消費電力等を大幅に低減し、オフィス環境・地球環境に適合した
、低コストで、良質な画像を形成する光走査装置を提供することができる。この時、リニ
アリティはマイナス側に残存しているが、後に説明する光源駆動手段による主走査光束ウ
ェスト位置補正により、走査等速性はより改善することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２４】
　以下、本発明を実施するための最良の形態について添付図面を参照して詳細に説明する
。
【００２５】
　以下、本発明に係る光走査装置及びその光走査装置を用いた画像形成装置の構成、動作
及び作用について、図面を参照して詳細に説明する。
　図１は本発明に係る光走査装置の一実施形態を示す図であり、図１（ａ）は光走査装置
の主走査方向に沿った断面（主走査断面）の光学系配置図、図１（ｂ）は光走査装置の副
走査方向に沿った断面（副走査断面）の光学系配置図である。図１（ａ）及び（ｂ）にお
いて、符号１は光源である半導体レーザ（ＬＤ）、２は半導体レーザからの発散光束を略
平行光束にするコリメートレンズ、３は光束径を制限するアパーチャ、４は副走査方向に
のみ屈折力を有するシリンドリカルレンズ、５は入射ミラー、６は半導体レーザからの光
束を偏向する偏向手段、７は走査結像光学系の走査結像レンズ、８は被走査面である。
【００２６】
　図１に示す構成の光走査装置においては、光源である半導体レーザ１を射出した発散光
束はコリメートレンズ２により略平行光束とされ、アパーチャ３で光束径を絞られた後、
主走査方向に長い線像を形成するためのシリンドリカルレンズ４を通過する。このシリン
ドリカルレンズ４を通過した光束は、図１（ｂ）に示すように入射ミラー５で反射される
ことにより、副走査断面内で入射角を有して偏向手段６に入射する。この偏向手段６を偏
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通過し、被走査面８に結像する。
【００２７】
　ここで走査結像レンズ７は、偏向手段がポリゴンミラーであると仮定したとき、有効書
込幅の範囲でのリニアリティが正となり、偏向手段が正弦波振動ミラーのとき、有効書込
幅の範囲でのリニアリティが負となるような特性を有している。つまり、走査結像レンズ
７は、前述の、被走査面上におけるリニアリティと主走査光束のスポット径像高間偏差と
の間のトレードオフの関係において、双方ともに良好な値となるようバランスをとった結
像特性を有しており、これにより偏向手段の最大回転角に対する振れ角を狭めることなく
、被走査面上におけるリニアリティと主走査光束のスポット径像高間偏差を良好である光
走査装置を得ている。
【００２８】
　この時のリニアリティは、被走査面上における主走査光束のスポット径像高間偏差を良
好にするためにｆａｒｃｓｉｎ特性を有する走査結像レンズのリニアリティよりもマイナ
ス側の値となっており、且つ、良好なリニアリティ特性のためにｆθ特性を有する走査結
像レンズのリニアリティよりもプラス側の値となっている。
【００２９】
　また、走査結像レンズ７が、次の条件式
　－０．０９＜Ｌｉｎ．×（φmax／φ0）＜０・・・（２）
　但し、Ｌｉｎ．：各像高におけるリニアリティ
　φ0：偏向手段の正弦波振動の振幅角(°)
　φmax：有効書込幅に対応する偏向手段の最大回転角(°)
　を満たしているとき、より広い有効書込幅、もしくはより良好な被走査面上での等速度
特性、もしくはより小さい被走査面上での主走査光束のスポット径の像高間偏差、を得る
光走査装置とすることができる。
【実施例１】
【００３０】
　以下に本発明の実施例の設計データを示す。本実施例は図１に示す構成の光走査装置と
大きく変わらないので、図１を参照して説明する。偏向手段６である正弦波振動ミラーは
、
　φ0：±２５°
　φmax：±１５°
　よって、φmax／φ0＝０．６００
　という振動特性を有している。
【００３１】
　このとき、偏向手段６である正弦波振動ミラーに入射する光束は、偏向手段６である正
弦波振動ミラー上の１点において、副走査方向に集光されて入射している。
【００３２】
　走査結像レンズ７の光束入射側のレンズ面を７ａ、走査結像レンズ７の光束出射側のレ
ンズ面を７ｂとする。偏向手段６である正弦波振動ミラーから走査結像レンズ７の光束入
射側のレンズ面７ａまでの距離は５４．１４ｍｍ、走査結像レンズ７の光束出射側のレン
ズ面７ｂから被走査面８までの距離は２０６ｍｍである。
【００３３】
　また、Ｒｍを主走査方向の近軸曲率半径、Ｒｓを副走査方向の近軸曲率半径、Ｄを走査
結像レンズの肉厚、Ｎを使用波長７８０nmでの屈折率とすると、各面の設計データは以下
の表１の通りである。
【００３４】
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【表１】

【００３５】
　走査結像光学系を構成する走査結像レンズ７の７ａ、７ｂの面の面形状は、以下の式（
３）で表せる。
　Ｘ（Ｙ，Ｚ）＝（１／Ｒｍ）・Ｙ2／｛１＋√（１－（１＋ａ0）・（１／Ｒｍ）2・Ｙ2

）｝＋ａ4・Ｙ4＋ａ6・Ｙ6＋・・・＋Ｃｓ（Ｙ）・Ｚ2／｛１＋√（１－Ｃｓ（Ｙ）2・Ｚ
2）｝・・・（３）
　ここで、Ｃｓ（Ｙ）＝１／Ｒｓ＋ｂ2・Ｙ2＋ｂ4・Ｙ4＋・・・
【００３６】
　また、各面における上記（３）式中の各係数は以下の通りである。
　（７ａ面）
　ａ0＝１．３４Ｅ＋０１
　ａ4＝－９．４５Ｅ－０７
　ａ6＝５．８１Ｅ－１０
　ａ8＝－１．２５Ｅ－１３
　ａ10＝１．３２Ｅ－１７
　ｂ2＝－１．８７Ｅ－０５
　ｂ4＝４．９１Ｅ－０９
　ｂ6＝－５．６４Ｅ－１３
　但し、Ｅ＋０１＝×１０01、Ｅ－０７＝×１０-07

　であり、以下においても同様の意味である。
　（７ｂ面）
　ａ0＝－５．７４Ｅ－０１
　ａ4＝－７．６６Ｅ－０７
　ａ6＝１．７４Ｅ－１０
　ａ8＝２．９５Ｅ－１４
　ａ10＝１．０１Ｅ－１８
　ｂ2＝－１．０８Ｅ－０５
　ｂ4＝－３．１１Ｅ－０９
　ｂ6＝８．１０Ｅ－１３
【００３７】
　図２には本実施例の光走査装置において、像高に対する等速偏向時のリニアリティを、
図３に本実施例の像高に対するリニアリティを、図４に本実施例の像高に対する主走査光
束のスポット径を示す。
【００３８】
　ここで、等速偏向時のリニアリティとは、偏向手段が等角速度的に運動すると仮定した
ときのリニアリティを示し、下式で表す。
　Ｌｉｎ．（θ）＝｛[Ｈ（θ＋Δθ）－Ｈ（θ）]／Δθ－[Ｈ（０＋Δθ）－Ｈ（０）]
／Δθ｝・１００（％）
　Ｌｉｎ．（θ）：画角θにおけるリニアリティ
　Ｈ（θ）：画角θにおける像高
　Δθ：微小角
【００３９】
　図２及び図３に示すように、本実施例の走査結像レンズ７は、〈１〉偏向手段が等角速
度的に運動すると仮定したとき、有効書込幅の範囲でのリニアリティが正となること、〈
２〉偏向手段による偏向角・が等角速度的に変化しないとき、有効書込幅の範囲でのリニ
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アリティが負となること、を満足する性能を有している。また、本実施例の光走査装置に
おいて、リニアリティが最小で－１１．５７％なので、
　Ｌｉｎ．×（φmax／φ0）＝－０．０６９
　であり、以下の条件式、
　－０．０９＜Ｌｉｎ．×（φmax／φ0）＜０・・・（２）
　を満足している。
【００４０】
　本実施例では、偏向手段６に正弦波振動ミラーを用い、上記各条件を満足する走査結像
レンズ７を有することにより、有効書込幅に対応する偏向手段の最大回転角が大きく（±
１５°）、リニアリティが良好で（－１１．５７％）、図４より主走査光束のスポット径
の像高間偏差が良好な（１０．５０％）、書込光学系を達成している。
【００４１】
　以上説明したように、本実施例によれば、光源と、画像情報に応じて光源を点灯する光
源駆動手段と、光源からの光束を正弦波振動により偏向走査する偏向手段と、偏向手段か
らの光束を被走査面上に導く走査結像光学系とを有し、走査結像光学系が次の条件、
　〈１〉偏向手段が等角速度的に運動すると仮定したとき、有効書込幅の範囲でのリニア
リティが正となること、
　〈２〉偏向手段による偏向角・が等角速度的に変化しないとき、有効書込幅の範囲での
リニアリティが負となること、
　を満足することによって、つまり、リニアリティを上記（１）式のｆａｒｃｓｉｎの結
像特性を有する走査結像光学系を用いた時のリニアリティよりもマイナス側に発生させて
、良好な主走査光束のスポット径像高間偏差を得、また、ｆθレンズのような結像性能を
有する走査結像光学系を用いた時のリニアリティよりも補正して良好な走査等速性を得る
ような、双方の中間の特性である走査結像光学系を有することによって、正弦波振動する
上記共振を利用した偏向ミラーの振れ角を狭めることなく、つまり、所定の有効書込幅を
有しつつ、良好な被走査面上における走査等速性と、良好な被走査面上での主走査光束の
スポット径の像高間偏差が得られ、これにより、装置が小型化され、振動によるバンディ
ング、温度上昇、騒音、消費電力等を大幅に低減し、オフィス環境・地球環境に適合した
、低コストで、良質な画像を形成する光走査装置を提供することができる。この時、リニ
アリティはマイナス側に残存しているが、後に説明する光源駆動手段による主走査光束ウ
ェスト位置補正により、走査等速性はより改善することができる。
【００４２】
　また、本実施例によれば、以下の条件式（２）、
　－０．０９＜Ｌｉｎ．×（φmax／φ0）＜０・・・（２）
　但し、Ｌｉｎ．：各像高におけるリニアリティ、φ0：偏向手段の正弦波振動の振幅角(
°)、φmax：有効書込幅に対応する偏向手段の最大回転角(°)
　において、下限を下回るのは、偏向手段の最大回転角に対する偏向手段の振れ角が不変
で、負の値であるリニアリティが劣化する場合や、リニアリティが不変で、偏向手段の最
大回転角に対する偏向手段の振れ角が大きくなる場合が挙げられる。前者はリニアリティ
が劣化し走査等速性が良好な光走査装置が得られず、後者の場合においては、偏向手段の
最大回転角に対する偏向手段の振れ角が大きくなると、走査速度の変化は正弦波振動的変
化が支配的となり、リニアリティが劣化するが、リニアリティ不変としているので、リニ
アリティを一定に保つような光学的補正に伴い主走査光束のスポット径偏差が劣化するこ
とになる。よって、上記条件式の下限を下回る場合は、被走査面上におけるリニアリティ
と、主走査光束のスポット径の像高間偏差がともに良好な光走査装置が得られない。また
、上限を上回るのは、偏向手段の最大回転角に対する偏向手段の振れ角が不変で、リニア
リティが小さくなる場合や、リニアリティが不変で偏向手段の最大回転角に対する偏向手
段の振れ角が小さくなる場合が挙げられる。前者の場合、リニアリティを小さくするため
に光学的補正を行うと上述のように、被走査面上での主走査光束のスポット径像高間偏差
が劣化し、後者の場合、偏向手段の最大回転角を大きくするのは偏向手段である正弦波振



(9) JP 4909653 B2 2012.4.4

10

20

30

40

50

動ミラーの作製条件上限られており、また偏向手段の振れ角を小さくすると画像を形成す
る際に必要な有効書込幅を確保するのに偏向手段から被走査面までの距離を大きくせねば
ならず、光走査装置が大型化する。よって、上記条件式の上限を上回る場合は、被走査面
上における主走査光束のスポット径の像高間偏差と、有効書込幅がともに良好な光走査装
置が得られない。
　以上の理由により、本実施例の光走査装置において、上記条件式（２）を満たしている
光走査装置においては、より広い有効書込幅、もしくはより良好な被走査面上でのリニア
リティ、もしくはより良好な被走査面上での主走査光束のスポット径の像高間偏差が得ら
れる。これにより、装置が小型化され、振動によるバンディング、温度上昇、騒音、消費
電力等を大幅に低減し、オフィス環境・地球環境に適合した、低コストで、良質な画像を
形成する光走査装置を提供することができる。
【実施例２】
【００４３】
　〔条件式（２）における下限について〕
　本実施例は実施例１の光走査装置の構成と大きく変わらないので、引き続き図１を参照
して説明する。ここで、実施例１と異なる点は、偏向手段６である正弦波振動ミラーの振
幅角φ0を、
　φ0：±２４°
　とした点である。
【００４４】
　また本実施例における有効書込幅に対応する正弦波振動ミラーの最大回転角φmaxは実
施例１と同じく、
　φmax：±１５°
　としており、これにより、
　φmax／φ0＝０．６２５
　となっている。実施例１と比較して、正弦波振動ミラーの振幅角に対して有効書込幅に
対応する最大回転角の割合が大きくなっているので、実施例１と比較して有効書込幅にお
ける正弦波振動ミラーの偏向角速度変化が直線的振る舞いから離れ、より正弦波的な振る
舞いとなり、周辺像高において走査速度が遅くなる度合いが大きくなるためリニアリティ
がよりマイナス側に発生する（－１３．７０５％）。
【００４５】
　またレンズデータは実施例１と同じものを用いており、有効書込幅に対応する正弦波振
動ミラーの最大回転角も実施例１と等しいので、被走査面上における主走査光束のスポッ
ト径像高間偏差は実施例１と等しくなる（１０．５％）。
【００４６】
　この時、
　Ｌｉｎ．×（φmax／φ0）＝－０．０８６
　であり、この値は、条件式（２）における
　－０．０９＜Ｌｉｎ．×（φmax／φ0）＜０
　の下限値近傍の値となっている。本実施例よりもリニアリティをマイナス側に発生させ
ると良好な走査等速性を得ることができない。例えば、後に説明する光源駆動手段による
主走査光束ドット位置補正を併用しても、その補正量には前述のように限界があるため、
いずれにしても良好な走査等速性を得ることができず、画像品質が劣化する。また、本実
施例よりも正弦波振動ミラーの振幅角に対して有効書込幅に対応する最大回転角の割合を
大きくすると、正弦波振動ミラーの偏向角速度の変化が、更に正弦波的挙動となり、周辺
像高における走査速度はより遅くなり、良好な走査等速性が得られず、画像品質が劣化す
る。以上の理由により、条件式（２）における下限値を設定している。
【００４７】
　〔条件式（２）における上限について〕
　Ｌｉｎ．×（φmax／φ0）＜０
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　とした場合は、前述（１）式の結像特性を有するｆａｒｃｓｉｎレンズでリニアリティ
を０に補正したときよりも主走査光束のスポット径偏差が小さくなっており、ｆａｒｃｓ
ｉｎレンズを用いた光走査装置が形成する画像よりも品質の良い画像が得られることに基
づき、条件式（２）における上限値を設定している。
【００４８】
　偏向手段６である正弦波振動ミラーの仕様や、有効書込幅に対応する最大回転角、また
画像品質を保証できる主走査光束のスポット径偏差を考慮すると、より好ましくは、
　－０．０９＜Ｌｉｎ．×（φmax／φ0）＜－０．０３・・・（４）
　の条件式を満たす走査結像系を有する光走査装置が良い。
【実施例３】
【００４９】
　〔条件式（４）における上限について〕
　本実施例は実施例１の光走査装置の構成と大きく変わらないので、引き続き図１を参照
して説明する。ここで、実施例１と異なる点は、偏向手段６である正弦波振動ミラーの振
幅角φ0を、
　φ0：±２８°
　とした点である。
【００５０】
　また本実施例における有効書込幅に対応する正弦波振動ミラーの最大回転角φmaxは実
施例１と同じく、
　φmax：±１５°
　としており、これにより、
　φmax／φ0＝０．５３６
　となっている。実施例１と比較して、正弦波振動ミラーの振幅角に対して有効書込幅に
対応する最大回転角の割合が小さくなっているので、実施例１と比較して有効書込幅にお
ける正弦波振動ミラーの偏向角速度変化が直線的振る舞いとなり、周辺像高において走査
速度が遅くなる度合いが小さくなるため、負の値であるリニアリティがプラス側に補正さ
れ、走査等速性が良好になる方向へ向かう（－６．６７６％）。
【００５１】
　またレンズデータは実施例１と同じものを用いており、有効書込幅に対応する正弦波振
動ミラーの最大回転角も実施例１と等しいので、被走査面上における主走査光束のスポッ
ト径像高間偏差は実施例１と等しくなる（１０．５％）。
【００５２】
　この時、
　Ｌｉｎ．×（φmax／φ0）＝－０．０３６
　であり、この値は条件式（４）における
　－０．０９＜Ｌｉｎ．×（φmax／φ0）＜－０．０３
　の上限値近傍の値となっている。本実施例よりも負の値であるリニアリティをプラス側
に補正し、良好な走査等速性を得ようとすると、リニアリティを補正する分主走査光束の
スポット径像高間偏差が大きくなり、画像品質の劣化につながる。また、現状の正弦波振
動ミラーの振幅角は、本実施例における振幅角近傍が限界であり、本実施例よりも正弦波
振動ミラーの振幅角に対して有効書込幅に対応する最大回転角の割合を小さくするには、
有効書込幅に対応する最大回転角を小さくしなければならず、この時所定の有効書込幅を
有するには偏向ミラーから被走査面までの距離を大きくせねばならず装置が大型化すると
いう問題がある。以上の理由により、条件式（４）における上限値を設定している。
【実施例４】
【００５３】
　〔光源駆動手段による主走査光束ドット位置補正について〕
　本実施例は実施例１の光走査装置の構成と変わらないので、引き続き図１を参照して説
明する。ここで、実施例１と異なる点は、光源１の点灯を制御する光源駆動手段（図示せ
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ず）が、１ライン内の各画素毎に点灯開始タイミングを個別に設定する機能を有する点で
ある。以下、本実施例の構成について、図５に示すモデル図を用いて説明する。
【００５４】
　図３に示すように、本実施例では周辺像高に行くに従い、リニアリティが減少する。従
って、１ライン内において画像信号の周波数や各画素の点灯開始タイミングが一定である
場合、図５（ａ）に示すように、周辺に行くほどドット間隔が狭くなり、画像上で倍率誤
差が発生する。そこで、光源駆動手段により、１ライン内の各画素での点灯開始のタイミ
ングを個別に設定することにより、図５（ｂ）に示すように周辺に行くほど露光分布の主
走査方向の幅が小さくなるが、露光分布の主走査方向の各画素毎の間隔を均一にすること
ができる。また、上記により各画素の積分光量が異なるが、光源駆動手段に１ライン内の
各画素毎の点灯時間を個別に設定する手段を配備すれば、露光分布の積分光量を各画素毎
に均一にすることができる。
【００５５】
　露光分布の主走査方向の各画素毎の間隔と積分光量を各画素毎に均一にすることにより
、被走査面上の主走査光束のスポット位置が均一に走査されることになる。つまり、光学
的な性能により発生していた画像上の倍率誤差を電気的補正で相殺することにより、被走
査面上における主走査光束のスポット径像高間偏差と走査等速性との間のトレードオフの
関係を打破し、主走査光束スポット径像高間偏差を劣化させずに、より良好な走査等速性
を得ることができる。これにより、偏向手段６の有効書込幅のための最大回転角、被走査
面上における主走査光束のスポット径像高間偏差、走査等速性ともに良好である光走査装
置を得ることができる。
【００５６】
　以上説明したように、本実施例によれば、実施例１の構成に加えて、光源駆動手段は、
１ライン内の各画素毎に点灯開始タイミングを個別に設定する機能を有することにより、
請求項１または２の効果に加えて、被走査面上での主走査光束のドット位置を補正し、よ
り良好な走査等速性を得ることができ、より良質な画像を形成する光走査装置を提供する
ことができる。
【００５７】
　しかし、光源駆動手段による主走査光束のドット位置補正量は、ある程度小さく抑える
必要がある。走査レンズが理想状態で成型加工され、光走査装置への組み付け等も理想状
態で行われる場合には、ｆθレンズを用いた際の、マイナス側に大きく発生するリニアリ
ティを光源駆動手段により補正することは可能であるが、理想状態で走査レンズ、光走査
装置等を加工するには生産性を落とさねばならず、大量生産することはできないので、高
いコストがかかることになる。低コストのために、効率良く走査レンズ、光走査装置等を
生産することを考慮すると、例えば走査レンズの成型の際に生じる走査レンズ形状の誤差
や、走査レンズを組み付ける際に生じる位置決め誤差は免れない。走査レンズを光走査装
置へ組み付ける際に、例えば像高プラス側に走査レンズがシフトして組み付けられたとす
ると、光源駆動手段による主走査光束のドット位置補正量が大きいと、プラス側の周辺像
高において、補正量が極端に大きく、必要以上にドット位置が補正され走査速度が速くな
り、またマイナス側の周辺像高においては、補正量が極端に小さく、本来所望する走査速
度に至らず走査速度が遅くなり、結果として良好な走査等速性が得られず、画像品質を損
なうことになる。以上の理由により、光源駆動手段による主走査光束のウェスト位置補正
量は、ある程度の小さい値に抑えなければならない。
【００５８】
　以上本発明に係る光走査装置の各実施例について説明した。なお、上記各実施例では偏
向手段６として、正弦波振動ミラーを用いているが、この他に、表面弾性波による回折を
利用して偏向しても良いし、変形ミラーを等角速度運動させることにより、偏向角が等角
速度的に変化しないようにしても良い。また、有効書込幅をさらに増大させるために、走
査結像光学系を主走査方向に複数個並べても良い。さらに、図１の構成例では、光源１は
１つの半導体レーザであるが、複数の半導体レーザや、発光点を複数有する半導体レーザ
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アレイ等を用いた、マルチビーム構成としても同様に実施することが可能であり、本発明
の範疇に入るものである。また、本実施例では、偏向手段６を正弦波振動ミラー（偏向ミ
ラー）と複数の固定ミラーを組み合わせて構成して、複数を１度以上反射するようにして
も良い。
【実施例５】
【００５９】
　次に、本発明に係る画像形成装置の実施例について説明する。図６は本発明に係る画像
形成装置の一実施形態を示す概略構成図である。図６において、符号１０は像担持体であ
るドラム上の感光体、１１は感光体１０を帯電する帯電手段、１２は帯電された感光体１
０に画像情報に応じた光束を露光して潜像を形成する光書込手段、１３は感光体１０上に
形成された潜像を例えばトナーで現像して可視像化する現像手段、１４は感光体１０上の
可視像（トナー像）を記録用紙等の転写材１７に転写する転写手段、１５は転写材１７に
転写された可視像（トナー像）を定着する定着手段、１６は転写後の感光体１０表面をク
リーニングするクリーニング手段であり、帯電、露光、現像、転写、定着、クリーニング
という工程（電子写真プロセス）により転写材に画像を形成して出力する。
【００６０】
　図６において、感光体１０は、ドラム状の導電性基体の表面に、無機材料あるいは有機
材料からなる光導電体層（感光層）を形成したものであり、感光体表面が被走査面となる
。また、感光体としては、ドラム状の他、ベルト状のものを用いても良い。帯電手段１１
は図示の例ではコロナ帯電器であるが、この他、帯電ローラ、帯電ブラシ等、種々のもの
を用いることができる。光書込手段１２としては、図１に示した構成の光走査装置が用い
られ、その詳細は前述の実施例で述べた通りである。現像手段１３としては、現像剤とし
てトナーのみの１成分系現像剤を用いた現像器や、現像剤としてトナーとキャリアからな
る２成分系現像剤を用いた現像器等種々の構成のものを用いることができる。転写手段１
４は図示の例では転写用帯電器であるが、この他、転写ローラ、転写ベルト、転写ブラシ
等、種々のものを用いることができる。定着手段１５は、加熱及びまたは加圧により転写
材上の画像を定着するものであり、加熱ロ－ラと加圧ローラを用いたローラ定着器や、ベ
ルトと加熱手段を用いたベルト定着器等、種々の構成のものを用いることができる。クリ
ーニング手段１６は、ブレード式、ブラシ式、ローラ式等種々の構成のものを用いること
ができる。
【００６１】
　また、図６はモノクロの画像形成装置の例であるが、２色以上の多色画像形成装置やフ
ルカラー画像形成装置の構成とした場合にも、本発明の光走査装置を光書込手段に適用す
ることができる。本実施例は、図７、８に示すように、それぞれイエロー、マゼンタ、シ
アン、ブラックの色材に対応する複数の光源からの複数の光束を、複数の分離手段９Ｙ、
９Ｍ、９Ｃ、９Ｋで、それに対応した複数の像担持体１０Ｙ、１０Ｍ、１０Ｃ、１０Ｋに
導光するフルカラー画像形成装置である。
【００６２】
　図７は、本実施例において２色以上の多色光走査装置やフルカラー光走査装置の構成と
する場合に、偏向手段６によって偏向走査された複数の光束がそれぞれに対応する複数の
像担持体（感光体）１０Ｙ、１０Ｍ、１０Ｃ、１０Ｋに導光される様子を示す概略構成図
である。複数の光源（図示せず）からの複数の光束を、単一の偏向手段６の片側の偏向面
に副走査方向に互いに異なる入射角度で入射させて偏向し、偏向反射された複数の光束を
分離手段９Ｙ、９Ｍ、９Ｃ、９Ｋによって分離して、互いに異なる複数の像担持体１０Ｙ
、１０Ｍ、１０Ｃ、１０Ｋのそれぞれの表面に走査させて潜像を形成する画像形成装置で
ある。
【００６３】
　また、２色以上の多色光走査装置やフルカラー光走査装置の構成とする場合に、図８の
ように、複数の光源（図示せず）の複数の光束を、単一の偏向手段６の両側の偏向面を用
い、少なくとも二つの前記複数の光束を偏向手段６の片側の偏向面に副走査方向に互いに



(13) JP 4909653 B2 2012.4.4

10

20

30

40

50

異なる入射角度で入射させて偏向し、偏向反射された複数の光束を分離手段９によって分
離して、互いに異なる複数の像担持体１０Ｙ、１０Ｍ、１０Ｃ、１０Ｋのそれぞれの表面
に走査させて潜像を形成する画像形成装置としても良い。
【００６４】
　以上説明したように、本実施例によれば、光書込手段として、実施例１～４のうちの何
れか一つで説明した光走査装置を用いることにより、像担持体上に潜像を書き込む際に、
所定の有効書込幅を有しつつ、被走査面上における等速性と、被走査面上での主走査光束
のスポット径の像高間偏差低減と、を達成できるので、小型、低コストで画質の良好な画
像を形成する画像形成装置を提供することができる。
【００６５】
　また、本実施例によれば、上記画像形成装置において、複数の光源と、複数の像担持体
を有することにより、小型、低コストで、色ずれが少なく画質が良好な画像を形成するフ
ルカラータンデムの画像形成装置を提供することができる。
【００６６】
　以上、本発明の各実施例について説明したが、上記各実施例に限定されるものではなく
、その要旨を逸脱しない範囲において種々の変形が可能である。
【産業上の利用可能性】
【００６７】
　本発明は、光走査装置及び画像形成装置全般に適用できる。
【図面の簡単な説明】
【００６８】
【図１】本発明に係る光走査装置の一実施形態を示す図であり、（ａ）は光走査装置の主
走査方向に沿った断面（主走査断面）の光学系配置図、（ｂ）は光走査装置の副走査方向
に沿った断面（副走査断面）の光学系配置図である。
【図２】本実施例の光走査装置における像高に対する等速偏向時のリニアリティを示す図
である。
【図３】本実施例の光走査装置における像高に対するリニアリティを示す図である。
【図４】本実施例の光走査装置における像高に対する主走査光束のスポット径を示す図で
ある。
【図５】１ライン内の各画素毎に点灯開始タイミングを個別に設定する機能を説明するた
めの図である。
【図６】本発明に係る画像形成装置の一実施形態を示す概略構成図である。
【図７】本発明に係る片側斜入射光走査装置を有するフルカラー画像形成装置の一実施形
態を示す概略構成図である。
【図８】本発明に係る対向走査斜入射光走査装置を有するフルカラー画像形成装置の一実
施形態を示す概略構成図である。
【符号の説明】
【００６９】
　１　　光源（半導体レーザ）
　２　　コリメートレンズ
　３　　アパーチャ
　４　　シリンドリカルレンズ
　５　　入射ミラー
　６　　偏向手段（偏向ミラー）
　７　　走査結像レンズ
　７ａ　　走査結像レンズ（走査結像光学系）の光束入射面
　７ｂ　　走査結像レンズ（走査結像光学系）の光束出射面
　８　　被走査面
　９Ｙ　　イエロー用折り返しミラー
　９Ｍ　　マゼンタ用折り返しミラー
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　９Ｃ　　シアン用折り返しミラー
　９Ｋ　　ブラック用折り返しミラー
　１０Ｙ　　イエロー用感光体（像担持体）
　１０Ｍ　　マゼンタ用感光体（像担持体）
　１０Ｃ　　シアン用感光体（像担持体）
　１０Ｋ　　ブラック用感光体（像担持体）
　１１　　帯電手段
　１２　　光書込手段（光走査装置）
　１３　　現像手段
　１４　　転写手段
　１５　　定着手段
　１６　　クリーニング手段

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】

【図５】
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【図７】

【図８】
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