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(57)【要約】
【課題】複合体粒子、複合体粒子を形成する方法、複合体粒子を含む感熱記録物質、およ
び感熱記録物質を提供する方法を提供する。
【解決手段】本発明においては、１００ｎｍ～３．５ミクロンの直径を有し、コアおよび
シェルを含み、コアは乾燥したときに少なくとも１つの空隙を含み、シェルポリマーは５
０℃を超える計算ガラス転移温度（Ｔｇ）を有する第１ポリマー粒子と；第１ポリマー粒
子の表面に配置され、２０℃を超える最低造膜温度を有する第２ポリマー粒子とを含み；
第２ポリマー粒子の直径に対する第１ポリマー粒子の直径の割合が１～５０であり；第２
ポリマー粒子の重量に対する第１ポリマー粒子の重量の割合が０．１～４０である；複合
体粒子が提供される。特定の実施形態においては、複合体粒子は、複合体粒子の表面に配
置されている１０ｎｍ～５ミクロンの直径を有する顔料粒子をさらに含み、複合体粒子の
重量に対する顔料粒子の重量の割合が０．１～１０である。さらに提供されるのは、複合
体粒子を形成する方法、複合体粒子を含む感熱記録物質、および感熱記録物質を提供する
方法である。
【選択図】なし
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　１００ｎｍ～３．５ミクロンの直径を有し、コアおよびシェルを含み、前記コアは乾燥
したときに少なくとも１つの空隙を含有し、前記シェルポリマーは５０℃を超える計算ガ
ラス転移温度（Ｔｇ）を有する第１ポリマー粒子と；
　前記第１ポリマー粒子の表面に配置されており、２０℃を超える最低造膜温度を有する
第２ポリマー粒子；とを含み、
　前記第２ポリマー粒子の直径に対する前記第１ポリマー粒子の直径の割合が１～５０で
あり；
　前記第２ポリマー粒子の重量に対する前記第１ポリマー粒子の重量の割合が０．１～４
０である；
複合体粒子。
【請求項２】
　水性媒体中に分散された前記第１ポリマー粒子が、水性媒体中に分散された前記第２ポ
リマー粒子の電荷と反対の電荷を有する、請求項１に記載の複合体粒子。
【請求項３】
　前記複合体粒子の表面に配置されている、１０ｎｍ～５ミクロンの直径を有する顔料粒
子をさらに含み、前記複合体粒子の重量に対する前記顔料粒子の重量の割合が０．１～１
０である、請求項１に記載の複合体粒子。
【請求項４】
　（ａ）１００ｎｍ～３．５ミクロンの直径を有し、コアおよびシェルを含み、第１の電
荷を有し、前記コアは乾燥したときに少なくとも１つの空隙を含有し、前記シェルポリマ
ーは５０℃を超える計算Ｔｇを有する第１ポリマー粒子を含む、第１水性分散物を形成し
；
　（ｂ）前記第１ポリマー粒子の電荷と反対の電荷を有し、２０℃を超える最低造膜温度
を有する第２ポリマー粒子を含む第２水性分散物を形成し；並びに
　（ｃ）前記第１水性分散物と前記第２水性分散物とを混合する；ことを含み、
　前記第２ポリマー粒子の直径に対する前記第１ポリマー粒子の直径の割合が１～５０で
あり；
　前記第２ポリマー粒子の重量に対する前記第１ポリマー粒子の重量の割合が０．１～４
０である；
複合体粒子を形成する方法。
【請求項５】
　（ｄ）次いで、１０ｎｍ～５ミクロンの直径を有し、前記混合物の複合体粒子の電荷と
反対の電荷を有する顔料粒子の水性分散物を前記混合物と接触させることをさらに含み；
前記複合体粒子の重量に対する前記顔料粒子の重量の割合が０．１～１０である、請求項
４に記載の方法。
【請求項６】
　担体を含み、前記担体上に第１層を有し、前記第１層は請求項１または３に記載の空隙
を含有する複合体粒子を含み、前記第１層上に第２感熱記録層を配置している感熱記録物
質。
【請求項７】
　請求項１または３に記載の空隙を含有する複合体粒子を含む組成物を形成し；
　前記組成物の第１層を担体上に適用し；並びに
　前記第１層上に第２感熱記録層を適用する；
ことを含む、感熱記録物質を提供する方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は乾燥したときに空隙を含有し、乾燥組成物における不透明度および断熱（ｉｎ
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ｓｕｌａｔｉｎｇ）特性を提供するのに好適な複合体粒子に関する。より詳細には、本発
明は、１００ｎｍ～３．５ミクロンの直径を有し、コアおよびシェルを含み、コアは乾燥
したときに少なくとも１つの空隙を含有し、シェルポリマーは５０℃を超える計算ガラス
転移温度（Ｔｇ）を有する、第１ポリマー粒子；並びに、第１ポリマー粒子の表面に配置
されており、２０℃を超える最低造膜温度を有する第２ポリマー粒子を含み；第２ポリマ
ー粒子の直径に対する第１ポリマー粒子の直径の割合が１～５０であり；第２ポリマー粒
子の重量に対する第１ポリマー粒子の重量の割合が０．１～４０である；複合体粒子に関
する。場合によっては、複合体粒子は、複合体粒子の重量に対する顔料粒子の重量の割合
が０．１～１０で、１０ｎｍ～５ミクロンの直径を有する顔料粒子をさらに含むことがで
きる。さらに、本発明は、複合体粒子を形成する方法、当該複合体粒子を含む感熱記録物
質、および当該感熱物質を形成する方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　国際公開第ＷＯ２００８００６４７４号は、ジカルボン酸およびジアミンに由来する溶
液コポリマーのような好適な接着剤を媒体にして、有機中空球状顔料の表面に付着したナ
ノスケール顔料粒子との複合体顔料の形態の中空球状顔料含む感熱記録物質を開示する。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】国際公開第ＷＯ２００８００６４７４号パンフレット
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかし、これらコーティングの有効性の改良は依然として求められていた。特に、これ
ら顔料の使用においては、感熱コーティングにおいて使用されるワックスを感熱記録プロ
セスにおけるプリントヘッドに移すのを最低限にするように、これら顔料を含む断熱コー
ティングのワックス吸収における改良が望まれる。本発明の複合体粒子はこのような性能
を有する断熱層を提供することが見いだされた。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　本発明の第１の態様においては、１００ｎｍ～３．５ミクロンの直径を有し、コアおよ
びシェルを含み、前記コアは乾燥したときに少なくとも１つの空隙を含有し、前記シェル
ポリマーは５０℃を超える計算ガラス転移温度（Ｔｇ）を有する第１ポリマー粒子と；前
記第１ポリマー粒子の表面に配置されており、２０℃を超える最低造膜温度を有する第２
ポリマー粒子とを含み；前記第２ポリマー粒子の直径に対する前記第１ポリマー粒子の直
径の割合が１～５０であり；前記第２ポリマー粒子の重量に対する前記第１ポリマー粒子
の重量の割合が０．１～４０である；複合体粒子が提供される。
【０００６】
　本発明の第２の態様においては、（ａ）１００ｎｍ～３．５ミクロンの直径を有し、コ
アおよびシェルを含み、第１の電荷を有し、前記コアは乾燥したときに少なくとも１つの
空隙を含有し、前記シェルポリマーは５０℃を超える計算ガラス転移温度（Ｔｇ）を有す
る第１ポリマー粒子を含む第１水性分散物を形成し；（ｂ）前記第１ポリマー粒子の電荷
と反対の電荷を有し、２０℃を超える最低造膜温度を有する第２ポリマー粒子を含む第２
水性分散物を形成し；並びに（ｃ）前記第１水性分散物と前記第２水性分散物とを混合す
る；ことを含み、前記第２ポリマー粒子の直径に対する前記第１ポリマー粒子の直径の割
合が１～５０であり；前記第２ポリマー粒子の重量に対する前記第１ポリマー粒子の重量
の割合が０．１～４０である；複合体粒子を形成する方法が提供される。
【０００７】
　本発明の第３の態様においては、担体を含み、前記担体上に第１層を有し、前記第１層
は上記の空隙を含有する複合体粒子を含み、および前記第１層上に感熱記録層を配置して
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いる、感熱記録物質が提供される。
【０００８】
　本発明の第４の態様においては、上記の空隙を含有する複合体粒子を含む組成物を形成
し；前記組成物の第１層を担体上に適用し；並びに、前記第１層上に感熱記録層を適用す
ること；を含む、感熱記録物質を提供する方法が提供される。
【発明を実施するための形態】
【０００９】
　本発明は、１００ｎｍ～３．５ミクロンの直径を有し、コアおよびシェルを含み、コア
が乾燥したときに少なくとも１つの空隙を含有し；並びにシェルポリマーが５０℃を超え
る計算ガラス転移温度（Ｔｇ）を有する、第１ポリマー粒子を含む複合体粒子に関する。
乾燥したときに１以上の空隙を含有するポリマー粒子は、例えば、コポリマーの完全なも
しくは部分的な加水分解および溶解によって、酸、塩基もしくは非イオン性有機物質での
コアポリマーの膨潤によって、そして限定されたその後の粒子の崩壊などを伴って、その
空隙が生じたことが開示されてきた。好ましい実施形態においては、第１粒子は水性多段
階乳化重合と、それに続く塩基での膨潤によって形成される。このような多段階プロセス
は米国特許第４，４２７，８３６号；第４，４６８，４９８号；第４，４６９，８２５号
；第４，５９４，３６３号；第４，６７７，００３号；第４，９１０，２２９号；第４，
９２０，１６０号；第４，９７０，２４１号；第５，１５７，０８４号；第５，４９４，
９７１号；第５，５１０，４２２号；第６，１３９，９６１号；第６，６３２，５３１号
；および第６，８９６，９０５号、並びに、欧州特許出願公開第ＥＰ２６７，７２６Ａ号
；第ＥＰ３３１，４２１Ａ号および第ＥＰ９１５，１０８Ａ号に開示されている。
【００１０】
　本発明の好ましい多段階第１ポリマー粒子の段階は、コア段階ポリマーおよびシェル段
階ポリマーを含む。コアおよびシェルはそれぞれ独立して１より多い段階を含むことがで
きる。１以上の中間段階も存在しうる。中間段階ポリマーは、存在する場合には、コアを
部分的にまたは完全に封入し、かつそれ自体は第１シェルによって部分的にまたは完全に
封入される。本明細書においては「タイコート（ｔｉｅｃｏａｔ）」と称される中間段階
はコアの存在下で乳化重合を行うことにより製造されうる。シェルポリマーはコアポリマ
ーおよび存在する場合にはタイコートポリマーを部分的または完全に封入する。
【００１１】
　好ましい多段階ポリマーのコアは、重合単位として、コアの重量を基準にして５重量％
～１００重量％、好ましくは２０重量％～６０重量％、より好ましくは３０重量％～５０
重量％の少なくとも１種の親水性モノエチレン性不飽和モノマー、およびコア段階ポリマ
ーの重量を基準にして０重量％～９５重量％の少なくとも１種の非イオン性モノエチレン
性不飽和モノマーを含むエマルションポリマーである。コアポリマーの全重量を基準にし
て少なくとも５重量％の少なくとも１種の親水性モノエチレン性不飽和モノマーを含むコ
アは、概して好適な膨潤度を生じさせるであろう。コアポリマーは単一の段階でもしくは
多段階重合の工程で製造されうるか、または逐次的な複数の工程で製造されうる。この方
法は、用語「親水性モノエチレン性不飽和モノマー」において、米国特許第４，８８０，
８４２号に記載されるような、親水性コアポリマーにおける親水性モノエチレン性不飽和
モノマーの代わりとして、疎水性シェルポリマーの重合前、重合中もしくは重合後にコア
ポリマーに吸収される少なくとも１つのカルボン酸基を含む非ポリマー系化合物の使用も
意図し、含む。さらに、本発明は、用語「親水性モノエチレン性不飽和モノマー」におい
て、米国特許第５，１５７，０８４号に記載されるような、親水性モノエチレン性不飽和
モノマーを含まないが加水分解で親水性コアポリマーに膨潤可能な潜在的に親水性のコア
ポリマーの使用を意図し、含む。
【００１２】
　コアポリマーを製造するのに有用な好適な親水性モノエチレン性不飽和モノマーには、
酸官能基を含むモノエチレン性不飽和モノマー、例えば、アクリル酸、メタクリル酸、ア
クリルオキシプロピオン酸、（メタ）アクリルオキシプロピオン酸、イタコン酸、アコニ
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ット酸、マレイン酸または無水マレイン酸、フマル酸クロトン酸、マレイン酸モノメチル
、フマル酸モノメチル、イタコン酸モノメチルなどをはじめとする少なくとも１つのカル
ボン酸基を含むモノマーが挙げられる。アクリル酸およびメタクリル酸が好ましい。好適
な少なくとも１つのカルボン酸基を含む非ポリマー系化合物には、Ｃ６－Ｃ１２脂肪族ま
たは芳香族モノカルボン酸およびジカルボン酸、例えば、安息香酸、ｍ－トルイル酸、ｐ
－クロロ安息香酸、ｏ－アセトキシ安息香酸、アゼライン酸、セバシン酸、オクタン酸、
シクロヘキサンカルボン酸、ラウリン酸およびフタル酸モノブチルなどが挙げられる。親
水性コアポリマーを製造するのに好適な非イオン性モノエチレン性不飽和モノマーには、
スチレン、アルファ－メチルスチレン、ｐ－メチルスチレン、ｔ－ブチルスチレン、ビニ
ルトルエン、エチレン、酢酸ビニル、塩化ビニル、塩化ビニリデン、（メタ）アクリロニ
トリル、（メタ）アクリルアミド、（メタ）アクリル酸の（Ｃ１－Ｃ２０）アルキルもし
くは（Ｃ３－Ｃ２０）アルケニルエステル、例えば、（メタ）アクリル酸メチル、（メタ
）アクリル酸エチル、（メタ）アクリル酸ブチル、（メタ）アクリル酸２－エチルヘキシ
ル、（メタ）アクリル酸ヒドロキシエチル、（メタ）アクリル酸ヒドロキシプロピル、（
メタ）アクリル酸ベンジル、（メタ）アクリル酸ラウリル、（メタ）アクリル酸オレイル
、（メタ）アクリル酸パルミチル、（メタ）アクリル酸ステアリルなどが挙げられる。
【００１３】
　単一段階プロセスによって得られるかまたは複数の段階を伴うプロセスによって得られ
るかに関わらず、コアは、非膨潤条件での直径で、５０ｎｍ～１．０ミクロン、好ましく
は１００ｎｍ～３００ｎｍの平均粒子サイズを有する。あらかじめ形成されたまたはシー
ドポリマーからコアが得られる場合には、シードポリマーは好ましくは３０ｎｍ～２００
ｎｍの平均粒子サイズを有する。
【００１４】
　コアは場合によっては、コアの全重量を基準にして、０．１重量％～２０重量％、ある
いは０．１重量％～１０重量％の多エチレン性不飽和モノマーも含むことができ、使用さ
れる量は、概して、使用される親水性モノエチレン性不飽和モノマーの量にほぼ直接比例
し；言い換えれば、親水性モノマーの相対量が増加するにつれて、多エチレン性不飽和モ
ノマーの量を増加させることが許容される。あるいは、コアポリマーはコアポリマーの全
重量を基準にして０．１重量％～６０重量％のブタジエンを含むことができる。
【００１５】
　好適な多エチレン性不飽和モノマーには、２～６つのエステル基を含む多価アルコール
のアルファ，ベータエチレン性不飽和モノカルボン酸エステルが挙げられる。このような
コモノマーには、アルキレングリコールジアクリラートおよびジメタクリラート、例えば
、エチレングリコールジアクリラート、エチレングリコールジメタクリラート、１，３－
ブチレングリコールジアクリラート、１，４－ブチレングリコールジアクリラート、プロ
ピレングリコールジアクリラートおよびトリエチレングリコールジメチルアクリラート；
１，３－グリセロールジメタクリラート；１，１，１－トリメチロールプロパンジメタク
リラート；１，１，１－トリメチロールエタンジアクリラート；ペンタエリスリトールト
リメタクリラート；１，２，６－ヘキサントリアクリラート；ソルビトールペンタメタク
リラート；メチレンビス－アクリルアミド、メチレンビス－メタクリルアミド、ジビニル
ベンゼン、メタクリル酸ビニル、クロトン酸ビニル、アクリル酸ビニル、ビニルアセチレ
ン、トリビニルベンゼン、シアヌル酸トリアリル、ジビニルアセチレン、ジビニルエタン
、ジビニルスルフィド、ジビニルエーテル、ジビニルスルホン、ジアリルシアナミド、エ
チレングリコールジビニルエーテル、フタル酸ジアリル、ジビニルジメチルシラン、グリ
セロールトリビニルエーテル、アジピン酸ジビニル；ジシクロペンテニル（メタ）アクリ
ラート；ジシクロペンテニルオキシ（メタ）アクリラート；グリコールモノジシクロペン
テニルエーテルの不飽和エステル；末端エチレン性不飽和を有するアルファ，ベータ－不
飽和モノ－およびジ－カルボン酸のアリルエステル、例えばメタクリル酸アリル、アクリ
ル酸アリル、マレイン酸ジアリル、フマル酸ジアリル、イタコン酸ジアリルなどが挙げら
れる。
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【００１６】
　多段階ポリマーのシェルポリマーは５０℃を超えるＴｇを有し、重合単位として、第１
シェルポリマーの重量を基準にして０．３重量％～１０重量％、好ましくは０．５重量％
～１０重量％の多エチレン性不飽和モノマーを含み；好適な多エチレン性不飽和モノマー
には、コアポリマーにおける任意的な使用のために本明細書に開示されるものがある。ス
チレンが好ましいコモノマーである。シェルポリマーを形成するのに使用されうる他の好
適なモノマーには、親水性および非イオン性であり、本明細書においてコアポリマーの製
造のために開示されるようなモノエチレン性不飽和モノマーが挙げられる。複数のシェル
段階が使用される場合には、ここでのシェルの組成はその複数シェルの全ての全体的組成
としてここで採用される。
【００１７】
　本明細書におけるポリマーのＴｇはフォックス式（Ｆｏｘ　ｅｑｕａｔｉｏｎ）すなわ
ち、例えば、モノマーＭ１およびＭ２のコポリマーのＴｇを計算するには、
【００１８】

【数１】

【００１９】
Ｔｇ（計算）はコポリマーについて計算されたガラス転移温度である；
ｗ（Ｍ１）はコポリマー中のモノマーＭ１の重量分率である；
ｗ（Ｍ２）はコポリマー中のモノマーＭ２の重量分率である；
Ｔｇ（Ｍ１）はＭ１のホモポリマーのガラス転移温度である；
Ｔｇ（Ｍ２）はＭ２のホモポリマーのガラス転移温度である；
全ての温度は°Ｋ単位である：を用いてここで計算されるものである（Ｔ．Ｇ．Ｆｏｘ，
Ｂｕｌｌ．Ａｍ．Ｐｈｙｓｉｃｓ　Ｓｏｃ．，Ｖｏｌｕｍｅ　１，Ｉｓｓｕｅ　Ｎｏ．３
，ページ１２３（１９５６））。
【００２０】
　ホモポリマーのガラス転移温度は、例えば、「ポリマーハンドブック（Ｐｏｌｙｍｅｒ
　Ｈａｎｄｂｏｏｋ）」Ｊ．ＢｒａｎｄｒｕｐおよびＥ．Ｈ．Ｉｍｍｅｒｇｕｔ編Ｉｎｔ
ｅｒｓｃｉｅｎｃｅ　Ｐｕｂｌｉｓｈｅｒｓに見いだされうる。
【００２１】
　シェルにおいて使用されるモノマーおよびその相対比率は、コアを膨潤させうる水性ま
たは気体状揮発性または不揮発性塩基に対してそれらが透過性であるべきである。シェル
は重合単位として、シェルの重量を基準にして０重量％～３５重量％、好ましくは０重量
％～１０重量％、およびより好ましくは０．１重量％～１０重量％の、酸官能基を含むモ
ノエチレン性不飽和モノマーの１種以上、例えば、（メタ）アクリル酸、（メタ）アクリ
ルオキシプロピオン酸、イタコン酸、アコニット酸、マレイン酸、無水マレイン酸、フマ
ル酸、クロトン酸、マレイン酸モノメチル、フマル酸モノメチル、イタコン酸モノメチル
などを含むことができる。（メタ）アクリル酸が好ましい。好ましくはシェルポリマーに
おける酸官能性モノエチレン性不飽和モノマーの割合は、コアポリマーにおけるその割合
の１／３を超えない。
【００２２】
　本発明の第１ポリマー粒子を形成する場合、水可溶性フリーラジカル開始剤が水性乳化
重合において典型的に使用される。好適な水可溶性フリーラジカル開始剤には、過酸化水
素；ｔｅｒｔ－ブチルペルオキシド；アルカリ金属過硫酸塩、例えば、過硫酸ナトリウム
、過硫酸カリウムおよび過硫酸リチウム；過硫酸アンモニウム；およびこのような開始剤
と還元剤との混合物が挙げられる。還元剤には、亜硫酸塩、例えば、アルカリ金属メタ重
亜硫酸塩、ヒドロ亜硫酸塩および次亜硫酸塩；ホルムアルデヒドスルホキシル酸ナトリウ
ム；並びに還元糖、例えば、アスコルビン酸およびイソアスコルビン酸が挙げられる。開
始剤の量は好ましくは、モノマーの全量を基準にして、０．０１重量％～３重量％、およ
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びレドックス系においては還元剤の量は好ましくは、モノマーの全量を基準にして、０．
０１重量％～３重量％である。開始剤の種類および量は、多段階重合の様々な段階におい
て同じであってもよく、または異なっていてもよい。多段階重合の様々な段階における温
度は典型的には、約１０℃～１００℃の範囲である。過硫酸塩系の場合には、その温度は
典型的には６０℃～９０℃の範囲である。レドックス系では、その温度は典型的には３０
℃～７０℃の範囲である。
【００２３】
　１種以上の非イオン性またはアニオン性乳化剤または界面活性剤が、単独でまたは一緒
に使用されうる。好適な非イオン性乳化剤の例としては、ｔｅｒｔ－オクチルフェノキシ
エチルポリ（３９）－エトキシエタノール、ドデシルオキシポリ（１０）エトキシエタノ
ール、ノニルフェノキシエチル－ポリ（４０）エトキシエタノール、ポリエチレングリコ
ール２０００モノオレアート、エトキシ化ひまし油、フッ素化アルキルエステルおよびア
ルコキシラート、ポリオキシエチレン（２０）ソルビタンモノラウラート、スクロースモ
ノココアート、ジ（２－ブチル）フェノキシポリ（２０）エトキシエタノール、ヒドロキ
シエチルセルロースポリブチルアクリラートグラフトコポリマー、ジメチルシリコーンポ
リアルキレンオキシドグラフトコポリマー、ポリ（エチレンオキシド）ポリ（ブチルアク
リラート）ブロックコポリマー、プロピレンオキシドとエチレンオキシドとのブロックコ
ポリマー、３０モルのエチレンオキシドでエトキシ化された２，４，７，９－テトラメチ
ル－５－デシン－４，７－ジオール、Ｎ－ポリオキシエチレン（２０）ラウラミド、Ｎ－
ラウリル－Ｎ－ポリオキシエチレン（３）アミン、およびポリ（１０）エチレングリコー
ルドデシルチオエーテルが挙げられる。好適なアニオン性乳化剤の例としては、ラウリル
硫酸ナトリウム、ドデシルベンゼンスルホン酸ナトリウム、ステアリン酸カリウム、ジオ
クチルスルホコハク酸ナトリウム、ドデシルジフェニルオキシドジスルホン酸ナトリウム
、ノニルフェノキシエチルポリ（１）エトキシエチル硫酸アンモニウム塩、スチレンスル
ホン酸ナトリウム、ドデシルアリルスルホコハク酸ナトリウム、亜麻仁油脂肪酸、エトキ
シ化ノニルフェノールのリン酸エステルのナトリウムまたはアンモニウム塩、オクトキシ
ノール－３－スルホン酸ナトリウム、ココイルサルコシン酸ナトリウム、１－アルコキシ
－２－ヒドロキシプロピルスルホン酸ナトリウム、アルファ－オレフィン（Ｃ１４－Ｃ１

６）スルホン酸ナトリウム、ヒドロキシアルカノール硫酸、Ｎ－（１，２－ジカルボキシ
エチル）－Ｎ－オクタデシルスルホスクシンアミド酸テトラナトリウム、Ｎ－オクタデシ
ルスルホスクシンアミド酸ジナトリウム、アルキルアミドポリエトキシスルホコハク酸ジ
ナトリウム、スルホコハク酸のエトキシ化ノニルフェノールハーフエステルジナトリウム
およびｔｅｒｔ－オクチルフェノキシエトキシポリ（３９）－エトキシエチル硫酸のナト
リウム塩が挙げられる。１種以上の界面活性剤は、多段階ポリマーの重量を基準にして、
０～３％の量で概して使用される。１種以上の界面活性剤はモノマー投入物の添加前に、
モノマー投入物の添加中に、またはこれらの組み合わせで添加されうる。
【００２４】
　多段階第１ポリマー粒子の全直径は、非膨潤条件で（すなわち、ｐＨを約６以上に上昇
させる中和の前に）、典型的には１００ｎｍ～３．５ミクロン、より好ましくは２００ｎ
ｍ～２．０ミクロンである。親水性コアポリマーが完全に封入される場合には、それは１
時間の分析条件下、室温で、アルカリ金属塩基で滴定しない。封入の程度は、シェル重合
の過程中にサンプルを取り出して水酸化ナトリウムで滴定することにより決定されうる。
【００２５】
　ラテックスポリマー粒子の空隙は好ましくは、シェルを透過してコアを膨張させる水性
塩基性膨潤剤で酸含有コアを膨潤させることにより生じる。この膨張は、コアの外周がシ
ェルの内周の孔に部分的に融合すること、並びにシェルおよび粒子全体の部分的な巨大化
もしくは膨隆を伴うことができる。膨潤剤が乾燥によって除去される場合には、コアの収
縮が微小空隙を生じさせ、その程度はシェルがその従前のサイズに復元することに対する
抵抗性に依存する。コアのための好適な膨潤剤には、例えば、アンモニア、水酸化アンモ
ニウム、アルカリ金属水酸化物（例えば、水酸化ナトリウム）、アミノアルコール、揮発
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性低級脂肪族アミン（例えば、トリメチルアミンおよびトリエチルアミン）並びにこれら
の混合物が挙げられる。膨潤工程は、いずれかの多段階シェル重合工程中に、いずれかの
段階化重合工程と段階化重合工程との間に、または多段階重合プロセスの終わりに起こり
うる。モノマーの実質的な重合がない条件下で、多段階エマルションポリマー、モノマー
および膨潤剤を提供することは、米国特許第６，０２０，４３５号および第６，２５２，
００４号に教示されるような多段階エマルションポリマーの膨潤の程度を向上させうる。
【００２６】
　コアの中間段階またはタイコート（存在する場合には）に対する重量比は、典型的には
、１：０．５～１：１０の範囲であり、好ましくは１：１～１：７の範囲である。コアの
シェルに対する重量比は、典型的には１：５～１：２０の範囲であり、好ましくは１：８
～１：１５の範囲である。
【００２７】
　本発明の複合体粒子は、第１ポリマー粒子の表面に配置されている第２ポリマー粒子を
さらに含み、第２ポリマー粒子は２０℃を超える最低造膜温度を有し；第２ポリマー粒子
の直径に対する第１ポリマー粒子の直径の割合は１～５０、好ましくは１～２０、より好
ましくは３～１８であり；第２ポリマー粒子の重量に対する第１ポリマー粒子の重量の割
合は０．１～４０、好ましくは０．３～２０、より好ましくは０．５～１０である。本明
細書における「第１ポリマー粒子の表面に配置されている」とは、第１ポリマー粒子の表
面の組成とは異なる組成を有することにより区別される第２ポリマー粒子が、第１粒子の
表面に近接した力によって、第１粒子の表面と接触して、例えば、表面に触れて、表面上
に分散させられて、または表面に埋め込まれて、第１ポリマー粒子の表面領域に結合させ
られ、すなわち、保持されることを意味する。例えば、ＳＥＭは、より大きな中心粒子の
上に配置されている、複数のより小さな粒子を含む本発明の複合体粒子を示す。
【００２８】
　本明細書において「最低造膜温度（ｍｉｎｉｍｕｍ　ｆｉｌｍ－ｆｏｒｍｉｎｇ　ｔｅ
ｍｐｅｒａｔｕｒｅ）」は、膜を温度勾配プレート（ＩＣＩ　Ｓｈｅｅｎ　ＭＦＦＴ　ｂ
ａｒ　ＳＳ－３３００）上で試験することによって、膜のひび割れおよび／または粉体状
の外観が視覚的にないこと、並びに膜の一体性によって証明されるうような連続膜をエマ
ルションポリマーが形成する最低の温度を意味し、膜の靱性については、膜がさらなるひ
び割れに対して抵抗している、すなわち、連続性を維持している間、膜に対して木材また
はプラスチックの片（金属プレートを引っ掻かないように）を押しつけることによる。
【００２９】
　第２ポリマー粒子は、典型的には乳化重合により製造される。第２ポリマー粒子は典型
的には、少なくとも１種の共重合されたエチレン性不飽和モノマー、例えば、（メタ）ア
クリルエステルモノマー、例えば、（メタ）アクリル酸メチル、（メタ）アクリル酸エチ
ル、（メタ）アクリル酸ブチル、（メタ）アクリル酸２－エチルヘキシル、（メタ）アク
リル酸デシル、（メタ）アクリル酸ヒドロキシエチル、（メタ）アクリル酸ヒドロキシプ
ロピル、ウレイド－官能性（メタ）アクリラートおよび（メタ）アクリル酸のアセトアセ
タート、アセトアミドまたはシアノアセタート；スチレンまたは置換スチレン；ビニルト
ルエン；ブタジエン；酢酸ビニルまたは他のビニルエステル；ビニルモノマー、例えば、
塩化ビニル、塩化ビニリデン、Ｎ－ビニルピロリドン；（メタ）アクリロニトリル；およ
びＮ－アルキロール（メタ）アクリルアミドが挙げられる。別の用語に続く用語「（メタ
）」の使用、例えば、（メタ）アクリラートまたは（メタ）アクリルアミドは、本開示を
通じて使用される場合、アクリラートまたはアクリルアミド、およびメタクリラートおよ
びメタクリルアミドをそれぞれ意味する。特定の実施形態においては、エマルションポリ
マーは、ポリマーの重量を基準にして、５重量％未満、あるいは０．１重量％未満の共重
合された多エチレン性不飽和モノマーを含む。多エチレン性不飽和モノマーには、例えば
、（メタ）アクリル酸アリル、フタル酸ジアリル、１，４－ブチレングリコールジ（メタ
）アクリラート、１，２－エチレングリコールジ（メタ）アクリラート、１，６－ヘキサ
ンジオールジ（メタ）アクリラートおよびジビニルベンゼンが挙げられる。
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【００３０】
　ポリマーは共重合されたモノエチレン性不飽和カルボン酸モノマーを含むことができる
。カルボン酸モノマーには、例えば、（メタ）アクリル酸、クロトン酸、イタコン酸、フ
マル酸、マレイン酸、イタコン酸モノメチル、フマル酸モノメチル、フマル酸モノブチル
、無水マレイン酸、硫黄系酸（ｓｕｌｆｕｒ　ａｃｉｄ）モノマー、例えば、（メタ）ア
クリル酸スルホエチル、リン系酸（ｐｈｏｓｐｈｏｒｕｓ　ａｃｉｄ）モノマー、例えば
、（メタ）アクリル酸２－ホスホエチル、（メタ）アクリル酸２－ホスホプロピル、（メ
タ）アクリル酸３－ホスホプロピルおよび（メタ）アクリル酸３－ホスホ－２－ヒドロキ
シプロピルが挙げられる。
【００３１】
　ポリマーは共重合されたアミノまたは第４級アミン官能性モノマー、例えば、（メタ）
アクリル酸ジアルキルアミノアルキルまたは第４級化アミンモノマーを含むことができる
。
【００３２】
　水性エマルションポリマーを製造するために典型的に使用される乳化重合技術は、例え
ば、米国特許第４，３２５，８５６号、第４，６５４，３９７号、および第４，８１４，
３７３号に開示されるように当該技術分野において周知である。従来の界面活性剤、例え
ば、アニオン性および／または非イオン性乳化剤、例えば、アルカリ金属またはアンモニ
ウムアルキル硫酸塩、アルキルスルホン酸、脂肪酸およびオキシエチル化アルキルフェノ
ールが使用されうる。使用される界面活性剤の量は通常は、全モノマーの重量を基準にし
て０．１重量％～６重量％である。熱またはレドックス開始プロセスが使用されうる。従
来のフリーラジカル開始剤、例えば、過酸化水素、ｔ－ブチルヒドロペルオキシド、ｔ－
アミルヒドロペルオキシド、アンモニウムおよび／またはアルカリ過硫酸塩が、典型的に
は、全モノマーの重量を基準にして０．０１重量％～３．０重量％の量で使用されうる。
好適な還元剤、例えば、ホルムアルデヒドスルホキシル酸ナトリウム、ヒドロ亜硫酸ナト
リウム、イソアスコルビン酸、硫酸ヒドロキシルアミンおよび重亜硫酸ナトリウムと共に
同じ開始剤を使用するレドックス系が同様の量で、場合によっては、鉄および銅のような
金属イオンと組み合わせて、場合によっては金属のための錯化剤をさらに含んで使用され
ることができる。ポリマーの分子量を小さくするためにメルカプタンのような連鎖移動剤
が使用されうる。モノマー混合物はそのままでまたは水中のエマルションとして添加され
うる。モノマー混合物は、単回の添加でまたは複数回の添加で、または反応期間にわたっ
て均一なもしくは変化する組成を用いて連続的に添加されうる。追加の成分、例えば、フ
リーラジカル開始剤、酸化剤、還元剤、連鎖移動剤、中和剤、界面活性剤および分散剤が
、いずれかの段階のまえに、いずれかの段階中に、またはいずれかの段階の後に添加され
うる。米国特許第４，３８４，０５６号および第４，５３９，３６１号に開示されるよう
な多モード粒子サイズ分布生成プロセスが、例えば、使用されうる。ここで、第２ポリマ
ー粒子の組成として、様々な組成のポリマー粒子の組成のポリマーを組み入れる多段階プ
ロセスによって第２ポリマー粒子が製造される場合には、粒子の全体の組成として計算Ｔ
ｇが採用される。
【００３３】
　本発明の複合体粒子を形成する方法においては、（ａ）第１ポリマー粒子を含む第１水
性分散物が形成され、前記第１ポリマー粒子は１００ｎｍ～３．５ミクロンの直径を有し
、前記第１粒子はコアおよびシェルを含み、前記第１ポリマー粒子は第１の電荷を有し、
前記コアは乾燥したときに少なくとも１つの空隙を含有し、前記シェルポリマーは５０℃
を超える計算ガラス転移温度（Ｔｇ）を有する；（ｂ）第２ポリマー粒子を含む第２水性
分散物が形成され、前記第２ポリマー粒子は前記第１ポリマー粒子の電荷と反対の電荷を
有し、前記第２ポリマー粒子のポリマーは２０℃を超える最低造膜温度を有する；並びに
（ｃ）前記第１水性分散物と前記第２水性分散物とが混合され；前記第２ポリマー粒子の
直径に対する前記第１ポリマー粒子の直径の割合が１～５０であり；かつ、前記第２ポリ
マー粒子の重量に対する前記第１ポリマー粒子の重量の割合が０．１～４０である。
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【００３４】
　第１ポリマー粒子の電荷および第２ポリマー粒子の反対電荷は、水性媒体中のそれぞれ
のポリマーの特定の官能基によって生じる電荷によって生じることができ；例えば、共重
合されたカルボキシラート基が負の電荷に寄与することができ、そして特定の共重合され
た第４級アミノ基が粒子に対して正の電荷に寄与しうる。さらに、粒子の電荷は、共重合
または吸着された界面活性剤分子、分散剤などによって生じうる。粒子の正味電荷は複合
体粒子の形成に関与する電荷である。水性媒体中の粒子の正味電荷は、当該技術分野で公
知で、かつ例えば米国特許第５，６６３，２２４号に開示されているゼータ電位を測定す
ることにより決定されうる。複合体粒子を一緒に保つイオン力に加えて、ある場合には、
例えば、ファンデルワールス力、水素結合力、および双極子－双極子相互作用のような力
が作用することができる。
【００３５】
　本発明のある実施形態においては、第１および第２ポリマー粒子を含む複合体粒子は、
さらに１０ｎｍ～５ミクロンの直径を有する顔料粒子の水性分散物と接触させられ、前記
顔料粒子は複合体粒子の電荷と反対の電荷を有し；複合体粒子の重量に対する顔料粒子の
重量の割合は０．１～１０である。形成された複合体粒子の正味電荷と反対であるような
、正の電荷または負の電荷を水性分散物中で有することができる好適な顔料粒子には、炭
酸カルシウム、硫酸カルシウム、硫酸バリウム、マイカ、クレイ、焼成クレイ、長石、霞
石閃長岩、珪灰石、珪藻土、アルミナシリケート、タルクおよびこれらの混合物が挙げら
れる。これら無機粒子は１０ｎｍ～５ミクロン、好ましくは１０ｎｍ～３ミクロンの粒子
直径を有することができる。
【００３６】
　本発明の複合体粒子を含むコーティング組成物で、基体、例えば、紙、厚紙、木材、金
属およびポリマーが被覆されうることが意図される。複合体粒子に含まれる空隙は不透明
性、断熱特性およびコーティングに対するワックス抵抗（ｗａｘ　ｈｏｌｄｏｕｔ）を提
供するように機能する。
【００３７】
　本発明においては、感熱記録物質および感熱記録物質を形成する方法が提供される。担
体、典型的には紙と、感熱記録層との間の断熱層に本発明の複合体粒子が組み込まれる。
感熱記録物質を形成するための技術は、例えば、米国特許第４，９２５，８２７号；第４
，９２９，５９０号；第６，７８０，８２０号および国際公開第２００８００６４７４号
に記載されている。しかし、従来開示されてきた感熱記録物質はプリントヘッド上での不
適切なワックス蓄積の場合がある。理論に拘束されるものではないが、断熱層の向上した
ワックス吸収が感熱記録層の表面におけるワックスの低下をもたらし、それにより、望ま
れる低いメンテナンス要求をもたらすプリントヘッド上のワックス蓄積を低下させると考
えられる。
　次の実施例は本発明の実施形態を例示する。
【実施例】
【００３８】
　実施例１　複合体粒子の製造
　Ｒｏｐａｑｕｅ（商標）ＡＦ－１０５５エマルションポリマー（１ミクロンの直径を有
し、乾燥時に少なくとも１つの空隙を含むコアと、５０℃を超える計算Ｔｇのシェルポリ
マーとを有する第１ポリマー粒子）および水の混合物に、カチオン性Ｐｒｉｍａｌ（商標

）ＰＲ－２６（第４級アンモニウム官能性カチオン性エマルションポリマー、全固形分＝
３０％、粒子直径＝０．１ミクロン、２０℃を超える最低造膜温度を有する）またはＡｃ
ｒｙｊｅｔ（商標）－３８２６（ポリマー骨格に結合した第４級アミン基を有するアクリ
ル系ラテックス；粒子直径＝０．１ミクロン、２０℃を超える最低造膜温度を有する）が
、ベンチトップミキサーを用いて一定の撹拌をしつつ、滴下添加された。添加の初期相は
混合物の粘稠をもたらしたが、混合しつつ、１０～１５分間、Ｐｒｉｍａｌ（商標）ＰＲ
－２６またはＡｃｒｙｊｅｔ（商標）－３８２６の添加を継続すると、粘度が低減し、注
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の場合には、Ａｃｕｍｅｒ（商標）９４００が添加され、撹拌をさらに１５分間継続した
。生成物ＡおよびＢの双方が、さらなる混合のためにローラーミル上に一晩置かれた。サ
ンプル１－Ａおよび１－Ｂの走査型電子顕微鏡写真（ＳＥＭ）は、より大きな中心球状粒
子と、その上に配置されている、小さな複数の球状粒子とからなる複合体粒子を示した。
【００３９】
【表１】

【００４０】
　実施例２　Ｋｙｍｅｎｅ（商標）溶液ポリマー接着剤を使用する、比較のＲｏｐａｑｕ
ｅ（商標）ＡＦ－１０５５／鉱物顔料共構造（ｃｏ－ｓｔｒｕｃｔｕｒｅ）の製造：
　Ｒｏｐａｑｕｅ（商標）ＡＦ－１０５５エマルションポリマーおよび水の混合物に、Ｋ
ｙｍｅｎｅ（商標）Ｇ３　Ｘｃｅｌが、一定の撹拌をしつつ、滴下添加された。Ｋｙｍｅ
ｎｅ（商標）の添加はＲｏｐａｑｕｅ（商標）ＡＦ－１０５５エマルションポリマーの極
度の粘稠（非常に粘稠のペーストの稠度）をもたらし、ミキサーブレードの低速化さらに
は停止をもたらした。上記混合物に、鉱物顔料スラリーがゆっくりと、ゆっくりとしたの
を助け、連続的に混合しつつ添加された。約１０～１５分混合した後、Ａｃｕｍｅｒ（商

標）９４００が添加され、撹拌／混合をさらに１０～１５分間継続し、続いて、ローラー
ミル上で一晩混合された。沈降炭酸カルシウム（Ｊｅｔｃｏａｔ（商標）－３０）を用い
て製造された共構造２－Ｄは、粘稠な、クリーム様の稠度を示した。ナノコロイドシリカ
を用いて製造された共構造２－Ｃは粘稠でない、液体様の稠度のままであった。
【００４１】
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【表２】

【００４２】
　実施例３　コーティング剤の製造
　コーティング剤ドローダウン手順：複合体粒子または他の顔料スラリー、例えば、Ｊｅ
ｔｃｏａｔ（商標）－３０、Ｒｏｐａｑｕｅ（商標）ＡＦ－１０５５などが少量のラテッ
クスバインダー（基体への良好な接着のために３～５グラムのスラリーに対して２～３滴
のラテックスバインダー）と混合され、ワイヤ巻きロッド（＃３－５）を用いて紙または
Ｍｙｌａｒ（商標）シート上にハンドドローされ、３０～６０秒間、８１℃のオーブン中
で乾燥させられた。乾燥したコーティング剤サンプルはＳＥＭ分析およびワックス吸収試
験のために使用された。
【００４３】
　実施例４　紙コーティング剤配合物の製造およびコーティング剤ドローダウン：
　Ｒｏｐａｑｕｅ（商標）ＡＦ－１０５５を用いて紙コーティング剤配合物が製造され、
その複合体粒子は次の表４．１および４．２に従っていた。これらコーティング剤は、ワ
イヤ巻きコーティングロッド（＃５）を用いて紙基体上にハンドドローされ（６×９平方
インチ；フリーシート、基本重量：６０　ｌｂｓ／３３００平方フィート）、８１℃のオ
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ｌｂｓ／３３００平方フィート（多量の中空球状顔料を有するこの種のコーティング剤に
ついての典型的な範囲：そのＳＥＭは紙の表面が充分にそのコーティング剤で覆われてお
り、コーティングの厚みは７～９ミクロンの範囲であり、この種のコーティング剤および
被覆重量について全く典型的であった）であった。
【００４４】
【表３】

【００４５】
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【表４】

【００４６】
　実施例５　ワックス吸収試験
　キャンドルワックス（ｍｐ：７０℃）が約７５℃で加熱され、溶けたキャンドルワック
スの液滴が被覆された紙サンプル（２×２平方インチ）上に室温で置かれた。幾分熱いの
で、溶けたワックスは塗膜表面に浸透し、ワックス液滴は素早く冷却して固化し、紙に固
着した。固化したワックス液滴は室温で約３分間平衡化させられて、固くなり、次いでそ
れはスパチュラを用いて紙の表面から除かれた。ワックス液滴の下にあるワックスのしみ
はワックス浸透の程度を示した：しみまたはスポットがより暗いとワックスの浸透がより
多い。目視の観察に加えて、携帯型色濃度計（Ｘ－Ｒｉｔｅ（商標）４１８）を用いて、
しみの暗／明外観が定量化され：より暗いしみ／スポットは、より明るいしみまたは紙の
バックグラウンド自体に対して、より高い光学濃度数を与えた：ここで報告される光学濃
度数はワックスのしみの光学濃度と紙のバックグラウンドの光学濃度との差である。表５
．１および５．２は光学濃度数を示す。
【００４７】
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【表５】

【００４８】
　複合体粒子１－Ａを含むコーティング剤は、比較の粒子２－Ｃおよび２－Ｄ、または第
１ポリマー粒子（Ｒｏｐａｑｕｅ（商標）ＡＦ－１０５５）だけを含むコーティング剤の
ワックス吸収と比較して、より優れたワックス吸収を示す。
【００４９】

【表６】

【００５０】
　実施例６　鉱物顔料を有する複合体粒子の製造
　サンプル１－Ｂおよび水の混合物に、ベンチトップミキサーを用いて一定に撹拌しつつ
、鉱物顔料スラリーＪｅｔｃｏａｔ（商標）－３０がゆっくりと添加された。添加の初期
相は混合物の粘稠をもたらしたが、顔料を添加して１０～１５分間混合を継続したら、双
方の場合において、結果的に粘度が低下して、注ぐことができる粘稠でない液体を生じさ
せた。混合は維持され、さらに１５分間続けられた。生成物６－１は、ＳＥＭ分析のため
のＭｙｌｅｒ（商標）上を被覆する前に、ローラーミル上に一晩の間さらに置かれた。サ
ンプル６－１のＳＥＭは、より大きな中心球状粒子と、その上に配置されている複数の小
さな粒子とからなる複合体粒子を示した。
【００５１】
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【表７】

【００５２】
　Ｒｏｐａｑｕｅ（商標）ＡＦ－１０５５、Ｐｒｉｍａｌ（商標）ＰＲ－２６、Ａｃｒｙ
ｊｅｔ（商標）－３８２６、Ａｃｕｍｅｒ（商標）－９４００、Ｒｈｏｐｌｅｘ（商標）

Ｐ－３０８は全てロームアンドハースカンパニーの製品であった。Ｋｙｍｅｎｅ（商標）

はＨｅｒｃｕｌｅｓ，Ｉｎｃ．（米国、デラウエア州）から得られた。ＪｅｔＣｏａｔ（

商標）－３０スラリー（ＰＣＣ－沈降炭酸カルシウム）はＳｐｅｃｉａｌｉｔｙ　Ｍａｔ
ｅｒｉａｌｓ　Ｉｎｃ．（米国、ペンシルベニア州）から得られた。Ｇｅｎｆｌｏ（商標

）－５５７（スチレン－ブタジエンラテックスバインダー）はＯｍｎｏｖａ　Ｓｏｌｕｔ
ｉｏｎｓ（米国、オハイオ州）から得られた。
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