
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　主結着樹脂と、１）ビニル系モノマー類、２）グリシジル基含有モノマー類および３）
スルホン酸基含有モノマー類のそれぞれの類から選ばれ ノマーを共重合してなる樹脂
とを少なくとも含有するトナー粒子を有するトナーであって、酸価が０．５ｍｇＫＯＨ／
ｇ以上６０．０ｍｇＫＯＨ／ｇ未満であることを特徴とするトナー。
【請求項２】
　主結着樹脂が、ビニル系共重合体と、（ａ）ポリエステル樹脂、（ｂ）ポリエステルユ
ニットとビニル系共重合体ユニットとを有しているハイブリッド樹脂成分、及び（ｃ）ポ
リエステル樹脂とハイブリッド樹脂成分との混合物、からなる群より選べれる樹脂成分を
さらに含むことを特徴とする請求項１に記載のトナー。
【請求項３】
　主結着樹脂が、ポリエステル樹脂とビニル系共重合体との混合物を含むことを特徴とす
る請求項１又は２に記載のトナー。
【請求項４】
　主結着樹脂が、ビニル系共重合体樹脂であり、すくなくともカルボキシル基を有するビ
ニル系共重合体であることを特徴とする請求項１に記載のトナー。
【請求項５】
　該トナーは、示差熱分析（ＤＳＣ）測定における吸熱曲線において、温度３０～２００
℃の範囲における最大吸熱ピークのピーク温度が５０～１５０℃の範囲にあることを特徴
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とする請求項１乃至４のいずれかに記載のトナー。
【請求項６】
　該トナーは、示差熱分析（ＤＳＣ）測定における発熱曲線において、温度３０～２００
℃の範囲における最大発熱ピークのピーク温度が４０～１１０℃の範囲にあることを特徴
とする請求項１乃至 のいずれかに記載のトナー。
【請求項７】
　フロー式粒子像測定装置で計測される該トナーの個数基準の円相当径－円形度スキャッ
タグラムにおいて、該トナーの平均円形度が０．９２０以上０．９７５未満であることを
特徴とする請求項１乃至 のいずれかに記載のトナー。
【請求項８】
　１）ビニル系モノマー類、２）グリシジル基含有モノマー類および３）スルホン酸基含
有モノマー類のそれぞれの類から選ばれるモノマーの質量比が、
１）ビニル系モノマー類：２）グリシジル基含有モノマー類：３）スルホン酸基含有モノ
マー類
＝（５０～９９）：（０．１～５０）：（０．５～４０）
であることを特徴とする請求項１乃至 のいずれかに記載のトナー。
【請求項９】
　該トナーの酸価が、１．０ｍｇＫＯＨ／ｇ以上５０．０ｍｇＫＯＨ／ｇ未満であること
を特徴とする請求項１乃至 のいずれかに記載のトナー。
【請求項１０】
　該トナーが、炭化水素系ワックス、エステル系ワックス、酸化型ワックス、アルコール
系ワックス、酸ワックスから選ばれる少なくとも１種または、２種以上のワックスを含有
すること特徴とする請求項１乃至 のいずれかに記載のトナー。
【請求項１１】
　該ワックスのＧＰＣによる分子分布量において、重量平均分子量（Ｍｗ）３００～４０
００であり、数平均分子量（Ｍｎ）が３００～２０００であり、重量平均分子量（Ｍｗ）
と数平均分子量（Ｍｎ）との比（Ｍｗ／Ｍｎ）が、１．０～３．０であることを特徴とす
る請求項１乃至 のいずれかに記載のトナー。
【請求項１２】
　該ワックスのＧＰＣによる分子分布量において、重量平均分子量（Ｍｗ）４００～２５
００であり、数平均分子量（Ｍｎ）が４００～１５００であり、重量平均分子量（Ｍｗ）
と数平均分子量（Ｍｎ）との比（Ｍｗ／Ｍｎ）が、１．０～２．０であることを特徴とす
る請求項１乃至 のいずれかに記載のトナー。
【請求項１３】
　該ワックスは、該トナー中にトナーの質量を基準として、０．１～１５　質量％含有さ
れている請求項１乃至 のいずれかに記載のトナー。
【請求項１４】
　該ワックスは、該トナー中にトナーの質量を基準として、０．５～１０質量％含有され
ている請求項１乃至 のいずれかに記載のトナー。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、電子写真，静電記録のような画像形成方法における静電荷像を現像するための
トナー及びトナー用電荷制御剤に関する。
【０００２】
【従来の技術】
電子写真法等に適用されるトナーとしては、従来、天然あるいは合成樹脂中に染料、顔料
を分散させた微粉体が使用されている。例えば、ポリスチレン等の結着樹脂中に着色剤を
分散させたものを１～３０μｍ程度に微粉砕した粒子がトナーとして用いられている。磁
性トナーとしては、マグネタイトの如き磁性体粒子を含有させたものが用いられている。
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また、二成分系現像剤の場合には、トナーは通常、鉄粉，磁性フエライト粒子の如きキャ
リア粒子と混合されて用いられる。
【０００３】
いずれのトナーも、現像される静電荷像の極性に応じて、正または負の電荷を有する必要
がある。
【０００４】
トナーに電荷を保有せしめるためには、トナーの成分である樹脂の摩擦帯電性を利用する
ことも出来るが、この方法ではトナーの帯電性が小さいので、現像によって得られる画像
はカブリ易く、不鮮明なものとなりやすい。所望の摩擦帯電性をトナーに付与するために
、帯電性を付与する染料，顔料、更には電荷制御剤を添加することが行われている。
【０００５】
今日、当該技術分野で知られている正摩擦帯電性電荷制御剤として、ニグロシン染料，ア
ジン系染料，銅フタロシアニン顔料，４級アンモニウム塩あるいは、４級アンモニウム塩
を側鎖に有するポリマー等が知られている。負摩擦帯電性電荷制御剤としては、モノアゾ
染料の金属錯塩，サリチル酸，ナフトエ酸，ダイカルボン酸の金属錯塩，銅フタロシアニ
ン顔料，酸成分を含む樹脂等が知られている。
【０００６】
これらの中で無色あるいは白色のものはカラートナー用電荷制御剤として検討されている
。
【０００７】
無色，白色又は淡色の負摩擦帯電性電荷制御剤として、芳香族カルボン酸誘導体を使用し
た化合物が知られている。例えば、特開平４－３４７８６３号公報には多環式芳香族オキ
シカルボン酸及び芳香族オキシカルボン酸金属化合物の混合物を含有せしめたトナーが提
案されている。しかしながら、これら公報中に開示されているトナーはいずれも、高耐久
性，高い現像性及び高い転写性は同時には達成し難いものであった。
【０００８】
また、特公平８－１２４６７号公報には、スチレン及び／またはα－メチルスチレンと２
－アクリルアミド－２－メチルプロパンスルホン酸との共重合体を荷電制御にもちいた負
帯電トナーが開示されている。しかしながら、この共重合体は、酸価を有する結着樹脂に
対しては、十分な分散効果が得られず、特にフルカラートナーに用いたとき、画像面積比
率の低いものから、高いものまでを現像したときの高耐久性，高い現像性及び高い転写性
は達成し難いものであった。
【０００９】
また、特開平１１－０７２９６８号公報においては、エポキシ構造と、含硫黄構造または
含リン構造とを有する重合体からなる帯電制御剤が提案されている。
【００１０】
近年、提案されているフルカラー複写機においては、４つの感光体とベルト状転写体を用
い各感光体上にそれぞれ形成された静電荷像をシアントナー、マゼンタトナー、イエロー
トナー及びブラックトナーを用い現像後、感光体とベルト転写体間に搬送しストレートパ
ス間で転写後、フルカラー画像を形成せしめる方法や、感光体に対抗せしめた転写体表面
に静電気力やグリッパーの如き機械的作用により転写材を巻き付け、現像―転写工程を４
回実施することでフルカラー画像を得る方法が一般的に利用されている。
【００１１】
これからフルカラー用複写機に登載されているトナーとしては色再現性の向上やオーバー
ヘッドプロジェクター（ＯＨＰ）画像の透明性を損なうことなく加熱加圧定着工程で各ト
ナーが充分混色することが必要である。
【００１２】
一般の白黒複写機用トナーと較べフルカラー画像用トナーは、シャープメルト性を有する
低分子量結着樹脂が好ましい。しかしながら、通常シャープメルト性結着樹脂を用いると
加熱加圧定着工程でトナーが溶解した祭、結着樹脂の自己凝集力が低いため耐高温オフセ
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ット性に問題を生じ易い。
【００１３】
一般の白黒複写機用トナーは、定着時の耐高温オフセット性を向上させるため、ポリエチ
レンワックスやポリプロピレンワックスに代表される比較的高結晶性のワックスが離型剤
として用いられている。しかしながら、フルカラー画像用トナーにおいては、この離型剤
自身の高結晶性やＯＨＰ用シートの材質との屈折率の違いのためＯＨＰで投影した際、透
明性が阻害され、投影像は彩度や明度が低くなる。
【００１４】
通常のカラートナーでは離型剤を極力使用せずに、加熱定着ローラーへシリコーンオイル
やフッ素オイルを塗布せしめ耐高温オフセット性向上とＯＨＰでの透明性を図っている。
【００１５】
しかしながら、このようにして得られた定着画像は、その表面に余分なオイルが付着して
いる。オイルが感光体に付着して汚染したり、オイルが定着ローラーを膨潤し、定着ロー
ラーの寿命を短くする場合がある。
【００１６】
定着画像へのオイルスジを発生させないため、オイルを均一に且つ定量的に定着ローラー
表面上に供給する必要があり、定着装置が大型化する傾向にある。
【００１７】
そのため、高温オフセットを防止するためのオイルを使用しないか、又はオイルの使用量
を少なくした加熱加圧定着手段において、オフセットの発生が抑制されているトナーであ
り、さらに、定着画像の透明性に優れているトナーが待望されている。
【００１８】
【発明が解決しようとする課題】
本発明の目的は、前述の如き問題点を解決し得る電荷制御剤及びトナーを提供することに
ある。
【００１９】
本発明の目的は、低湿下における帯電速度が速く、さらに高湿下においても高い摩擦帯電
量を維持できる電荷制御剤を提供し、この電荷制御剤を用いることにより、カブリが少な
く耐久性の良好なトナーを提供することにある。
【００２０】
本発明の目的は、粉体流動性が高く高画質画像が得られるトナーを提供することにある。
【００２１】
本発明の目的は、高い摩擦帯電量を維持しつつキャリア、現像スリーブ、あるいは静電潜
像担持体からのトナーの剥離を容易にし、高画質濃度及び高転写性達成可能な電荷制御剤
を含有するトナーを提供することにある。
【００２２】
本発明の目的は、画像面積比率の低いものから高いものまでを現像したときに耐久性，現
像性及び転写性に優れたトナーを提供することにある。
【００２３】
本発明の目的は、低温定着性に優れ且つ耐高温オフセット性に優れたトナーを提供するこ
とにある。
【００２４】
本発明の目的は、高温環境放置時における耐ブロッキング性に優れたトナーを提供するこ
とにある。
【００２５】
本発明の目的はＯＨＰでの透明性が良好で且つ二次色の混色性が良好なため、色再現範囲
が広いトナーを提供することにある。
【００２６】
さらには、本発明の目的は多量のオイルを塗布することなく、またはオイルは全く塗布す
ることなく定着し得るトナーを提供することにある。
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【００２７】
【課題を解決するための手段】
　本発明は、 １）ビニル系モノマー類、２）グリシジル基含有モノマー類
および３）スルホン酸基含有モノマー類のそれぞれの類から選ばれ ノマーを共重合し
てなる樹脂とを少なくとも含有するトナー粒子を有するトナーであって、酸価が０．５ｍ
ｇＫＯＨ／ｇ以上６０．０ｍｇＫＯＨ／ｇ未満であることを特徴とするトナーに関する。
【００２８】
【発明の実施の形態】
　本発明において、１）ビニル系モノマー類、２）グリシジル基含有モノマー類および３
）スルホン酸基含有モノマー類のそれぞれの類から選ばれ ノマーを共重合してなる樹
脂を少なくとも含有するトナーである場合に、本発明の目的が達成される知見を得た。
【００２９】
一般に、電荷制御剤として有機酸の金属化合物を用いたトナーは比較的高い摩擦帯電量を
示す場合があるものの、高湿下においては帯電量の低下が見られ、低湿下においては帯電
速度の低下が見られる。
【００３０】
この原因としては金属付近での水分の吸脱着が考えられ、高湿下では金属化合物への吸着
水量が増大するため帯電量が低下し、低湿下では金属化合物中の吸着水が減少するため抵
抗が高くなり帯電速度が低下するものと思われる。
【００３１】
　本発明者等の検討において、１）ビニル系モノマー類、２）グリシジル基含有モノマー
類および３）スルホン酸基含有モノマー類のそれぞれの類から選ばれ ノマーを共重合
してなる樹脂を少なくとも含有させることにより、高湿下での帯電量の低下及び低湿下で
の帯電速度の低下を抑え得ることが判明した。
【００３２】
その理由としては明らかではないが、含有されるグリシジル基が、トナー製造時混練工程
において、主結着樹脂の酸基と反応するため、十分な分散効果が得られ、トナーの帯電量
を均一にコントロールできることによるものと考えられる。特に、画像面積比率の低いも
のから、高いものまでを現像したときに耐久性，現像性及び転写性に優れたトナーとなる
。また、主結着樹脂の酸基と反応し、分子量分布が広がるため、低温定着性及び耐高温オ
フセット性がともに改良されることが判明した。さらには、従来、荷電制御剤としては、
主に、含金属有機化合物が用いられていたが、本発明においては、荷電制御樹脂を用いて
いるため、フルカラートナーに用いた場合、フルカラー画像での、ＯＨＰでの透明性が良
好で且つ二次色の混色性が良好なため、彩度が高く、色再現範囲が広いものが得られる。
【００３３】
トナーの酸価は０．５～６０．０ｍｇＫＯＨ／ｇであることが良く、より好ましくは１．
０～５０．０ｍｇＫＯＨ／ｇが良い。０．５ｍｇＫＯＨ／ｇ未満であると、共重合樹脂や
顔料が分散しにくいため、帯電不良や画像にムラができたり、カブリなどが発生しやすく
なる。６０．０ｍｇＫＯＨ／ｇを超える場合は、結着樹脂の吸湿性が高まるためにトナー
の電荷緩和が強くなり、トナー飛散抑制や転写性が悪くなる。
【００３４】
本発明に用いられるトナーの円形度は、フロー式粒子像測定装置で計測される個数基準の
円相当径－円形度スキャッタグラムにおいて、０．９２０以上０．９７５未満であること
が好ましい。より好ましくは０．９２５以上０．９７０未満である。円形度が０．９２０
未満であると、トナーの帯電が不均一となり、トナー補給時にカブリが発生しやすくなる
。また、円形度が０．９７５以上になると、カラートナーの場合、トナーの帯電量が高く
なりすぎるため、画像濃度の低下を起こしたり、トナー補給時濃度ムラなどが発生する。
磁性トナーでは、飛び散りが悪くなり、ライン画像の再現性が悪くなる。
【００３５】
本発明に用いられる共重合樹脂（荷電制御樹脂）および結着樹脂について説明する。
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【００３６】
共重合樹脂に用いられる▲１▼ビニル系モノマー類としては、次のようなものが挙げられ
る。
【００３７】
スチレン；ｏ－メチルスチレン、ｍ－メチルスチレン、ｐ－メチルスチレン、α－メチル
スチレン、ｐ－フェニルスチレン、ｐ－エチルスチレン、２，４－ジメチルスチレン、ｐ
－ｎ－ブチルスチレン、ｐ－ｔｅｒｔ－ブチルスチレン、ｐ－ｎ－ヘキシルスチレン、ｐ
－ｎ－オクチルスチレン、ｐ－ｎ－ノニルスチレン、ｐ－ｎ－デシルスチレン、ｐ－ｎ－
ドデシルスチレン、ｐ－メトキシスチレン、ｐ－クロルスチレン、３，４－ジクロルスチ
レン、ｍ－ニトロスチレン、ｏ－ニトロスチレン、ｐ－ニトロスチレンの如きスチレン及
びその誘導体；エチレン、プロピレン、ブチレン、イソブチレンの如きスチレン不飽和モ
ノオレフィン類；ブタジエン、イソプレンの如き不飽和ポリエン類；塩化ビニル、塩化ビ
ニルデン、臭化ビニル、フッ化ビニルの如きハロゲン化ビニル類；酢酸ビニル、プロピオ
ン酸ビニル、ベンゾエ酸ビニルの如きビニルエステル類；メタクリル酸メチル、メタクリ
ル酸エチル、メタクリル酸プロピル、メタクリル酸ｎ－ブチル、メタクリル酸イソブチル
、メタクリル酸ｎ－オクチル、メタクリル酸ドデシル、メタクリル酸２－エチルヘキシル
、メタクリル酸ステアリル、メタクリル酸フェニル、メタクリル酸ジメチルアミノエチル
、メタクリル酸ジエチルアミノエチルの如きα－メチレン脂肪族モノカルボン酸エステル
類；アクリル酸メチル、アクリル酸エチル、アクリル酸プロピル、アクリル酸ｎ－ブチル
、アクリル酸イソブチル、アクリル酸ｎ－オクチル、アクリル酸ドデシル、アクリル酸２
－エチルヘキシル、アクリル酸ステアリル、アクリル酸２－クロルエチル、アクリル酸フ
ェニルの如きアクリル酸エステル類；ビニルメチルエーテル、ビニルエチルエーテル、ビ
ニルイソブチルエーテルの如きビニルエーテル類；ビニルメチルケトン、ビニルヘキシル
ケトン、メチルイソプロペニルケトンの如きビニルケトン類；Ｎ－ビニルピロール、Ｎ－
ビニルカルバゾール、Ｎ－ビニルインドール、Ｎ－ビニルピロリドンの如きＮ－ビニル化
合物；ビニルナフタリン類；アクリロニトリル、メタクリロニトリル、アクリルアミドの
如きアクリル酸もしくはメタクリル酸誘導体等が挙げられる。
【００３８】
さらに、マレイン酸、シトラコン酸、イタコン酸、アルケニルコハク酸、フマル酸、メサ
コン酸の如き不飽和二塩基酸；マレイン酸無水物、シトラコン酸無水物、イタコン酸無水
物、アルケニルコハク酸無水物の如き不飽和二塩基酸無水物；マレイン酸メチルハーフエ
ステル、マレイン酸エチルハーフエステル、マレイン酸ブチルハーフエステル、シトラコ
ン酸メチルハーフエステル、シトラコン酸エチルハーフエステル、シトラコン酸ブチルハ
ーフエステル、イタコン酸メチルハーフエステル、アルケニルコハク酸メチルハーフエス
テル、フマル酸メチルハーフエステル、メサコン酸メチルハーフエステルの如き不飽和二
塩基酸のハーフエステル；ジメチルマレイン酸、ジメチルフマル酸の如き不飽和二塩基酸
エステル；アクリル酸、メタクリル酸、クロトン酸、ケイヒ酸の如きα，β－不飽和酸；
クロトン酸無水物、ケイヒ酸無水物の如きα，β－不飽和酸無水物、該α，β－不飽和酸
と低級脂肪酸との無水物；アルケニルマロン酸、アルケニルグルタル酸、アルケニルアジ
ピン酸、これらの酸無水物及びこれらのモノエステルの如きカルボキシル基を有するモノ
マーが挙げられる。
【００３９】
さらに、２－ヒドロキシエチルアクリレート、２－ヒドロキシエチルメタクリレート、２
－ヒドロキシプロピルメタクリレートなどのアクリル酸またはメタクリル酸エステル類；
４－（１－ヒドロキシ－１－メチルブチル）スチレン、４－（１－ヒドロキシ－１－メチ
ルヘキシル）スチレンの如きヒドロキシ基を有するモノマーが挙げられる。
【００４０】
本発明のトナーにおいて、共重合樹脂は、ビニル基を２個以上有する架橋剤で架橋された
架橋構造を有していてもよいが、この場合に用いられる架橋剤は、芳香族ジビニル化合物
として例えば、ジビニルベンゼン、ジビニルナフタレンが挙げられ；アルキル鎖で結ばれ
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たジアクリレート化合物類として例えば、エチレングリコールジアクリレート、１，３－
ブチレングリコールジアクリレート、１，４－ブタンジオールジアクリレート、１，５－
ペンタンジオールジアクリレート、１，６ヘキサンジオールジアクリレート、ネオペンチ
ルグリコールジアクリレート及び以上の化合物のアクリレートをメタクリレートに代えた
ものが挙げられ；エーテル結合を含むアルキル鎖で結ばれたジアクリレート化合物類とし
ては、例えば、ジエチレングリコールジアクリレート、トリエチレングリコールジアクリ
レート、テトラエチレングリコールジアクリレート、ポリエチレングリコール＃４００ジ
アクリレート、ポリエチレングリコール＃６００ジアクリレート、ジプロピレングリコー
ルジアクリレート及び以上の化合物のアクリレートをメタクリレートに代えたものが挙げ
られ；芳香族基及びエーテル結合を含む鎖で結ばれたジアクリレート化合物類として例え
ば、ポリオキシエチレン（２）－２，２－ビス（４－ヒドロキシフェニル）プロパンジア
クリレート、ポリオキシエチレン（４）－２，２－ビス（４－ヒドロキシフェニル）プロ
パンジアクリレート及び以上の化合物のアクリレートをメタクリレートに代えたものが挙
げられる。
【００４１】
多官能の架橋剤としては、ペンタエリスリトールトリアクリレート、トリメチロールエタ
ントリアクリレート、トリメチロールプロパントリアクリレート、テトラメチロールメタ
ンテトラアクリレート、オリゴエステルアクリレート及び以上の化合物のアクリレートを
メタクリレートに代えたもの；トリアリルシアヌレート、トリアリルトリメリテートが挙
げられる。
【００４２】
共重合樹脂に用いられる▲２▼グリシジル基含有モノマー類としては、グリシジル基を有
し、重合可能なビニル基を有していればどのようなものでもよいが、たとえば、次のよう
なものが挙げられる。
【００４３】
アクリル酸グリシジル、アクリル酸βメチルグリシジル、メタクリル酸グリシジル、メタ
クリル酸βメチルグリシジル等が挙げられる。
【００４４】
これらのモノマー類は、例えば、メタクリル酸とアルカリからメタクリル酸アルカリ石鹸
を合成し、これとエピクロルヒドリンとを反応させて脱食塩反応を行わせ、メタアクリル
酸グリシジルを得る、いわゆる、▲１▼石鹸法によって合成したり、エピクロルヒドリン
とメタクリル酸とを反応させ、ハロヒドリンエステルを合成し、▲２▼アルカリによる閉
環反応、▲３▼エポキシ交換反応、で得る方法、さらには、▲４▼グリシドールとメタク
リル酸メチルとの反応によって得る方法などが挙げられる。
【００４５】
また、共重合樹脂に用いられる▲３▼スルホン酸基含有モノマー類としては、例えば、ビ
ニルスルホン酸、２－アクイロイルアミノ－２－メチルプロパンスルホン酸、スチレンス
ルホン酸、及びこれらのＮａ、Ｋ塩などが挙げられる。
【００４６】
好ましい形態として、共重合樹脂に用いられる▲１▼ビニル系モノマーとしては、スチレ
ン系モノマー類、メタクリル酸エステル類、▲２▼グリシジル基含有モノマーとしては、
メタクリル酸グリシジル、▲３▼スルホン酸基含有モノマーとしては、２－アクイロイル
アミノ－２－メチルプロパンスルホン酸が挙げられる。これは、これらのモノマーを重合
することにより、組成分布が均一で、ガラス転移温度が高い樹脂が得られ、本発明の目的
に沿ったものを得られることによる。
【００４７】
該共重合樹脂に用いられる▲１▼ビニル系モノマー類、▲２▼グリシジル基含有モノマー
類および▲３▼スルホン酸基含有モノマー類のそれぞれの類から選ばれるモノマーの質量
比が、
▲１▼ビニル系モノマー類：▲２▼グリシジル基含有モノマー類：▲３▼スルホン酸基含
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有モノマー類
＝（５０～９９）：（０．１～５０）：（０．５～４０）
であることが好ましい。
【００４８】
ビニル系モノマー類が該共重合樹脂中５０質量％未満であると、ガラス転移温度が低くな
り、トナーに用いた場合、主結着樹脂と反応できなかった一部の樹脂が、帯電性を阻害す
るだけでなく、現像スリーブや、感光体に融着し、画像不良を発生する。
【００４９】
グリシジル基含有モノマー類が該共重合樹脂中０．１質量％未満であると、結着樹脂との
反応率が低くなり、該共重合樹脂のトナー中での分散性が悪くなるため、十分な帯電性が
得られず、特に常温／低湿環境下でカブリが悪くなる。また、グリシジル基含有モノマー
類を該共重合樹脂中５０質量％より多く用いると、結着樹脂との反応が極端に進むためト
ナーの粘度があがり、定着性が損なわれる。
【００５０】
スルホン酸基含有モノマー類が該共重合樹脂中０．５質量％未満であると、荷電制御剤と
しての性能が十分に発現されない。また、スルホン酸基含有モノマー類を該共重合樹脂中
４０質量％より多く用いると、トナーにしたときに、局部的に帯電能が上がり、帯電不均
一になることによって、濃度薄や、カブリが発生しやすくなる。
【００５１】
本発明におけるトナーのエポキシ価は、０．０００１（ｅｑ／１００ｇ）以上、０．９（
ｅｑ／１００ｇ）未満であることが好ましく、より好ましくは、該トナーのエポキシ価が
、０．００１（ｅｑ／１００ｇ）以上、０．８（ｅｑ／１００ｇ）未満である。
【００５２】
本発明において▲１▼ビニル系モノマー類、▲２▼グリシジル基含有モノマー類および▲
３▼スルホン酸基含有モノマー類からなる該共重合樹脂のＧＰＣによる重量平均分子量Ｍ
ｗは１５００～１０００００であることが好ましく、さらには２０００～５００００であ
り、数平均分子量Ｍｎは８００～５００００であることが好ましく、さらには１３００～
３００００である。また、Ｍｗ／Ｍｎは３０以下であることが好ましく、さらには２０以
下である。これらは、トナー中での該共重合樹脂の分散性に寄与するためであり、この範
囲にあるものが好ましい。
【００５３】
結着樹脂としてポリエステル系の樹脂を用いる場合は、アルコールとカルボン酸、もしく
はカルボン酸無水物、カルボン酸エステル等が原料モノマーとして使用できる。具体的に
は、例えば２価アルコール成分としては、ポリオキシプロピレン（２．２）－２，２－ビ
ス（４－ヒドロキシフェニル）プロパン、ポリオキシプロピレン（３．３）－２，２－ビ
ス（４－ヒドロキシフェニル）プロパン、ポリオキシエチレン（２．０）－２，２－ビス
（４－ヒドロキシフェニル）プロパン、ポリオキシプロピレン（２．０）－ポリオキシエ
チレン（２．０）－２，２－ビス（４－ヒドロキシフェニル）プロパン、ポリオキシプロ
ピレン（６）－２，２－ビス（４－ヒドロキシフェニル）プロパン等のビスフェノールＡ
のアルキレンオキシド付加物、エチレングリコール、ジエチレングリコール、トリエチレ
ングリコール、１，２－プロピレングリコール、１，３－プロピレングリコール、１，４
－ブタンジオール、ネオペンチルグリコール、１，４－ブテンジオール、１，５－ペンタ
ンジオール、１，６－ヘキサンジオール、１，４－シクロヘキサンジメタノール、ジプロ
ピレングリコール、ポリエチレングリコール、ポリプロピレングリコール、ポリテトラメ
チレングリコール、ビスフェノールＡ、水素添加ビスフェノールＡ等が挙げられる。
【００５４】
３価以上のアルコール成分としては、例えばソルビトール、１，２，３，６－ヘキサンテ
トロール、１，４－ソルビタン、ペンタエリスリトール、ジペンタエリスリトール、トリ
ペンタエリスリトール、１，２，４－ブタントリオール、１，２，５－ペンタントリオー
ル、グリセロール、２－メチルプロパントリオール、２－メチル－１，２，４－ブタント
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リオール、トリメチロールエタン、トリメチロールプロパン、１，３，５－トリヒドロキ
シメチルベンゼン等が挙げられる。
【００５５】
酸性分としては、フタル酸、イソフタル酸及びテレフタル酸の如き芳香族ジカルボン酸類
又はその無水物；こはく酸、アジピン酸、セバシン酸及びアゼライン酸の如きアルキルジ
カルボン酸類又はその無水物；炭素数６～１２のアルキル基で置換されたこはく酸もしく
はその無水物；フマル酸、マレイン酸及びシトラコン酸の如き不飽和ジカルボン酸類又は
その無水物；が挙げられる。
【００５６】
それらの中でも、特に、下記一般式（７―１）で代表されるビスフェノール誘導体をジオ
ール成分とし、２価以上のカルボン酸又はその酸無水物、又はその低級アルキルエステル
とからなるカルボン酸成分（例えば、フマル酸、マレイン酸、無水マレイン酸、フタル酸
、テレフタル酸、トリメリット酸、ピロメリット酸等）を酸成分として、これらを縮重合
したポリエステル樹脂が、カラートナーとして、良好な帯電特性を有するので好ましい。
【００５７】
【化１】
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
【００５８】
本発明のトナーに含有される結着樹脂において、「ハイブリッド樹脂成分」とは、ビニル
系重合体ユニットとポリエステルユニットが化学的に結合された樹脂を意味する。具体的
には、ポリエステルユニットと（メタ）アクリル酸エステルの如きカルボン酸エステル基
を有するモノマーを重合したビニル系重合体ユニットとがエステル交換反応によって形成
されるものであり、好ましくはビニル系重合体を幹重合体、ポリエステルユニットを枝重
合体としたグラフト共重合体（あるいはブロック共重合体）を形成するものである。
【００５９】
ビニル系共重合体ユニットおよびビニル系共重合体樹脂を生成するためのビニル系モノマ
ーとしては、次のようなものが挙げられる。スチレン；ｏ－メチルスチレン、ｍ－メチル
スチレン、ｐ－メチルスチレン、α－メチルスチレン、ｐ－フェニルスチレン、ｐ－エチ
ルスチレン、２，４－ジメチルスチレン、ｐ－ｎ－ブチルスチレン、ｐ－ｔｅｒｔ－ブチ
ルスチレン、ｐ－ｎ－ヘキシルスチレン、ｐ－ｎ－オクチルスチレン、ｐ－ｎ－ノニルス
チレン、ｐ－ｎ－デシルスチレン、ｐ－ｎ－ドデシルスチレン、ｐ－メトキシスチレン、
ｐ－クロルスチレン、３，４－ジクロルスチレン、ｍ－ニトロスチレン、ｏ－ニトロスチ
レン、ｐ－ニトロスチレンの如きスチレン及びその誘導体；エチレン、プロピレン、ブチ
レン、イソブチレンの如きスチレン不飽和モノオレフィン類；ブタジエン、イソプレンの
如き不飽和ポリエン類；塩化ビニル、塩化ビニルデン、臭化ビニル、フッ化ビニルの如き
ハロゲン化ビニル類；酢酸ビニル、プロピオン酸ビニル、ベンゾエ酸ビニルの如きビニル
エステル類；メタクリル酸メチル、メタクリル酸エチル、メタクリル酸プロピル、メタク
リル酸ｎ－ブチル、メタクリル酸イソブチル、メタクリル酸ｎ－オクチル、メタクリル酸
ドデシル、メタクリル酸２－エチルヘキシル、メタクリル酸ステアリル、メタクリル酸フ
ェニル、メタクリル酸ジメチルアミノエチル、メタクリル酸ジエチルアミノエチルの如き
α－メチレン脂肪族モノカルボン酸エステル類；アクリル酸メチル、アクリル酸エチル、
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アクリル酸プロピル、アクリル酸ｎ－ブチル、アクリル酸イソブチル、アクリル酸ｎ－オ
クチル、アクリル酸ドデシル、アクリル酸２－エチルヘキシル、アクリル酸ステアリル、
アクリル酸２－クロルエチル、アクリル酸フェニルの如きアクリル酸エステル類；ビニル
メチルエーテル、ビニルエチルエーテル、ビニルイソブチルエーテルの如きビニルエーテ
ル類；ビニルメチルケトン、ビニルヘキシルケトン、メチルイソプロペニルケトンの如き
ビニルケトン類；Ｎ－ビニルピロール、Ｎ－ビニルカルバゾール、Ｎ－ビニルインドール
、Ｎ－ビニルピロリドンの如きＮ－ビニル化合物；ビニルナフタリン類；アクリロニトリ
ル、メタクリロニトリル、アクリルアミドの如きアクリル酸もしくはメタクリル酸誘導体
等が挙げられる。
【００６０】
さらに、マレイン酸、シトラコン酸、イタコン酸、アルケニルコハク酸、フマル酸、メサ
コン酸の如き不飽和二塩基酸；マレイン酸無水物、シトラコン酸無水物、イタコン酸無水
物、アルケニルコハク酸無水物の如き不飽和二塩基酸無水物；マレイン酸メチルハーフエ
ステル、マレイン酸エチルハーフエステル、マレイン酸ブチルハーフエステル、シトラコ
ン酸メチルハーフエステル、シトラコン酸エチルハーフエステル、シトラコン酸ブチルハ
ーフエステル、イタコン酸メチルハーフエステル、アルケニルコハク酸メチルハーフエス
テル、フマル酸メチルハーフエステル、メサコン酸メチルハーフエステルの如き不飽和二
塩基酸のハーフエステル；ジメチルマレイン酸、ジメチルフマル酸の如き不飽和二塩基酸
エステル；アクリル酸、メタクリル酸、クロトン酸、ケイヒ酸の如きα，β－不飽和酸；
クロトン酸無水物、ケイヒ酸無水物の如きα，β－不飽和酸無水物、該α，β－不飽和酸
と低級脂肪酸との無水物；アルケニルマロン酸、アルケニルグルタル酸、アルケニルアジ
ピン酸、これらの酸無水物及びこれらのモノエステルの如きカルボキシル基を有するモノ
マーが挙げられる。
【００６１】
さらに、２－ヒドロキシエチルアクリレート、２－ヒドロキシエチルメタクリレート、２
－ヒドロキシプロピルメタクリレートなどのアクリル酸またはメタクリル酸エステル類；
４－（１－ヒドロキシ－１－メチルブチル）スチレン、４－（１－ヒドロキシ－１－メチ
ルヘキシル）スチレンの如きヒドロキシ基を有するモノマーが挙げられる。
【００６２】
本発明のトナーにおいて、結着樹脂のビニル系共重合体ユニットおよびビニル系共重合体
樹脂は、ビニル基を２個以上有する架橋剤で架橋された架橋構造を有していてもよいが、
この場合に用いられる架橋剤は、芳香族ジビニル化合物として例えば、ジビニルベンゼン
、ジビニルナフタレンが挙げられ；アルキル鎖で結ばれたジアクリレート化合物類として
例えば、エチレングリコールジアクリレート、１，３－ブチレングリコールジアクリレー
ト、１，４－ブタンジオールジアクリレート、１，５－ペンタンジオールジアクリレート
、１，６ヘキサンジオールジアクリレート、ネオペンチルグリコールジアクリレート及び
以上の化合物のアクリレートをメタクリレートに代えたものが挙げられ；エーテル結合を
含むアルキル鎖で結ばれたジアクリレート化合物類としては、例えば、ジエチレングリコ
ールジアクリレート、トリエチレングリコールジアクリレート、テトラエチレングリコー
ルジアクリレート、ポリエチレングリコール＃４００ジアクリレート、ポリエチレングリ
コール＃６００ジアクリレート、ジプロピレングリコールジアクリレート及び以上の化合
物のアクリレートをメタクリレートに代えたものが挙げられ；芳香族基及びエーテル結合
を含む鎖で結ばれたジアクリレート化合物類として例えば、ポリオキシエチレン（２）－
２，２－ビス（４－ヒドロキシフェニル）プロパンジアクリレート、ポリオキシエチレン
（４）－２，２－ビス（４－ヒドロキシフェニル）プロパンジアクリレート及び以上の化
合物のアクリレートをメタクリレートに代えたものが挙げられる。
【００６３】
多官能の架橋剤としては、ペンタエリスリトールトリアクリレート、トリメチロールエタ
ントリアクリレート、トリメチロールプロパントリアクリレート、テトラメチロールメタ
ンテトラアクリレート、オリゴエステルアクリレート及び以上の化合物のアクリレートを
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メタクリレートに代えたもの；トリアリルシアヌレート、トリアリルトリメリテートが挙
げられる。
【００６４】
本発明ではビニル系共重合体ユニット成分及び／又はポリエステル樹脂成分中に、両樹脂
成分と反応し得るモノマー成分を含むことが好ましい。ポリエステル樹脂成分を構成する
モノマーのうちビニル系共重合体ユニットと反応し得るものとしては、例えば、フタル酸
、マレイン酸、シトラコン酸、イタコン酸の如き不飽和ジカルボン酸又はその無水物など
が挙げられる。ビニル系共重合体ユニット成分を構成するモノマーのうちポリエステル樹
脂成分と反応し得るものとしては、カルボキシル基又はヒドロキシ基を有するものや、ア
クリル酸もしくはメタクリル酸エステル類が挙げられる。
【００６５】
ビニル系共重合体ユニットとポリエステル樹脂の反応生成物を得る方法としては、先に挙
げたビニル系樹脂及びポリエステル樹脂のそれぞれと反応しうるモノマー成分を含むポリ
マーが存在しているところで、どちらか一方もしくは両方の樹脂の重合反応をさせること
により得る方法が好ましい。
【００６６】
本発明の▲１▼ビニル系モノマー類、▲２▼グリシジル基含有モノマー類および▲３▼ス
ルホン酸基含有モノマー類からなる共重合樹脂、ビニル系共重合体ユニットおよびビニル
系共重合体樹脂を製造する場合に用いられる重合開始剤としては、例えば、２，２’－ア
ゾビスイソブチロニトリル、２，２’－アゾビス（４－メトキシ－２，４－ジメチルバレ
ロニトリル）、２，２’－アゾビス（－２，４－ジメチルバレロニトリル）、２，２’－
アゾビス（－２メチルブチロニトリル）、ジメチル－２，２’－アゾビスイソブチレート
、１，１’－アゾビス（１－シクロヘキサンカルボニトリル）、２－（カーバモイルアゾ
）－イソブチロニトリル、２，２’－アゾビス（２，４，４－トリメチルペンタン）、２
－フェニルアゾ－２，４－ジメチル－４－メトキシバレロニトリル、２，２’－アゾビス
（２－メチル－プロパン）、メチルエチルケトンパーオキサイド、アセチルアセトンパー
オキサイド、シクロヘキサノンパーオキサイドの如きケトンパーオキサイド類、２，２－
ビス（ｔ－ブチルパーオキシ）ブタン、ｔ－ブチルハイドロパーオキサイド、クメンハイ
ドロパーオキサイド、１，１，３，３－テトラメチルブチルハイドロパーオキサイド、ジ
－ｔ－ブチルパーオキサイド、ｔ－ブチルクミルパーオキサイド、ジ－クミルパーオキサ
イド、α，α’－ビス（ｔ－ブチルパーオキシイソプロピル）ベンゼン、イソブチルパー
オキサイド、オクタノイルパーオキサイド、デカノイルパーオキサイド、ラウロイルパー
オキサイド、３，５，５－トリメチルヘキサノイルパーオキサイド、ベンゾイルパーオキ
サイド、ｍ－トリオイルパーオキサイド、ジ－イソプロピルパーオキシジカーボネート、
ジ－２－エチルヘキシルパーオキシジカーボネート、ジ－ｎ－プロピルパーオキシジカー
ボネート、ジ－２－エトキシエチルパーオキシカーボネート、ジ－メトキシイソプロピル
パーオキシジカーボネート、ジ（３－メチル－３－メトキシブチル）パーオキシカーボネ
ート、アセチルシクロヘキシルスルホニルパーオキサイド、ｔ－ブチルパーオキシアセテ
ート、ｔ－ブチルパーオキシイソブチレート、ｔ－ブチルパーオキシネオデカノエイト、
ｔ－ブチルパーオキシ２－エチルヘキサノエイト、ｔ－ブチルパーオキシラウレート、ｔ
－ブチルパーオキシベンゾエイト、ｔ－ブチルパーオキシイソプロピルカーボネート、ジ
－ｔ－ブチルパーオキシイソフタレート、ｔ－ブチルパーオキシアリルカーボネート、ｔ
－アミルパーオキシ２－エチルヘキサノエート、ジ－ｔ－ブチルパーオキシヘキサハイド
ロテレフタレート，ジ－ｔ－ブチルパーオキシアゼレートがあげられる。
【００６７】
本発明のトナーに用いられるハイブリッド樹脂を調製できる製造方法としては、例えば、
以下の（１）～（６）に示す製造方法を挙げることができる。
【００６８】
（１）ビニル系樹脂、ポリエステル樹脂及びハイブリッド樹脂成分をそれぞれ製造後にブ
レンドする方法であり、ブレンドは有機溶剤（例えば、キシレン）に溶解・膨潤した後に
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有機溶剤を留去して製造される。尚、ハイブリッド樹脂成分は、ビニル系重合体とポリエ
ステル樹脂を別々に製造後、少量の有機溶剤に溶解・膨潤させ、エステル化触媒及びアル
コールを添加し、加熱することによりエステル交換反応を行なって合成されるエステル化
合物を用いることができる。
【００６９】
（２）ビニル系重合体ユニット製造後に、これの存在下にポリエステルユニット及びハイ
ブリッド樹脂成分を製造する方法である。ハイブリッド樹脂成分はビニル系重合体ユニッ
ト（必要に応じてビニル系モノマーも添加できる）とポリエステルモノマー（アルコール
、カルボン酸）及び／またはポリエステルとの反応により製造される。この場合も適宜、
有機溶剤を使用することができる。
【００７０】
（３）ポリエステルユニット製造後に、これの存在下にビニル系重合体ユニット及びハイ
ブリッド樹脂成分を製造する方法である。ハイブリッド樹脂成分はポリエステルユニット
（必要に応じてポリエステルモノマーも添加できる）とビニル系モノマー及び／またはビ
ニル系重合体ユニットとの反応により製造される。
【００７１】
（４）ビニル系重合体ユニット及びポリエステルユニット製造後に、これらの重合体ユニ
ット存在下にビニル系モノマー及び／またはポリエステルモノマー（アルコール、カルボ
ン酸）を添加することによりハイブリッド樹脂成分を製造される。この場合も適宜、有機
溶剤を使用することができる。
【００７２】
（５）ハイブリッド樹脂成分を製造後、ビニル系モノマー及び／またはポリエステルモノ
マー（アルコール、カルボン酸）を添加して付加重合及び／又は縮重合反応を行うことに
よりビニル系重合体ユニット及びポリエステルユニットが製造される。この場合、ハイブ
リッド樹脂成分は上記（２）乃至（４）の製造方法により製造されるものを使用すること
もでき、必要に応じて公知の製造方法により製造されたものを使用することもできる。さ
らに、適宜、有機溶剤を使用することができる。
【００７３】
（６）ビニル系モノマー及びポリエステルモノマー（アルコール、カルボン酸等）を混合
して付加重合及び縮重合反応を連続して行うことによりビニル系重合体ユニット、ポリエ
ステルユニット及びハイブリッド樹脂成分が製造される。さらに、適宜、有機溶剤を使用
することができる。
【００７４】
上記（１）乃至（５）の製造方法において、ビニル系重合体ユニット及び／またはポリエ
ステルユニットは複数の異なる分子量、架橋度を有する重合体ユニットを使用することが
できる。
【００７５】
本発明のトナーに含有される結着樹脂は、上記ポリエステルとビニル系共重合体樹脂をそ
れぞれ単独で用いてもよく、またそれらの混合物を使用しても良い。
【００７６】
本発明のトナーに含有される結着樹脂は、上記ハイブリッド樹脂とビニル系共重合体樹脂
との混合物を使用しても良い。
【００７７】
本発明のトナーに含有される結着樹脂は、上記ポリエステル樹脂と上記ハイブリッド樹脂
に加えてビニル系共重合体樹脂の混合物を使用しても良い。
【００７８】
本発明のトナーに含有される主結着樹脂としてポリエステル樹脂をフルカラートナー用と
して用いた場合、該トナーのＧＰＣによる分子量分布において、分子量５０００～２００
００の領域に少なくとも１つのピークを有し、かつ該トナーのゲル含有量が５％以下のも
のが好ましい。
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【００７９】
本発明のトナーに含有される主結着樹脂としてハイブリッド樹脂をフルカラートナー用と
して用いた場合、該トナーのＧＰＣによる分子量分布において、分子量５０００～３００
００の領域に少なくとも１つのピークを有し、かつ該トナーのゲル含有量が５％以下のも
のが好ましい。
【００８０】
本発明のトナーに含有される主結着樹脂としてビニル系共重合体樹脂をフルカラートナー
用として用いた場合、該トナーのＧＰＣによる分子量分布において、分子量５０００～８
００００の領域少なくとも１つのピークを有し、かつ該トナーのゲル含有量が５％以下の
ものが好ましい。
【００８１】
本発明のトナーに含有される主結着樹脂としてポリエステル樹脂あるいは、ハイブリッド
樹脂をブラック単色用トナーとして用いた場合、該トナーのＧＰＣによる分子量分布にお
いて、分子量５０００～２００００の領域に少なくとも１つのピークを有し、かつ該トナ
ーのゲル含有量が１０％以上のものが好ましい。
【００８２】
より好ましくは、分子量分布の異なるもの、軟化点の異なるもの、ゲル含有量の異なるポ
リエステルを合成しブレンドしたものを用いることによって、分子量５０００～１０００
００の領域に少なくとも１つのピークとショルダーを有し、ゲル分を１０％以上含有して
いるもの、あるいは、分子量５０００～５００００の領域に少なくとも１つのピークを有
し、７００００以上の領域にさらに少なくとも１つのピークを有し、ゲル分を１０％以上
含有するトナーが好ましい。
【００８３】
本発明のトナーに含有される主結着樹脂としてビニル系共重合体樹脂をブラック単色用ト
ナーとして用いた場合、該トナーのＧＰＣによる分子量分布において、分子量５０００～
３００００の領域と、分子量１０００００以上の領域とにそれぞれ少なくとも１つずつの
ピークを有し、かつ該トナーのゲル含有量が５％以上のものが好ましい。
【００８４】
本発明のトナーに含有される結着樹脂のガラス転移温度は４０～９０℃が好ましく、より
好ましくは４５～８５℃である。樹脂の酸価は１．０～６２．０ｍｇＫＯＨ／ｇが好まし
く、より好ましくは、２．０～５２．０ｍｇＫＯＨ／ｇである。
【００８５】
本発明のトナーにおいてトナーに電荷を保有せしめるために、通常用いられている荷電制
御剤を本発明の共重合樹脂とともに用いても良い。
【００８６】
例えば下記に示す芳香族オキシカルボン酸誘導体の有機金属化合物を本発明の共重合樹脂
とともに用いても良い。
【００８７】
【化２】
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【００８８】
式中のＭ 2は２価の金属原子であり、Ｍｇ 2 +，Ｃａ 2 +，Ｓｒ 2 +，Ｐｂ 2 +，Ｆｅ 2 +，Ｃｏ 2 +

，Ｎｉ 2 +，Ｚｎ 2 +，Ｃｕ 2 +が挙げられる。Ｍ 3は３価の金属原子であり、Ａｌ 3 +，Ｃｒ 3 +

，Ｆｅ 3 +，Ｎｉ 3 +が挙げられる。Ｍ 4は４価の金属原子であり、Ｚｒ 4 +，Ｈｆ 4 +，Ｍｎ 4 +

，Ｃｏ 4 +が挙げられる。これらの金属原子の中で好ましいのはＡｌ 3 +，Ｆｅ 3 +，Ｃｒ 3 +，
Ｚｒ 4 +，Ｈｆ 4 +，Ｚｎ 2 +である。
【００８９】
また、式中Ｒ 1乃至Ｒ 4は同一又は異なる基を示し、水素原子、炭素数１～１２のアルキル
基、炭素数２～１２のアルケニル基、－ＯＨ，－ＮＨ 2，－ＮＨ（ＣＨ 3），－Ｎ（ＣＨ 3
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） 2，－ＯＣＨ 3，－Ｏ（Ｃ 2Ｈ 5），－ＣＯＯＨ又は－ＣＯＮＨ 2を示す。好ましいＲ 1とし
ては、ヒドロキシル基、アミノ基及びメトキシ基が挙げられるが、中でもヒドロキシル基
が好ましい。
【００９０】
本発明においては、有機金属化合物として、ジ－ｔｅｒｔ－ブチルサリチル酸のアルミニ
ウム化合物が特に好ましい。
【００９１】
芳香族オキシカルボン酸及び芳香族アルコキシカルボン酸から選択される芳香族カルボン
酸誘導体、該芳香族カルボン酸誘導体の金属化合物は、例えば、オキシカルボン酸及びア
ルコキシカルボン酸を水酸化ナトリウム水溶液に溶解させ、２価以上の金属原子を溶融し
ている水溶液を水酸化ナトリウム水溶液に滴下し、加熱撹拌し、次に水溶液のｐＨを調整
し、室温まで冷却した後、ろ過水洗することにより芳香族オキシカルボン酸及び芳香族ア
ルコキシカルボン酸の金属化合物を合成し得る。ただし、上記の合成方法だけに限定され
るものではない。
【００９２】
また、本発明において、必要に応じて一種又は二種以上の離型剤を、トナー中に含有させ
てもかまわない。
【００９３】
本発明に用いられる離型剤としては次のものが挙げられる。低分子量ポリエチレン、低分
子量ポリプロピレン、マイクロクリスタリンワックス、パラフィンワックスなどの脂肪族
炭化水素系ワックス、また、酸化ポリエチレンワックスなどの脂肪族炭化水素系ワックス
の酸化物、または、それらのブロック共重合物；カルナバワックス、サゾールワックス、
モンタン酸エステルワックスなどの脂肪酸エステルを主成分とするワックス類、及び脱酸
カルナバワックスなどの脂肪酸エステル類を一部または全部を脱酸化したものなどが挙げ
られる。さらに、パルミチン酸、ステアリン酸、モンタン酸などの飽和直鎖脂肪酸類；ブ
ラシジン酸、エレオステアリン酸、バリナリン酸などの不飽和脂肪酸類；ステアリルアル
コール、アラルキルアルコール、ベヘニルアルコール、カルナウビルアルコール、セリル
アルコール、メリシルアルコールなどの飽和アルコール類；ソルビトールなどの多価アル
コール類、リノール酸アミド、オレイン酸アミド、ラウリン酸アミドなどの脂肪酸アミド
類；メチレンビスステアリン酸アミド、エチレンビスカプリン酸アミド、エチレンビスラ
ウリン酸アミド、ヘキサメチレンビスステアリン酸アミドなどの飽和脂肪酸ビスアミド類
；エチレンビスオレイン酸アミド、ヘキサメチレンビスオレイン酸アミド、Ｎ，Ｎ’－ジ
オレイルアジピン酸アミド、Ｎ，Ｎ’－ジオレイルセバシン酸アミドなどの不飽和脂肪酸
アミド類；ｍ－キシレンビスステアリン酸アミド、Ｎ，Ｎ’－ジステアリルイソフタル酸
アミドなどの芳香族系ビスアミド類；ステアリン酸カルシウム、ラウリン酸カルシウム、
ステアリン酸亜鉛、ステアリン酸マグネシウムなどの脂肪酸金属塩（一般に金属石けんと
いわれているもの）、また、脂肪族炭化水素系ワックスにスチレンやアクリル酸などのビ
ニル系モノマーを用いてグラフト化させたワックス類、また、ベヘニン酸モノグリセリド
などの脂肪酸と多価アルコールの部分エステル化物、また、植物性油脂の水素添加などに
よって得られるヒドロキシル基を有するメチルエステル化合物などが挙げられる。
【００９４】
本発明において特に好ましく用いられるワックスとしては、脂肪族炭化水素系ワックスが
挙げられる。例えば、アルキレンを高圧下でラジカル重合あるいは低圧下でチーグラー触
媒で重合した低分子量のアルキレンポリマー、高分子量のアルキレンポリマーを熱分解し
て得られるアルキレンポリマー、一酸化炭素・水素からなる合成ガスからアーゲ法により
得られる炭化水素の蒸留残分から、あるいはこれらを水素添加して得られる合成炭化水素
などのワックスがよい。更に、プレス発汗法、溶剤法、真空蒸留の利用や分別結晶方式に
より炭化水素ワックスの分別を行ったものが、より好ましく用いられる。母体としての炭
化水素は、金属酸化物系触媒（多くは２種以上の多元系）を使用した、一酸化炭素と水素
の反応によって合成されるもの、例えばジントール法、ヒドロコール法（流動触媒床を使
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用）、あるいはワックス状炭化水素が多く得られるアーゲ法（固定触媒床を使用）により
得られる炭素数が数百ぐらいまでの炭化水素や、エチレンなどのアルキレンをチーグラー
触媒により重合した炭化水素が、分岐が少なくて小さく、飽和の長い直鎖状炭化水素であ
るので好ましい。特にアルキレンの重合によらない方法により合成されたワックスがその
分子量分布からも好ましいものである。
【００９５】
また、分子量分布では、分子量４００～２４００の領域に、好ましくは４５０～２０００
、特に好ましくは５００～１６００の領域にピークが存在することが良い。このような分
子量分布を持たせることによりトナーに好ましい熱特性を持たせることができる。
【００９６】
次に、本発明において用いる炭化水素系ワックスとしては、パラフィンワックスの如き脂
肪族炭化水素系ワックス、ポリプロピレン、ポリエチレンのごときポリオレフィン炭化水
素ワックス、またこれらの１種または、２種以上の混合物などが挙げられる。
【００９７】
特に本発明の目的を達成するためには、パラフィンワックスの如き脂肪族炭化水素系ワッ
クスが、好ましい。
【００９８】
またさらに好ましい形態として、炭素数が２０～１００の範囲にあるパラフィンワックス
を用いることが、安定した広い定着領域を得るために望ましい。
【００９９】
該炭化水素系ワックス組成物を用いた本発明におけるトナーは、示差熱分析（ＤＳＣ）測
定における吸熱曲線において、温度３０～２００℃の範囲における最大吸熱ピークのピー
ク温度が５０～１５０℃の範囲にあることを満足することが好ましく、さらに最大吸熱ピ
ークのピーク温度が５５～１２０℃の範囲にあることが、好ましい。
【０１００】
最大吸熱ピークが５０℃未満のである場合、トナーのガラス転移温度が大幅に低くなるた
め、特に高温環境に放置した際にはトナー表面に溶け出すため、耐ブロッキング性能が悪
化する。
【０１０１】
一方、最大吸熱ピークが１５０℃より大きい場合、トナー定着溶融時にワックスが迅速に
溶融トナー表面に移行できず、離型性が悪くなるために、高温オフセットが発生し易くな
る。
【０１０２】
該炭化水素系ワックス組成物を用いた本発明におけるトナーは、示差熱分析（ＤＳＣ）測
定における発熱曲線において、温度３０～２００℃の範囲における最大発熱ピークのピー
ク温度が４０～１１０℃の範囲にあることを満足することが好ましく、さらに最大発熱ピ
ークのピーク温度が４５～１００℃の範囲にあることが好ましい。
【０１０３】
最大発熱ピークが４０℃未満である場合、トナーのガラス転移温度が大幅に低くなるため
、特に高温環境に放置した際にはトナー表面に溶け出すため、耐ブロッキング性能が悪化
する。
【０１０４】
一方、最大発熱ピークが１１０℃より大きい場合、トナー定着溶融時にワックスが迅速に
溶融トナー表面に移行できず、離型性が悪くなるために、高温オフセットが発生し易くな
る。
【０１０５】
昇温時には、ワックスに熱を与えた時の変化を見ることができワックスの転移、融解に伴
う吸熱ピークが観測され、降温時には、ワックスの冷却時の変化や常温時の状態を見るこ
とができ、ワックスの凝固、結晶化、転移に伴う発熱ピークが観測される。降温時の発熱
ピークで最大の発熱ピークは、ワックスの凝固、結晶化に伴う発熱ピークである。この発
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熱ピーク温度と近い温度に昇温時の融解に伴う吸熱ピーク存在することは、ワックスの構
造、分子量分布などワックスがより均質であることを示しており、その差が６℃以内であ
ることが良い。すなわちこの差を小さくすることで、ワックスをシャープメルト、つまり
、低温時には硬く、融解時の溶融が早く、溶融粘度の低下が大きく起こることで、現像性
、耐ブロッキング性、定着性、耐オフセット性をバランス良くなり立たせることができる
。
【０１０６】
炭化水素系ワックスのＧＰＣによる分子量分布において、重量平均分子量（Ｍｗ）が３０
０～４０００であり、好ましくは４００～２５００であり、数平均分子量（Ｍｎ）が３０
０～２０００であり、好ましくは４００～１５００であり、重量平均分子量（Ｍｗ）と数
平均分子量（Ｍｎ）との比（Ｍｗ／Ｍｎ）が１．０～３．０、好ましくは１．０～２．０
であることが望ましい。
【０１０７】
炭化水素系ワックスのＧＰＣによる分子量分布において、重量平均分子量（Ｍｗ）が３０
０未満の場合、高温環境に放置した際にトナー表面に溶け出すため、耐ブロッキング性能
が大幅に悪くなる。
【０１０８】
また、炭化水素系ワックスの数平均分子量（Ｍｎ）が２０００を超える場合又は重量平均
分子量（Ｍｗ）が４０００を超える場合、もしくは重量平均分子量（Ｍｗ）と数平均分子
量（Ｍｎ）との比（Ｍｗ／Ｍｎ）が３．０を超える場合、トナー定着溶融時にワックスが
迅速に溶融トナー表面に移行できず、離型性が悪くなるために、高温オフセットが発生し
易くなる。
【０１０９】
本発明において、本発明の目的を達成できるワックスであれば、どのようなワックスを炭
化水素系ワックスとともに用いても良い。たとえば、カルナバワックス、ライスワックス
等の植物性ワックス、モンタン酸ワックス、アルコールワックス、シリコーン変性ワック
ス、エステル系ワックス等が挙げられる。本発明の目的を達成するためには、予め、炭化
水素系ワックスとこれらのワックスを１０：９０～９０：１０の質量比で溶融ブレンドし
たものを用いることが望ましい。
【０１１０】
本発明に用いられるワックスは、該トナー中にトナーの質量を基準として、０．１～１５
質量％含有されており、さらに好ましくは、０．５～１０質量％であり、もっとも好まし
い形態としては、１～８質量％含有されていることが望ましい。これは、ワックスが０．
１質量％未満である場合、トナー表面での溶融したワックス量が少なすぎるため、前述し
たように、離型性がわるくなり、とくに画像面積の大きなフルカラー画像の場合、定着ロ
ーラーに巻きつく現象が発生する。また、ワックス量が１５質量％を超えて含有される場
合、トナー表面に存在するワックス量が多くなりすぎるため、トナーの帯電を阻害するた
め、現像性や転写性が悪くなる。
【０１１１】
本発明のトナーをブラックトナーとして用いる場合、着色剤としてはカーボンブラック及
び／または、磁性材料及び／または、赤系、青系、黄系、緑系顔料から選ばれる１種また
は２種以上の顔料を用いる。
【０１１２】
カーボンブラックとしては、ＢＥＴ比表面積が２０ｍ 2／ｇ以上４００ｍ 2／ｇ未満であり
、一次粒子径が５ｎｍ以上８０ｎｍ未満であり、ｐＨが６～１０であり、揮発分が３％未
満であるものが、トナーの帯電性を低下することなく、また、本発明における結着樹脂中
での分散性が良好であるため、高い画像濃度を維持できることから好ましい。
【０１１３】
磁性材料としては、マグネタイト、マグヘマイト、フェライト等の酸化鉄、及び他の金属
酸化物を含む酸化鉄；Ｆｅ，Ｃｏ，Ｎｉのような金属、あるいは、これらの金属とＡｌ，
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Ｃｏ，Ｃｕ，Ｐｂ，Ｍｇ，Ｎｉ，Ｓｎ，Ｚｎ，Ｓｂ，Ｂｅ，Ｂｉ，Ｃｄ，Ｃａ，Ｍｎ，Ｓ
ｅ，Ｔｉ，Ｗ，Ｖのような金属との合金、およびこれらの混合物等が挙げられる。
【０１１４】
例えば、磁性材料としては、四三酸化鉄（Ｆｅ 3Ｏ 4）、三二酸化鉄（γ－Ｆｅ 2Ｏ 3）、酸
化鉄亜鉛（ＺｎＦｅ 2Ｏ 4）、酸化鉄イットリウム（Ｙ 3Ｆｅ 5Ｏ 1 2），酸化鉄カドミウム（
ＣｄＦｅ 2Ｏ 4）、酸化鉄ガドリニウム（Ｇｄ 3Ｆｅ 5Ｏ 1 2）、酸化鉄銅（ＣｕＦｅ 2Ｏ 4）、
酸化鉄鉛（ＰｂＦｅ 1 2Ｏ 1 9）、酸化鉄ニッケル（ＮｉＦｅ 2Ｏ 4）、酸化鉄ネオジム（Ｎｄ
Ｆｅ 2Ｏ 3）、酸化鉄バリウム（ＢａＦｅ 1 2Ｏ 1 9）、酸化鉄マグネシウム（ＭｇＦｅ 2Ｏ 4）
、酸化鉄マンガン（ＭｎＦｅ 2Ｏ 4）、酸化鉄ランタン（ＬａＦｅＯ 3）、鉄粉（Ｆｅ）、
コバルト粉（Ｃｏ）、ニッケル粉（Ｎｉ）等が挙げられる。好適な磁性材料は四三酸化鉄
，磁性フェライト又はγ－三二酸化鉄の微粉末である。
【０１１５】
磁性体は平均粒径が０．１～２μｍ（より好ましくは、０．１～０．５μｍ）で、７９５
．８ｋＡ／ｍ（１０Ｋエルステッド）印加で磁気特性が抗磁力１．６～１２ｋＡ／ｍ（２
０～１５０エルステッド）、飽和磁化５０～２００Ａｍ 2／ｋｇ（好ましくは５０～１０
０Ａｍ 2／ｋｇ）、残留磁化２～２０Ａｍ 2／ｋｇのものが好ましい。
【０１１６】
該磁性体は、マグネットを内包する現像剤担持体上に磁気的拘束力を伴って担持される磁
性一成分系現像剤として用いられる場合、トナーの質量基準で５～８０質量％含有するの
が好ましい。
【０１１７】
また、マグネットを有していない現像剤担持体上に磁気的拘束力を伴わずに担持される非
磁性一成分系現像剤として用いられる場合、磁性体をトナーの質量基準で０．１～４０質
量％含有していることが好ましい。
【０１１８】
この範囲内で含有させることにより、耐久時におけるトナー飛散現象（機内汚れ）を抑え
ることができる。
【０１１９】
磁性体の含有率が、トナーの質量基準で４０質量％を超えると、規制ブレードもしくはト
ナーを担持するローラー表面を著しく破損（削る）こととなり、帯電不良の原因となる。
【０１２０】
また、磁性キャリア粒子と混合されて二成分系現像剤として用いられる場合、磁性体をト
ナーの質量基準で０．１～３０質量％含有していることが好ましい。
【０１２１】
この範囲内で含有させることにより、現像剤を担持するローラーとの磁気的拘束力が増す
ために、耐久時におけるトナー飛散現象（機内汚れ）を抑えることができる。
【０１２２】
磁性体の含有率がトナーの質量基準で３０質量％を超えると、現像剤を担持するローラー
との磁気的拘束力が増し過ぎるために、画像濃度の低下を招くこととなる。
【０１２３】
本発明に用いられるブラックトナー用及びカラートナー用着色剤としては、顔料及び／又
は染料を用いることができる。
【０１２４】
例えば染料としては、Ｃ．Ｉ．ダイレクトレッド１、Ｃ．Ｉ．ダイレクトレッド４、Ｃ．
Ｉ．アシッドレッド１、Ｃ．Ｉ．ベーシックレッド１、Ｃ．Ｉ．モーダントレッド３０、
Ｃ．Ｉ．ダイレクトブルー１、Ｃ．Ｉ．ダイレクトブルー２、Ｃ．Ｉ．アシッドブルー９
、Ｃ．Ｉ．アシッドブルー１５、Ｃ．Ｉ．ベーシックブルー３、Ｃ．Ｉ．ベーシックブル
ー５、Ｃ．Ｉ．モーダントブルー７、Ｃ．Ｉ．ダイレクトグリーン６、Ｃ．Ｉ．ベーシッ
クグリーン４、Ｃ．Ｉ．ベーシックグリーン６、Ｃ．Ｉ．ソルベントイエロー１６２等が
挙げられる。
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【０１２５】
顔料としては、ミネラルファストイエロー、ネーブルイエロー、ナフトールイエローＳ、
ハンザイエローＧ、パーマネントイエローＮＣＧ、タートラジンレーキ、モリブデンオレ
ンジ、パーマネントオレンジＧＴＲ、ピラゾロンオレンジ、ベンジジンオレンジＧ、パー
マネントレッド４Ｒ、ウオッチングレッドカルシウム塩、エオシンレーキ、ブリリアント
カーミン３Ｂ、マンガン紫、ファストバイオレットＢ、メチルバイオレットレーキ、コバ
ルトブルー、アルカリブルーレーキ、ビクトリアブルーレーキ、フタロシアニンブルー、
ファーストスカイブルー、インダンスレンブルーＢＣ、クロムグリーン、ピグメントグリ
ーンＢ、マラカイトグリーンレーキ、ファイナルイエローグリーンＧ等が挙げられる。
【０１２６】
また、ブラック用赤系顔料、およびカラー用マゼンタ色顔料としては、Ｃ．Ｉ．ピグメン
トレッド１，２，３，４，５，６，７，８，９，１０，１１，１２，１３，１４，１５，
１６，１７，１８，１９，２１，２２，２３，３０，３１，３２，３７，３８，３９，４
０，４１，４８，４９，５０，５１，５２，５３，５４，５５，５７，５８，６０，６３
，６４，６８，８１，８３，８７，８８，８９，９０，１１２，１１４，１２２，１２３
，１５０，１６３，２０２，２０６，２０７，２０９，２３８、Ｃ．Ｉ．ピグメントバイ
オレット１９、Ｃ．Ｉ．ピグメントバイオレット１，２，１０，１３，１５，２３，２９
，３５等が挙げられる。
【０１２７】
係る顔料を単独で使用しても構わないが、染料と顔料と併用してその鮮明度を向上させた
方がフルカラー画像の画質の点からより好ましい。
【０１２８】
マゼンタ用染料としては、Ｃ．Ｉ．ソルベントレッド１，３，８，２３，２４，２５，２
７，３０，４９，８１，８２，８３，８４，１００，１０９，１２１，Ｃ．Ｉ．ディスパ
ースレッド９、Ｃ．Ｉ．ソルベントバイオレット８，１３，１４，２１，２７、Ｃ．Ｉ．
ディスパースバイオレット１の如き油溶染料；Ｃ．Ｉ．ベーシックレッド１，２，９，１
２，１３，１４，１５，１７，１８，２２，２３，２４，２７，２９，３２，３４，３５
，３６，３７，３８，３９，４０、Ｃ．Ｉ．ベーシックバイオレット１，３，７，１０，
１４，１５，２１，２５，２６，２７，２８の如き塩基性染料が挙げられる。
【０１２９】
ブラック用青系顔料、シアン用着色顔料としては、Ｃ．Ｉ．ピグメントブルー２，３，１
５，１６，１７；Ｃ．Ｉ．アシッドブルー６；Ｃ．Ｉ．アシッドブルー４５又はフタロシ
アニン骨格にフタルイミドメチル基を１～５個置換した銅フタロシアニン顔料等である。
【０１３０】
イエロー用着色顔料としては、Ｃ．Ｉ．ピグメントイエロー１，２，３，４，５，６，７
，１０，１１，１２，１３，１４，１５，１６，１７，２３，６５，７３，７４，８３，
９３，９７，１２８，１５５，１８０、Ｃ．Ｉ．バットイエロー１，３，２０等が挙げら
れる。
【０１３１】
着色剤の使用量は、結着樹脂１００質量部に対して、１乃至１５質量部、好ましくは３乃
至１２質量部、より好ましくは４乃至１０質量部含有していることが良い。
【０１３２】
着色剤の含有量が１５質量部より多い場合には、透明性が低下し、加えて人間の肌色に代
表される様な中間色の再現性も低下し易くなり、更にはトナーの帯電性の安定性が低下し
、目的とする帯電量が得られにくくなる。
【０１３３】
着色剤の含有量が１質量部より少ない場合には、目的とする着色力が得られ難く、高い画
像濃度の高品位画像が得られ難い。
【０１３４】
トナー粒子には、流動性向上剤が外添されていることが画質向上のために好ましい。
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【０１３５】
流動性向上剤としては、トナー粒子に外添することにより、流動性が添加前後を比較する
と増加し得るものである。
【０１３６】
例えば、フッ化ビニリデン微粉末、ポリテトラフルオロエチレン微粉末の如きフッ素系樹
脂粉末；湿式製法によるシリカ微粉末、乾式製法によるシリカ微粉末の如きシリカ微粉末
、それらシリカ微粉末をシランカップリング剤、チタンカップリング剤、シリコーンオイ
ルの如き処理剤により表面処理を施した処理シリカ微粉末；酸化チタン微粉末；アルミナ
微粉末、処理酸化チタン微粉末、処理酸化アルミナ微粉末が挙げられる。
【０１３７】
流動性向上剤は、ＢＥＴ法で測定した窒素吸着により比表面積が３０ｍ 2／ｇ以上、好ま
しくは５０ｍ 2／ｇ以上のものが良好な結果を与える。トナー粒子１００質量部に対して
流動性向上剤０．０１～８質量部、好ましくは０．１～４質量部使用するのが良い。
【０１３８】
トナー粒子は結着樹脂、着色剤、有機金属化合物及びその他の任意成分の添加剤をヘンシ
ェルミキサー、ボールミルの如き混合機により充分混合し、ニーダー、エクストルーダー
の如き熱混練機を用いて溶融、捏和及び練肉し、溶融混練物を冷却固化後に固化物を粉砕
し、粉砕物を分級することにより所定の平均粒径のトナー粒子を生成することができる。
【０１３９】
さらに、流動性向上剤とトナー粒子をヘンシェルミキサーの如き混合機により充分混合し
、トナー粒子表面に流動性向上剤を有するトナーを得ることができる。
【０１４０】
本発明において、トナーの重量平均粒径（Ｄ 4）は、３．０乃至１５．０μｍ、好ましく
は４．０乃至１２．０μｍが良い。
【０１４１】
トナーの重量平均粒径（Ｄ 4）が３．０μｍ未満の場合には、帯電安定化が達成しづらく
なり、耐久において、カブリやトナー飛散が発生しやすくなる。
【０１４２】
トナーの重量平均粒径（Ｄ 4）が１５．０μｍを超える場合には、ハーフトーン部の再現
性が大きく低下し、得られた画像はガサついた画像になってしまう。
【０１４３】
さらに、本発明のトナーは、体積平均粒径（Ｄ v）が２．５μｍ乃至６．０μｍであるこ
とが、より高画質画像の形成のために好ましい。
【０１４４】
トナーの体積平均粒径（Ｄ v）が２．５μｍ未満の場合には、トナーの帯電安定性が低下
し、６．０μｍを超える場合には、画質が粗くなる傾向にある。
【０１４５】
また、本発明のカラートナーを二成分系現像剤に用いる場合に、併用されるキャリアとし
ては、例えば表面酸化又は未酸化の鉄、ニッケル、銅、亜鉛、コバルト、マンガン、クロ
ム、ストロンチウム、希土類等の金属及びそれらの合金または酸化物及びフェライトなど
が使用できる。
【０１４６】
特に、マンガン、マグネシウム及び鉄成分を主成分として形成されるＭｎ－Ｍｇ－Ｆｅの
３元素の磁性フェライト粒子がキャリア粒子として好ましく、さらに好ましくはＭｎ－Ｍ
ｇ－Ｓｒ－Ｆｅの４元素の磁性フェライト粒子が、二成分現像剤としてソフトな磁気ブラ
シを形成するため、感光体との摩擦により、感光体に傷をつけにくいことや、現像剤中の
トナー粒子の劣化を軽減することで望ましい。またさらには、ケイ素元素を０．００１乃
至１質量％（より好ましくは、０．００５～０．５質量％）有していることが磁性フェラ
イト粒子の被覆樹脂としてシリコーン樹脂を使用する場合に特に好ましい。
【０１４７】
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磁性キャリア粒子は、樹脂で被覆されていることが好ましく、樹脂としてはシリコーン樹
脂が好ましい。特に、含窒素シリコーン樹脂または、含窒素シランカップリング剤とシリ
コーン樹脂とが反応することにより生成した変性シリコーン樹脂が本発明のカラートナー
へのマイナスの摩擦電荷の付与性、環境安定性、キャリアの表面の汚染に対する抑制の点
で好ましい。
【０１４８】
磁性キャリアは、平均粒径が１５乃至１００μｍ（より好ましくは、２５乃至７０μｍ）
がカラートナーの重量平均粒径との関係で好ましい。
【０１４９】
磁性キャリアの平均粒径及び粒度分布は、レーザー回折式粒度分布測定装置ＨＥＬＯＳ（
日本電子製）に乾式分散ユニットＲＯＤＯＳ（日本電子製）を組合わせて用い、レンズ焦
点距離２００ｍｍ，分散圧３．０ｂａｒ，測定時間１～２秒の測定条件で粒径０．５μｍ
～３５０．０μｍの範囲を下記表１に示す通り３１チャンネルに分割して測定し、体積分
布の５０％粒径（メジアン径）を平均粒径として求めると共に、体積基準の頻度分布から
各粒径範囲の粒子の体積％を求める。
【０１５０】
【表１】
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
【０１５１】
粒度分布の測定に用いるレーザー回折式粒度分布測定装置ＨＥＬＯＳは、フランホーファ
回折原理を用いて測定を行う装置である。この測定原理を簡単に説明すれば、レーザー光
源から測定粒子にレーザービームを照射すると、回折像がレーザー光源の反対側のレンズ
の焦点面にでき、その回折像を検出器によって検出して演算処理することにより、測定粒
子の粒度分布を算出するものである。
【０１５２】
磁性粒子を上記の平均粒径及び特定の粒度分布を有するように調製する方法としては、例
えば、篩を用いることによる分級によって行うことが可能である。特に、精度良く分級を
行うために、適当な目開きの篩を用いて複数回くり返してふるうことが好ましい。また、
メッシュの開口の形状をメッキ等によって制御したものを使うことも有効な手段である。
【０１５３】
カラートナーと混合して二成分現像剤を調製する場合、その混合比率は現像剤中のトナー
濃度として、２質量％～１５質量％、好ましくは４質量％～１３質量％にすると通常良好
な結果が得られる。トナー濃度が２質量％未満では画像濃度が低くなりやすく、１５質量
％を超える場合ではカブリや機内飛散が増加しやすい。
【０１５４】
次に、本発明のトナーに係る物性値の測定方法について説明する。
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【０１５５】
（１）水酸基価、酸価の測定
ＪＩＳＫ００７０に規定の方法。但し、サンプルが溶解しない場合は溶媒にジオキサンま
たはテトラヒドロフランなどの溶媒を用いる。
【０１５６】
（２）ＧＰＣによる分子量の測定（ハイブリッド樹脂、ポリエステル樹脂、ビニル系重合
体）
ゲルパーミエーションクロマトグラフィ（ＧＰＣ）によるクロマトグラムの分子量は次の
条件で測定される。
【０１５７】
４０℃のヒートチャンバー中でカラムを安定化させ、この温度におけるカラムに、溶媒と
してテトラヒドロフラン（ＴＨＦ）を毎分１ｍｌの流速で流し、試料濃度として０．０５
～０．６質量％に調整した樹脂のＴＨＦ試料溶液を５０～２００μｌ注入して測定する。
試料の分子量測定にあたっては、試料の有する分子量分布を、数種の単分散ポリスチレン
標準試料により作製された検量線の対数値とカウント数との関係から算出する。検量線作
成用の標準ポリスチレン試料としては、例えば、Ｐｒｅｓｓｕｒｅ　Ｃｈｅｍｉｃａｌ　
Ｃｏ．製あるいは、東洋ソーダ工業社製の分子量が６×１０ 2，２．１×１０ 3，４×１０
3，１．７５×１０ 4，５．１×１０ 4，１．１×１０ 5，３．９×１０ 5，８．６×１０ 5，
２×１０ 6，４．４８×１０ 6のものを用い、少なくとも１０点程度の標準ポリスチレン試
料を用いるのが適当である。検出器にはＲＩ（屈折率）検出器を用いる。
【０１５８】
カラムとしては、１０ 3～２×１０ 6の分子量領域を的確に測定するために、市販のポリス
チレンゲルカラムを複数組合せるのが良く、例えば、Ｗａｔｅｒｓ社製のμ－ｓｔｙｒａ
ｇｅｌ　５００，１０ 3，１０ 4，１０ 5の組合せや、昭和電工社製のｓｈｏｄｅｘ　ＫＡ
－８０１，８０２，８０３，８０４，８０５，８０６，８０７の組合せが好ましい。
【０１５９】
（３）ＧＰＣによる分子量の測定（ポリオレフィン、炭化水素系ワックス）
（ＧＰＣ条件）
装置；ＧＰＣ－１５０（ウォーターズ社）
カラム：ＧＭＨ－ＨＴ３０ｃｍ２連（東ソー社製）
温度：１３５℃
溶媒：ｏ－ジクロロベンゼン
流速：１．０ｍｌ／ｍｉｎ．
試料：０．１５質量％の試料を０．４ｍｌ注入
トナーからの試料の調製
トナーをキシレン或はトルエンに溶解もしくは膨潤させる。（４５℃以上の温浴中で行っ
たほうが、抽出効率がよい。）そこに、へキサンのような非極性溶媒を少しずつ加えなが
ら撹拌し、炭化水素ワックス類を抽出する。さらに、抽出した炭化水素ワックス類は、一
度溶媒を除去したのち、再び熱トルエン等の溶媒に溶解し、冷却しながら融点の違いを利
用して、分別する。この分別したものをサンプルとする。
【０１６０】
以上のようにして測定し、試料の分子量にあたっては、単分散ポリスチレン標準試料によ
り作成した分子量較正曲線を使用する。さらに、Ｍａｒｋ－Ｈｏｕｗｉｎｋ粘度式から導
き出される換算式で、ポリスチレン換算することによって算出される。
【０１６１】
（４）ワックスの極大吸熱、発熱ピークの測定
示差熱分析測定装置（ＤＳＣ測定装置）、ＤＳＣ－７（パーキンエルマー社製）を用い測
定する。
【０１６２】
測定試料は５～２０ｍｇ、好ましくは１０ｍｇを精密に秤量する。これをアルミパン中に
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入れ、リファレンスとして空のアルミパンを用い、測定温度範囲３０～２００℃の間で、
昇温、降温速度１０℃／ｍｉｎで常温常湿下で測定を行う。
【０１６３】
この昇温過程で、温度３０～１６０℃の範囲におけるメインピークの吸熱、発熱ピークが
得られる。極大吸熱ピークとは、言うまでもなく、その中で極大の値を示す温度のことで
ある。
【０１６４】
（５）トナー粒子又はトナーの粒度分布の測定
測定装置としては、コールターカウンターＴＡ－ＩＩ或いはコールターマルチサイザーＩ
Ｉ（コールター社製）を用いる。電解液は、１級塩化ナトリウムを用いて、約１％ＮａＣ
ｌ水溶液を調製する。例えば、ＩＳＯＴＯＮ（登録商標）－ＩＩ（コールターサイエンテ
ィフィックジャパン社製）が使用できる。測定方法としては、前記電解水溶液１００～１
５０ｍｌ中に分散剤として、界面活性剤（好ましくはアルキルベンゼンスルホン塩酸）を
、０．１～５ｍｌを加え、さらに測定試料を２～２０ｍｇ加える。試料を懸濁した電解液
は、超音波分散器で約１～３分間分散処理を行い、前記測定装置により、アパーチャーと
して１００μｍアパーチャーを用いて、トナー粒子の体積及び個数を各チャンネルごとに
測定して、トナーの体積分布と個数分布とを算出する。それから、トナー粒子の体積分布
から求めた質量基準のトナー粒子又はトナーの重量平均粒径（Ｄ 4）及び体積平均粒径（
Ｄ v）（各チャンネルの中央値をチャンネル毎の代表値とする）を求める。
【０１６５】
チャンネルとしては、２．００～２．５２μｍ；２．５２～３．１７μｍ；３．１７～４
．００μｍ；４．００～５．０４μｍ；５．０４～６．３５μｍ；６．３５～８．００μ
ｍ；８．００～１０．０８μｍ；１０．０８～１２．７０μｍ；１２．７０～１６．００
μｍ；１６．００～２０．２０μｍ；２０．２０～２５．４０μｍ；２５．４０～３２．
００μｍ；３２～４０．３０μｍの１３チャンネルを用いる。
【０１６６】
（６）トナー平均円形度の測定
本発明におけるトナーの平均円形度とは、トナー粒子の形状を定量的に表現する簡便な方
法として用いたものであり、本発明ではフロー式粒子像測定装置ＦＰＩＡ－２０００型（
東亜医用電子社製）を用いて測定を行い、下式を用いて算出した。
【０１６７】
【数１】
　
　
　
　
　
【０１６８】
ここで、「粒子投影面積」とは二値化されたトナー粒子像の面積であり、「粒子投影像の
周囲長」とは該トナー粒子像のエッジ点を結んで得られる輪郭線の長さと定義する。
【０１６９】
本発明における円形度はトナー粒子の凹凸の度合いを示す指標であり、トナー粒子が完全
な球形の場合に１．０００を示し、表面形状が複雑になる程、円形度は小さな値となる。
【０１７０】

10

20

30

40

(23) JP 3796430 B2 2006.7.12



　
　
　
　
　
　
　
【０１７１】
【数２】
　
　
　
　
　
　
　
【０１７２】
　
　
　
　
　
【０１７３】
【数３】
　
　
　
　
　
　
　
【０１７４】
具体的な測定方法としては、容器中に予め不純固形物などを除去したイオン交換水１０ｍ
ｌを用意し、その中に分散剤として界面活性剤、好ましくはアルキルベンゼンスルホン酸
塩を加えた後、更に測定試料を０．０２ｇを加え、均一に分散させる。分散させる手段と
しては、超音波分散機ＵＨ－５０型（エスエムテー社製）に振動子として５φのチタン合
金チップを装着したものを用い、５分間分散処理を用い、測定用の分散液とする。その際
、該分散液の温度が４０℃以上とならない様に適宜冷却する。
【０１７５】
トナー粒子の形状測定には、前記フロー式粒子像測定装置を用い、測定時のトナー粒子濃
度が３０００～１万個／μｌとなる様に該分散液濃度を再調整し、トナー粒子を１０００
個以上計測する。計測後、このデータを用いて、トナーの円相当径や円形度頻度分布等を
求める。
【０１７６】
（７）凝集度の測定
試料（外添剤を有するトナー、分級品）の流動特性を測定する一手段として凝集度を用い
るものであり、この凝集度の値が大きいほど試料の流動性は悪いと判断する。
【０１７７】
測定装置としては、デジタル振動計（デジバイブロ　ＭＯＤＥＬ　１３３２）を有するパ
ウダーテスター（細川ミクロン社製）を用いる。測定法としては、振動台に２００メッシ
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ュ、１００メッシュ、６０メッシュの篩いを目開の狭い順に、即ち６０メッシュ篩いが最
上位にくるように２００メッシュ、１００メッシュ、６０メッシュの篩い順に重ねてセッ
トする。このセットした６０メッシュ篩い上に正確に秤量した試料５ｇを加え、振動台へ
の入力電圧を２１．７Ｖになるようにし、デジタル振動計の変位の値を０．１３０にし、
その際の振動台の振幅が６０～９０μｍの範囲に入るように調整し（レオスタット目盛約
２．５）、約１５秒間振動を加える。その後、各篩い上に残った試料の重量を測定して下
式に基づき凝集度を得る。
【０１７８】
【数４】
　
　
　
　
　
　
　
　
【０１７９】
尚、試料は２３℃，６０％ＲＨの環境下で約１２時間放置したものを用い、測定環境は２
３℃，６０％ＲＨである。
【０１８０】
（８）摩擦帯電量の測定
図１は摩擦帯電量測定装置の説明図である。先ず測定しようとする粒子と現像剤として使
用する磁性粒子の混合物を作る。混合の比率はトナー及び着色剤含有微粒子の場合には、
磁性粒子９５質量部に対して５質量部であり、流動性付与剤の場合には磁性粒子９８質量
部に対して２質量部である。
【０１８１】
測定しようとする粒子及び磁性粒子を測定環境に置いて、１２時間以上放置した後ポリエ
チレン製のビンに入れ、十分混合、撹拌する。
【０１８２】
次に、底に５００メッシュ（磁性粒子の通過しない大きさに適宜変更可能）の導電性スク
リーン１３のある金属製の測定容器１２に摩擦帯電量を測定しようとする粒子と磁性粒子
の混合物を入れ金属製のフタ１４をする。このときの測定容器１２全体の重量を秤り、Ｗ
１（ｇ）とする。次に、吸引機１１（測定容器１２と接する部分は少なくとも絶縁体）に
おいて、吸引口１７から吸引し風量調節弁１６を調整して真空計１５の圧力を２５０ｍｍ
Ａｑとする。この状態で充分（約２分間）吸引を行ないトナーを吸引除去する。このとき
の電位計１９の電位をＶ（ボルト）とする。ここで１８はコンデンサーであり容量をＣ（
μＦ）とする。また、吸引後の測定容器全体の重量を秤りＷ２（ｇ）とする。この摩擦帯
電量Ｔ（μＣ／ｇ）は下式の如く計算される。
Ｔ（μＣ／ｇ）＝（Ｃ×Ｖ）／（Ｗ１－Ｗ２）
【０１８３】
（９）帯電量分布の測定
二成分トリボ測定同様の現像剤を用い、帯電量分布測定装置（ホソカワミクロン社製；型
式イースパートアナライザーＥＳＴ－１）を用いて測定する。ここで得られるｑ／ｄ分布
から、トリボ分布の広がりを評価する。
【０１８４】
（１０）エポキシ価の測定
ＪＩＳ　Ｋ７２３６　に記載の方法により、エポキシ当量を求め、次式から、エポキシ価
を求めた。
エポキシ価（ｅｑ／１００ｇ）＝１００／エポキシ当量
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【０１８５】
【実施例】
以下、本発明のトナーの実施例について述べるが、本発明はこれらの例に限定されるもの
ではない。
【０１８６】
［▲１▼ビニル系モノマー類、▲２▼グリシジル基含有モノマー類および▲３▼スルホン
酸基含有モノマー類からなる共重合樹脂の製造］
撹拌機，コンデンサー，温度計，窒素導入管を付した２リットルのフラスコに、メタノー
ル／トルエン混合溶媒４００ｇ、スチレン８３ｇ、グリシジルメタクリレート７ｇ、２－
アクリルアミド－２－メチルプロパンスルホン酸５ｇ、ラウロイルパーオキサイド１ｇを
仕込み、撹拌、窒素導入下６５℃で１０時間溶液重合し、内容物をフラスコから取り出し
、減圧乾燥後、ジェットミルにて粉砕し、共重合樹脂（Ａ）を製造した。共重合樹脂（Ａ
）のＭｗ＝１０，０００、ガラス転移温度Ｔｇ＝６８℃であった。
【０１８７】
以下、組成比、開始剤量、反応条件を変え、表２に示した物性を有する共重合樹脂（Ｂ）
～（Ｇ）を得た。
【０１８８】
（ポリエステル樹脂（１）、（２）の製造例）
ポリオキシプロピレン（２．２）－２，２－ビス（４－ヒドロキシフェニル）プロパン３
．５ｍｏｌ、ポリオキシエチレン（２．２）－２，２－ビス（４－ヒドロキシフェニル）
プロパン１．５ｍｏｌ、テレフタル酸１．５ｍｏｌ、無水トリメリット酸１．０ｍｏｌ、
フマル酸２．５ｍｏｌ及び酸化ジブチル錫０．１ｇをガラス製４リットルの４つ口フラス
コに入れ、温度計、撹拌棒、コンデンサー及び窒素導入管を取りつけマントルヒーター内
においた。窒素雰囲気下で、２２０℃で５時間反応させ、ポリエステル樹脂（１）を得た
。ＧＰＣによる分子量測定の結果を表３に示す。
【０１８９】
ついで、組成比，反応条件を変え、分子量を調整し、表３に示したポリエステル樹脂（２
）を得た。
【０１９０】
（ビニル系樹脂（１）～（３）の製造例）
ビニル系共重合体として、スチレン２．０ｍｏｌ、２－エチルヘキシルアクリレート０．
１５ｍｏｌ、メタクリル酸０．１ｍｏｌ、ベンゾイルパーオキサイド０．０５ｍｏｌを滴
下ロートに入れ、温度計，ステンレス製撹拌棒，流下式コンデンサー及び窒素導入管を装
備した３リットルの４つ口フラスコに入れ、マントルヒーター中で、窒素雰囲気にて８５
℃の温度で撹拌しつつ反応させ、ビニル系樹脂（１）を得た。ＧＰＣによる分子量測定の
結果を表３に示す。
【０１９１】
次に、組成比、開始剤量、反応条件を変え、表３に示したビニル系樹脂（２）を得た。さ
らに、メタクリル酸を用いずに、開始剤量と反応条件を変え、表３に示したビニル系樹脂
（３）を得た。
【０１９２】
（ハイブリッド樹脂（１）の製造例）
ビニル系共重合体として、スチレン２．０ｍｏｌ、２－エチルヘキシルアクリレート０．
２１ｍｏｌ、アクリル酸０．１６ｍｏｌ、α－メチルスチレンの２量体０．０３ｍｏｌ、
ジクミルパーオキサイド０．０５ｍｏｌを滴下ロートに入れる。また、ポリオキシプロピ
レン（２．２）－２，２－ビス（４－ヒドロキシフェニル）プロパン７．０ｍｏｌ、ポリ
オキシエチレン（２．２）－２，２－ビス（４－ヒドロキシフェニル）プロパン３．０ｍ
ｏｌ、テレフタル酸３．０ｍｏｌ、無水トリメリット酸２．０ｍｏｌを４リットルのオー
トクレーブに入れ、温度計、撹拌棒、コンデンサー、及び窒素導入管を取りつけた。次に
オートクレーブ内を窒素ガスで置換した後、撹拌しながら徐々に昇温し、１４０℃の温度
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で撹拌しつつ、先の滴下ロートよりビニル系樹脂の単量体及び重合開始剤を４時間かけて
滴下した。重合反応終了後、次いでオートクレーブ内に、酸化ジブチル錫０．２ｇ、フマ
ル酸５．０ｍｏｌを添加し、２００℃に昇温を行い、４時間反応せしめてハイブリッド樹
脂（１）を得た。ＧＰＣによる分子量測定の結果を表３に示す。
【０１９３】
＜実施例１＞
結着樹脂：ハイブリッド樹脂（１）　　　　　　　　　　　　　１００質量部
ワックス：パラフィンワックス　　　　　　　　　　　　　　　　　３質量部
（吸熱ピーク７５．０℃、Ｍｗ８００、Ｍｎ６５０）
荷電制御剤：共重合樹脂（Ａ）　　　　　　　　　　　　　　　　　５質量部
顔料：銅フタロシアニン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　５質量部
をヘンシェルミキサーにより十分予備混合を行った後、二軸式押出機で溶融混練し、冷却
後ハンマーミルを用いて粒径約１～２ｍｍ程度に粗粉砕した。次いでエアージェット方式
による微粉砕機で微粉砕した。さらに、得られた微粉砕物を多分割分級装置で分級して、
重量平均粒径６．８μｍのシアン系樹脂粒子を得た。
【０１９４】
上記シアン系樹脂粒子１００質量部に対して、ｉ－Ｃ 4Ｈ 9Ｓｉ（ＯＣＨ 3） 3で処理した疎
水性酸化チタン（ＢＥＴ１１０ｍ 2／ｇ）１．０質量部を外添混合し、シアントナー１と
した。さらにシアントナー１と、シリコーン樹脂で表面被覆した磁性フェライトキャリア
粒子（平均粒径５０μｍ）とを、トナー濃度が７質量％になるように混合し、二成分系シ
アン現像剤１とした。
【０１９５】
シアントナー１において、顔料を、それぞれＣ．Ｉ．Ｐｉｇｍｅｎｔ　Ｒｅｄ５７：１　
４質量部、Ｃ．Ｉ．Ｐｉｇｍｅｎｔ　Ｙｅｌｌｏｗ　１８０　８質量部、カーボン（ＢＥ
Ｔ　５０ｍ 2／ｇ，一次粒子径４０ｎｍ）４質量部を用いる以外は同様にして、マゼンタ
トナー、イエロートナー、ブラックトナーを得た。
【０１９６】
また、同様にして、シリコーン樹脂で表面被覆した磁性フェライトキャリア粒子（平均粒
径５０μｍ）とを、トナー濃度が７質量％になるように混合し、二成分系現像剤１を得た
。
【０１９７】
このシアン、マゼンタ、イエロー、ブラック現像剤１で、カラー複写機ＣＬＣ－１１００
（キヤノン製）の定着ユニットのオイル塗布機構を取り外した改造機を用い、単色モード
で常温常湿環境下（２３℃，６０％）で画像面積比率２５％のオリジナル原稿を用いて、
定着試験を行った。さらに定着可能領域の評価については定着及び加圧ローラー表面層に
ポリ弗化エチレン層を設けたものを用い、ユニットを手動で定着温度が設定できるように
改造した。
【０１９８】
ＯＨＰ透明性の測定は、島津自記分光光度計ＵＶ２２００（島津製作所社製）を使用し、
ＯＨＰフィルム単独の透過率を１００％とし、
マゼンタトナーの場合：６５０ｎｍ
シアントナーの場合：５００ｎｍ
イエロートナーの場合：６００ｎｍ
での最大吸収波長における透過率を測定する。
Ａ：８５％以上
Ｂ：７５～８５
Ｃ：６５～７５
Ｄ：６５％未満
【０１９９】
サンプルトナーの流動性に関しては、先に述べた凝集度測定結果に基づき、トナー凝集性
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評価基準数値範囲を以下の様に定めた。（磁性トナーについても同様にした）
Ａ：流動性が極めて良好：凝集度の測定結果が２０％以下のサンプル
Ｂ：流動性が良好：凝集度の測定結果が４１％～５０％のサンプル
Ｃ：流動性が普通：凝集度の測定結果が５１％～６０％のサンプル
Ｄ：流動性が悪い：凝集度の測定結果が６１％～７０％のサンプル
Ｅ：流動性が極めて悪い：凝集度の測定結果が７１％以上のサンプル
【０２００】
耐熱性（ブロッキング）試験
トナーを５０ｍｌのポリカップに１０ｇ秤量し、５０℃の環境下に７日間放置したのち、
目視評価した。
Ａ：放置前と殆ど変わらずさらさらした流動性を示す
Ｂ：少しケーキングした状態であるが、ポリカップに軽く衝撃を与えると、放置前のさら
さらした状態になる
Ｃ：少しケーキングした状態であるが、ポリカップを手で変形させながら、軽く衝撃を与
えると、放置前のさらさらした状態になる
Ｄ：ケーキングした状態であり、ポリカップに軽く衝撃を与えても、放置前のさらさらし
た状態にならず、ぼそぼそした状態でケーキング状態が崩れる
Ｅ：衝撃を与えても、ケーキングした状態がくずれないままである
【０２０１】
実施例１で得られた画像は光沢性、ＯＨＴ透光性ともに良く、非オフセット定着温度領域
が広く、且つ、良好な耐ブロッキング性を示した。トナーのＧＰＣ測定結果を表３に、ま
た評価結果の一覧を表６に示す。
【０２０２】
さらに、４つの現像剤及びトナーを用いて、常温／低湿（２３℃／５％）環境下、及び高
温／高湿（２３℃／５％）環境下フルカラー画像にて画出し耐久テストを行ったところ、
画出し１万枚においても、画像濃度、色再現性ともに初期と変わらず安定した結果が得ら
れた。
【０２０３】
次に、カラートナー及び磁性トナーの評価基準について記述する。
【０２０４】
画像濃度に関しては、カラー反射濃度計（Ｘ－ＲＩＴＥ　４０４Ａ；Ｘ－Ｒｉｔｅ社製）
で測定した結果に基づき、以下の評価基準数値範囲を定めた。
Ａ：濃度（Ｄｍａｘ）１．６以上　磁性トナーを用いた場合は１．４５以上
Ｂ：濃度（Ｄｍａｘ）１．４以上～１．６未満　磁性トナーを用いた場合は１．３以上～
１．４５未満
Ｃ：濃度（Ｄｍａｘ）１．２以上～１．４未満　磁性トナーを用いた場合は１．２以上～
１．３未満
Ｄ：濃度（Ｄｍａｘ）１．２未満　磁性トナーを用いた場合は１．２未満
【０２０５】
画像濃度階調性に関しては、カラー複写機ＣＬＣ－１１００（キヤノン製）を改造し、現
像バイアスを可変にし、評価した。常温／低湿下（２３℃／５％）での評価において、現
像コントラスト電位を０～６００Ｖまで変化させ、画像濃度を評価した。
Ａ：画像濃度変化が、現像コントラスト電位変化に対し、１次の関係にある領域が２００
Ｖ以上～４００Ｖ以下であるもの。但し、画像濃度（Ｄｍａｘ）１．６以上出ていること
Ｂ：画像濃度変化が、現像コントラスト電位変化に対し、１次の関係にある領域が１００
Ｖ以上～２００Ｖ未満であるもの。但し、画像濃度（Ｄｍａｘ）１．６以上出ていること
Ｃ：画像濃度変化が、現像コントラスト電位変化に対し、１次の関係にある領域が４０１
Ｖ以上～５００Ｖ未満であるもの。
Ｄ：画像濃度変化が、現像コントラスト電位変化に対し、１次の関係にある領域が５００
Ｖ以上であるもの。
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【０２０６】
色再現性については、４色フルカラー画像を、風景画（緑、青の色彩の強い原稿チャート
）、人物画像（肌色、赤、黄の強い原稿チャート）を用いてコピー画像を出し、目視評価
した。
Ａ：優良　Ｂ：良　Ｃ：やや悪い　Ｄ：悪い
【０２０７】
加圧ローラー裏汚れ及びコピー画像カールレベル
Ａ：優良（３０％印字画像連続通紙１００枚後画像裏面裏汚れ全くなし。カール幅１０ｍ
ｍ以内。）
Ｂ：良（３０％印字画像連続通紙１００枚後画像裏面裏汚れ５枚以内。カール幅２０ｍｍ
以内。）
Ｃ：やや悪い（３０％印字画像連続通紙１００枚後画像裏面裏汚れ６～２０枚。カール幅
２１～４０ｍｍ）
Ｄ：悪い（３０％印字画像連続通紙１００枚後画像裏面裏汚れ２１枚以上。カール幅４１
ｍｍ以上。）
【０２０８】
３日放置飛散は、３日放置後現像器スリーブ近傍を清掃後、１００枚連続コピーし、スリ
ーブ上下カバー部に飛散付着したトナーをテーピングし、紙上にはがしたテープをトナー
とともに貼り付けその飛散度合いを、目視評価した。
Ａ：優良　Ｂ：良　Ｃ：やや悪い　Ｄ：悪い
【０２０９】
転写効率は、感光体に現像されたトナー量、及び紙上に転写されたトナー量を測定し、次
式で転写効率を求めた。
転写効率（％）＝（紙上に転写されたトナー量／感光体に現像されたトナー量）×１００
Ａ：優良　転写効率≧９５％
Ｂ：良　転写効率＝８５％以上～９５％未満
Ｃ：やや悪い　転写効率＝８０％以上～８５％未満
Ｄ：悪い　転写効率＝７５％以上～８０％未満
Ｅ：極悪　転写効率＝７５％未満
【０２１０】
白地部カブリ評価
画像のベタ白部の反射率を測定した。さらに未使用の紙の反射率を測定し、紙の値から引
いてカブリ濃度とした。反射率はＴＣ－６ＤＳ（東京電色製）で測定した。
Ａ：優良　カブリ濃度＝１．０未満％
Ｂ：良　カブリ濃度＝１．０以上～２．０％未満
Ｃ：やや悪い　カブリ濃度＝２．０以上～３．０％未満
Ｄ：悪い　カブリ濃度＝３．０以上～４．０％未満
Ｅ：極悪　カブリ濃度＝４．０以上
【０２１１】
ライン画像飛び散り
線幅　０．１ｍｍ、０．２ｍｍ、０．５ｍｍ、０．８ｍｍ、１．０ｍｍの原稿チャートを
コピーし、目視により下記のように判定した
Ａ：優良　Ｂ：良　Ｃ：やや悪い　Ｄ：悪い
【０２１２】
トナー粒度変化（選択現像性）
トナーの帯電量分布が広いと、現像され易い帯電量を有するトナーが選択的に現像され、
現像器中のトナー粒径は、初期のものと変化してくる。現像器中のトナー粒径が変化する
と、画像濃度の低下を招いたり、ハーフトーン画像部が、がさっぽくなったり、細線再現
性が悪くなるなど、画質劣化の原因となる。
Ａ：優良　重量平均粒径変化＝１．５μｍ未満
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Ｂ：良　重量平均粒径変化＝１．５μｍ以上～３．０μｍ未満
Ｃ：悪い　重量平均粒径変化＝３．０μｍ以上
【０２１３】
また、摩擦帯電量と帯電量分布については、以下の評価基準とした。
【０２１４】
（摩擦帯電量）
・カラートナーの場合
Ａ：優良　摩擦帯電量＝－２５μＣ／ｇ未満
Ｂ：良　摩擦帯電量＝－１５μＣ／ｇ未満～－２５μＣ／ｇ以上
Ｃ：悪い　摩擦帯電量＝－１５μＣ／ｇ以上
・磁性トナーの場合
Ａ：優良　摩擦帯電量＝－１５μＣ／ｇ未満
Ｂ：良　摩擦帯電量＝－８μＣ／ｇ未満～－１５μＣ／ｇ以上
Ｃ：悪い　摩擦帯電量＝－８μＣ／ｇ以上
【０２１５】
（帯電量分布）
前述した方法によりトナーの帯電量分布を測定した。測定条件は、現像器に現像剤を仕込
み、外部モーターを具備した空回転機（現像バイアスをかけない）にて、２０分間の回転
を行い、その前後の現像剤の帯電量分布を測定した。図２に示したように（実施例１にお
けるシアントナー）ピーク値が回転前後でほとんど変化の無いものと、＋側に帯電してい
るトナー量が少ないものをＡとした。図３は、比較例１のトナーを測定したものであり、
評価は、Ｃ実用不可レベルとした。その間を、Ｂレベルとし、実用ぎりぎり可レベルとし
た。
【０２１６】
＜実施例２、５、６、比較例１、３、４＞
表４に示した処方で実施例１とは、粉砕工程において、機械式粉砕機をもちいて、粉砕条
件を変え、円形度を表５に示したように変えた以外は、同様にトナーをつくり、評価し、
表６に示す結果を得た。
【０２１７】
＜実施例３、４、比較例２＞
表４に示した処方で、粉砕工程において、機械式粉砕機をもちいて、粉砕条件を変え、円
形度を変え、磁性トナーを作製した。外添剤としては、疎水化処理したシリカ（ＢＥＴ２
２０ｍ 2／ｇ）１．０％と、チタン酸ストロンチウム（粒径１．８μｍ）３．０％を用い
、現像剤とした。キヤノン製高速コピー機ＮＰ６０８５を用いて評価した。定着は、ＮＰ
６０８５の定着機を改造し未定着画像を定着温度を変えることにより評価した。その結果
を、表７に示した。
【０２１８】
【表２】
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【０２１９】
【表３】
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【０２２０】
【表４】
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【０２２１】
【表５】
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【０２２２】
【表６】
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【０２２３】
【表７】
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【０２２４】
【発明の効果】
本発明によれば、低湿下における帯電速度が速く、さらに高湿下においても高い摩擦帯電
量を維持できる電荷制御剤を用いることにより、カブリが少なく耐久性の良好なトナーを
提供することができる。
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【図面の簡単な説明】
【図１】摩擦帯電量測定装置の説明図である。
【図２】トナー（実施例１のシアントナー）の帯電量分布を示す図である。
【図３】トナー（比較例１のトナー）の帯電量分布を示す図である。

【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】
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