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(57)【要約】
【課題】トナー定着後の印刷濃度が高く、低温定着性に優れることにより高速印刷にも適
し、消費電力の低減が可能なトナーに用いられるトナー用バインダー、さらにはこれを用
いたトナーを提供すること。
【解決手段】（Ｂ）粒子内部に少なくとも１つの空隙が形成されている数平均粒子径が１
００～１５００ｎｍである中空樹脂粒子からなるトナー用バインダー、さらにはこのトナ
ー用バインダーと着色剤とを含むトナー。
【選択図】なし



(2) JP WO2011/078224 A1 2011.6.30

10

20

30

40

50

【特許請求の範囲】
【請求項１】
　（Ｂ）粒子内部に少なくとも１つの空隙が形成されている数平均粒子径が１００～１５
００ｎｍである中空樹脂粒子からなるトナー用バインダー。
【請求項２】
　上記（Ｂ）中空樹脂粒子のガラス転移温度（Ｔg）が、５０℃以上である請求項１記載
のトナー用バインダー。
【請求項３】
　上記（Ｂ）中空樹脂粒子の粒子一個当たりの空隙率が、１０％～７５％である請求項１
又は２記載のトナー用バインダー。
【請求項４】
　（Ｂ）中空樹脂粒子の空隙の内孔径が１．１μｍ以下であることを特徴とする請求項１
から３いずれか１項記載のトナー用バインダー。
【請求項５】
　上記（Ｂ）中空樹脂粒子の示差走査熱量（ＤＳＣ）測定における単位体積当たりの熱量
が、０．７Ｊ/ｃｍ３以下である請求項１から４いずれか１項記載のトナー用バインダー
。
【請求項６】
　さらに、可塑剤を含む請求項１から５いずれか１項記載のトナー用バインダー。
【請求項７】
　さらに、ワックスを含む、請求項１から６いずれか１項記載のトナー用バインダー。
【請求項８】
　ワックスが、炭化水素系合成ワックス、脂肪酸アミドおよび脂肪酸エステルから選ばれ
ることを特徴とする請求項７記載のトナー用バインダー。
【請求項９】
　ワックスの融点が５０～１４０℃である請求項７または８いずれか１項記載のトナー用
バインダー。
【請求項１０】
　請求項１～９いずれか１項記載のトナー用バインダーと、着色剤とを含むトナー。
【請求項１１】
　さらに、（Ａ）上記（Ｂ）中空樹脂粒子以外の樹脂粒子を含む請求項１０記載のトナー
。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、複写機、プリンタ、ファクシミリ等の電子写真プロセスを利用した電子写真
装置（画像形成装置）等に利用し得るトナー粒子、及び当該トナー粒子を含むトナーに関
する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、電子写真装置や静電記録装置等の画像形成装置において形成される静電潜像は、
先ず、トナーにより現像され、次いで、形成されたトナー像は、必要に応じて紙等の転写
材上に転写された後、加熱、加圧などにより定着される。
【０００３】
　近年、電子写真方式の複写機、プリンタ等においては、消費電力の低減化とともに高速
複写あるいは高速印刷が要求されている。電子写真方式の中で、特にエネルギーを消費す
る工程は、感光体から紙などの転写材上にトナーを転写した後、定着する際のいわゆる定
着工程である。この工程は、一般に、定着のために１５０℃前後の熱ロールが使用され、
そのエネルギー源として電力が使用される。この熱ロール温度を下げること、すなわち低
温定着性が可能であれば、さらに高速印刷等に対応でき、省エネルギーの観点より求めら
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れている。
【０００４】
　また、電子写真方式の複写機、プリンタ等においては、電子写真方式によるカラー複写
やカラー印刷が鮮明にできることが要求されている。例えば、上記電子写真方式における
トナーにおいては、従来、着色剤などを含有する樹脂を溶融し、粉砕し、分級して得る粉
砕法トナーが主流であったが、粒径コントロールが容易で、分級などの煩雑な製造工程を
経ない重合法トナーが注目されるようになってきている。しかしながら、このトナーの粒
子径は数μｍ程度であるが、さらに粒子径を小さくし、印刷の鮮明性を上げようとすると
、現像ロールに付着したトナーをドクターブレードで掻き落とす工程でのクリーニング性
が悪くなる。
【０００５】
　従前、上記トナーとして、難水溶性金属水酸化物のコロイドを含有する分散剤の存在下
に、ガラス転移温度７０℃以下の重合体を形成し得る単量体組成物を重合して得られる重
合体のガラス転移温度よりも高いガラス転移温度を有する親水性マクロモノマー及び架橋
性モノマーを懸濁重合してなる重合体粒子を含有する、低温定着性が良好な重合トナーが
開示されている（例えば、特許文献１）。しかしながら、近年の高速印刷における低温定
着性や印刷の鮮明性は、不十分である。
【０００６】
　また、支持体上に少なくとも１種の中空粒子を含有する断熱層と、該断熱層の上層に少
なくとも１層の熱可塑性樹脂とバインダーとを含有するトナー受容層を設けた電子写真用
受像材料において、該少なくとも１種の中空粒子の軟化点が、トナー画像定着時の定着ロ
ーラーの表面温度よりも２０℃～７０℃低く、中空粒子の軟化点が、１３０℃以上、１８
０℃以下である電子写真用受像材料により、光沢や濃度、写像性を高める方法が開示され
ている（例えば、特許文献２）。しかし、トナー受容相の中空粒子層の軟化点が高いこと
と、根本的にトナー用バインダー樹脂の定着性には寄与しないために、低温定着性の改善
にはつながらない。　
【０００７】
一方、高い多孔度を有するバインダー樹脂を含んでなるトナーが電子写真法（ＥＰ）にお
いて、基材に適用されるトナー量を減少させることができることが開示されている。（例
えば、特許文献３）ここで開示される多孔質バインダー樹脂は、多数の細孔を有する１０
μｍ程度の粒子である。確かに多孔度が高い粒子を使用するとトナー量は軽減するが、こ
のように大粒子径のバインダーでは粒子径の小さなトナー粒子作成には適さず、また特許
文献３で開示された方法で得られる粒子は微細な孔がランダムに粒子中に存在するもので
あるため、トナー粒子とした際の空隙の均一性を調整することは困難であった。このよう
な空隙の不均一性は、得られるトナーを使用した際の画像再現性に悪影響を与えるもので
あった。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００８】
【特許文献１】特許第３８８４５０６号公報
【特許文献２】特開２００７－２７９２８０号公報
【特許文献３】特表２００９－５２１７２３号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　本発明は、トナー定着後の印刷濃度が高く、低温定着性に優れることにより高速印刷に
も適し、消費電力の低減が可能なトナーに用いるためのトナー用バインダー、さらにはこ
れを用いたトナーを提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
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　本発明は、（Ｂ）粒子内部に少なくとも１つの空隙が形成されている数平均粒子径が１
００～１５００ｎｍである中空樹脂粒子からなるトナー用バインダーに関する。
　次に、本発明は、上記トナー用バインダーと、着色料とを含むトナーに関する。
【発明の効果】
【００１１】
　本発明によれば、トナー定着後の印刷濃度が高く、低温定着性に優れることにより高速
印刷にも適し、消費電力の低減が可能なトナーに用いられるトナー用バインダー、さらに
はこれを用いたトナーを提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１２】
【図１】図１は、（Ｂ）の粒子を透過型電子顕微鏡で観察し、各粒子の粒子径を測定した
例を示した図である。
【図２】図２は、フローテスターより得られる一般的なチャートにおいて、軟化温度（Ｔ
ｓ）、流出開始温度（Ｔｆｂ）、終了温度（Ｔｅｎｄ）を示した図である。
【図３】図３は、フローテスターより得られる一般的なチャートにおいて、「Ｔ１／２溶
融温度」及び「Ｔ１／２から－２ｍｍまでの傾き」を示した図である。
【発明を実施するための形態】
【００１３】
　本発明のトナー用バインダーは、（Ｂ）粒子内部に少なくとも１つの空隙が形成されて
いる数平均粒子径が１００～１５００ｎｍである中空樹脂粒子（以下、単に「（Ｂ）」と
いうことがある）からなるトナー用バインダーである。
【００１４】
〔（Ｂ）について〕
　まず、（Ｂ）粒子内部に少なくとも１つの空隙が形成されている中空樹脂粒子について
、説明する。
　（Ｂ）は、粒子内部に少なくとも１つの空隙が形成されているものである。
　（Ｂ）は、粒子内部に少なくとも１つの形成される空隙に起因して生じる、（Ｂ）の殻
ポリマー（中空樹脂粒子の空隙以外の部分）と空隙部分との屈折率差から、（Ｂ）に入射
する光を散乱させることができる。これにより、（Ｂ）を含むトナーは、プリントアウト
した際の下地（紙、色紙）の隠蔽性が向上し、顔料の発色が良くなる。従って、かかる（
Ｂ）は、トナー用バインダーとして有用である。
　ここで、隠蔽性とは、具体的には、黒い紙に印刷された場合であっても発色がよく、白
い紙に印刷された場合であっても裏映りが少ないという性質などを指す。隠蔽性が優れる
と、上記の性質により、下地の色に左右され難いという利点がある。
【００１５】
　また、（Ｂ）を含むトナーは、（Ｂ）が粒子内部に少なくとも１つの空隙が形成されて
いることに起因して、これを含まないトナーと比して、樹脂の体積量が少ないため、画像
定着の際に必要とされる熱量が低減できる。従って、（Ｂ）は、この点でも、トナー用バ
インダーとして有用である。
【００１６】
＜（Ｂ）：ガラス転移温度（Ｔｇ）について＞
　（Ｂ）のガラス転移温度（Ｔｇ）は、特に規定はないが、５０℃以上のものを用いるこ
とができる。５０℃～１３０℃が好ましく、６０℃～１２０℃がさらに好ましい。（Ｂ）
は、トナーに用いた場合、上記作用を考慮すれば、熱により、適度に変形することが好ま
しい。５０℃未満の場合には、熱転写時に潰れすぎる場合がある。一方、１３０℃を超え
た場合には、熱転写時にほとんど潰れない場合がある。ガラス転移温度（Ｔｇ）の測定方
法は、特に規定はないが、例えば、示差走査熱量計を用いて、ＡＳＴＭ法に準じて、測定
できる。
【００１７】
＜（Ｂ）：平均粒子径について＞
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　（Ｂ）の平均粒子径は、数平均粒子径で１００ｎｍ～１５００ｎｍのものを用いる。好
ましくは１５０～１３００ｎｍ、より好ましくは２００～１２００ｎｍである。１００ｎ
ｍ未満の場合には、製造が困難な場合がある。また、相対的に空隙の体積も小さくなるた
め、上記の効果が小さくなる場合がある。一方、１５００ｎｍを超える場合には、製造工
程が増え、生産性が落ちる場合がある。また、粒子が大きすぎるため、印刷物の解像度が
低下する場合がある。平均粒子径の測定方法は、特に規定はないが、例えば、後述する（
Ｂ）の空隙率を求める為に、通常、電子顕微鏡により観察し、数平均粒子径として測定で
きる。また、光散乱回折粒径測定装置（粒度分布測定装置）を用いて、重量平均粒子径と
して、測定することもできる。
【００１８】
＜（Ｂ）：粒子一個当たりの空隙率について＞
　（Ｂ）の粒子一個当たりの空隙率は、特に規定はないが、１０～７５体積％のものを用
いることができる。１５～７０体積％が好ましい。この範囲内であれば、上記作用を有効
に発揮する。１０体積％未満の場合には、低温定着性が劣ったり、定着濃度に劣る場合が
あり、一方、７５体積％を超える場合には、空隙率を保つための製造が困難となる場合が
ある。
　ここで、空隙率とは、体積の総量に対する空隙が占める割合をいう。空隙率は、「（空
隙径３／粒子最長径３）×１００％」として求められる。空隙径とは、観察範囲内で最も
大きな空隙の径をいう。粒子最長径とは、観察範囲内で最も長い粒子径をいう。空隙径と
粒子最長径は、通常、電子顕微鏡により観察される。
　なお、本発明で使用する（Ｂ）の空隙は、単一の内孔であることが好ましい。
　（Ｂ）の空隙の内孔径は、特に規定はないが、１．１μｍ以下のものが用いられる。内
孔径とは、複数の粒子における、空隙（内孔）の内径の平均値である。この空隙（内孔）
の内径とは、１粒子中の空隙（内孔）の内径のうち、最も長い径をいう。好ましくは０．
０５μｍ以上１．１μｍ以下であり、より好ましくは０．０６μｍ以上１．０μｍ以下で
ある。１．１μｍを越える場合、製造工程が増え、生産性が落ちる場合がある。　
【００１９】
＜（Ｂ）：単位体積あたりの熱量について＞
　（Ｂ）の単位体積あたりの熱量は、特に規定はないが、０．７Ｊ／ｃｍ３以下のものが
用いられる。０．２～０．７Ｊ／ｃｍ３が好ましい。この範囲内であれば、上記作用を有
効に発揮する。なお、０．２Ｊ／ｃｍ３未満の場合には、（Ｂ）の空隙率を７５％以上と
する必要があると思われ製造が困難であり、０．７Ｊ／ｃｍ３を超える場合には、逆に中
空率が１０％未満にする必要がある。本発明に用いられる（Ｂ）は、熱量が少ないことで
、トナー定着時の加熱付加・時間の低減もしくは高速印刷が可能となる。単位体積あたり
の熱量の測定方法は、特に規定はない。例えば、示差走査熱量計を用いて、ＡＳＴＭ法に
準じて測定した微分示差熱量曲線から求めた吸熱量の値と、（Ｂ）の空隙を差し引いた樹
脂部分の体積との積（Ｊ／ｃｍ３）を求め、この値の逆数（熱量）により、単位体積当た
りの熱量を求めることができる。
【００２０】
＜（Ｂ）：重量平均分子量について＞
　（Ｂ）の重量平均分子量は、特に規定はないが、５，０００～１，０００，０００のも
のを用いることができる。１０，０００～５００，０００がさらに好ましい。この範囲内
であれば、上記作用を有効に発揮することができる。なお、重量平均分子量が５，０００
未満の場合には、（Ｂ）の空隙を維持することが難しく、一方、１、０００，０００を超
える場合には、低温定着性が劣る場合がある。重量平均分子量の測定方法は、特に規定は
ないが、ゲルパーミエーションクロマトグラフィー（ＧＰＣ）測定装置を用いて、標準ポ
リスチレンにより換算して求めることができる。
【００２１】
＜（Ｂ）の製造方法について＞
　（Ｂ）の製造方法について、説明する。
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　（Ｂ）の製造方法は、特に規定はない。通常、以下の（１）から（３）により、製造す
ることができる。
　（１）単量体を重合して、コアとなるシード粒子を製造する。
　（２）次いで、得られたシード粒子をコアとして、殻となる樹脂を構成する単量体を乳
化重合することにより、殻となる樹脂を形成して、ポリマー粒子を製造する。
　（３）最後に、得られたコア－シェル型の樹脂粒子（ポリマー粒子）を、塩基（アルカ
リ）によって、中和させてポリマー粒子を膨潤させることにより、内部に空隙を有する粒
子〔（Ｂ）〕を製造する。製造された（Ｂ）は、例えば、水性媒体で乳化重合にて製造さ
れた場合には、水性分散体（乳化状態）として、トナー用バインダーに用いることができ
る。また、（Ｂ）は、必要に応じて乾燥処理をすることにより、粉末の状態とすることが
できる。また、（Ｂ）の乾燥物と水性媒体を混合して、水性分散体として用いることがで
きる（いわゆる、再分散）。
　より生産性が向上するという点から、（Ｂ）は、水などの水性媒体で乳化重合にて製造
し、乾燥工程を経ない水性分散体として調整することが好ましい。また、水性分散体は、
必要に応じて添加剤を入れた後、乾燥することもできる。
【００２２】
＜（１）シード粒子について＞
（シード粒子を構成する単量体について）
　シード粒子を構成する単量体は、これにより形成されるシード粒子が上記（２）～（３
）に用いられるものであれば、特に規定はない。通常、不飽和カルボン酸モノマー（Ｉ）
、非イオン性不飽和モノマー（ＩＩ）、および必要に応じて加えられる架橋性モノマー（
ＩＩＩ）などを含むモノマー組成物を乳化重合することにより得られる。
【００２３】
　不飽和カルボン酸モノマー（Ｉ）としては、アクリル酸、メタクリル酸、クロトン酸、
マレイン酸、フマル酸、イタコン酸等のモノまたはジカルボン酸、ジカルボン酸の酸無水
物またはモノアルキルエステル、モノアミド類などが挙げられる。これらは、１種または
２種以上を組み合せて用いることができる。
　不飽和カルボン酸モノマー（Ｉ）の配合量は、特に規定はないが、シード粒子を構成す
るためのモノマー組成物全体に対して、５質量％以上で用いることができる。８～９０質
量％が好ましく、１０～６０質量％がより好ましい。
　不飽和カルボン酸モノマー（Ｉ）の使用量が５質量％より少ないと、アルカリによる膨
潤作用が低く、空隙の形成が不十分となる場合があり、トナーに用いたときに、その隠蔽
性が劣ったものとなる場合がある。また、不飽和カルボン酸モノマー（Ｉ）の使用量が９
０質量％を超えると、トナーに用いたときに、その耐水性、耐アルカリ性が不十分となる
傾向があるので好ましくない。
【００２４】
　非イオン性不飽和モノマー（ＩＩ）としては、親水性のものと疎水性のものがある。
　親水性モノマーとしては、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２－エチルヘキシル、メタクリル酸メチル、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等のアクリル酸あるいはメタクリル酸のアルキ
ルエステル類：アクリロニトリル、メタアクリロニトリルなどのビニルシアン化合物：酢
酸ビニル、プロピオン酸ビニル、ステアリン酸ビニルなどの有機酸ビニル：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、ビニルフェニルエーテル
などのビニルエーテル：アクリルアミド、メタクリルアミド、ｎ－メチロールメタクリル
アミド、ジアセトンアクリルアミド、エタクリルアミド、クロトンアミド、イタコンアミ
ド、メチルイタコンアミド、マレイン酸モノアミド、エチレンジアクリルアミド等のアミ
ド系モノマー：アクリル酸β－ヒドロキシエチル、メタクリル酸β－ヒドロキシエチル、
ｎ－ヒドロキシエチルアクリルアミド、１－ヒドロキシプロピルアクリレート、１－ヒド
ロキシプロピルメタクリレート、ヒドロキシエチルアクリレート、ヒドロキシエチルメタ
クリレート等のヒドロキシル基含有モノマー：アクリル酸グリシジル、メタクリル酸グリ
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シジル等のグリシジル基含有モノマーなどが挙げられる。これらのモノマーは単独で使用
することができ、また２種以上を併用することもできる。
【００２５】
　疎水性モノマーとしては、スチレン、α－メチルスチレン、ビニルトルエン、パラメチ
ルスチレン等の芳香族ビニル化合物：ブタジエン、イソプレン、２－クロル－1,3－ブタ
ジエン、１－クロル－１，３－ブタジエン等の脂肪族共役ジエン化合物：エチレン、プロ
ピレン、ブチレン、４－メチルペンテン－１等のα－オレフィン：フッ化ビニル、臭化ビ
ニルなどのハロゲン化ビニルなどが挙げられる。これらのモノマーは単独で使用すること
ができ、また２種以上を併用することもできる。
　非イオン性不飽和モノマー（ＩＩ）の使用量は、特に規定はないが、シード粒子に要求
されるアルカリ膨潤性と親水性のバランスにより決定される。非イオン性親水性不飽和モ
ノマー（ＩＩ）は、通常、シード粒子を形成するための全モノマーに対して、１０～９５
重量％、２０～９０重量％が好ましく、４０～９０重量％がさらに好ましい。
【００２６】
　なお、シード粒子には、必要に応じて、架橋性モノマー（ＩＩＩ）を用いることができ
る。架橋性モノマー（ＩＩＩ）としては、ジビニルベンゼン、エチレングリコールジメタ
クリレート、１，３－ブチレングリコールジメタクリレート、トリメチロールプロパント
リメタクリレート、アリルメタクリレートなどのジビニル系モノマーあるいはトリビニル
系モノマーを例示できる。特に、ジビニルベンゼン、エチレングリコールジメタクリレー
トおよびトリメチロールプロパントリメタクリレートが好ましい。
　この架橋性モノマー（ＩＩＩ）の使用量は、シード粒子を形成するためのモノマー組成
物１００質量部に対して、好ましくは０．１～４０質量部、さらに好ましくは０．１～２
０質量部である。
【００２７】
（シード粒子の平均粒子径について）
　シード粒子の平均粒子径は、特に規定はないが、通常、１０ｎｍ～１０００ｎｍが用い
られる。５０～７００ｎｍが好ましい。平均粒子径の測定方法は、特に規定はないが、例
えば、光散乱回折粒径測定装置（粒度分布測定装置）を用いて、重量平均粒子径として、
測定できる。
【００２８】
（シード粒子の製造方法について）
　シード粒子の製造方法は、特に規定はないが、通常、乳化重合または懸濁重合で製造す
ることができる。シード粒子は、１段の重合で得られる粒子を用いてもよい。また、１段
だけの重合で得られるシード粒子をそのままコアに用いるのではなく、１段目の重合で得
られたシード粒子をコアとして２段目の重合を行って１段目のものより、さらに大きい粒
子径となったものをシード粒子として用いることができる。また、シード粒子は、必要に
応じて１段または２段、またはさらに３段以上の重合を繰返して製造したものを使用する
ことができる。
【００２９】
（ポリマー粒子に対するシード粒子の占める割合について）
　また、ポリマー粒子（シード粒子と殻ポリマーを含む）に対するシード粒子が占める割
合は、特に規定はないが、通常、０．５～９０質量％で用いられる。０．７～６０質量％
が好ましく、１～４０質量％がより好ましい。割合が０．５質量％未満では、（Ｂ）の空
隙の形成が不十分となり、トナーに用いた場合にその隠蔽性が劣ったものとなる場合があ
る。一方、シード粒子の割合が９０質量％を超えると、系の重合安定性が低下する可能性
がある。また、トナーに用いた場合に、その配合安定性、隠蔽性、塗膜の耐水性および耐
アルカリ性などが劣ったものとなる場合がある。
【００３０】
〔乳化剤について〕
　シード粒子、及びこれを用いたポリマー粒子（シード粒子と殻ポリマーを含む）を乳化
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重合で製造する際に用いる乳化剤としては、特に規定はなく、通常、樹脂を乳化重合で製
造する際に用いられるものであれば良い。
　乳化剤としては、アニオン性界面活性剤、非イオン性界面活性剤、カチオン性界面活性
剤、両性界面活性剤、有機懸濁保護剤などの界面活性能を有する物質を挙げることができ
、特にアニオン性界面活性剤や非イオン性界面活性剤を好ましく用いることができる。こ
れらの乳化剤は１種を単独でもしくは２種以上組み合せて用いることができる。
　ここで、アニオン性界面活性剤としては、ロジン酸カリウム、ロジン酸ナトリウム等の
ロジン酸塩、オレイン酸カリウム、ラウリン酸カリウム、ラウリン酸ナトリウム、ステア
リン酸ナトリウム、ステアリン酸カリウム等の脂肪酸のナトリウム塩、もしくはカリウム
塩、ラウリル硫酸ナトリウム等の脂肪族アルコールの硫酸エステル塩およびドデシルベン
ゼンスルホン酸ナトリウム等のアルキルアリルスルホン酸などを挙げることができる。
　また、非イオン性界面活性剤としては、ポリエチレングリコールのアルキルエステル、
アルキルエーテル、アルキルフェニルエーテルなどを挙げることができる。
【００３１】
〔重合開始剤について〕
　シード粒子、及びこれを用いたポリマー粒子（シード粒子と殻ポリマーを含む）を乳化
重合で製造する際に用いる重合開始剤としては、特に規定はなく、通常、樹脂を乳化重合
で製造する際に用いられるものであれば良い。
　重合開始剤としては、クメンハイドロパーオキサイド、ジイソプロピルベンゼンハイド
ロパーオキサイド、パラメンタンハイドロパーオキサイド等で代表される有機ハイドロパ
ーオキサイド類と含糖ピロリン酸処方、スルホキシレート処方、含糖ピロリン酸処方／ス
ルホキシレート処方の混合系処方等で代表される還元剤との組合せによるレドックス系の
開始剤、さらに過硫酸カリウム、過硫酸ナトリウム、過硫酸アンモニウム等の過硫酸塩、
アゾビスイソブチロニトリル、ベンゾイルパーオキサイド、ラウロイルパーオキサイド等
を任意に使用することができ、特に好ましくは、過硫酸カリウム、過硫酸ナトリウム、亜
硫酸アンモニウム等の亜硫酸塩、アゾビスイソブチロニトリル、ベンゾイルパーオキサイ
ドに必要に応じて還元剤を組み合せたものである。
　重合温度としては、通常、５～９５℃が良好であり、特に４０～９０℃が好ましい。
　また、前述した各種のモノマーは、これを一括してもしくは分割して、あるいは連続的
に滴下して系に加えることができる。
【００３２】
＜（２）ポリマー粒子について＞
　ポリマー粒子は、シード粒子をコアとして、単量体を重合したものである。通常、乳化
重合で製造することできる。
（ポリマー粒子を構成する単量体について）
　ポリマー粒子を製造する際、殻（シェル）に用いられる単量体は、アルカリ膨潤により
、空隙を作れるものであれば、特に規定されない。例えば、スチレン、α－メチルスチレ
ン、ハロゲン化スチレン、ジビニルベンゼン等の不飽和芳香族類；酢酸ビニル、プロピオ
ン酸ビニル等の不飽和エステル類；アクリロニトリル等の不飽和ニトリル類；メチルアク
リレート、エチルアクリレート、エチルメタクリレート、ブチルアクリレート、２－エチ
ルヘキシルアクリレート、２－エチルヘキシルメタクリレート、ラウリルアクリレート、
ラウリルメタクリレート、エチレングリコールジアクリレート、エチレングリコールジメ
タクリレート等の不飽和カルボン酸アルキルエステル；その他に、ブタジエン、イソプレ
ン、アクリル酸、メタクリル酸、アクリルアミド、メタクリルアミド、グリシジルアクリ
レート、グリシジルメタクリレート、Ｎ－メチロールアクリルアミド、Ｎ－メチロールメ
タクリルアミド、２－ヒドロキシエチルアクリレート、アクリルアクリレート、アリルメ
タクリレート等が挙げられる。これらは、単独で、または二種以上を混合して使用しても
よい。
【００３３】
　なお、本発明の（Ｂ）の殻部を構成するポリマーの具体例としては、スチレン系重合体
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、アクリル系重合体、スチレン－アクリルニトリル共重合体、スチレン－アクリロニトリ
ル－ブタジエン共重合体等のスチレン－アクリル系共重合体、ポリプロピレン樹脂、ポリ
塩化ビニル樹脂、ポリ塩化ビニリデン樹脂、ビニル系共重合体、尿素ホルマリン樹脂等が
挙げられる。これらのうち、スチレン－アクリル系共重合体が好ましく用いられるが、特
にこれらに限定されるものではない。　また、本発明においては、（Ｂ）として、架橋型
中空粒子も好ましく用いられる。ここで、架橋型とは、（Ｂ）のシェルを構成している樹
脂が何らかの方法により架橋されていることを意味している。例えば、スチレン－アクリ
ル共重合体を主成分とする中空粒子であれば、粒子合成時にジビニルベンゼン等で架橋さ
れているようなものや、一般に粒子合成時にジビニルベンゼン等で架橋されているような
ものを指す。
【００３４】
（ポリマー粒子の製造方法について）
　ポリマー粒子は、コアとしてシード粒子を用いること以外は、一般に、単量体からポリ
マーを作る方法により、製造することができる。通常、乳化重合または懸濁重合で製造す
ることができる。重合反応は、一段でもよく、多段でも良い。
【００３５】
〔分子量調整剤について〕
　シード粒子、及びこれを用いたポリマー粒子（シード粒子と殻ポリマーを含む）には、
必要に応じて、分子量調整剤（連鎖移動剤）を添加することができる。
　連鎖移動剤としては、特に制限はなく、通常の重合反応の分子量調節に慣用されている
ものの中から適宜選択して用いることができる。このような連鎖移動剤には、例えばプロ
ピルメルカプタン、ブチルメルカプタン、ｔ－ドデシルメルカプタンのような炭素数１～
３０のアルキル基をもつメルカプタン類や、オクチルチオグリコレート、チオグリコール
酸、ジフエニルスルフイドのような炭素数１～３０の有機硫黄化合物や、四塩化炭素、四
臭化炭素、ブロムトリクロルメタンのような炭素数１～２０のハロゲン化炭化水素や、α
－メチルスチレンダイマーのような不飽和基を有する炭化水素類などが含まれる。これら
の連鎖移動剤は単独で用いてもよいし、２種以上組み合わせて用いてもよい。かかる連鎖
移動剤は、単量体と混合して使用する方法、初期に一括して仕込む方法、逐次追添する方
法、導入速度やその組成を連続的ないしは段階的に変化させる方法などを採用することが
できる。
【００３６】
〔可塑剤について〕
　可塑剤は任意の成分であり、本発明のバインダーには、必要に応じて、可塑剤を添加す
ることができる。
　可塑剤としては、例えばジブチルフタレート（フタル酸ジブチル）、ジイソオクチルフ
タレート、ジオクチルアジペート、トリクレジルホスフェート、トリエチルシトレート、
オクチルアルコール、脂肪酸アミド、ワックス等が挙げられる。
　可塑剤は、例えば、ポリマー粒子の形成後であり、後述するアルカリ膨潤の前後で加え
ることができる。可塑剤を添加する場合、添加量としては、特に規定はないが、通常、（
Ｂ）１００質量部（トナーに（Ａ）を含む場合には、（Ｂ）と（Ａ）の合計量１００質量
部）あたり、３０質量部以下である。１～３０質量部が好ましく、２～２０質量部がより
好ましい。３０質量部を超える場合、粒子が増粘しやすく不安定となるため好ましくない
場合がある。
【００３７】
　本発明において、ワックスを添加することにより、トナー定着性およびトナーブロッキ
ング性により優れるトナー用バインダーを得ることができる。
　ここで、ワックスとしては、一般的に融点が５０～１４０℃のものが用いられるが、融
点が７０～１４０℃にあるものが好ましい。用いられるワックスは特に限定はないが、例
えば、（１）フィッシャー・トロプシュワックス（融点　～１２０℃）、ポリエチレンワ
ックス（融点　９０℃～１３０℃）などの炭化水素系合成ワックス、（２）脂肪酸エステ
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ル系ワックス（融点　～８０℃）、（３）ステアリン酸アミド（融点　７０～１４０℃）
で例示する脂肪酸アミド（融点　７０～１４０℃）、（３）ジヘプタデシルケトン（融点
　８０℃）で例示するケトン・アミン類、（４）硬化ひまし油（融点　９０℃）で例示す
る水素硬化油、（５）カルナバワックス（融点　８０～８６℃）、キャンデリラワックス
融点　６６～７１℃）などの植物由来ワックス、（６）パラフィンワックス（融点　４０
～７０℃）、マイクロクリスタリンワックス（融点　６０～９０℃）などの石油由来ワッ
クス、（７）モンタンワックスなどの鉱物由来ワックスが挙げることができる。
　脂肪酸アミドとしては、例えば、ハイドリンＫ８０８（商品名ハイドリンＫ８０８、中
京油脂株式会社製、メチロール脂肪酸アマイド系、融点１１０℃）がある。脂肪酸エステ
ル系ワックスとしては、例えば、ノプコート５４００（商品名ノプコート５４００、サン
ノプコ社製、脂肪酸エステル系、融点５５℃）がある。パラフィンワックスとしては、例
えば、セロゾール６８６（商品名セロゾール６８６、中京油脂株式会社製、パラフィン系
、融点５４℃）がある。
　これらのワックスの中でも、脂肪酸アミド、脂肪酸エステル系ワックス、ポリエチレン
ワックス、カルナバワックスなどが好ましい。
　ワックスの含有量は特に規定はないが、（Ｂ）１００質量部（トナーに（Ａ）を含む場
合には、（Ｂ）と（Ａ）の合計量１００質量部）あたり、２０質量部以下である。１～２
０質量部が好ましく、５～１５質量部がより好ましい。ワックスの含有量が２０質量部を
超えるとトナー定着後の表面の光沢が低下したり、トナーが脆くなって傷ついたり破壊さ
れたりする場合がある。
【００３８】
　上記のように、ワックスを含む本発明のトナー用バインダーは、フローテスター測定に
おいて、非常にシャープな熱溶融特性と溶融温度の低下を示す。これは、ワックスの添加
により、結晶性が増してシャープメルト性に優れたものとなり、定着時の加熱により速や
かに融解して結着樹脂をよりすばやく軟化させることができるため、トナーの低温定着性
を向上させることができる。これは、例えば、高速印刷時におけるトナー定着性を非常に
向上させる。　
【００３９】
＜（３）アルカリ膨潤について＞
　このようにして得られたアルカリ膨潤性のポリマー粒子は、コア－シェル状の樹脂粒子
であって、塩基によって中和する前は空隙（内孔）をほとんど有さないが、このポリマー
粒子を塩基による中和によって膨潤させることによって空隙（内孔）を有する（Ｂ）とな
る。
　空隙（内孔）を有する（Ｂ）は、分散体（エマルジョン）の状態で得られ、必要に応じ
て（Ｂ）を分離して乾燥させることにより、粉末状の（Ｂ）を得ることができる。
　乾燥前においては、上記内孔を有する（Ｂ）は、通常、内孔に水が存在した状態をなし
ており、乾燥によって空隙（内孔）の水が除去される。
　ポリマー粒子を乾燥させて粉末状のポリマー粒子を得る方法としては、一般に行われて
いるエマルジョンの粉末化法を用いることができ、例えば噴霧乾燥法（135～155℃）、熱
風乾燥機を用いたトレイ乾燥法（50～70℃）および流動床乾燥法（常温～70℃）などを用
いることができる。
【００４０】
　コアおよびシェルを含む多段ポリマー（ポリマー粒子）は、コアを膨潤させることがで
きる塩基にそれらの粒子が処された場合に膨潤し、（Ｂ）が形成される。コアの膨潤、す
なわち、膨張は、シェル内周の細孔へのコア外周の部分的統合並びに／またはシェルおよ
び粒子全体の部分的拡大もしくは膨張を含み得る。適切な膨潤剤は、多段エマルジョンポ
リマー（ポリマー粒子）の存在下で、シェルに浸透してコアを膨潤させる塩基である。塩
基には、水酸化ナトリウム、水酸化カリウム、水酸化リチウム、水酸化ストロンチウム、
水酸化バリウムのアルカリ性化合物を挙げることができる。また、水酸化アンモニウムな
どの揮発性塩基も用いることができる。
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　これらの塩基（アルカリ性化合物）の使用量は、通常、水性媒体である水のｐＨが７．
０～１１．５、好ましくは８．０～１１．０となる量である。
　また、アルカリ処理時の温度は、通常、２０℃～１００℃、好ましくは３０～９０℃、
アルカリ処理時間は、通常、０．５～２４時間、好ましくは１．０～１２時間である。
【００４１】
　本発明に係る適用可能な（Ｂ）は、以上のほか、酸性基含有単量体及びこれと共重合可
能な単量体を用いて、例えば、特公平７－２１０１１号公報、特許第３６０１２１５号公
報、特公平７－３５４４８号公報、特開第３４６５８２６号公報等に記載されている方法
を参考に製造することができる。
【００４２】
　（Ｂ）の製造の際に用いられる媒体は、特に規定はないが、製造後、乾燥前に水性分散
体として得られるという観点から、水性媒体が好ましい。水性媒体としては、例えば、水
やアルコールなどがあるが、水が好ましい。重合反応の回数は、特に規定はなく、一段の
重合でも、多段の重合でも良い。反応温度や反応時間も、特に規定はなく、適宜調整して
行うことができる。例えば、４０～９０℃で１～４時間の反応を、２～３回行うことがで
きる。また、アルカリ膨潤の反応温度や反応時間も、特に規定はなく、適宜調整して行う
ことができる。例えば、２０～１００℃で１～２４時間で行うことができる。
【００４３】
〔（Ａ）樹脂粒子について〕
　（Ａ）樹脂粒子は任意の成分であり、（Ｂ）を含むトナーを製造する際に添加すること
ができる。もちろん、トナーを作る際、予め（Ｂ）と可塑剤を混合することもできる。
（Ａ）上記（Ｂ）中空樹脂粒子以外の樹脂粒子について、説明する。
　（Ａ）は、上記（Ｂ）以外の樹脂粒子であることから、実質的に空隙を有さない樹脂粒
子である。これは、密実粒子と呼ばれる場合がある。（Ａ）は、バインダーとして使用で
きるものであれば、特に規定はなく、例えば、単量体から乳化重合して製造した樹脂粒子
でも、樹脂を粉砕して粒子状にした樹脂粒子でも良い。また、（Ａ）は、コア／シェル型
でもよい。
【００４４】
＜（Ａ）：ガラス転移温度（Ｔｇ）＞
　（Ａ）のガラス転移温度（Ｔｇ）は、特に規定はないが、－６０℃以上９０℃未満のも
のを用いることができる。－５０℃～８０℃が好ましく。－６０℃未満の場合には、トナ
ーとして使用した際に、印刷物に粘着性が生じたり、トナー同士がブロッキングを起こし
保存性が劣る場合がある。一方、９０℃を超えた場合には、トナーとして使用した際に、
熱定着性が小さくなる場合がある。ガラス転移温度（Ｔｇ）の測定方法は、特に規定はな
いが、例えば、示差走査熱量計を用いて、ＡＳＴＭ法に準じて、測定できる。
【００４５】
＜（Ａ）：平均粒子径＞
　（Ａ）の平均粒子径は、特に規定はないが、２０ｎｍ～１μｍのものを用いることがで
きる。３０ｎｍ～５００ｎｍが好ましく、５０ｎｍ～４００ｎｍがさらに好ましい。２０
ｎｍ未満の場合には、製造が困難な場合がある。また、一方、１μｍを超える場合には、
製造工程が増え、生産性が落ちる場合がある。また、粒子が大きすぎるため、印刷物の解
像度が低下する場合がある。平均粒子径の測定方法は、特に規定はないが、例えば、光散
乱回折粒径測定装置（粒度分布測定装置）を用いて、重量平均粒子径として、測定できる
。
【００４６】
＜（Ａ）の重量平均分子量＞
　（Ａ）の重量平均分子量は、特に規定はないが、５,０００～３００,０００のものを用
いることができる。７０００～２０００００が好ましく、１００００～１０００００がさ
らに好ましい。この範囲内であれば、上記作用を有効に発揮する。ここで、（Ａ）は、重
量平均分子量が５,０００未満の場合には、高温オフセット性が劣る場合があり、一方、
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３００,０００を超える場合には、低温定着性が劣る場合がある。重量平均分子量が高い
場合には、相対的に溶融温度が高くなるため、本発明には不適の傾向にはある。しかしな
がら、接着性が良好であればトナーとして使用可能であり、その点では、上限を限定する
のは難しい。重量平均分子量の測定方法は、特に規定はないが、ゲルパーミエーションク
ロマトグラフィー（ＧＰＣ）測定装置を用いて、標準ポリスチレンにより換算して求める
ことができる。
【００４７】
　次に、（Ａ）の製造方法について、説明する。
　（Ａ）は、単量体から乳化重合して製造することができる。これらは、水性媒体を用い
て製造した場合、その後、水性分散体のままで用いても良いし、乾燥して用いても良い。
　（Ａ）を形成する単量体としては、以下のものが使用できる。
　本発明に用いる重合性単量体の主成分としてモノビニル系単量体を挙げることができる
。この重合性単量体が重合され、着色重合体粒子を構成する結着樹脂となる。モノビニル
系単量体の具体例としては、スチレン、４－メチルスチレン、α－メチルスチレン等のス
チレン系単量体；アクリル酸、メタクリル酸、イタコン酸などの不飽和カルボン酸単量体
；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、アクリル酸ブチル（ブチ
ルアクリレート）、アクリル酸２－エチルヘキシル、アクリル酸ジメチルアミノエチル、
メタクリル酸メチル（メチルメタクリレート）、メタクリル酸エチル、メタクリル酸プロ
ピル、メタクリル酸ブチル、メタクリル酸２－エチルヘキシル、メタクリル酸ジメチルア
ミノエチルなどの不飽和カルボン酸エステル単量体；アクリロニトリル、メタクリロニト
リル、アクリルアミド、メタクリルアミド等の不飽和カルボン酸の誘導体；エチレン、プ
ロピレン、ブチレン等のエチレン性不飽和モノオレフィン；塩化ビニル、塩化ビニリデン
、フッ化ビニル等のハロゲン化ビニル単量体；酢酸ビニル、プロピオン酸ビニル等のビニ
ルエステル；ビニルメチルエーテル、ビニルエチルエーテル等のビニルエーテル；ビニル
メチルケトン、メチルイソプロペニルケトン等のビニルケトン系単量体；２－ビニルピリ
ジン、４－ビニルピリジン、Ｎ－ビニルピロリドン等の含窒素ビニル単量体；等のモノビ
ニル系単量体のほか、１，３－ブタジエン、イソプレン、２－クロル－１，３－ブタジエ
ン、１－クロル－１，３－ブタジエン等の脂肪族共役ジエン化合物などが挙げられる。こ
れらの単量体は、単独で用いてもよいし、複数の単量体を組み合わせて用いてもよい。こ
れらの単量体のうち、スチレン系単量体、不飽和カルボン酸単量体、不飽和カルボン酸エ
ステル、不飽和カルボン酸の誘導体などが好ましく、特にスチレン系単量体と（エチレン
性）不飽和カルボン酸エステルが好適に用いられる。
　また、上記の内容によれば、（Ａ）は、例えば、スチレン／（メタ）アクリル酸エステ
ル、スチレン／ブタジエンバインダー樹脂及び、これらの混合物でもよい。
【００４８】
　これらのモノビニル系単量体とともに任意の架橋性モノマーを重合性単量体として用い
ると、定着性、特にオフセット性が向上する。架橋性モノマーとしては、例えば、ジビニ
ルベンゼン、ジビニルナフタレン、及びこれらの誘導体等の芳香族ジビニル化合物；エチ
レングリコールジメタクリレート、ジエチレングリコールジメタクリレート等の多官能エ
チレン性不飽和カルボン酸エステル；Ｎ，Ｎ－ジビニルアニリン、ジビニルエーテル；３
個以上のビニル基を有する化合物；等を挙げることができる。これらの架橋性モノマーは
、それぞれ単独で、あるいは２種以上組み合わせて用いることができる。本発明では、架
橋性モノマーを、モノビニル系単量体１００質量部に対して、通常、０．０５～１５質量
部、好ましくは０．１～１０質量部の割合で用いることが望ましい。
【００４９】
　乳化重合に用いられる乳化剤、分子量調整剤、重合開始剤及び、可塑剤は、上記（Ｂ）
と同じものを使用できる。
【００５０】
　（Ａ）の製造の際に用いられる媒体は、特に規定はないが、製造後、乾燥前に水性分散
体として得られるという観点から、水性媒体が好ましい。水性媒体としては、例えば、水
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やアルコールなどがあるが、水が好ましい。重合反応の回数は、特に規定はなく、一段の
重合でも、多段の重合でも良い。反応温度や反応時間も、特に規定はなく、適宜調整して
行うことができる。例えば、４０～８５℃で１～２４時間の反応を、２～３回行うことが
できる。
【００５１】
　また、（Ａ）は、樹脂を粉砕して粒子状にした樹脂粒子を用いることができる。
　例えば、本発明において、（Ａ）を粉砕法で得るには、その製法は特に限定されない。
例えば、（Ａ）の原料となる樹脂ペレットを均一混合した後に溶融混練して得られた混練
物を冷却後、ジェットミル等にて粉砕し、流動性改質剤等を外添する、という粉砕法を用
いることができる。
【００５２】
〔（Ａ）を含むトナーについて〕
　（Ａ）樹脂粒子は任意の成分であり、（Ｂ）を含むトナーを製造する際に添加すること
ができる。
　（Ｂ）に対する（Ａ）の割合は特に規定はない。例えば、（Ｂ）と（Ａ）の割合は、（
Ｂ）が３～１００質量％、（Ａ）が９７～０質量％、であり、好ましくは、（Ｂ）が５～
１００質量％、（Ａ）が９５～０質量％である。（Ｂ）が３質量％未満の場合、樹脂粒子
の熱量が増加し、低温定着性が悪くなり、好ましくない場合がある。
【００５３】
　トナーを作る際に（Ａ）を添加することが予定されていれば、予め（Ｂ）と（Ａ）を混
合することもできる。（Ｂ）に対して（Ａ）を加える方法は特に規定はない。
　本発明のトナーは、上記の（Ｂ）と（Ａ）とを、それぞれ、乳化重合にて製造し、その
水性分散体を乾燥して用いることができる。
　また、（Ｂ）と（Ａ）は、それぞれ水性媒体で乳化重合にて製造し、乾燥工程を経ない
水性分散体として用いることができる。すなわち、（Ｂ）を水性媒体で乳化重合にて製造
してなるし、乾燥工程を経ない水性分散体と、（Ａ）を水性媒体で乳化重合にて製造して
なる、乾燥工程を経ない水性分散体、とを混合し、トナーを作る際の中間体を調整するこ
とができる。
　また、（Ｂ）に対して（Ａ）を添加する場合、（Ｂ）と（Ａ）の乾燥物を混ぜても使用
でき、さらに（Ｂ）または（Ａ）の乾燥物を、（Ａ）または（Ｂ）の水性分散体に混合し
てもよい（いわゆる、再分散）。
　上記の調製方法より、（Ｂ）及び（Ａ）を含有する水性分散体を調製することができる
。これは、トナーを作る際の中間体中に、（Ｂ）及び（Ａ）が水性分散体として存在する
ものである。
　より生産性が向上するという点から、（Ｂ）と（Ａ）は、それぞれ水などの水性媒体で
乳化重合にて製造し、乾燥工程を経ない水性分散体同士を混合することが好ましい。また
、混合した水性分散体は、必要に応じて添加剤を入れた後、乾燥することもできる。
【００５４】
　なお、水性媒体としては、例えば、水、アルコール等の親水性媒体などを挙げることが
できる。水の含有量が多い媒体が好ましく、水のみがより好ましい。
【００５５】
〔本発明に係るトナー用バインダーを含むトナーについて〕
　本発明のトナーは、バインダーとして、（Ｂ）を含有する。トナーには、一般にトナー
に用いる添加剤を使用できるが、少なくとも、着色剤を含む。また、必要に応じて、（Ａ
）を添加することができる。　
【００５６】
〔着色剤について〕
　着色剤は、一般にトナー用の着色剤として周知の染料や顔料を使用することができる。
黒色着色剤として、カーボンブラック、ニグロシンベースの染顔料類；コバルト、ニッケ
ル、四三酸化鉄、酸化鉄マンガン、酸化鉄亜鉛、酸化鉄ニッケル等の磁性粒子；などを挙
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げることができる。カーボンブラックを用いる場合、一次粒径が２０～４０ｎｍであるも
のを用いると良好な画質が得られ、またトナーの環境への安全性も高まるので好ましい。
カラートナー用の着色剤は、イエロー着色剤、マゼンタ着色剤、シアン着色剤などがある
。イエロー着色剤としては、アゾ系顔料、縮合多環系顔料等の化合物が用いられる。具体
的にはＣ．Ｉ．ピグメントイエロー３、１２、１３、１４、１５、１７、６２、６５、７
３、８３、９０、９３、９７、１２０、１３８、１５５、１８０及び１８１等が挙げられ
る。
　マゼンタ着色剤としては、アゾ系顔料、縮合多環系顔料等の化合物が用いられる。具体
的にはＣ．Ｉ．ピグメントレッド４８、５７、５８、６０、６３、６４、６８、８１、８
３、８７、８８、８９、９０、１１２、１１４、１２２、１２３、１４４、１４６、１４
９、１６３、１７０、１８４、１８５、１８７、２０２、２０６、２０７、２０９、２５
１、Ｃ．Ｉ．ピグメントバイオレット１９、等が挙げられる。シアン着色剤としては、銅
フタロシアニン化合物及びその誘導体、アントラキノン化合物等が利用できる。具体的に
はＣ．Ｉ．ピグメントブルー２、３、６、１５、１５：１、１５：２、１５：３、１５：
４、１６、１７、及び６０等が挙げられる。これら着色剤は、（Ｂ）１００質量部（トナ
ーに（Ａ）を含む場合には、（Ｂ）と（Ａ）の合計量１００質量部）に対して、通常、０
．１～５０質量部、好ましくは１～２０質量部の割合で用いられる。
【００５７】
〔その他の添加剤について〕
　帯電制御剤として、各種の正帯電性又は負帯電性の帯電制御剤を用いることが可能であ
る。例えば、カルボキシル基または含窒素基を有する有機化合物の金属錯体、含金属染料
、ニグロシン等が挙げられる。より具体的には、スピロンブラックＴＲＨ（保土ヶ谷化学
社製）、Ｔ－７７（保土ヶ谷化学社製）、ボントロンＳ－３４（オリエント化学社製）ボ
ントロンＥ－８４（オリエント化学社製）、ボントロンＮ－０１（オリエント化学社製
）、コピーブルー－ＰＲ（クラリアント社製）等の帯電制御剤及び／または４級アンモニ
ウム（塩）基含有共重合体、スルホン酸（塩）基含有共重合体等の帯電制御樹脂を用いる
ことができる。上記帯電制御剤は、（Ｂ）１００質量部（トナーに（Ａ）を含む場合には
、（Ｂ）と（Ａ）の合計量１００質量部）に対して、通常０．０１～１０質量部、特に０
．０３～８質量部用いることが好ましい。
【００５８】
〔本発明のトナーの一般的な製造方法〕
　本発明のトナーの製造方法は、特に規定はなく、一般的な方法により製造できる。
　例えば、本発明のトナー用バインダー、着色剤、及び必要に応じて帯電制御剤や（Ａ）
を含有するトナー材料混合物をオープンロール型の混練機を用いて混練し、次に、混練で
得られた樹脂混練物を溶融させて繊維状に加工する繊維し、さらに、繊維化工程で繊維状
に加工した樹脂混練物を粉砕して製造することができる。
【実施例】
【００５９】
　次に、本発明を実施例によって詳細に説明するが、本発明はこれらに限定されるもので
はない。
　以下において、「％」とは、特別な記載がない場合、「質量％」を示し、また、表中の
数値は、特別な記載がない場合、「質量部」を示す。
【００６０】
　本実施例では、以下の方法により、樹脂粒子の性状を測定した。
【００６１】
（１）Ａ及び、Ｂのシード粒子（Ｂ１１を除く）の重量平均粒子径
　重量平均粒子径は、光散乱回折粒径測定装置（粒度分布測定装置「コールターカウンタ
ー・マルチサイザーＩＩ」、ベックマン－コールター社製）により測定した。単位は、ｎ
ｍである。
（２）Ｂ１１のシード粒子の重量平均粒子径
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　大塚電子社製の粒子径測定装置「ＬＰＡ－３１００（商品名）」を用いて測定した。単
位は、ｎｍである。
【００６２】
（３）Ａ及びＢの数平均粒子径
　図１に例示したように、透過型電子顕微鏡（「Ｈ－７６５０」、日立ハイテクノロジー
ズ社製）によって観察された粒子の径のうち、最も長い値を粒子径として測定した。観察
視野中に存在する測定可能な粒子のうち、視野全面の中心点から各粒子の中心点までの距
離が近いものから１０個の粒子を選択し、各粒子の粒子径の平均値を算出した。単位は、
ｎｍである。
（４）Ｂの空隙の内孔径
　内孔径とは図１で観察された粒子の黒く映し出された中空粒子の殻の内側の径のうち、
最も長い値を内孔径として測定した。
【００６３】
（５）Ｂの空隙率
　空隙率とは、体積の総量に対する空隙が占める割合をいう。
　透過型電子顕微鏡（「Ｈ－７６５０」、日立ハイテクノロジーズ社製）によって観察さ
れた粒子を任意に１０個選択し、これらの粒子について、下記の式によって「体積の総量
に対する空隙が占める割合」を算出した。単位は、％である。
式：（空隙径３／粒子最長径３）×１００％
　空隙径とは、上記電子顕微鏡で観察した際に確認される最も大きい空隙の径のことであ
る。
　粒子最長径とは、上記電子顕微鏡で観察した粒子の径のうち、最も長い粒子径のことで
ある。
【００６４】
（６）ガラス転移温度（Ｔｇ）
　ＡまたはＢを４０℃で３日間乾燥し、フィルムを作製した。この乾燥させたフィルムを
示差走査熱量計（ＤＳＣ６１００：セイコーインスツルメンツ社製）を用いて、ＡＳＴＭ
法に準じて、ガラス転移温度（Ｔｇ）を測定した。単位は、℃である。
【００６５】
（７）単位体積あたりの熱量
　示差走査熱量計（ＤＳＣ６１００：セイコーインスツルメンツ社製）を用いて、ＡＳＴ
Ｍ法に準じて、微分示差熱量曲線を測定した。この微分示差熱量曲線（ｍＷ／ｍｇ／ｍｉ
ｎ）から求めた吸熱量の値と、の空隙を差し引いた樹脂部分の体積との積（Ｊ／ｃｍ３）
を求め、この値の逆数（熱量）により、単位体積当たりの熱量を求めた。単位は、Ｊ／ｃ
ｍ３である。
【００６６】
（８）重量平均分子量
　重量平均分子量は、ゲルパーミエーションクロマトグラフィー（ＧＰＣ）測定装置「Ｌ
Ｃ　Ｍｏｄｕｌｅ　１　ｐｌｕｓ」（Ｗａｔｅｒｓ社製）を用いて、標準ポリスチレンに
より換算されたものである。
【００６７】
　製造例１〔「Ａ」（Ａ１～Ａ８）の製造方法〕
　「Ａ」の組成と性状は、表１に示した。下記の製造例では、「Ａ」は、全て、水性分散
体として得た。
【００６８】
（Ａ１の製造方法）
　攪拌機を備え、温度調節の可能なオートクレーブ中に、水１２０部、ドデシルベンゼン
スルホン酸０．２部、過硫酸ナトリウム０．８部を仕込み、６５℃まで昇温させた。
　次に、予め作製した乳化液（水５０部、ドデシルベンゼンスルホン酸１．１部、スチレ
ン８３．５部、ブチルアクリレート１４．５部、アクリル酸２．０部、ｔ－ドデシルメル
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カプタン４．０部）を、７５℃で４時間連続添加して反応させた。４時間後の重合転化率
が、９０％以上であることを確認した。
　その後、２時間にわたって８０℃で重合反応を継続し、ラテックス（Ａ１）を得た。最
終的な重合転化率は、９９％であった。
【００６９】
（Ａ２～Ａ５、Ａ８の製造方法）
　モノマー組成を表１としたこと及び、ドデシルベンゼンスルホン酸のオートクレーブ仕
込み量を０．２部とし、その他を乳化液に入れたこと、以外はラテックスＡ１と同様に重
合した。
【００７０】
（Ａ７の製造方法）
　Ａ１と同様に重合し、重合終了後、フタル酸ジブチル１０部を常温で添加した。
【００７１】
（Ａ６の製造方法）
　攪拌機を備え、温度調節の可能なオートクレーブ中に、水２００部、ドデシルベンゼン
スルホン酸０．４部、過硫酸ナトリウム１．５部、１，３－ブタジエン５．５部、スチレ
ン１．５部、アクリロニトリル２．０、メチルメタクリレート０．７部、イタコン酸０．
５部、アクリル酸０．５部及びｔ－ドデシルメルカプタン０．４部、αメチルスチレンダ
イマー１部を一括して仕込み、６０℃で２時間反応させた。２時間後の重合転化率が、７
０％以上であることを確認した（１段目の重合反応）。
　その後、２段目の重合反応として、単量体成分として、１，３－ブタジエン４９．５部
、スチレン１３．５部、アクリロニトリル１８部、メチルメタクリレート６．３部、イタ
コン酸１．５部及びアクリル酸０．５部を、７時間にわたって連続的に添加しながら７０
℃で重合反応を継続した。連続添加終了後、更に７０℃で２時間反応させ、ラテックス（
Ａ６）を得た。最終的な重合転化率は、９９％であった。
【００７２】
　製造例２〔「Ｂ」の製造方法〕
　「Ｂ」の組成と性状は、表２に示した。表２中、（＊）は、Ｂ１と比して、水酸化アン
モニウム処理条件が異なることを意味する（後述、参照）。下記の製造例では、「Ｂ」は
、全て、水性分散体として得た。
【００７３】
（Ｂ１の製造方法）
＜シード粒子（ｉ）の調製＞
　セパラブルフラスコ（反応容器）に、予め、媒体として水１７２部、乳化剤としてドデ
シルベンゼンスルホン酸ナトリウム（商品名「Ｆ６５」：花王社製）０．０５部、重合開
始剤として過硫酸ナトリウム０．５部を投入した。別の容器で、メタクリル酸メチル８０
部、メタクリル酸２０部、分子量調整剤としてオクチルチオグリコレート４部、乳化剤（
商品名「Ｆ６５」：花王社製）０．１部及び水４０部を混合攪拌して、モノマー混合物の
水性分散体を調製した。
　このモノマー混合物の水性分散体の全質量の２０％を上記反応容器に投入し、反応容器
内の液を攪拌しながら温度７５℃まで昇温して１時間重合反応を行いた。その後、温度を
７５℃に保ちながら残りのモノマー混合物の水性分散体（全質量の８０％）を連続的に３
時間かけて反応容器に添加した。連続添加終了後、更に８５℃で２時間反応させ、重量平
均粒子径２４０ｎｍのシード粒子（ｉ）の水性分散体を得た。最終的な重合転化率は、９
９％であった。
＜シード粒子（ｉｉ）の調製＞
　次に、攪拌機を備え、温度調節の可能なオートクレーブ（反応容器）中に、水２２５部
、上記シード粒子（ｉ）を８部、重合開始剤として過硫酸ナトリウム０．５部を投入した
。別の容器で、メタクリル酸メチル８０部、メタクリル酸２０部を混合攪拌してモノマー
混合物の水性分散体を調製した。
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　このモノマー混合物を反応容器内の液を攪拌しながら温度７５℃まで昇温した後、温度
を７５℃に保ちながら３時間かけて反応容器に添加した。連続添加終了後、更に８５℃で
２時間反応させ、重量平均粒子径５０５ｎｍのシード粒子（ｉｉ）の水性分散体を得た。
最終的な重合転嫁率は９９％であった。
＜ポリマー粒子(ｉｖ)及び、（Ｂ）の調製＞
　次に、容量２リットルの反応容器に、予め、媒体として水２４０部を投入し、上記ポリ
マー粒子（ｉｉ）の水性分散体を固形分換算で２０部、重合開始剤として過硫酸ナトリウ
ム０．５部を投入した。別の容器で、スチレン９９．５部、アクリル酸０．５部、乳化剤
（商品名「Ｆ６５」：花王社製）０．３部及び水４０部を混合攪拌して、モノマーの水性
分散体を調製した。
　次に、反応容器内の液を攪拌しながら温度７５℃まで昇温した後、反応容器内の液を攪
拌しながら７５℃に保持して上記モノマーの水性分散体を反応容器に連続的に３時間かけ
て投入し反応容器に添加し、連続添加終了後、更に８５℃で２時間反応させ、ポリマー粒
子（ｉｖ）を得た。最終的な重合転嫁率は９９％であった。
　次に、反応容器内の液を攪拌し、温度を８５℃に保ちながら６％水酸化アンモニウムを
１．３部一括投入した。そして、温度を９０℃に上げ、２時間攪拌して熟成し、数平均粒
子径１０５０ｎｍのＢ１を得た。
【００７４】
（Ｂ３の製造方法）
　６％水酸化アンモニウムを０．６部とした以外は、Ｂ１と同様に調製し、Ｂ３を得た。
【００７５】
（Ｂ４の製造方法）
　シード粒子（ｉｉ）の調製を行わないこと及び、ポリマー粒子（ｉｖ）の調製にシード
粒子（ｉ）を用いたこと以外は、Ｂ１と同様に調製し、Ｂ４を得た。
【００７６】
（Ｂ５の製造方法）
　シード粒子（ｉ）の乳化剤（ドデシルベンゼンスルホン酸ナトリウム）の添加量を０．
２部とした以外は、Ｂ４と同様に調製し、Ｂ５を得た。
【００７７】
（Ｂ６、Ｂ７、Ｂ８の製造方法）
　ポリマー粒子（ｉｖ）で用いるモノマー組成を表２に示したとおりにした以外は、Ｂ４
と同様に調製し、Ｂ６、Ｂ７、Ｂ８を得た。
【００７８】
（Ｂ９の製造方法）
　ポリマー粒子（ｉｖ）を調製後、水酸化アンモニウム処理をする前に、常温で、フタル
酸ジブチルを１０部添加し、１０分攪拌した以外は、Ｂ４と同様に調製し、Ｂ９を得た。
【００７９】
（Ｂ１０の製造方法）
　常温で、水酸化アンモニウムを添加した以外は、Ｂ１と同様に調製し、Ｂ１０を得た。
【００８０】
　試験例〔トナーによる評価について〕
　「Ｂ」及び「Ａ」を用いて、トナーを製造し、そのトナーの評価を行った。トナー中の
「Ｂ」及び「Ａ」の種類と割合及び、評価結果を、表３及び表４に示す。
【００８１】
（トナー用バインダーの調製について）
　上記で製造した「Ｂ」の水性分散体と「Ａ」の水性分散体を、表３及び表４の割合に従
い、混合し、十分に攪拌して、トナー用バインダーを調製した。それぞれのトナー用バイ
ンダーを後述の方法により添加したトナーを、実施例１～９，１１～１７、及び比較例１
～３とした。
【００８２】
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＜顔料分散液の作製＞
　予め、３００ｍｌのガラスビーカーに水１００部、青色顔料（大日精化製、ブルーＮｏ
．２６）２０部、乳化剤（３０％ドデシルベンゼンスルホン酸）１．５部、分散剤（ジョ
ンソンポリマー製、ジョンンクリル６０３０）５．０部を仕込んだ。この反応溶液を、超
音波分散機社（ＳＭＴ社製）を用いて、機器の出力４で５分間分散し、顔料分散液を得た
。
＜トナー液の作製＞
　次に、予めセパラブルフラスコに、上記顔料分散液６．５部、バインダー樹脂６８．２
部、ワックス（東邦化学社製、ハイテックＥ９０１５）８．２部、水１５０部を仕込んだ
。この反応溶液を、５０℃で１０分攪拌し、その後、攪拌しながら１％硫酸アルミニウム
１．２部を１０分間かけて添加し、さらに５０℃に温度を保ちながら３０分攪拌した。次
に、上記で調製したバインダーを１７．１部添加して、５０℃に温度を保ちながら３０分
攪拌した。さらに９５℃で３時間熟成を行った後、トナー液のＰＨが７．０となるように
１％水酸化ナトリウムを添加して、トナー液を得た。
　このトナー液を遠心分離機を用い４０００ｒｐｍで１５分の条件で３回にわたり水洗い
した。洗浄後のトナー液を、最終的に、トナー液の固形分が３０％になるよう調製し、ト
ナー液を得た。
【００８３】
（トナーの評価方法）
＜トナー塗工体の作製＞
　上記で得たトナー液を、コピー用紙にワイヤーバーで１０g/ｍ２となるよう塗工し、常
温で1日乾燥させ、トナー塗工体を得た。
＜トナー定着温度、定着濃度＞
　上記で得たトナー塗工体を、グロスカレンダー（由利ロール社製）の圧力０．５ＭＰａ
、圧着速度３ｍ/ｍｉｍの条件で８０℃～１３０℃の温度範囲で圧着した後、メンディン
グテープ（コクヨ製）をトナー面に貼り付け、ゆっくり剥がした。このメンディングテー
プで剥がした部分（ａ）と、そうでないベタ部分（ｂ）の濃度をマクベス濃度計で測定し
、ａ／ｂ×１００＝９０％でトナーが定着したと判断した。８０℃～１３０℃の温度範囲
で、定着したときの温度を、定着温度（℃）とした。また、定着した温度でのマクベス濃
度を、定着濃度とした。
【００８４】
　表３及び表４に示すとおり、比較例１～３と比較して、実施例１～９，１１～１７では
、定着温度が低く、定着濃度が良好であった。
　比較例１は、「Ｂ」を用いない例である。比較例２は、比較的、ガラス転移温度が高い
Ａ８を用いた例である。比較例３は、空隙率が０％であるＢ１０を用いた例である。
【００８５】
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【表１】

【００８６】
【表２】
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【００８７】
【表３】

【００８８】
【表４】

【００８９】
（Ｂ１１（中空樹脂粒子）の製造方法）
　Ｂ１１の組成と性状は、表５に示した。下記の製造例では、Ｂ１１は水性分散体として
得た。
＜シード粒子（ｉ）の調製＞
　上記Ｂ１と同様に調整し、体積平均粒子径２２０ｎｍのシード粒子（ｉ）の水性分散体
を得た。最終的な重合転嫁率は９９％であった。
＜ポリマー粒子（ｉｖ）及び、（Ｂ）の調整＞
　次に、容量２リットルの反応容器に、予め、媒体として水２４０部を投入し、上記ポリ
マー粒子（ｉ）の水性分散体を固形分換算で１０部、重合開始剤として過硫酸ナトリウム
０．５部を投入した。別の容器で、スチレン８３．５部、２－エチルヘキシルアクリレー
ト１４．５部、メタクリル酸２部、水４０部を混合攪拌して、モノマーの水性分散体を調
製した。
　次に、反応容器内の液を攪拌しながら温度７５℃まで昇温した後、反応容器内の液を攪
拌しながら７５℃に保持して上記モノマーの水性分散体を反応容器に連続的に３時間かけ
て投入し反応容器に添加し、連続添加終了後、更に８５℃で２時間反応させ、ポリマー粒
子（ｉｖ）を得た。最終的な重合転嫁率は９９％であった。
　次に、反応容器内の液を攪拌し、温度を８５℃に保ちながら６％水酸化アンモニウムを
０．７部一括投入した。そして、温度を９０℃に上げ、２時間攪拌して熟成し、平均粒子
径４６０ｎｍのＢ１１を得た。
【００９０】
（Ａ９（（Ｂ）中空樹脂粒子以外の樹脂粒子）の製造方法）
　Ａ９の組成と性状は、表５に示した。下記の製造例では、Ａ９は水性分散体として得た
。
　攪拌機を備え、温度調節の可能なオートクレーブ中に、水１２０部、ドデシルベンゼン
スルホン酸ナトリウム０．２部、過硫酸ナトリウム０．５部を仕込み、６５℃まで昇温さ
せた。
　次に、予め作製した乳化液（水５０部、ドデシルベンゼンスルホン酸ナトリウム０．３
部、スチレン８０部、ブチルアクリレート１８部、メタクリル酸２部、ｔ－ドデシルメル
カプタン１．５部）を、７５℃で４時間連続添加して反応させた。４時間後の重合転化率
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が、９０％以上であることを確認した。
　その後、２時間にわたって８０℃で重合反応を継続し、重合終了後、常温に冷却した後
、６％水酸化アンモニウムを添加して、ラテックス（Ａ９）を得た。最終的な重合転化率
は、９９％であった。
【００９１】
〔ワックス（可塑剤）添加について〕
（実施例１８～２２、比較例４～６）
　Ｂ１１とＡ９を表６に示した割合（質量部）で混合した後、次いで、Ｂ１１とＡ９との
合計量１００質量部に対して、表６に示したワックス１０質量部で添加・混合し、実施例
１８～２２、比較例４～６（トナー用バインダー）を得た。
　ワックスの種類は以下のとおりである。
１・・・商品名：ハイドリンＫ８０８（中京油脂株式会社製）、メチロール脂肪酸アマイ
ド系、融点１１０℃
２・・・商品名：ノプコート５４００（サンノプコ社製）、脂肪酸エステル系、融点５５
℃
３・・・商品名：セロゾール６８６（中京油脂株式会社製）、パラフィン系、融点５４℃
【００９２】
（フローテスター測定について）
　フローテスターにより求められるＴ１／２溶融温度やＴ１／２から－２ｍｍまでの傾き
は、トナーの定着温度や特性を推測する上での代用特性（指標）として慣用的に用いる。
　それぞれの実施例及び比較例について、フローテスター（商品名ＣＦＴ－５００Ｄ、島
津製作所社製）で測定した。これにより、試験温度（℃）［Ｘ軸］－ストローク（ｎｍ）
［Ｙ軸］のチャートを得た。
　図２について説明する。Ｂ地点Ｔｓは、樹脂の軟化温度を示し、まだ溶融していない状
態である。Ｃ地点（Ｓｍｉｎ）Ｔｆｂは、樹脂の流出開始温度である。また、Ｅ地点Ｔｅ
ｎｄは、フローテスターに挿入するピストン中に仕込だ樹脂が全て流れ出た終了温度であ
る。
　図３について説明する。得られたチャートの流動曲線から、流出終了点Ｓｍａｘと最低
点Ｓｍｉｎの差の１／２を求め（（Ｘ＝（Ｓｍａｘ－Ｓｍｉｎ）／２）、ＸとＳｍｉｎを
加えた点Ａの位置における温度を求めることにより、「Ｔ１／２溶融温度（℃）」及び「
Ｔ１／２から－２ｍｍまでの傾き」を得た。得られた結果を表６に示した。
【００９３】
　表６に示したとおり、実施例１８～２２は、比較例４～６と比して、溶融温度（Ｔ１／
２溶融温度（℃））が低く、流れ出しから終了までの傾斜（Ｔ１／２から－２ｍｍまでの
傾き）がシャープであった。これは、実施例１８～２２は、比較例４～６と比して、トナ
ー定着性が良好であることを示している。
 
【００９４】
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【表５】

【００９５】
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【表６】

【産業上の利用可能性】
【００９６】
　本発明のトナー用バインダーは、トナー定着後の印刷濃度が高く、低温定着性に優れる
ことにより高速印刷にも適し、消費電力の低減が可能なトナーの材料として利用可能であ
る。

【図１】 【図２】

【図３】
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【国際調査報告】
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