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二成分現像剤における現像時トナー帯電挙動
Behavior of Toner charge in Two-Component Developer at Developing Process
小番　昭宏＊ 鈴木　政則＊

Akihiro KOTSUGAI Masanori SUZUKI

要　　　旨

二成分現像において現像過程におけるトナーの帯電量と消費量の推移について実験を行
い，これを説明する新規な現像速度式を提案した．本式はキャリア上の帯電サイトとトナ
ー間の電荷交換を仮定して記述した，トナーの帯電量とトナーの消費に関する速度式であ
る．その計算結果は実験結果とおおむね合致した．さらに本速度式に基づいて様々な条件
下におけるトナー帯電量とトナー量の時間変化について速度論的な考察を加えて実験結果
の解析を試みた．導出した速度式は様々な現像条件でのトナー帯電量の変化やトナー量変
化をよく記述できる．

ABSTRACT
New development equations to explain the change in the amount of

electrostatic charge Q and toner mass M in two-component developer during
development were proposed. These equations which describe the change in Q
and M vs copying time were derived based on the assumptions of the existence
of electrostatic charge sites on carrier surface and the exchange of charge
between toners. The time-dependence of Q ,M and Q/M obtained experimentally
was found to coincide with the results calculated from the equations. The details
of the new development rate equations are described. And also the changes in Q
and M during development in various situations of toners are considered based on
the equations. The equations are able to apply to various condition of
development and characteristics of developers.
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1．背景と目的

二成分現像剤を用いた磁気ブラシ現像法（以下，二成
分現像と呼ぶ）は現像の高速化やカラートナーの使用が
容易なため，電子写真においては最も一般的に用いられ
ている現像方法である．しかしながら二成分現像におい
ては，画像品質に関わるトナーの帯電量やトナーの現像
量が現像剤中のトナー量に依存するため，現像経時でそ
れを一定に管理する必要があり，そのための制御装置が
必要になるなどの使用上の複雑さを伴う．このような二
成分現像剤を用いて安定な画像品質を得るためには，現
像過程におけるトナー量の推移や，それに伴うトナー帯
電量の挙動について知ることが有用であることは言うま
でもない．そこで，我々は二成分現像におけるトナー帯
電量変化とトナー消費速度を実験的に調べるとともに，
現像過程でのトナー帯電量変化やトナー量変化について
速度論的な考察を加えることで実験結果の解析を試み
た．導出した理論式は様々な現像条件でのトナー帯電量
の変化やトナー消費速度をよく記述できることが分かっ
た．

2．技術

2-1 実験方法，装置
以下の実験はトナー補給を行わなず，現像剤中にあら

かじめ含まれるトナーが現像とともに消費する系（以下，
非補充系と呼ぶ）で行った．用いた現像剤はすべて市販
品の二成分現像剤である（Table 1）．現像剤は攪拌する
ことにより，トナーが正極性に帯電するものと負極性に
帯電するものとを使用したが，以下前者を正極性現像剤，
後者を負極性現像剤と呼ぶ．

実験では二成分現像剤を複写機に入れ，トナー補給を
行わずに画像を出力し，通紙枚数に対する現像剤中のト
ナー重量，トナー帯電量，およびトナー帯電量分布につ
いてそれぞれの変化を測定した．画像サンプルとしては
A4版白紙の全面に均等に濃黒色の文字を配し，黒色部
面積が全体の6%と3%のサンプル2種を使用した．特に
断りの無い場合は6%サンプルを使用している．連続に

画像を出力し適当なプリント枚数に対して適宜，現像部
から現像剤を少量取り出し，現像剤中のトナー帯電量，
トナー重量を測定した．測定する現像剤重量W’に含ま
れるトナーの電荷量をQ’とし，トナー重量をM’とする
とトナーの比電荷量Q’/M’および，現像剤中のトナー
含有率 M’/W’が求められる．現像器内の全現像剤重量
Wが既知であるから，計算により全現像剤中の全トナ
ー重量M（M＝W･M’/W’），および全電荷量Q（Q＝
M･Q’/M’）が求められる．トナー帯電量はQ/Mとして
求めた．トナー比電荷はブローオフ法により測定した．
すなわち両端に金網を配した円筒形のファラデーケージ
に現像剤を入れ，高圧空気により現像剤からトナーを脱
離した後に，残留した電荷量をエレクトロメーターによ
り測定した．現像剤中のトナー重量は，ブローオフ前後
のファラデーケージの重量差から求めた．

トナーの帯電量分布はホソカワミクロン製 Ｅ－ＳＰ
ＡＲＴアナライザにより測定した．現像に用いた装置は

（株）リコー製の市販のアナログおよびデジタル複写機を
用いた．現像はトナーの極性と逆極性に帯電した感光体
の非露光部に現像する，ポジ現像方式の複写機と，トナ
ーと同極性に帯電した感光体の露光部に現像するネガ現
像方式の複写機の２種を使用した．現像条件の詳細につ
いては実験結果と併せて後述する．また，現像開始前の
現像剤の攪拌時間を変え，プリントスタート時のトナー
帯電量が異なる場合の比較も行った．
2-2 現像過程におけるQ/MとMの変化1）

はじめに，市販されているアナログ複写機（ポジ現像）
を使用して非補充系にて現像実験を行った時のQ/Mと
Mの変化を示す．使用した現像剤はDeveloper A，Bの
正極性現像剤である．

Fig.1はコピー枚数に対するQ/Mの変化を示したもの
である．この図より，コピー枚数の増加に従って，２種
類のトナー共にQ/Mの値が直線的に増加していること
が分かる．Fig.2にはコピー枚数に対するMの変化を示
すが，２種類のトナー共，Mの値が指数関数的に減少し
ていることが分かる．

Fig.1 Relation between copy volume and Q/M in
positive charged developers. :FT4500 with developer
A,B.

Table 1Developers used in these experiments.
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さらにFig.3は，Fig.２の結果をスタート時（0枚）のト
ナー重量M

0
から求めた（M

0
/M）の自然対数をコピー枚

数に対してプロットしたものであるが，良好な直線性が
見られる．Table 2にFig.1，Fig.3のデータプロットを
一次回帰した時の相関係数の値を示す．双方の結果とも
相関係数は1に近い値となっており，非常に良好に回帰
できていることが分かる．以上の結果より，コピー枚数
に対しトナー帯電量は一次関数的に，トナー重量は指数
関数的に規則的な変化をしていることが分かった．

同様の実験を負極性現像剤（Developer C，D）につい
て行った結果（ポジ現像）をFig.4に示すが，ここでも先
の正極性現像剤の場合と同様の変化が見られる．このこ
とから現像剤の極性に関係なく非補充系の二成分現像に
おいては，このようなQ/MとMの変化を考えることが
できる．

2-3 現像の実験式
前記実験結果から，Q/M及びMのコピー時間（t）に対

する変化は次のような実験式で記述できる．
Q/M＝（Q/M）

0
＋α＊t （1）

M＝M
0
e－γ＊t （2）

（Q/M）
0
：初期帯電量，M

0
：初期トナー重量

α＊γ＊：それぞれ実験から求められる速度定数
（1），（2）式の両辺を時間ｔで微分すると，

dQ/dt＝－γ＊Q＋α＊M （3）
dM/dt＝－γ＊M （4）

（3），（4）式は現像過程におけるトナーの電荷量Q，重量
Mの時間変化を表している．Q，Mはそれぞれ同一のパ
ラメータγ＊で表され，また，トナー電荷量Qは現像剤に
残っているトナー重量Mに比例して発生している事が判
る．さらに，tについて二次の導関数を求めると次のよ
うになる．

（D＋γ＊）2Q＝0 （5）
（D＋γ＊）M＝0 （6）
ただしD＝d/dt

この最終式（5），（6）式によると，トナー電荷量Q，ト
ナー重量Mの変化はともにパラメータγ＊の関数である
ことが分かる．すなわちα＊，γ＊は現像経時でのトナー
電荷量Qとトナー重量Mの変化の特性を特徴付ける値で
ある．特にγ＊は現像剤中からのトナーの消費速度，す
なわち現像能力の指標であることを意味している．この
ように簡便な実験から求められる，２つのパラメータα＊，
γ＊は現像プロセスを性格付ける重要な情報を含んでお
り，これを比較することで現像の評価が可能となる．
2-4 現像時の帯電量分布変化

先のとおり，非補充系では平均帯電量とトナー重量の
挙動が規則的な変化をし，簡潔な実験式で表記できるこ
とを示したが，さらに異なる現像条件における現像過程
での帯電量分布について調べた．

Fig.4 Relation between copy volume and Q/M ,M in
negative charged developers. :FT6960L with developer
C,D.

Table 2 Correlation coefficients obtained from the
experiments for developer A and B.

Fig.3 Relation between copy volume and ln(M
0
/M) in

positive charged developers. :FT4500 with developer
A,B.

Fig.2 Relation between copy volume and M in positive
charged developers. :FT4500 with developer A,B.
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2-4-1 非補充系現像とトナー帯電量分布の変化
現像条件をTable 3に示すとおりとして現像を行い，

Developer Dに対する現像器中のトナーの帯電量分布
の変化を示したのがFig.5である．図にみられるように，
トナーの帯電量分布のピーク位置は現像の初期段階には
変動しないことがわかる．現像が進むと，帯電量分布の
ピーク位置は高帯電側にシフトし，その分布は徐々に広
がる傾向をみせる．Fig.4に示されているQ/Mの変化は
帯電量分布の変化に起因していることが分かった．

2-4-2 白ベタ画像に対する現像による帯電量分布の変化
次に同じ現像剤に対してtable 4に示す条件で現像し

た場合の帯電量分布の変化を示したのがFig.7である．
また，Fig.6にはQ/MとMの変化を示した．ここでの条
件は白ベタ画像現像であるため現像剤中に存在する逆帯
電トナーを優先的に現像していると考えることができ
る．ここでいう逆帯電トナーとは負極性現像剤中に微量
に存在している正帯電トナーのことである．Fig.6より
逆帯電トナーを現像の繰り返しで消費しているにもかか
わらず，Mは一定速度で減少している．これはトナー補
給を行わない場合でも，現像の過程で常に逆帯電トナー
が生成しつづけていることを意味している．また， 前
記Fig.5と同様，Fig.7でも，帯電量分布のピーク位置は
現像初期には変化せず，現像を続けると，やがて高帯電
側にシフトしはじめることが示されている．

2-5 速度論に基づく現像過程の記述
以上のことから二成分現像では，現像の初期において

i）帯電量分布のピークに変化が見られず，ii）逆帯電トナ
ーの消費が停止しないという２つの特徴的な挙動を示す
ことが分かる．

2-5-1 速度論モデル
以上の実験事実を説明するために，二成分現像のトナ

ー電荷の発生とトナー消費のメカニズムに対して次のよ
うなモデルを立てた．

（モデル）現像剤中に含まれるトナーは現像剤の攪拌によ
り，ある確率をもってキャリアとの脱着を繰り返す．そ
の平衡状態としてトナーが持つ電荷の総和が決まり，ま
た，帯電したトナーはキャリアから感光体上に消費され

Fig.7 Change of Q/M distribution during development
process in negative charged developer. :FT6960 with
developer D.(inverse development)

Fig.6 Relation between copy volume and Q/M ,M . in
negative charged developer.
:FT6960L with developer D. (inverse development)

Table 4 Process condition of ordinary development .
(positive-charged toners are developed predominantly)

Fig.5 Change of Q/M distribution during developing
process in negative charged developer.:FT6960L with
developer D. (ordinary development)

Table 3 Process condition of ordinary development .
(negative-charged toners are developed predominantly)
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る．キャリア上には正極性トナーを保持する正帯電サイ
トと，負極性トナーを保持する負帯電サイトがそれぞれ
有限個，共存して分布しており，キャリアが保持できる
帯電トナー数の上限は全サイト数に等しいとする．両極
のサイトが共存するためトナーは正，負のどちらの極性
にも帯電することができるが，平均帯電量の極性はそれ
ぞれのサイトの量的比率と，トナーとサイトの接触確率
により決まる2）3）．また，帯電サイト上に保持されていな
いトナーは十分帯電しておらず，（以下不飽和帯電トナ
ーと呼ぶ），キャリア上の帯電サイトが飽和していない
限り，キャリアと接触していずれかの極性にも帯電する
可能性を有している．Fig.8はこのモデルを模式的に表
したものである．

図中のパラメータはそれぞれ
n

±
：不飽和帯電トナー数　n

0
：未帯電のトナー数　N

±
：キ

ャリア上帯電サイト数　ν
±
：キャリア上の帯電サイトを

充足しているトナー数　γ
±
：帯電サイトから感光体への

トナー移動速度定数　α，β：正負の帯電サイトに不飽
和帯電トナーが保持される速度定数　a，b：不飽和帯電
トナー間での帯電の交換速度定数　C

±
：非帯電トナーの

帯電速度定数　k：トナー補給速度定数　を意味する．
サフィックス±はそれぞれの変数および変数の速度定数
が表すトナーの極性を示している．

2 -5 -2 現像速度式
以上のモデルに基づくと，Fig.8で矢印で示した各過

程はそれぞれ次の速度式で表すことができる．

帯電サイト上のトナー数：ν
－
，ν

＋

dν
－
＝－γ

－
ν

－
dt＋αn

－
（N

－
－ν

－
）dt （7）

dν
＋
＝－γ

＋
ν

＋
dt＋βn

＋
（N

＋
－ν

＋
）dt （8）

不飽和帯電トナー数：n
－
，n

＋

dn
－
＝＋an

＋
dt－bn

－
dt－αn

－
（N

－
－ν

－
）dt＋C

－
n

0
dt （9）

dn
＋
＝＋bn

－
dt－an

＋
dt－βn

＋
（N

＋
－ν

＋
）dt＋C

＋
n

0
dt （10）

供給される未帯電トナー数：n
0

dn
0
＝kdt－C

－
n

0
dt－C

＋
n

0
dt （11）

＝kdt－Cn
0
dt （12）

式（7）（8）の右辺第一項は，帯電サイト上の帯電トナー
νが現像を表す速度定数γによって消費されることを示
している．第2項は不飽和帯電トナーが帯電サイトへ保
持される速度である．式（11），（12）はトナー補給を考慮
した場合の式であり，未帯電トナーの供給速度を意味す
る．
尚，記述を単純化するために，帯電サイト上の帯電トナ
ーは全て現像により消費されるとし，一度帯電サイト上
に保持されたトナーは帯電量が緩和して帯電サイトから
脱離し，不飽和帯電トナーになることは無いとみなして
いる．（α，βは不可逆的である）．また，現像剤の劣化
による帯電サイト数の変化についても無視している．

現像の開始時刻t
0
における現像剤の状態を現像剤の初

期状態とすると，初期状態は時刻 t
0
以前の現像剤の攪

拌時間によって異なる．Q＝0（ν＝0）なる時刻をt’とし，
時間t”＝t

0
－t’の間に現像を行わずに現像剤を攪拌し，ト

ナーを帯電させるとすると，t
0
での現像剤の状態は次の

２つの場合が考えられる．（7）～（12）式でk＝0，γ
－
＝γ

＋
＝0

を代入して
初期に帯電が未飽和の場合：攪拌前の非帯電粒子数n

0
’

n
0
＝n

0
’e－ct” （13）

初期に帯電が飽和の場合

サフィックス’は攪拌開始前の状態を示す．
一般には，現像開始前に現像剤は十分に攪拌されるから

（14）式を初期条件として与えれば良い．
さらに，ブローオフ法で測定されるQおよびMはそれぞ
れ次の式で得られる．

Q＝q
－
ν

－
＋q

＋
ν

＋
（15）

M＝m（ν
－
＋ν

＋
＋n

－
＋n

＋
） （16）

ただしmはトナー１個の平均重量，q
＋
，q

－
はそれぞれ正，

負のトナー１個の平均帯電量である．理想的な負極性現
像剤の場合，ν

＋
＝n

＋
＝0とみなせるためQ，Mはさらに

Q＝q
－
ν

－
（17）

M＝m（ν
－
＋n

－
） （18）

となる．
ここでν

－
＋n

－
＝ωとし，

（7）式をN
－
>>ν

－
においてν

－
とωについて整理すると

Fig.8 Model for changes of toner charge during
developing process.
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dν
－
＝－γ

－
ν

－
dt＋αN

－
（ω－ν

－
）dt

＝－（γ
－
＋αN

－
）ν

－
dt＋αN

－
ωdt （19）

（19）式は
dQ＝qdν

－
＝－（γ

－
＋αN

－
）qν

－
dt＋αN

－
qωdt （19）’

さらに，M＝mω，Q＝qν
－
なので

dQ/dt＝－γ
－
（1＋αN

－
/γ

－
）Q＋αN

－
（q/m）M （20）

（20）式を先に示した実験式（3）と比較すると実験式（1），
（2）で実験的に求められる速度定数α＊，γ＊は速度式中の
速度定数と次のような関係がある．

既に2-3章で述べたとおり，γ＊とα＊は現像過程でのQ
とMの変化を特徴付ける値であり，γ＊は現像能力の指標
である．（21）式は，現像速度γが大きく，且つ，サイト数N，
不飽和帯電トナーの保持速度αが大きいほど現像能力
が高くなることを示している．（22）式は，N，αが大きい
ほどキャリア上の空きサイトに不飽和帯電トナーが高
速に保持されるため，トナー消費に対してQの減少は遅
くなり，すなわちMの時間変化に比べQ/Mの時間変化
は大きくなることを示している（ただし，n>0である）．
2-6 現像速度式と実験結果との比較．

以上が我々の提示する現像速度式の概要である．以下
はこの非線形連立方程式の解を数値計算により求めた結
果を示し，先の実験結果と比較することでその妥当性を
検証する．
2-6-1 現像速度式の数値解

計算は差分法で行ったが，厳密な数値計算ではなく，
実験値を模して初期条件を与え，概数によるフィッティ
ングにより，理論式がおおよそどのような変化をするか
を調べた．計算は負極性現像剤を対象とし（N

－
>>N

＋
）非

補充系の条件（k＝0）で行った．
case1 通常の現像に対する結果

Fig.9は正帯電トナーに比べ負帯電トナーが優先的に
現像される場合を模した（γ

－
>>γ

＋
を設定）計算結果である．

case2 白ベタ現像に対する結果
Fig.10は白ベタ現像を模した（逆帯電トナーが優先的

に現像される条件γ
＋
>γ

－
≒0を設定）場合の計算結果であ

る．

通常の現像，逆帯電トナーの現像のいずれの場合にも，
Q/MとMの時間に対する変化が，対応する実験結果

（Fig.4，Fig.6）と相似形であることが分かる．このこと
から本速度式による二成分現像の現像過程の記述が妥当
であることが分かった．
2-7 本速度論モデルの汎用性
2-7-1 現像剤の初期変動

これまでに述べたように，非補充系におけるQ/Mと
Mの経時変化は，簡単な実験式（3）（4）で表すことができ，
また，求めた速度式（7）～（12）の計算結果もおおむね実
験結果と合致するものであった．

しかし，実験結果と実験式との相関関係を詳細に調べ
ると，特に現像開始直後においては必ずしも実験式が適
用できない場合があることが分かる．（これはFig.4にお
いて顕著である）．一方，最近ではプリンタ出力のよう
に多様な画像を小数枚出力する要求が増えており，必ず
しも実験式が適用できない，現像剤の初期変動が問題に
なることが少なくない．例えば高画像濃度，大面積の画像
が出力されることでトナー消費量が一時的に増えたり，
フレッシュなトナーが補給された直後に現像剤の帯電量
が低下し，画像濃度が上昇する場合などがその代表であ
る．

ここでは現像の初期段階での現像剤の微妙な変化につ
いて着目し，現像プロセス条件や現像剤の初期条件を変
化させた場合にQやMがどのように変化するかについて
実験値と速度式の計算結果とを比較する．
a）【実験】画像面積率の影響

Fig.11，Fig.12はそれぞれ同一の現像剤で画像面積率
の異なる画像サンプルを使用して現像を行った場合のト
ナーの電荷量Qとトナー重量Mの変化である．ここでは

Fig.10 Curves for Q/M and M as function of copying
time calculated by equations(7)～(12).
(with inverse development condition:γ

＋
>γ

－
≒0)

Fig.9 Curves for Q/M and M as a function of copying
time calculated by equations (7)～(12).
(with ordinary development condition :γ

－
＞γ

＋
)
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負極性現像剤を使用し，ネガ現像を行っている.実験は
いずれも非補充系で行い，現像開始から300枚出力まで
の現像開始初期の現像剤の変動である．

Fig.11に見られるように，画像面積率が大きいほどト
ナー電荷量Qの低下は速い．これはFig.12から分かるよ
うにトナー重量の減少が速いためである．トナー重量の
変化は一定であるにもかかわらず，現像開始直後に電荷
量Qは一旦上昇し，その後低下している．画像面積率が異
なると電荷量Qのやまなりのカーブが異なり，トナー消費
量が少ない場合には，電荷量の変動も少ないことも分かる．

b）【実験】現像剤初期帯電量の影響
Fig.13，14は現像剤の初期帯電状態が異なる場合の例

である．現像開始前の現像剤攪拌時間を変え，帯電量の
異なる現像剤を作成して同様の実験を行ったときのQ，
Mの変化を示している．

トナーは同じ速度で消費されていくにもかかわらず
（Fig.14），現像開始時の電荷量Qが異なるとその後のQ
の挙動が異なっていることが分かる．（Fig.13）．初期電
荷量Qが飽和に近い場合，トナー重量Mの減少に伴って
Qは低下する一方だが，不十分な帯電で現像を開始した
場合には，帯電量は一旦上昇する傾向がみられる．

2-7-2 初期変動に対する速度式の適用
こうした現像初期のQとMの挙動に速度式（7）～

（12）式を適用する．
実験では負帯電トナーが主に発生し，消費されている

と考えられるから，N
－
>N

＋
≒0，α>β≒0，a>b≒0，γ

－
>γ

＋

≒0とする．
a)【シミュレーション】画像面積率の影響

使用する画像サンプルの画像面積率の違いは，単位時
間あたりに現像される潜像面積の違いである．たとえば
画像面積率が3%と6%の画像サンプルを使用した場合で
は，現像によって単位時間あたりに消費し得るトナー電荷
量はおよそ2倍になる．すなわち速度式（7）～（12）において
パラメータγ

－
は画像面積率に比例した値を与えればよい．

Fig.15，16にパラメータγ
－
を大小２つとし，各時間に

おけるQ，Mを算出した結果を示す．
Fig.15，16からγ

－
の値の違いが現像剤中のQ，Mの初

期変化に影響している様子が分かる．Fig.11の実験結果
と同様にγ

－
が大きいほど，現像剤中のトナー電荷量Qは

緩やかに上昇し，その後，急速に減少する．これは不飽
和帯電トナーが十分に現像剤中に存在し，キャリアへの

Fig.14 Relation between copy volume and M as a
parameter of amount of initial charge. :FT6960L with
developer D.

Fig.13 Relation between copy volume and Q as a
parameter of amount of initial charge. :FT6960L with
developer D.

Fig.12 Relation between copy volume and Q as a
parameter of image area of original sample. :imagio
MF200 with developer E.

Fig.11 Relation between copy volume and Q as a
parameter of image area of original sample. :imagio
MF200 with developer E.
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帯電トナーの供給がトナー消費を上回るとき電荷量Qは
上昇するが，不飽和帯電トナーが消費され，帯電トナー
の供給が現像速度に追いつかなくなると電荷量は低下を
はじめることによる．このとき，出力する画像面積が大
きいほど消失する電荷量Qが多いためにQの変化は高速
となる．トナー重量Mの変化は，帯電トナーの消費速度
と等価であり，十分な量の帯電トナーが存在する現像の
最も初期段階には潜像のもつ電荷の量に応じてトナーが
消費されるが，不飽和帯電トナー量が少なくなるにつれ，
帯電トナーの供給が不足するため，帯電トナーの発生速
度がトナー消費速度の律速になる．そのため，Mの時間
変化は厳密には直線的ではなく現像開始直後にわずかに
傾きが変化する．

b)【シミュレーション】現像剤初期帯電量の影響
初期帯電量が異なることはνの初期条件が異なること

と考えられる．キャリア上のサイト数Nが帯電トナー量
νの上限となり，十分に攪拌した現像剤ではQは飽和に
達し，N

－
＝ν

－
と考えられ，不十分な攪拌ではQは未飽和

状態にありN
－
＞ν

－
と考えられる．これらの条件で求め

たQ，Mの時間による変化はFig.17，Fig.18となる．
N

－
＝ν

－
である場合には，Qは時間とともに減少する一

方だが，N
－
＞ν

－
の場合には上に凸のやまなりのカーブ

を描く．これはν
－
→N

－
の帯電トナー量の増加と，トナ

ー消費による帯電トナー量の減少とが競争するためと考
えられる．即ち，空きサイト数が多いときは現像初期で
は帯電トナーの発生速度が消費速度を上回るために，電
荷量の増加が起こるが，キャリア上の帯電サイトが帯電
トナーで満たされるとQは飽和となり，その後，現像に
よる電荷の消費速度が打ち勝ちQは減少に向かう．

一方，トナー重量Mについては，a）と同様であり，M
の変化速度は帯電トナーν

－
の消費速度と等価である．

画像面積率が同じ場合，帯電トナーの発生速度が帯電ト
ナーの消費速度と同程度ならば，Fig.18にみられるよう
に現像剤の初期帯電量によらずMの変化はほぼ同じであ
る．

3．成果

二成分現像剤における現像時のトナーの帯電量と消費
量の挙動について実験を行い，現像挙動を説明する新規
な現像速度式を提案した．帯電サイトの存在を仮定した
速度式の計算結果は二成分現像の実験結果をおおよそ説
明できることを示した．本速度式から現像時の現像剤中
の帯電は発生する電荷量と現像による消費量のバランス
により決まると考えることができる．また，様々な条件

Fig.18 Dependence of Behavior of M on initial value of
ν

－
by calculation. 

Fig.17 Dependence of Behavior of Q on initial value of
ν

－
by calculation.

Fig.16 Dependence of Behavior of M on initial value of
γ

－
by calculation.

Fig.15 Dependence of Behavior of Q on initial value of
γ

－
by calculation.
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下における現像剤挙動に対して，本速度式は柔軟に追従
し現像挙動の予測に対して有用であることを示した．

4．今後の展開

ここに述べた速度論的考察は非補充系という特殊な条
件下に主に議論を絞って展開している．さらに今後補充
系への拡張と各パラメータ値の実測，比較検討を行い今
後の現像剤，プロセス開発に応用していく．また，速度
式に対しては議論を割愛したトナー帯電量の蓄積や，キ
ャリア上のサイト数の経時の増減についての拡張を含
め，より広範な現像理論体系の構築をすすめる．
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