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要   旨 

カラー電子写真方式の主流となっている4連タンデムカラーエンジンには小型（小口径），高

耐久，高安定のOPCが求められている．この実現のため，従来のOPC表面に保護層を積層した新

規のOPCを開発した．本感光体では耐摩耗性と画像／非画像部の十分な電位コントラスト確保の

ため，フィラーを含有させた保護層とその塗布技術が必要であった．本感光体は2001年2月に発

売されたIPSiO Color 8000に初めて搭載され，その後のリコーカラーエンジンに展開されている．

本報では高耐久OPCに搭載した新規処方・工法技術の概略を紹介する． 

 

 

 

 

ABSTRACT 

4-drum tandem enjine has become a mainstream as a color electrophtographic method. Small size (a 

small diameter) , high durability and high stabilization are required for photoconductors to meet this trend. 

Therefore we have developed a high durability OPC composed of a protection layer on the conventional 

OPC surface. It was assumed that the protection layer should have both abrasion resistance and charge 

transport ability to achieve the demands. We have developed the protection layer containing fine particles 

with abrasion resistance and, furthermore, we have developed the puroduction technology laminating the 

protection layer on the OPC surface. This phtoconductor was used in IPSiO Color 8000 released in 

February, 2001 for the first time, and has been applied to other color engines. This report introduces an 

outline of the technologies adopted to the new OPC with high durability. 
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 1．背景と目的 

近年，電子写真方式のプリンター／複写機はデジタル化，

複合化が進み，高画質，高信頼がより一層強く要求されてい

る．更に，カラープリンター／複写機においては複写速度の

点からシアン，マゼンタ，イエロー，ブラックの各色の作像

ユニットを別々に配置した4連タンデム方式が主流となり，

その結果，作像ユニットには小型化が強く求められるように

なってきている． 

作像ユニットの重要な構成要素である感光体に対しても，

小型化の要求から，より高い耐久性が求められている． 

感光体の高耐久化には，電気的耐久性の向上，複写サイ

クル内で摺擦される感光体表面の耐摩耗性の向上，さらには

異物汚染や使用環境等に対する化学的耐久性の向上等が必要

となる．リコーのOPC開発では古くから感光体の電気的，

機械的耐久性改善を追求しており，高耐久，高信頼なOPC

を提供してきていたが，前出の4連タンデムフルカラーエン

ジン用としての，更なる高信頼要求から，感光体の高耐久化

をより一層向上させる新しい技術が必要になってきている． 

我々はこの要求に対し，感光体表面に耐摩耗性層とし 

てフィラーで補強した保護層を機能分離させて設ける新 

しい考えに基づく高耐久化技術を開発した．本報告ではこ 

の新規高耐久OPC，FR-OPC（Filler Reinforced-Organic 

Photoconductore）技術について述べる． 

 

 2．技術 

2-1 感光体／保護層の概要 

Fig.1にカラープリンターIPSIO Color8000の作像ユニット

を示す．図中，3が感光体である．作像プロセスとして，ま

ず感光体は帯電器2によって一様に帯電され，次いでレー

ザー光により所定の画像情報が露光され，電位コントラスト

をもった静電潜像を形成する．次にこれを現像部7において

トナーにより現像し，そのトナー像を紙に転写して画像を得

る．転写しきれなかった感光体上の転写残留トナーは，次の

画像形成サイクルでは不要であるため，4，6のクリーニング

部材により感光体表面は清掃される．以上のようにして1回

の作像サイクルが終了する．実際のプリンター／複写機では

この作像サイクルは数万回以上繰り返される．その間，感光

体は帯電器からの電気的及び化学的負荷，各種接触部材との

摺擦による機械的負荷等を受けて電気的，化学的，機械的に

劣化し，やがてはその部品寿命を終える． 

 

Fig.1 Overview of Imaging Unit. 

Fig.2にFR-OPCの層構成を示す．下から順にアルミニウム

支持体，下引き層（UL），電荷発生層（CGL），電荷輸送

層（CTL），保護層（OCL）が形成されている． 

 

Fig.2 Structure of FR-OPC. 

従来の有機感光体は，支持体からCTLまでで構成されて

おり，保護層（OCL）は形成されない層構成が一般的であ

る．この構成の感光体の場合，Fig.1の作像ユニットで使用

されると，最表層のCTLが徐々に摩耗し，その結果，感光体

の重要な電気的機能である帯電性能，光減衰性能が低下し，

7
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ついには地肌部の汚れ，或いは画像濃度の低下等の不具合を

引き起こして感光体としての寿命を迎える．CTLはポリカー

ボネート等のバインダー樹脂に，電荷の輸送機能を担う比較

的低分子化合物である電荷輸送物質（Donor）を含有して構

成されているため，摩耗速度が大きく，この摩耗速度が感光

体寿命を支配的に決定しているのが実情である． 

この摩耗速度律速寿命を改善するために，感光体表面に

従来のCTLと比べ，耐摩耗性を飛躍的に向上させる保護層

（OCL）を設置することにした．耐摩耗性を向上させる手

段として、高硬度の微粒子（フィラー）をCTLとほぼ同等の

材料構成中に分散させた表面層を積層することで，電位コン

トラストを確保し，かつ耐摩耗性を飛躍的に向上させること

ができることを見い出し，新規高耐久感光体に適用すること

にした． 

保護層により耐摩耗性の向上を図るということは，摩耗

による感光体表面リフレッシュ効果（摩耗により新しい感光

体表面が順次露出する）を抑制することを意味する．すなわ

ち保護層の耐摩耗性を向上させすぎると，トナー，ブレード

による摺擦や，帯電器からの負荷等により生じる異物フィル

ミングや，硝酸アンモニウムなどのイオン性物質により生じ

る画像ボケ等の異常画像等，システムの不具合が発生しやす

くなる．したがって保護層には採用されるシステムにあわせ，

耐摩耗性を調整する手段も必要不可欠となる． 

2-2 フィラー補強型保護層の開発 

以下，フィラー補強型の新規保護層の開発経緯について

説明する． 

2-2-1 フィラーの選定 

保護層に含有させるフィラーには，①耐摩耗性を発現さ

せる為に必要な硬度・粒子サイズ，②画像書き込み光に対す

る透明性，③保護層表面の平滑性を満たす為の樹脂マトリク

ス中への分散安定性，④感光体の帯電・光減衰特性、その他

特性等への副作用が小さいこと，⑤保護層塗工液としての安

定性（分散性等）が良いこと等，多くの特性が要求される1)．

我々は①②の観点から金属酸化物粒子を中心に数多くの材料

を検討したが，上記すべての条件を満たす材料に到達するの

は容易ではなかった． 

 

Fig.3 Difference in the dispersion state of filler particles. 

例えばFig.3は硬度，一次粒子径ともにほぼ同等（サブミ

クロン）のフィラーA，Bをバインダー中に分散した膜を光

学顕微鏡にて透過観察したものであるが，バインダー樹脂に

対するフィラーの分散性，凝集性が異なるために，フィラー

種によりモルフォロジーが大きく異なっている．左の膜構造

の方が好ましい結果となった． 

また，耐摩耗性の発現，光透過性に満足の行く特性が発

現できても，感光体保護層として満たさねばならない特性も

数多い．Fig.4には，耐摩耗性，光透過性，樹脂への分散安

定性，電気特性に対する副作用の点で良好な2種類のフィ

ラー（Filler C，Filler D）を保護層中に分散し，実際のシス

テムにて作像を繰り返し，途中の画像における解像力の推移

を示した．また，Fig.5にはそれぞれの保護層に対する10K枚

通紙後のドット画像を比較した． 

Fig.4 Change in the resolution during print cycles for 
different filler species used in OCL.  

図より，フィラーCを用いた場合には複写枚数に応じて，

解像度が徐々に低下している様子が分かる．これに対して，

フィラーDを保護層フィラーとして用いた場合，複写枚数に

対して，解像度は安定している．この現象は，帯電プロセス

で発生するオゾン等の微量な活性ガスが，保護層中に分散し

Filler A Filler B
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たフィラーに吸着し，表面抵抗が低下したことで発生すると

推定した．フィラー種で解像度に大きな差があることが判明

したため，解像度評価をフィラー選定の際の重要なファク

ターとして検討した． 

 

Fig.5 Difference in dot images deposited on 
photoconductors with a filler layer. 

その他の特性も含め多くの特性を総合的に評価し，数多

くのフィラーを検討し，最終的に特定のアルミナ粒子を選定

して保護層を設計した． 

2-2-2 耐摩耗性の設計 

感光体の摩耗速度は，使用されるシステムの方式や条件

で大きく異なることが知られている． 

 

Fig.6 Correlation of the abration rate and the content of 
filler in OCL. 

Fig.6には，帯電方式，トナー種類など感光体摩耗に影響

を及ぼす因子を意図的に変えた3つのシステムにおける，表

面摩耗速度のフィラー含有量依存性を示した．各システムで

摩耗速度の絶対値は異なったが，何れのシステムに於いても，

保護層中のフィラー含有量により耐摩耗性が大きく異なるこ

とが分かる．このことは保護層の設計によって，感光体の摩

耗速度，或いは先に述べた表面のリフレッシュ速度を感光体

設計により制御出来ることを示しており，作像システムに対

する感光体の適合性の点から，非常に大きな意味がある． 

カラープリンターIPSIO Color 8000に搭載するに当たって

は，作像エンジンに適合させて，フィラー含有量の水準を最

終決定した． 

2-2-3 VL設計 

総合バランスに優れる特定のアルミナを選定したが，この

フィラーを用いると，露光後電位（VL）が上昇した．この

ため，改善を検討した．VL上昇の原因は，選択したアルミ

ナに起因したホールトラップサイトによるものと考えられた

ため，トラップを低減する働きがある材料＜Additive1＞を保

護層に添加することを試みた． 

 

Fig.7 Difference in photodecay curves for 
photoconductors with various filler contents. 

ホールトラップの低減（VLの低減）効果の検討結果を

Fig.7に示す．＜Additive1＞の添加効果は高く，VLを大幅に

低減できることが可能であることが分かった．その結果，画

像露光部-非露光部の静電潜像ポテンシャルを十分に確保す

ることが可能となった． 

また，繰り返し使用によるVLの推移をFig.8に示す．VLの

上昇も＜Additive1＞の添加量増量によって抑えられることが

分かり，＜Additive1＞の採用と適切な添加量を設定した． 

 

 

 

 

 

Filler C Filler D
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Fig.8 VL change during print cycles for Aadditive1 
contents. 

2-2-4 化学的耐久性（耐NOx性）設計 

感光体は，市場での様々な使用条件下でも，安定して高

画質を維持する高い信頼性が必要とされる．市場に於いては

感光体は種々のガスに暴露される可能性があるが，中でも

NOxガスは暖房器具等から簡単に発生する酸性ガスであり，

重要視する必要がある。本感光体開発に於いても，その影響

を調べるため，NOxガス暴露試験を実施した． 

 

Fig.9 Degradation of print qualities after NOx gas 
exposure (Before improvement). 

ガス暴露後の画像評価結果をFig.9に示す．本検討の感光

体は高濃度のNOxガスの暴露により，著しい画像劣化を誘発

することが判明した． 

この課題の対策に従来からリコーで使用している各種添加

剤群からスクリーニングを行い，添加剤＜Additive2＞の効果

を見出し，採用した．＜Additive2＞添加後のNOxガス暴露試

験後の画像をFig.10に示す． 

 

Fig.10 Improvement of print qualities by Additive2 after 
NOx gas exposure (After improvement). 

＜Additive2＞の添加効果は大きく，添加前に問題であった

NOxガスによる画像劣化現象を解決することが出来，最終処

方を確立することができた． 

2-3 新規保護層の安定塗工法 

次に本検討の保護層の塗工技術について記す． 

本感光体においては本保護層形成に用いる溶媒により

CTLが溶解するため，OPCの層形成で一般的に用いられてい

る浸漬塗工法を採用することが難しかった．そのため，保護

層の形成にスプレー塗工法を採用した． 

スプレー塗工の検討に於いては次のことを課題として，

保護層塗膜の品質の向上を図った． 

① フィラーの凝集・沈降抑制を図る 

② 保護層の膜厚ムラを低減する 

③ 保護層表面の粗さを低減する 

④ 量産安定性を図る 

 

課題②，③の膜厚ムラ，表面粗さについては保護層形成

液の固形分濃度，溶媒組成比などの塗工液処方と送液安定性，

霧化条件などの塗工条件で品質向上をはかり，課題①，④の

フィラーの凝集抑制，沈降抑制，量産安定性については主に

スプレー塗工装置の装置構成と装置条件によって達成を図っ

た． 

Fig.11は本検討の保護層形成のために新たに構成されたス

プレー塗工システムの概略図である． 

 

 

 

After improvement

Before improvement
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Fig.11 Outline chart of new spray coat system. 

本塗工システムの構築により，現在本保護層は膜厚ムラ1

μm以下，十点平均粗さ0.5μm以下の高品質塗布で生産する

ことが可能となった． 

 

 3．成果 

3-1 カラーエンジンへの搭載 

本報告の新規感光体（FR-OPC）は，従来と比べ優れた耐

摩耗性を実現し，カラープリンター IPSIO Color 8000及びそ

の後のシリーズ機に搭載された． 

本感光体の耐久性を同業他社感光体のスペックと比較＊す

ると，4連タンデムカラー用有機感光体の範疇では，トップ

レベルの耐久性を示すものである（Fig.12）． 

＊ 各社耐久性の定義・試験法が異なり，厳密な意味での比

較は難しい． 

 

Fig.12 Durability plot for photoconductors used in color 
printing systems. 

3-2 新機種エンジンへの水平展開 

2-2-2で説明の通り，本フィラー含有タイプ保護層の耐摩

耗性設計自由度の高さを活かし，高速カラー複写機にもFR-

OPCが搭載されている． 

 

 4．今後の展開 

本検討のFR-OPC感光体はFig.13に示す様にフィラーで耐

摩耗性を確保する感光体である．(A) ⇒ (E)の様にフィラー

含有量を更に高くすれば耐摩耗性は大きくなり，作像サイク

ルによる繰り返し使用を行っても，保護層を全く摩耗させな

い設計も可能である． 

 

Fig.13 Abrasion resistance improvement model with filler. 

本検討のFR-OPCを用いて，実際に摩耗レスの状態で実使

用試験を繰り返したところ，ドラム径30mmの小径ドラムに
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おいて，500K枚以上の静電的耐久性が確認でき（Fig.14），

更なる高耐久化へのポテンシャルを有する技術であることが

明確になった．今後、より一層の改良開発を進め，更なる高

耐久作像システム実現に貢献したいと考えている． 

 

Fig.14 Stability of electrostatic voltage shown by FR-OPC 
in no wear-out condition. 
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