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(57)【要約】
　本発明は、インクの製造方法である。当該方法は、溶
解したポリマーを含む溶剤と、オイルと、顔料とを含む
有機相を用意することを含む。有機溶剤を、安定化剤を
含む水性相中に分散させて、有機相の液滴を含むエマル
ジョンを形成する。液滴から溶剤を除去して、オイルお
よび顔料の複数のドメインを有する離散ポリマー粒子を
形成する。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　溶解したポリマーを含む溶剤と、オイルと、顔料とを含む有機相を用意し、
　前記有機相を、安定化剤を含む水性相中に分散させて、前記有機相の液滴を含むエマル
ジョンを形成し、
　前記液滴から前記溶剤を除去して、オイルおよび顔料の複数のドメインを有する離散ポ
リマー粒子を形成すること、
を含む、インクの製造方法。
【請求項２】
　前記離散ポリマー粒子を単離することをさらに含む、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記離散ポリマー粒子を乾燥させることをさらに含む、請求項２に記載の方法。
【請求項４】
　前記ポリマーが、ポリエステル類、並びにスチレン類、モノオレフィン類、ビニルエス
テル類、塩化ビニル、メチレン脂肪族モノカルボン酸エステル類、ビニルエーテル類およ
びビニルケトン類のポリマーからなる群から選ばれる、請求項１に記載の方法。
【請求項５】
　顔料が、カーボンブラック、アニリンブルー、カルコイルブルー、クロムイエロー、ウ
ルトラマリンブルー、デュポンオイルレッド、キノリンイエロー、メチレンブルークロラ
イド、フタロシアニンブルー、マラカイトグリーンオキサレート、ランプブラック、ロー
ズベンガル、Ｃ．Ｉ．ピグメント・レッド４８：１、Ｃ．Ｉ．ピグメント・レッド１２２
、Ｃ．Ｉ．ピグメント・レッド５７：１、Ｃ．Ｉ．ピグメント・イエロー９７、Ｃ．Ｉ．
ピグメント・イエロー１２、Ｃ．Ｉ．ピグメント・イエロー１７、Ｃ．Ｉ．ピグメント・
ブルー１５：１およびＣ．Ｉ．ピグメント・ブルー１５：３からなる群から選ばれる、請
求項１に記載の方法。
【請求項６】
　前記安定化剤が、ポリビニルピロリドン、ポリビニルアルコール、コロイドシリカまた
はラテックス粒子を含む、請求項１に記載の方法。
【請求項７】
　酢酸エチル、酢酸プロピル、クロロメタン、ジクロロメタン、トリクロロメタン、四塩
化炭素、塩化エチレン、トリクロロエタン、トルエン、キシレン、シクロヘキサノン、シ
クロヘキサンおよび２－ニトロプロパンを含む、請求項１に記載の方法。
【請求項８】
　前記有機相がさらにミクロゲルを含む、請求項１に記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、改善された特性を有する新規なインクおよびそれらの製造方法に関し、より
詳細には、顔料およびオイル液の複数のドメインを有するインクポリマー粒子に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来の静電写真用トナー粉末は、加熱ロール上または押出機内で溶融ブレンドされたバ
インダーポリマーおよび他の成分、例えば顔料および電荷調整剤などから構成される。そ
の結果得られた固化した配合物を、次に粉砕または微粉砕して粉末を形成する。この従来
の方法には固有の幾つかの欠点がある。例えば、バインダーポリマーは、粉砕が容易であ
るように脆くなければならない。低分子量のポリマーバインダーでは、改善された粉砕を
達成できる。しかしながら、低分子量バインダーは、幾つかの欠点、すなわち、低分子量
バインダーはトナー／現像剤フレークを形成する傾向があるという欠点；低分子量バイン
ダーは、電子写真現像剤組成物を得るためにトナー粉末と混合されるキャリヤ粒子のスカ
ミングを促進するという欠点；低分子量バインダーの低い溶融弾性率が電子写真コピー機
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の熱フューザーローラーに対するトナーのオフセットを増加させるという欠点；およびバ
インダーポリマーのガラス転移温度（Ｔｇ）は、制御するのが困難であるという欠点を有
する。さらに、ポリマーの粉砕は、広い粒子サイズ分布をもたらす。その結果、有用なト
ナーの収率はより低いため、製造コストはより高い。また、トナー微粒子はコピー機の現
像剤ステーションに蓄積し、現像剤寿命に悪影響を及ぼす。
【０００３】
　従来の電子静電写真トナー粉末に関わる別の問題は、画質がトナー粒子のサイズにより
限定されることである。より小さいトナー粒子は画質の改善をもたらすが、かかる小さな
トナー粒子は、従来の磨砕および微粉砕技術で製造するのに費用がかかり、上記の問題が
ある。
【０００４】
　例えば「蒸発限定凝集（ｅｖａｐｏｒａｔｉｖｅ　ｌｉｍｉｔｅｄ　ｃｏａｌｅｓｃｅ
ｎｃｅ）（ＥＬＣ）」などの化学的トナー製造法により予め形成されたポリマーからのト
ナーポリマー粉末の製造は、トナー粒子を製造する従来の粉砕方法と比べて、多くの利点
をもたらす。この方法では、水と不混和性である溶剤中のポリマーの溶液を形成し、そう
して形成された溶液を、固体コロイド安定剤を含む水性媒体中に分散させ、次いで、溶剤
を除去することによって、狭いサイズ分布を有するポリマー粒子が得られる。得られた粒
子を次に単離し、洗浄し、乾燥させる。
【０００５】
　この技術の実施に際して、ポリマー粒子は、水と不混和性である溶剤に可溶性である任
意のタイプのポリマーから調製される。そのため、得られる粒子のサイズおよびサイズ分
布は、使用される個々のポリマー、溶剤、水不溶性固体粒子サスペンション安定剤、典型
的にはシリカまたはラテックスの量およびサイズ、並びにローター－ステータータイプの
コロイドミル装置、高圧ホモジナイザー、攪拌などを使用する機械的剪断により減少させ
る溶剤－ポリマー滴のサイズによって、予め決定および調節できる。
【０００６】
　この種の限定凝集方法は、静電トナー粒子の製造に関する多くの米国特許文献に記載さ
れている。なぜなら、かかる方法は、典型的には、実質的に均一なサイズ分布を有するポ
リマー粒子の形成をもたらすからである。トナー製造に使用される代表的な限定凝集方法
は、Ｎａｉｒらの米国特許第４，８３３，０６０号および第４，９６５，１３１号に記載
されている。
【０００７】
　限定凝集法は、磨砕および粉砕よりも狭いサイズ分布でより小さいトナー粒子を生成す
ることができる。上記のように、これらの小さなトナー粒子は、画質の改善をもたらす。
しかし、液体キャリヤ中に懸濁または分散された顔料粒子によって、さらに良好な画質を
達成できる。液体キャリヤは典型的には非導電性分散剤であり、静電潜像を放電するのを
妨げる。液体トナーは、典型的には乾燥トナー粒子よりも小さい顔料を含む。５ミクロン
からサブミクロンにおよぶそれらの小さな粒子サイズのために、液体トナーは、非常に高
い解像度のトーン画像を生成することができる。
【０００８】
　典型的な液体トナー組成物は、一般的に、視覚改善添加剤（ｖｉｓｕａｌ　ｅｎｈａｎ
ｃｅｍｅｎｔ　ａｄｄｉｔｉｖｅ）（例えば着色顔料粒子）およびポリマーバインダーを
含む。顔料の選択は、電子写真プロセス（特に表面帯電特性に関して）に適合するものに
限られる。望ましいカラートーンを提供するが液体トナーとしての使用には適さない顔料
がある。ポリマーバインダーは、電子写真プロセスの間および後の両方で機能を発揮する
。処理性（ｐｒｏｃｅｓｓａｂｉｌｉｔｙ）に関して、バインダーの特性は、トナー粒子
の帯電および電荷安定性、流動性、並びに融着特性に影響を及ぼす。これらの特性は、現
像、転写および融着の間に良好な性能を達成するのに重要である。最終的な受容体上に画
像が形成された後、バインダーの性質（例えばガラス転移温度、溶融粘度、分子量）およ
び融着条件（例えば温度、圧力およびフューザーの構成）は、耐久性（例えば耐ブロッキ
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ング性および耐消去性）、受容体への付着、光沢などに影響を及ぼす。
【０００９】
　液体トナー粒子における使用に適するポリマーバインダー材料は、ドライトナー粒子で
使用されるポリマーバインダーに典型的なガラス転移温度の範囲（５０℃～１００℃）よ
りも低い約－２４℃～５５℃のガラス転移温度を典型的には示す。特に、幾つかの液体ト
ナーは、液体電子写真画像形成法において、迅速な自己定着（例えばフィルム形成による
）のために室温（２５℃）より低いガラス転移温度（Ｔｇ）を示すポリマーバインダーを
含むことが知られている（例えば米国特許第６，２５５，３６３号明細書参照）。しかし
、かかる液体トナーは、トーン画像を最終的な画像受容体に融着した後、その低いＴｇ（
例えば不十分な耐ブロッキング性および耐消去性）に起因して低い画像耐久性を示すこと
も知られている。
【００１０】
　ドライトナーに関連する利便性、取り扱いやすさおよび優れた画像耐久性を保ったまま
液体トナーに匹敵する優れた画質を有するドライトナーが長年にわたって必要とされてき
た。さらに、その表面電荷に関わらず任意の顔料を使用して高い画質を提供する電子写真
トナーが必要とされてきた。
【００１１】
　ポリマーシェルと、疎水性液体および顔料のコアとからなるマイクロカプセルが知られ
ている。例えば、特開平０５－３１４４０１号公報、特開昭５６－１４２５３９号公報お
よび特開平０４－２９６８６８号公報を参照されたい。これらのマイクロカプセルは、ポ
リマーの薄いシェルにより取り囲まれた１つの液体ドメインを有し、製造中、例えば篩い
分けまたは表面処理、および画像形成プロセス中に時期尚早に破壊すると、全液体コアの
時期尚早な放出が起こる。製造中および画像形成プロセス中の機械的力に耐え、しかも望
ましい時に破壊するのに十分に脆いマイクロカプセルを製造することは困難である。
【００１２】
　マイクロカプセルに関する別の問題は、シェルがしばしば上記のようなポリマーバイン
ダーの特性を示さないことである。場合によって、ポリマーシェルは受容体シートに融着
しない。
【００１３】
　特開昭６３－１４７１７１号公報には、液体現像剤を小径スポンジに滲み込ませさせる
ことにより得られる電子写真ディベロッパーが開示されている。この液体現像剤は、現像
領域でプレスされるとスポンジから液体を放出する。そのため、小径スポンジが唯一のキ
ャリヤであり、インクの一部ではない。小径スポンジは、画像の一部を形成する受容体シ
ートの上に融着しない。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１４】
【特許文献１】米国特許第４，８３３，０６０号明細書
【特許文献２】米国特許第４，９６５，１３１号明細書
【特許文献３】米国特許第６，２５５，３６３号明細書
【特許文献４】特開平０５－３１３４０１号公報
【特許文献５】特開昭５６－１４２５３９号公報
【特許文献６】特開平０４－２９６８６８号公報
【特許文献７】特開昭６３－１４７１７１号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１５】
　乾式電子写真トナー画像形成システムの画質を改善することが必要とされている。本発
明は、オイルの液相と、液体トナーに典型的な非常に小さいサイズの顔料とを含む、ドラ
イトナーに典型的なポリマーバインダーから製造された離散粒子を有するインクを提供す
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ることによってこの目的を達成した。液相は、ポリマーバインダー内の複数のドメイン内
に含まれ、このことは粒子の全液体内容物が時期尚早の破壊により放出されないことを意
味する。
【００１６】
　本発明の１つの目的は、固相と、オイルおよび顔料を含む液相とを有するインクポリマ
ー粒子を製造する方法を提供することである。
【００１７】
　本発明のさらなる目的は、液体を時期尚早に放出しないインクポリマー粒子を製造する
方法を提供することである。
【００１８】
　本発明のさらなる目的は、画質の改善をもたらすドライトナー粒子を製造する方法を提
供することである。
【００１９】
　本発明のさらなる目的は、様々な顔料または着色剤を使用できるドライトナー粒子を製
造する方法を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【００２０】
　本発明は、インクを製造する方法である。当該方法は、溶解したポリマーを含む溶剤と
、オイルと、顔料とを含む第１の有機相を用意することを含む。有機溶剤を、安定化剤を
含む水性相中に分散させて、有機相の液滴を含むエマルジョンを形成する。液滴から溶剤
を除去して、オイルおよび顔料の複数のドメインを有する離散粒子を形成する。
【図面の簡単な説明】
【００２１】
【図１】図１は、本発明によって製造された粒子の断面顕微鏡写真である。
【発明を実施するための形態】
【００２２】
　本発明の他の利点および本発明の性能とともに本発明の理解が深まるように、以下の説
明では、添付の図面を参照する。
【００２３】
　本発明の方法によって製造されたインクは、固相と液相の複数のドメインとを有する。
これは、固体粒子中のポケット（ドメイン）内に存在する液体を含む固体粒子が存在する
ことを意味する。各ドメインは、固相により他のドメインから分離されており、ドメイン
は、一般的に、互いに、または外側表面と相互に接続されていない。ドメインは、離散粒
子よりも小さい任意のサイズであることができ、複数のドメインが存在する限りドメイン
の数はほんの数個であってもよく、いかなる形状を有するものであってもよい。ドメイン
ができるだけ小さく多数であることが好ましい。ドメインの形状は球形または不規則的で
あることができる。
【００２４】
　本発明の方法によって製造された粒子の固相は、いかなるタイプのポリマーまたは樹脂
であってもよい。好ましいものは、乾式電子写真トナーのためにバインダーとして適切な
ものである。有用なポリマーとしては、ビニルモノマー、例えばスチレンモノマーから誘
導されたポリマー、および縮合モノマー、例えばエステルから誘導されたポリマー、およ
びそれらの混合物が挙げられる。バインダーポリマーとしては、既知のバインダー樹脂を
使用できる。具体的には、これらのバインダー樹脂としては、ホモポリマーおよびコポリ
マー、例えば、ポリエステル類；スチレン類、例えば、スチレンおよびクロロスチレン；
モノオレフィン類、例えば、エチレン、プロピレン、ブチレンおよびイソプレン；ビニル
エステル類、例えば、酢酸ビニル、プロピオン酸ビニル、安息香酸ビニルおよび酪酸ビニ
ル；α－メチレン脂肪族モノカルボン酸エステル類、例えば、アクリル酸メチル、アクリ
ル酸エチル、アクリル酸ブチル、アクリル酸ドデシル、アクリル酸オクチル、アクリル酸
フェニル、メタクリル酸メチル、メタクリル酸エチル、メタクリル酸ブチルおよびメタク
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リル酸ドデシル；ビニルエーテル類、例えば、ビニルメチルエーテル、ビニルエチルエー
テルおよびビニルブチルエーテル；並びにビニルケトン類、例えば、ビニルメチルケトン
、ビニルヘキシルケトンおよびビニルイソプロピルケトンが挙げられる。特に望ましいバ
インダーポリマー／樹脂としては、ポリスチレン樹脂、ポリエステル類、スチレン／アル
キルアクリレートコポリマー、スチレン／アルキルメタクリレートコポリマー、スチレン
／アクリロニトリルコポリマー、スチレン／ブタジエンコポリマー、スチレン／無水マレ
イン酸コポリマー、ポリエチレン樹脂およびポリプロピレン樹脂が挙げられる。特に望ま
しいバインダーポリマー／樹脂としては、さらに、ポリウレタン樹脂、エポキシ樹脂、シ
リコーン樹脂、ポリアミド樹脂、変性ロジン、パラフィン類およびワックス類が挙げられ
る。また、特に有用なものは、１または２個以上の脂肪族ジオールを有する芳香族または
脂肪族ジカルボン酸のポリエステル類、例えば、イソフタル酸もしくはテレフタル酸また
はフマル酸と、ジオール類、例えばエチレングリコール、シクロヘキサンジメタノール、
およびエチレンオキシドもしくはプロピレンオキシドのビスフェノール付加物などとのポ
リエステル類である。特に好ましいものは、ＥＬＣに適するポリマーである。これは、当
該ポリマーが水と混和性でない溶剤に溶解し、例えばＫａｏ　Ｅ、Ｋａｏ　ＮおよびＰｉ
ｃｃｏｔｏｎｅｒ　１２２１のようにポリマー自体が水に実質的に不溶性であることを意
味する。
【００２５】
　好ましくは、ポリエステル樹脂の酸価（樹脂の１グラム当たりの水酸化カリウムのミリ
グラム数として表される）は、２～１００の範囲内である。ポリエステル樹脂は飽和また
は不飽和のものであることができる。これらの樹脂のうち、スチレン／アクリル樹脂およ
びポリエステル樹脂が特に好ましい。
【００２６】
　本発明の実施において、酢酸エチル中２０質量％溶液として２５℃で測定した場合に１
～１００センチポアズの範囲内の粘度を有する樹脂を使用することが特に都合良い。
【００２７】
　本発明の実施に使用するのに好適な顔料は、例えば米国再発行特許第３１，０７２号お
よび米国特許第４，４１６，９６５号および第４，４１４，１５２号明細書に開示されて
いる。着色剤としては、既知の着色剤を使用できる。着色剤としては、例えば、カーボン
ブラック、アニリンブルー（Ａｎｉｌｉｎｅ　Ｂｌｕｅ）、カルコイルブルー（Ｃａｌｃ
ｏｉｌ　Ｂｌｕｅ）、クロムイエロー（Ｃｈｒｏｍｅ　Ｙｅｌｌｏｗ）、ウルトラマリン
ブルー（Ｕｌｔｒａｍａｒｉｎｅ　Ｂｌｕｅ）、デュポンオイルレッド（Ｄｕ　Ｐｏｎｔ
　Ｏｉｌ　Ｒｅｄ）、キノリンイエロー（Ｑｕｉｎｏｌｉｎｅ　Ｙｅｌｌｏｗ）、メチレ
ンブルークロライド（Ｍｅｔｈｙｌｅｎｅ　Ｂｌｕｅ　Ｃｈｌｏｒｉｄｅ）、フタロシア
ニンブルー（Ｐｈｔｈａｌｏｃｙａｎｉｎｅ　Ｂｌｕｅ）、マラカイトグリーンオキサレ
ート（Ｍａｌａｃｈｉｔｅ　Ｇｒｅｅｎ　Ｏｘａｌａｔｅ）、ランプブラック（Ｌａｍｐ
　Ｂｌａｃｋ）、ローズベンガル（Ｒｏｓｅ　Ｂｅｎｇａｌ）、Ｃ．Ｉ．ピグメント・レ
ッド４８：１、Ｃ．Ｉ．ピグメント・レッド１２２、Ｃ．Ｉ．ピグメント・レッド５７：
１、Ｃ．Ｉ．ピグメント・イエロー９７、Ｃ．Ｉ．ピグメント・イエロー１２、Ｃ．Ｉ．
ピグメント・イエロー１７、Ｃ．Ｉ．ピグメント・ブルー１５：１、Ｃ．Ｉ．ピグメント
・ブルー１５：３などが挙げられる。着色剤は、一般的に、総トナー粉末質量を基準とし
て１～９０質量％の範囲内、好ましくは２～２０質量％の範囲内、最も好ましくは４～１
５質量％の範囲内で、本発明の実施に使用できる。着色剤の含有量が４質量％以上である
と、十分な着色力を得ることができ、着色剤の含有量が１５質量％以下であると、良好な
透明性を得ることができる。着色剤の混合物も使用できる。本発明において、例えば乾燥
粉末、その水もしくは油分散体またはウェットケークなどの任意の形態で着色剤を本発明
において使用できる。媒体ミルまたはボールミルなどの任意の方法により粉砕された着色
剤も使用できる。
【００２８】
　本発明の実施において使用するのに適切なオイルは制限されない。適切なオイルの例と
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しては、脂肪族炭化水素（ｎ－ペンテン、ヘキサン、ヘプタンなど）、脂環式炭化水素（
シクロペンタン、シクロヘキサンなど）、芳香族炭化水素（ベンゼン、アルカン、フッ素
化アルカン、クロロフルオロカーボンなど）、シリコーンオイル、分岐パラフィン系溶剤
ブレンド、例えばＩｓｏｐａｒ（登録商標）Ｇ、Ｉｓｏｐａｒ（登録商標）Ｈ、Ｉｓｏｐ
ａｒ（登録商標）Ｋ、Ｉｓｏｐａｒ（登録商標）Ｌ、Ｉｓｏｐａｒ（登録商標）Ｍおよび
Ｉｓｏｐａｒ（登録商標）Ｖ（ニュージャージー州所在のＥｘｘｏｎ　Ｃｏｒｐｏｒａｔ
ｉｏｎから入手可能）など、並びに脂肪族炭化水素溶剤ブレンド、例えばＮｏｒｐａｒ（
登録商標）１２、Ｎｏｒｐａｒ（登録商標）１３およびＮｏｒｐａｒ（登録商標）１５（
ニュージャージー州Ｅｘｘｏｎ　Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎから入手可能）などが挙げられ
る。１００℃を超える沸点を有するオイルが好ましい。特に好ましいオイルは、大豆油お
よび石油炭化水素である。離散粒子の固相を溶解しないオイルも特に好ましい。
【００２９】
　オイルは、必要に応じて、ドメイン安定化材料としてミクロゲルを含んでよい。ミクロ
ゲルは、内部架橋されたポリマーまたは高分子であるか、あるいは非水性溶剤中、特に非
極性炭化水素溶剤中で安定な溶液を形成する架橋ラテックス粒子である。かかるミクロゲ
ルの例は米国特許第４，７５８，４９２号明細書に記載されている。ドメイン安定化ミク
ロゲルの基本的な特性は、望ましい有機溶剤、特に低誘電率の非極性溶剤への溶解性、Ｅ
ＬＣプロセスに及ぼす悪影響が無いこと、および得られる粒子が環式電子写真トナーとし
て使用される場合に当該得られる粒子の融着および溶融レオロジーに及ぼす悪影響が無い
またはほとんど無いことである。これは本願出願人による米国特許出願第１１／６２４，
３３５号および第１１／６２４，２５２号明細書にさらに記載されている。
【００３０】
　本発明の方法により製造されたインクは、好ましくは、電子写真プロセスにおけるドラ
イトナーとして使用される。電子写真トナー中に一般的に存在する様々な添加剤、例えば
電荷調整剤、形状調整剤、および剥離剤、例えばワックス類および滑剤などがインクにふ
くまれてもよい。
【００３１】
　本発明で使用されることが好ましい剥離剤はワックス類である。具体的には、本発明に
おいて使用できる剥離剤は、例えばポリエチレン、ポリプロピレンおよびポリブテンなど
の低分子量ポリオレフィン類；加熱によって軟化することができるシリコーン樹脂；オレ
アミド、エルカアミド、リシノールアミドおよびステアラミドなどの脂肪酸アミド類；カ
ルナウバワックス、ライスワックス、カンデリラワックス、木蝋およびホホバオイルなど
の植物系ワックス；蜜蝋などの動物系ワックス；モンタンワックス、オゾセライト、セレ
シン、パラフィンワックス、マイクロクリスタリンワックスおよびフィッシャー－トロプ
シュワックスなどの鉱物系および石油系ワックス；並びにこれらの変性生成物である。高
い極性を有するワック素エステルを含むワック素、例えばカルナウバワックスまたはカン
デリラワックスが剥離剤として使用される場合に、トナー粒子表面に露出するワックスの
量が多くなる傾向がある。一方、低い極性を有するワックス、例えばポリエチレンワック
スまたはパラフィンワックスが使用される場合には、トナー粒子の表面に露出するワック
スの量が少なくなる傾向がある。
【００３２】
　トナー粒子表面に露出する傾向のあるワックスの量に関わらず、３０℃～１５０℃の範
囲内の融点を有するワックスが好ましく、４０℃～１４０℃の範囲内の融点を有するワッ
クスがより好ましい。
【００３３】
　ワックスは、トナーを基準にして、例えば、０．１～２０質量％、好ましくは０．５～
９質量％である。
【００３４】
　用語「電荷調整（ｃｈａｒｇｅ　ｃｏｎｔｒｏｌ）」は、得られるトナーの摩擦帯電特
性を変えるトナー添加剤の１つの特性を意味する。正に帯電するトナー用の非常に様々な
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電荷調整剤を入手することができる。負に帯電するトナー用の多数であるがより少数の電
荷調整剤も入手できる。好適な電荷調整剤は、例えば米国特許第３，８９３，９３５号、
第４，０７９，０１４号、第４，３２３，６３４号および第４，３９４，４３０号明細書
、並びに英国特許第１，５０１，０６５号および第１，４２０，８３９号明細書に記載さ
れている。電荷調整剤は、一般的に、少量で、例えばトナーの質量を基準として０．１～
５質量％の量で使用される。有用なさらなる電荷調整剤は、米国特許第４，６２４，９０
７号、第４，８１４，２５０号、第４，８４０，８６４号、第４，８３４，９２０号、第
４，６８３，１８８号および第４，７８０，５５３号明細書に記載されている。電荷調整
剤の混合物も使用できる。
【００３５】
　本発明のインクを製造するための好ましい方法は、分散相が顔料およびオイルとともに
有機溶剤中に溶解されたポリマーバインダーから構成される水性エマルジョンの形成を伴
う。有機溶剤は、次に、除去される。
【００３６】
　上記ポリマーを溶解し、かつ、水と不混和性でもある任意の好適な溶剤を本発明の実施
に使用でき、例えば、クロロメタン、ジクロロメタン、酢酸メチル、酢酸エチル、酢酸プ
ロピル、塩化ビニル、トリクロロメタン、四塩化炭素、塩化エチレン、トリクロロエタン
、トルエン、キシレン、シクロヘキサノン、２－ニトロプロパンなどを使用できる。本発
明の実施に特に有用な溶剤は、多くのポリマーに対して良好な溶媒であると同時に水に難
溶性であるという理由から、酢酸エチルおよび酢酸プロピルである。さらに、それらの揮
発性は、それらが、蒸発によって、以下に記載するように不連続相液滴から容易に除去さ
れるという程度のものである。
【００３７】
　必要に応じて、上記ポリマーを溶解し、かつ、水と不混和性である溶剤は、上記のリス
トから選ばれた２種または３種以上の水に不混和性の溶剤の混合物であることができる。
【００３８】
　エマルジョンは、上記のポリマー溶液を、例えばポリビニルピロリドンまたはポリビニ
ルアルコールなどの安定化剤ポリマーを含む水性相中に分散させることにより形成され、
あるいは、より好ましくは、米国特許第４，８８３，０６０号；第４，９６５，１３１号
；第２，９３４，５３０号；第３，６１５，９７２号；第２，９３２，６２９号；及び第
４，３１４，９３２号の各明細書に記載された改変型蒸発限定凝集（ＥＬＣ）法において
、コロイドシリカ、例えばＬＵＤＯＸ（登録商標）もしくはＮＡＬＣＯまたはラテックス
粒子を使用して限定凝集法により形成される。
【００３９】
　好ましくは、ポリマー溶液を、コロイドシリカ安定化剤を含む水性相と混合して、液滴
の水性懸濁液を形成する。この懸濁液は、液滴サイズを低減し限定凝集法を通じて狭いサ
イズ分布液滴を達成するオリフィス装置を通して、剪断もしくは伸長混合または同様の流
動プロセスにかけられる。水性相のｐＨは、一般的に、コロイド安定剤としてシリカを使
用した場合に４～７である。
【００４０】
　液滴を安定化するために使用されるシリカの実際の量は、典型的な限定凝集法と同様に
所望される最終多孔質粒子のサイズに依存し、この最終多孔質粒子のサイズは、エマルジ
ョンを形成するために使用される種々の相の体積比および質量比に依存する。
【００４１】
　本発明の第２の工程を実施するのに、バッチミキサー、遊星式ミキサー、単軸もしくは
多軸スクリュー押出機、動的もしくは静的ミキサー、コロイドミル、高圧ホモジナイザー
、ソニケーター、またはこれらの組み合わせなどの、いかなるタイプの混合および剪断装
置を使用できる。本発明のこの工程には、高剪断タイプの攪拌装置を利用できるが、好ま
しい均一化装置は、例えばＭｉｃｒｏｆｌｕｉｄｉｃｓ　Ｍａｎｕｆａｃｔｕｒｉｎｇに
より製造されたマイクロフルイダイザー（Ｍｉｃｒｏｆｌｕｉｄｉｚｅｒ）（登録商標）
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、モデル番号１１０Ｔなどである。この装置では、高剪断攪拌ゾーンにおいてポリマー溶
液の液滴が水性相（連続相）中に分散され、サイズが小さくなり、そしてこのゾーンを出
ると、分散されたオイルの粒子サイズが減少して、連続相中の均一なサイズの分散液滴と
なる。このプロセスの温度は、液滴の乳化にとって最適な粘度を達成するため、および溶
剤の蒸発を制御するために、調節できる。本発明の方法において、許容可能な粒子サイズ
およびサイズ分布を生じさせるために適する背圧の範囲は１００～５０００ｐｓｉ、好ま
しくは５００～３０００ｐｓｉである。好ましい流量は１０００～６０００ｍＬ毎分であ
る。
【００４２】
　次に、有機溶剤を除去して、オイルおよび顔料の複数のドメインを有する離散粒子から
なるインクを生成させる。ロータリーエバポレーターまたはフラッシュエバポレーターな
どの溶剤除去装置を使用することができる。濾過または遠心分離により有機溶剤を除去し
た後、ポリマー粒子を単離し、次にオーブン中４０℃で乾燥させて残留水を除去する。必
要に応じて、粒子をアルカリにより処理してシリカ安定剤を除去する。
【００４３】
　必要に応じて、溶剤除去工程に先立って、または溶剤除去、単離および乾燥の任意に時
点で、上記の溶剤除去工程はさらなる水の添加を伴ってもよい。
【００４４】
　本発明の離散粒子の平均粒径は、例えば、２～５０μｍ、好ましくは３～２０μｍであ
る。
【００４５】
　本発明により製造される離散粒子は球状または不規則な形状であることができる。しか
しながら、トナー粒子の形状は、静電的なトナーの転写およびクリーニング特性に影響を
及ぼす。すなわち、例えば、トナー粒子の転写およびクリーニング性能は、粒子の真球度
が減少するにつれて向上することが分かっている。トナー粒子の形状を制御する多くの方
法が当該技術分野で知られている。本発明の実施において、必要に応じて、水相中または
有機溶剤中に添加剤を使用してもよい。添加剤は、水中オイル（ｏｉｌ－ｉｎ－ｗａｔｅ
ｒ）型エマルジョンの形成後または前に添加できる。いずれの場合でも、溶剤が除去され
るにつれて界面張力が変わると、粒子の真球度の減少がもたらされる。米国特許第５，２
８３，１５１号明細書には、粒子の真球度の減少を達成するためにカルナウバワックスを
使用することが記載されている。「ＴＯＮＥＲ　ＰＡＲＴＩＣＬＥＳ　ＯＦ　ＣＯＮＴＲ
ＯＬＬＥＤ　ＳＵＲＦＡＣＥ　ＭＯＲＰＨＯＬＯＧＹ　ＡＮＤ　ＭＥＴＨＯＤ　ＯＦ　Ｐ
ＲＥＰＡＲＡＴＩＯＮ（表面モルフォロジーが制御されたトナー粒子およびその製造方法
）」という題名の２００６年１２月１５日に出願された米国特許出願第１１／６１１，２
０８号明細書には、真球度を制御するのに有用である特定のカルバミン酸金属塩の使用が
記載されており、「ＴＯＮＥＲ　ＰＡＲＴＩＣＬＥＳ　ＯＦ　ＣＯＮＴＲＯＬＬＥＤ　Ｍ
ＯＲＰＨＯＬＯＧＹ（モルフォロジーが制御されたトナー粒子）」という題名の２００６
年１２月１５日に出願された米国特許出願第１１／６２１，２２６号明細書には、真球度
を制御するために特定の塩を使用することが記載されている。「ＴＯＮＥＲ　ＰＡＲＴＩ
ＣＬＥＳ　ＯＦ　ＣＯＮＴＲＯＬＬＥＤ　ＭＯＲＰＨＯＬＯＧＹ（モルフォロジーが制御
されたトナー粒子）」という題名の２００６年６月２２日に出願された米国特許出願第１
１／４７２，７７９号明細書には、真球度を制御するためにテトラフェニルホウ酸第４級
アンモニウム塩を使用することが記載されている。
【００４６】
　本発明の方法により製造されるトナー粒子は、表面処理剤の形態で流動助剤（ｆｌｏｗ
　ａｉｄｓ）を含んでもよい。表面処理剤は、典型的には、典型的な粒子サイズが５ｎｍ
～１０００ｎｍである無機酸化物またはポリマー粉末の形態にある。スペーシング剤（ｓ
ｐａｃｉｎｇ　ａｇｅｎｔ）としても知られている表面処理剤に関し、この剤のトナー粒
子上の量は、帯電画像に関連する静電気力によって、または機械的な力によって、２成分
系中のキャリヤ粒子からトナー粒子をはぎ取ることを可能にするのに十分な量である。ス
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ペーシング剤の好ましい量は、トナーの質量を基準として、０．０５～１０質量％であり
、最も好ましくは０．１～５質量％である。
【００４７】
　スペーシング剤は、従来の表面処理法、例えば、従来の粉末混合法、例えばスペーシン
グ剤の存在下でトナー粒子をタンブルすることなど（これに限定されない）によって、ト
ナー粒子の表面上に適用することができる。好ましくは、スペーシング剤は、トナー粒子
の表面上に分配される。スペーシング剤は、トナー粒子の表面に付着し、静電気的力もし
くは物理的手段またはそれらの両方によって付着することができる。混合による場合には
、均一な混合が好ましく、均一な混合は、スペーシング剤が凝集しないようにするのに十
分なまたは少なくとも凝集を最低限に抑えるのに十分な高エネルギーヘンシェル型ミキサ
ーなどのミキサーによって達成される。さらに、トナー粒子の表面への分配を達成するた
めにスペーシング剤がトナー粒子と混合される場合には、混合物を篩いにかけて、凝集し
たスペーシング剤または凝集したトナー粒子を除去することができる。凝集した粒子を除
去するための別の手段も本発明の目的のために使用できる。
【００４８】
　好ましいスペーシング剤は、シリカ、例えば、Ｒ－９７２のような、Ｄｅｇｕｓｓａか
ら商業的に入手可能なもの、または、Ｈ２０００のような、Ｗａｃｋｅｒから商業的に入
手可能なものなどである。他の好適なスペーシング剤としては、他の無機酸化物粒子、ポ
リマー粒子などが挙げられるが、これらに限定されない。具体例としては、チタニア、ア
ルミナ、ジルコニア、および他の金属酸化物；および好ましくは直径が１μｍ未満（より
好ましくは０．１μｍ未満）であるポリマー粒子、例えばアクリル系ポリマー、シリコー
ン系ポリマー、スチレン系ポリマー、フルオロポリマー、これらのコポリマー、並びにこ
れらの混合物が挙げられるが、これらに限定されない。
【００４９】
　本発明は、複数のドメイン中に液体トナーインクを含むことに限られない。複数のドメ
インはオフセットインクまたはインクジェットインクを含むことができる。
【実施例】
【００５０】
　下記の例で使用したＫａｏ　Ｂｉｎｄｅｒ　ＥおよびＮ（両方ともポリエステル樹脂）
は、Ｋａｏ　Ｓｐｅｃｉａｌｔｉｅｓ　Ａｍｅｒｉｃａｓ　ＬＬＣ（日本国所在の花王株
式会社の一部門）から入手した。Ｎａｌｃｏ　２３２９（登録商標）（コロイドシリカ）
は、４０質量％分散体としてＮａｌｃｏから入手した。Ｐｉｃｃｏｔｏｎｅｒ　１２２１
は、Ｈｅｒｃｕｌｅｓ　Ｐｏｗｄｅｒ　Ｃｏ．から入手した。７２５シリーズシアン顔料
系オフセットインク濃縮物はＫｏｈｌ　ａｎｄ　Ｍａｄｄｅｎから入手した。使用した液
体トナーインク濃縮物はＨＰエレクトロ（Ｅｌｅｃｔｒｏ）インクブラック濃縮物であっ
た。例６で使用したミクロゲルＭ１はポリ（イソブチルメタクリレート－ｃｏ－２－エチ
ルヘキシルメタクリレート－ｃｏ－ジビニルベンゼン（質量比６２／３５／３））であり
、米国特許第４，７５８，４９２号明細書に記載されているような乳化重合反応を使用し
て製造されたものであった。これらの例で使用した表面処理剤はＲ－９７２（Ｄｅｇｕｓ
ｓａ製のシリカ）であった。
【００５１】
　粒子サイズは、Ｈｏｒｉｂａ粒子分析器により評価した。測定値から求められた体積メ
ジアン値を用いてこれらの例に記載の粒子の粒子サイズを表した。
【００５２】
例１（発明）　オフセットインク／ドライトナー混成体
　Ｋａｏ　Ｅポリマー樹脂（１８ｇ）を７２ｇの酢酸エチル中に溶解させ、５．０ｇの大
豆油と混合された５．０ｇの７２５シリーズシアンオフセットインクの分散体を加えた。
これを、ｐＨ　４シトレート／ホスフェート緩衝剤および１１ｇのＮａｌｃｏ（登録商標
）２３２９を含む１３９ｇの水相中に分散させた後、Ｓｉｌｖｅｒｓｏｎ　Ｌ４Ｒミキサ
ーにより剪断し、次にＭｉｃｒｏｆｌｕｉｄｉｚｅｒ（登録商標）モデル＃１１０Ｔによ
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ｏｒ　ＲＥ１２０を使用して酢酸エチルを減圧下３５℃で蒸発させて、オフセットインク
分散体を大豆油の複数のドメインを有する離散トナー粒子を得た。トナーの表面上のシリ
カを、１Ｎ水酸化カリウムを使用して除去した。次に、トナーを洗浄し、乾燥させた。メ
ジアン粒子サイズは１５．６マイクロメートルであった。トナーを、摩擦電荷を測定する
前にＲ９７２により表面処理した。質量に対する電荷量は－３０μＣ／ｇであった。紙受
容体上のバイアス現像パッチを融着させて、紙によく付着した光沢のあるシアン画像を得
た。
【００５３】
例２（発明）　オフセットインク／ドライトナー混成体
　このトナーは、シアンオフセットインクの代わりに５．０ｇのＨＰ　Ｂｌａｃｋエレク
トロ・インクを使用し、大豆油の代わりに石油炭化水素を使用したことを除き、例１と同
様に調製した。石油炭化水素インク分散体の複数のドメインを含むこのトナーは、例１と
同様な表面処理によって、１７．２マイクロメートルの平均粒子サイズと－６５μＣ／ｇ
の電荷を有していた。
【００５４】
　例１および２から、本発明の方法により製造されたインクを典型的な電子写真プリンタ
ーで使用できることが判る。その利点は、オフセットインクをかかるプリンターで有効に
使用できるということである。これによって、デジタル電子写真印刷機で使用できる印刷
インクの幅が拡がり、デジタル分野でのオフセットインクの使用が可能となる。
【００５５】
例３（発明）
　このトナーは、石油炭化水素を使用しなかったことを除き、例２と同様に調製した。こ
の発明例で必要としたオイルはＨＰ　ＥｌｅｃｔｒｏＩｎｋ（登録商標）Ｂｌａｃｋ濃縮
物であった。この例は、オイルの複数のドメインを有する離散粒子がもたらされたことを
示し、様々なオイルが本発明の粒子に適することを示している。
【００５６】
例４（発明）
　このトナーは、Ｋａｏ　Ｅの代わりにＫａｏ　Ｎを使用し、オイルとして使用した石油
炭化水素を５．０ｇから２．５ｇに減らしたことを除き、例２と同様に調製した。
【００５７】
例５（発明）
　このトナーは、使用したバインダーがＫａｏ　Ｎの代わりにＰｉｃｃｏｔｏｎｅｒ　１
２２１であったことを除き、例４と同様に調製した。
　例４および５は両方とも、複数のドメインを有する離散粒子をもたらしたことを示し、
このことは、本発明において様々なバインダーを使用できることを示している。
【００５８】
例６（発明）
　この例は、オイルとして石油炭化水素の代わりに、２０％のＭ１を含むドデカン２．５
ｇを使用したことを除き、例２と同様であった。
　例１～６で調製したトナー試料の全ての光学顕微鏡観察から、ドライトナー中に液体イ
ンク分散体の複数のドメインが存在することが示された。図１は、例６で調製した試料の
断面を示す。
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【国際調査報告】
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