
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
 着色剤、結着樹脂、及び、淡色又は無色の微粒子を少なくとも含有するトナー粒子を含
む電子写真用カラートナーであって、全トナー粒子中、該微粒子として、粒子径１．０μ
ｍ以上の を含有したトナー粒子が、半数以下であることを特徴とす
る電子写真用カラートナー。
【請求項２】
　前記結着樹脂の動的複素弾性率Ｇ * 1（歪み率１００％、周波数１０ｒａｄ／ｓｅｃ）が
１０００Ｐａとなる温度にて測定される、トナーの動的複素弾性率Ｇ *  （歪み率１００％
、周波数１０ｒａｄ／ｓｅｃ）が３０００～５００００Ｐａであることを特徴とする請求
項１に記載の電子写真用カラートナー。
【請求項３】
　少なくともトナーを含む電子写真用現像剤であって、該トナーが、請求項１又は２に記
載の電子写真用カラートナーであることを特徴とする電子写真用現像剤。
【請求項４】
　潜像担体上に潜像を形成する工程、該潜像を電子写真用現像剤を用いて現像しトナー像
を形成する工程、現像されたトナー像を被転写体上に転写する工程、及び被転写体上のト
ナー像を定着する工程を含む画像形成方法であって、該電子写真用現像剤が、請求項３に
記載の電子写真用現像剤であり、該被転写体の表面平滑度が、８０秒以下であることを特
徴とする画像形成方法。
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【請求項５】
　潜像担体上に潜像を形成する工程、該潜像を電子写真用現像剤を用いて現像しトナー像
を形成する工程、現像されたトナー像を被転写体上に転写する工程、及び該被転写体上の
トナー像を定着する工程を含む画像形成方法であって、該電子写真用現像剤が、請求項３
に記載の電子写真用現像剤であり、該被転写体上のトナー像を定着する工程が、加熱接触
型定着装置を用いて行われることを特徴とする画像形成方法。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、複写機、プリンター、ファクシミリ等の電子写真プロセスを利用した機器、特
にカラー複写機に使用される電子写真用カラートナー（以下、単に「トナー」ということ
がある。）、電子写真用現像剤、及び画像形成方法に関する。
【０００２】
【従来の技術】
電子写真プロセスとしては、特公昭４２－２３９１０号公報等に記載された方法をはじめ
従来から多数知られている。電子写真プロセスにおいては、光導電性物質を利用した感光
体上に種々の手段により電気的に潜像を形成し、この潜像をトナーを用いて現像し、感光
体上のトナー潜像を中間転写体を介して又は介さずに、紙等の被転写体にトナー画像を転
写した後、この転写画像を加熱、加圧、加熱加圧あるいは溶剤蒸気等により定着する、と
いう複数の工程を経て、定着画像が形成される。感光体上に残ったトナーは必要により種
々の方法でクリーニングされ、前記複数の工程が繰り返される。
【０００３】
近年、情報化社会における機器の発達や通信網の充実により、このような電子写真プロセ
スは複写機のみならず、プリンターにも広く利用されるようになるとともに、電子写真プ
ロセスのカラー化が急速に進展している。カラー複写機・プリンター（以下、複写機とプ
リンターを総称して「複写機」という。）が普及するにつれて、白黒複写機とカラー複写
機という区別が無くなりつつあり、カラー複写機１台で白黒・カラー両方の複写・プリン
トを行うという使われ方が増えている。
【０００４】
白黒画像ももちろんであるが、特にカラー画像の場合は、形成される画像が高画質かつ高
発色であることが強く要求される。高画質で高発色の画像を得るためには、透光性、光沢
性等の観点から、トナーが十分に融解し定着後における画像の表面が平滑でなくてはなら
ない。このため、従来のカラー電子写真用では、トナーとして、分子量が低く、ガラス状
態から比較的シャープに溶けて溶融粘度が低下する樹脂を用い、定着工程として、熱効率
・信頼性・安全性に優れた接触型の加熱加圧定着方式を用いてきた。
【０００５】
しかしながら、このような樹脂を用いたトナーは、シャープに溶けるが故に、定着時の温
度変化に対して敏感に溶融粘度が変化してしまう。また、定着時の溶融粘度を低くしなく
てはならないが故に、画像記録に主として用いられている紙の繊維間へのトナーの浸透が
発生し（以下、「浸透現象」ということがある。）、画像が劣化してしまうという欠点を
有していた。そのため、従来のカラー複写機において高画質な画像を得るためには、紙の
中でも、表面にコート層を有する、或いは比較的繊維間隔が密で浸透現象を低減すること
ができる特定のカラー用紙を用いる必要があった。
【０００６】
ところが、前述のようにカラー複写機１台で、白黒・カラー両方の複写を行うようになる
と、従来から白黒複写機に用いられてきた紙（以下、「普通紙」という。）をカラー用途
にも使用できることが所望されてきた。普通紙はカラー用紙に比べて、紙自体の熱容量が
小さいため、定着時にトナーに加わる熱量が多くなり、カラー用紙における定着よりもト
ナーの溶融粘度が低下する傾向があり、さらに、繊維間隔が疎である（密でない）ため、
トナーの浸透現象が顕著に現れ、画像が劣化してしまうという問題が新たに生じてきた。
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この浸透現象が生じると、普通紙に用いられる繊維の太さが数１０μｍ有り、繊維間の空
隙程度の大きさがあることから、目視で画像のムラとして十分検知される。浸透現象によ
る画像の劣化は、例えば印刷、インクジェット技術においてもコート紙やシリカコート紙
等の受像層を設けた専用紙を用いて印刷インキ、インクのにじみを防止していることから
考えて、解決が困難であることは間違いないが、白黒複写機の普通紙適性という優れた利
便性を引継ぎ、カラーにおいても用紙の選択性のない高画質技術を提供することは重要な
ことである。
【０００７】
さらに、近年のさらなる高画質化の要請に対して、定着画像の画像厚みを薄くする動きが
ある。従来の電子写真画像の画像厚みは、１色につき５～７μｍもあり、フルカラーでは
２０μｍにも達することから、画像濃度の濃い部分と薄い部分での画像厚みの違いが見る
人に違和感を与えてしまう。一方で、高画質画像の代表である印刷画像の画像厚みはフル
カラーでも数μｍであり、前述のような違和感を感じさせないため、電子写真画像として
も、トナーの粒子径を小さくして解像度を得て、印刷同等の高画質を得ようとしている。
しかし、コート紙が前提の印刷画像に対して、コート紙よりも著しく表面平滑度の低い紙
を用いる電子写真画像の場合には、画像厚みが薄くなると、前述の画像劣化がより発生し
やすくなってしまう。前述の画像劣化は、画像中で白い斑点のように見え、特に、同じ濃
度で広い面積を占めるような場合に非常に不快感を感じてしまうことから、改善が強く望
まれている。
【０００８】
このようなトナーの浸透現象を直接防止する方法は提案されておらず、類似の効果を持っ
た技術がいくつか提案されている。
トナー中に微粒子を含有させて、トナーの溶融粘度の温度に対する変化割合を小さくする
ことにより、低温定着と耐オフセットを両立させることを目的として、特開平６－３３２
２４７号公報には、数平均分子量が１０００～５０００、酸価が１０～５０ｍｇＫＯＨ／
ｇのポリエステル樹脂をマトリックスとし、平均粒子径が０．０５～２．０μｍの架橋樹
脂粒子をドメインとしたトナー用樹脂、が開示されている。この方法では確かに、溶融粘
度曲線は改善されるが、平均粒子径の大きな粒子を含有させた場合には、トナーの浸透現
象を防止できないばかりでなく、画像の光沢性が得られず発色性が低下する。また、粒子
の分散性については言及しておらず、分散性が悪い場合には、浸透現象を防止することが
できない。さらに、粒子とバインダーとの混合に溶剤を用いているため、樹脂である粒子
が溶解又は膨潤することは避けられない。それによって、粒子の凝集が発生したり、また
、粒子中の溶剤を除去するために高温下で乾燥させる必要があることから、乾燥工程での
粒子の凝集や、温度による樹脂の熱劣化が発生する場合がある。粒子が凝集すると浸透現
象防止が難しく、熱劣化は帯電性等のトナー特性を悪化させるという問題点が生じる。
【０００９】
また、特開平８－２２０８００号公報には、トナーバインダー中に無機粒子を含有させ、
各色の粘弾性特性を黒色トナーと同じにして耐オフセット性を向上させたトナー、が開示
されている。この方法では、確かに、粘弾性データ測定の上ではトナーの溶融粘弾性曲線
を改善することはできるが、高速・高画質・高発色が要求される高速複写機においては、
耐オフセット性に対してほとんど効果が得られない。これは、粘弾性測定中のトナーの状
態と定着中のトナーの状態がまったく異なっているためである。また、これらの粒子も分
散性が悪い場合には、浸透現象を防止することができない。さらに無機粒子の添加量が、
１～１０重量では、ホットオフセットよりもより高い粘度から起こる浸透現象を防止する
ことは、不十分である。
【００１０】
このように従来の技術を用いての、トナーの普通紙への浸透現象を防止することは困難で
あり、新たに設計されたトナーが必要になっているのが現状である。
【００１１】
【発明が解決しようとする課題】
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本発明の目的は、前記従来における問題を考慮してなされたものであり、従来のトナーの
諸特性を悪化させることなく、トナーの定着可能温度領域が広く、かつ、カラー用紙以外
の紙を用いても高画質・高発色を維持したまま紙への浸透現象を防止して画質劣化を発生
させない電子写真用カラートナー、電子写真用現像剤、画像形成方法を提供することにあ
る。
【００１２】
【課題を解決するための手段】
発明者らは、カラートナーの定着について、トナーの溶融粘弾性のみならず、被定着部材
（被転写体）、特に用紙の繊維の凹凸や表面特性といった用紙特性にも注目し鋭意検討し
た結果、トナー中に微粒子を特定の状態で含有させることにより、高画質・高発色な画像
を維持できると共に、トナーの紙への浸透現象を制御できることを見出し、本発明に至っ
た。即ち、
【００１３】
＜１＞着色剤、結着樹脂、及び、淡色又は無色の微粒子を少なくとも含有するトナー粒子
を含む電子写真用カラートナーであって、全トナー粒子中、該微粒子として、粒子径１．
０μｍ以上の を含有したトナー粒子が、半数以下であることを特徴
とする電子写真用カラートナー。
【００１４】
　＜２＞ 結着樹脂の動的複素弾性率Ｇ * 1（歪み率１００％、周波数１０ｒａｄ／ｓｅ
ｃ）が１０００Ｐａとなる温度にて測定される、トナーの動的複素弾性率Ｇ *  （歪み率１
００％、周波数１０ｒａｄ／ｓｅｃ）が３０００～５００００Ｐａであることを特徴とす
る 電子写真用カラートナー。
【００１５】
＜３＞少なくともトナーを含む電子写真用現像剤であって、該トナーが、前記＜１＞又は
＜２＞に記載の電子写真用カラートナーであることを特徴とする電子写真用現像剤。
【００１６】
＜４＞潜像担体上に潜像を形成する工程、該潜像を電子写真用現像剤を用いて現像しトナ
ー像を形成する工程、現像されたトナー像を被転写体上に転写する工程、及び被転写体上
のトナー像を定着する工程を含む画像形成方法であって、該電子写真用現像剤が、前記＜
３＞に記載の電子写真用現像剤であり、該被転写体の表面平滑度が、８０秒以下であるこ
とを特徴とする画像形成方法。
【００１７】
＜５＞潜像担体上に潜像を形成する工程、該潜像を電子写真用現像剤を用いて現像しトナ
ー像を形成する工程、現像されたトナー像を被転写体上に転写する工程、及び該被転写体
上のトナー像を定着する工程を含む画像形成方法であって、該電子写真用現像剤が、前記
＜３＞に記載の電子写真用現像剤であり、該被転写体上のトナー像を定着する工程が、加
熱接触型定着装置を用いて行われることを特徴とする画像形成方法。
【００１８】
【発明の実施の形態】
　以下、本発明を詳細に説明する。
　本発明の電子写真用カラートナーは、着色剤、結着樹脂、及び、淡色又は無色の微粒子
（以下、単に「微粒子」ということがある。）を少なくとも含有するトナー粒子を含む電
子写真用カラートナーであって、全トナー粒子中、該微粒子として、粒子径１．０μｍ以
上の を含有したトナー粒子が、半数以下である。
【００１９】
　前記「全トナー粒子中、微粒子として、粒子径１．０μｍ以上の
を含有したトナー粒子が、半数以下である」とは、トナー全体において、微粒子の粒子径
１．０μｍ以上の１次粒子の存在が少ないこと、及び平均粒子径１．０μｍ未満の１次粒
子の凝集による粒子径１．０μｍ以上の２次粒子（以下、凝集体ということがある。）の
存在が少ないことを示す。通常、トナー中に、微粒子を含有させると、凝集体を形成して
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しまうため、全トナー粒子中、微粒子として、粒子径１．０μｍ以上の
を含有したトナー粒子が、半数以下であれば、微粒子が均一に分散しているといえる

。
【００２０】
　前記「全トナー粒子中、微粒子として、粒子径１．０μｍ以上の
を含有したトナー粒子が、半数以下である」ことは、トナーを透過型電子顕微鏡（ＴＥＭ
）或いは走査型電子顕微鏡（ＳＥＭ）で観察し、無作為に抽出したトナー粒子１個を３０
０００倍の倍率で写真撮影し、これを５０回、つまりトナー粒子５０個に対して行い、得
られた５０枚の写真から、微粒子として、最大長で１．０μｍ以上の

を含有したトナー粒子の個数を数えることにより算出する。
【００２１】
前記微粒子を、トナー中に均一に分散させることにより、紙の繊維の隙間に浸透していく
トナーの溶融流動特性を改善することができる。この理由は定かではないが、以下のよう
に推察している。
【００２２】
紙の種類によっても異なるが、紙の繊維の隙間の大きさには分布があり、０．１～１０μ
ｍ程度の孔径を持っている。この中でも、数μｍ以上のものは隙間というよりも紙表面の
凹凸と考えてよく、浸透現象に寄与するのは主に１μｍ以下のものと考えられる。定着に
よる熱と圧力によりトナーが押しつぶされてこの隙間を流れるわけであるが、この時トナ
ーが微粒子を含有していないと容易に隙間の奥まで押し込まれてしまう。トナーが微粒子
を含有していると、微粒子が抵抗点となることによりトナーの流れが阻害され、トナーの
浸透も防止される。一般に、レオロジー学では、このような細い管を、トナーのような高
粘度媒体が、しかも添加剤を含有して流れる時には、流れに大きな乱れが生じることが知
られており、トナーの紙への浸透においても、同様のことが起こり浸透が防止されている
と推察される。即ち、トナーが細管内を流れる時を考えた場合、細管断面に微粒子が複数
存在することが好適であると考えられる。
【００２３】
　前記微粒子は、以上の理由から、トナー中に均一に分散させていることが必要である。
全トナー粒子中、前記微粒子として、粒子径１．０μｍ以上の を含
有したトナー粒子が、半数を超えると、前述の細管をトナーが流れる際に、微粒子を含有
しないトナー成分が流れるという状態が生じ、浸透防止の効果が得られないだけではなく
定着後画像のグロスがあがりにくくなり、画像の鮮明性が損なわれてきてしまう。
【００２４】
　前記微粒子は、分散性が悪いと、前述ように細管をトナーが流れる時を考えた場合、微
粒子を含有しないトナー成分が流れるという状態が生じ、浸透防止の効果が得られない。
そればかりではなく、微粒子の凝集体は、画像平滑性を落しカラー発色を阻害する。トナ
ー中での粒子径１、０μｍ以上の の存在が少ないほど、浸透現象防
止効果が高かった。即ち、全トナー粒子中、前記微粒子として、粒子径１．０μｍ以上の

を含有したトナー粒子は、２／５以下であることが好ましく、３／
１０以下であることがより好ましい。
【００２５】
前記微粒子の平均１次粒子径は、前述のごとくトナーが細管内を流れる時を考えた場合、
細管断面に微粒子が複数存在することが好適であるという観点から、１～５００ｎｍであ
ることが好ましい。この平均１次粒子径の上限は、３００ｎｍ以下がより好ましく、２０
０ｎｍ以下がさらに好ましい。平均１次粒子径が５００ｎｍより大きくなると、浸透現象
の防止効果が弱まると共に定着後画像のグロスがあがりにくくなり、画像の鮮明性が損な
われてきてしまう虞がある。また、微粒子の平均粒子径が小さいほど浸透防止の効果が高
くなる傾向があるが、粒子の製造性、取り扱い性等の観点から、平均１次粒子径の下限は
、５ｎｍ以上が好ましい。
【００２６】
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前記微粒子の体積分率Φは、平均粒子径により有効な範囲が異なるため、下記式（１）、
好ましくは下記式（１－ａ）、さらに好ましくは下記式（１－ｂ）で示されることが好適
である
０．０１５Ｄ 0 . 4  ＜Φ＜０．５　　　　　　　　　　　　　式（１）
０．０２Ｄ 0 . 4  ＜Φ＜０．４　　　　　　　　　　　　　　式（１－ａ）
０．０２２Ｄ 0 . 4  ＜Φ＜０．４　　　　　　　　　　　　　式（１－ｂ）
（式（１）、（１－ａ）、（１－ｂ）中、Ｄは１次粒子の平均粒子径）
【００２７】
式（１）中、体積分率Φが０．０１５Ｄ 0 . 4  以下であると浸透防止の効果を発揮し難くな
り、０．５以上であると定着温度の上昇及び定着性の低下が生じる虞がある。一般には、
平均粒子径と含有量とには関係があり、平均粒子径が小さいほど含有量は少なくても効果
が得られる。即ち、微粒子の体積分率Φは、結着樹脂や微粒子の材質、及びその他の添加
剤を鑑みて、定着性以外のトナー特性を悪化させないように前記範囲内で適宜決定するこ
とが好適である。
【００２８】
前記微粒子を、トナー中に均一に分散させることにより、トナーの溶融特性、固体物性を
変化させることができるが、以下にその特長を挙げる。
前記微粒子を、トナー中に分散性よく含有させることにより、トナーの粘弾性の温度依存
性（トナーの動的複素弾性率の降下）が温度変化に対して、緩やかになり、トナーの浸透
が開始する程度の動的複素弾性率３０００Ｐａにはさがりにくく、かつ、定着開始程度の
１００００Ｐａぐらいの動的複素弾性率の時には、粘性的でつぶれやすくでき、発色と定
着が容易であってカラー画像の形成に適する。一方、粒子を含有せず樹脂の分子量を上げ
て同程度の粘弾性の温度変化を得ようとすると分子量が約一桁大きい樹脂となり、ｔａｎ
δが小さくなりすぎて、また、動的複素弾性率が上がり過ぎて、カラー発色と定着が容易
でなくなる。この粘弾性の温度変化と粘弾性の関係は、樹脂のみの場合、高分子鎖の緩和
過程だけで、ぼぼ一義的に決まってしまい、微粒子を含有した樹脂の場合、微粒子分散樹
脂の緩和過程が、粒子の種類や含有量、分散によって変化できるため、同程度の粘弾性の
温度変化でも粘弾性を粘性的から弾性的まで独立に制御でき、浸透現象防止とカラー発色
、定着の両立が可能である。この意味から、微粒子を含有したトナーを、カラートナーに
適応させるにおいては粘弾性特性が非常に重要である。また、常温からガラス転移温度付
近の固体状態において、粉体トナー同士でも、定着画像と紙、定着画像同士のブロッキン
グ現象を抑制する効果を持つ。
【００２９】
本発明のトナーは、浸透防止効果を達成するためには、前述のようにトナーが細管内を流
れる時を考えた場合、細管断面に微粒子が複数存在することが好適である観点、また、純
粋にトナーのレオロジー的な物性の観点から、下記粘弾性条件（１）を満たすことが好適
である。下記粘弾性条件（１）を満たすためには、トナー中に、前記分散状態で前記微粒
子を含有させることが好適である。
【００３０】
粘弾性条件（１）：結着樹脂の動的複素弾性率Ｇ * 1（歪み率１００％、周波数１０ｒａｄ
／ｓｅｃ）が１０００Ｐａとなる温度にて測定される、トナーの動的複素弾性率Ｇ *  （歪
み率１００％、周波数１０ｒａｄ／ｓｅｃ）が３０００～５００００Ｐａ、好ましくは５
０００～２００００Ｐａ以下である。
【００３１】
粘弾性条件（１）は、未定着画像の作製時に、紙の繊維に落ち込んだトナーを定着時にど
れだけ浸透を防止できる粘弾性の弾性率の高さを持ち得るかを示す指標である。トナーの
動的複素弾性率Ｇ *  は、高ければ高いほどトナーの浸透現象が防止できるが、５００００
Ｐａを超えるとトナーが紙に付かなくなってしまい、また、３０００Ｐａ未満であると、
浸透現象が生じる。
【００３２】
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図１は、トナーの動的複素弾性率Ｇ *  と温度との関係を示した図である。図１から、前記
粘弾性条件（１）を満たすトナーは、粘弾性の温度依存性（トナーの動的弾性率の降下）
が温度変化に対して、緩やかであり、トナーの浸透が開始する程度のトナーの動的複素弾
性率３０００Ｐａまでは下がらず、かつ、定着開始程度の１００００Ｐａぐらいの動的複
素弾性率の時には、粘性的でつぶれやすくでき、発色と定着が容易であってカラー画像の
形成に適することがわかる。
【００３３】
本発明のトナーは、下記粘弾性条件（２）を満たすことが好適である。下記粘弾性条件（
２）を満たすためには、トナー中に、前記分散状態で前記微粒子を含有させることが好適
である。
【００３４】
粘弾性条件（２）：結着樹脂の動的複素弾性率Ｇ * 1（歪み率１００％、周波数１０ｒａｄ
／ｓｅｃ）が１０００Ｐａとなる温度にて測定される、前記トナーの動的複素弾性率Ｇ *  

（歪み率１０％）の周波数依存性が下記式（２）で示される。
【００３５】
　
　
　
【００３６】
粘弾性条件（２）は、微粒子の分散による粘弾性の緩和過程が存在し、その弾性率がどれ
くらいの温度範囲で有効かを示す指標である。従って、粘弾性条件（２）は、粘弾性の周
波数依存性が小さいことを示しており、特異な粘弾性の緩和過程が存在することを示す。
微粒子を含有しないトナーや微粒子の分散性が悪いトナー等のような、粘弾性の緩和過程
が十分でない場合或いは殆どない場合は、粘弾性の周波数依存性も温度依存性も大きくな
ってしまう。Ｇ *  （１００ｒａｄ／ｓｅｃ）／Ｇ *  （１ｒａｄ／ｓｅｃ）の値が、大きい
と微粒子の分散による緩和過程が有効に存在しないことを示し、７以下であることがより
好ましく、５以下であることがさらに好ましい。
【００３７】
本発明のトナーは、下記粘弾性条件（３）を満たすことが好適である。
粘弾性条件（３）：結着樹脂の動的複素弾性率Ｇ * 1（歪み率１００％、周波数１０ｒａｄ
／ｓｅｃ）が１０００Ｐａとなる温度にて測定される、トナーの粘弾性におけるｔａｎδ
（損失弾性率Ｇ”／貯蔵弾性率Ｇ’）が、１．１以上である。
【００３８】
粘弾性条件（３）は、定着時におけるトナーのつぶれやすさを示す指標である。ｔａｎδ
（損失弾性率Ｇ”／貯蔵弾性率Ｇ’）が、１．１未満であると画像の光沢性が損なわれカ
ラーの発色が不十分となる虞が出てくる。
【００３９】
前記微粒子の分散性の向上のためには、粒子の表面をシランカップリング剤等で改質して
凝集を防ぐことや、強力な混練機を用いて分散させること等があるが、前者の方法でも０
．１μｍオーダーの粒子の凝集を完全に防ぐことは難しく、後者の方法でも一度凝集して
しまった粒子をほぐすことは難しい。しかし、混錬、冷却、粗粉砕、及び再混錬する操作
を複数回繰り返すことにより、ある程度、微粒子の分散性を向上することができる。また
、界面活性剤や高分子材料からなる分散剤を併用することでも、ある程度、微粒子の分散
性を向上することができる。さらに微粒子の分散性を向上させるためには、微粒子を水や
溶剤等で湿らせてから結着樹脂中に混錬する方法（以下、湿式分散法ということがある。
）を用いることが好適である。湿式分散法としては、具体的には以下の方法が好適である
。
【００４０】
微粒子を殆ど膨潤させない或いは溶解させない液体（例えば、水、アルコール等）に、微
粒子を滴下或いは噴霧等により添加する。表面を液体でぬらした微粒子を、加熱混錬可能
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な混錬機（例えば、ニーダー等）中で８０℃～１８０℃程度で加熱溶融された結着樹脂中
に添加する。微粒子を、混錬しながら液体相から結着樹脂へ転移させ、液体を除去して分
散させる。必要によりローラや混錬機等で仕上げ分散を行ってもよい。この方法（以下、
フラッシング処理法ということがある。）は、湿式分散法として好適に用いることができ
る。
【００４１】
前記フラッシング処理法は、従来より顔料を分散させる場合に用いられてきた方法である
が、微粒子を分散させる場合も好適に用いることができる。前記フラッシング処理法は、
液体中に微粒子が存在し、空気中に比べて粒子間のポテンシャル障害を著しく小さくする
ことができるため、非常に僅かな外力で凝集をほぐすことができ、また、界面活性剤等を
用いることで再凝集を防止できる場合もある。さらに、同様の効果から、以下の方法も好
適に用いることができる。
【００４２】
結着樹脂を溶解させる溶剤（例えば、テトラヒドロフラン（以下、ＴＨＦということがあ
る。）、トルエン等）中に、微粒子を添加し、超音波分散機やサンドミル等で分散させる
。微粒子を含有した溶剤と、結着樹脂或いは予め結着樹脂を溶解させた溶液とを混合し、
結着樹脂を微粒子を含有した溶剤に溶解させる。この溶剤を減圧下で溶剤を除去すること
により、微粒子を結着樹脂中に分散させる。この方法（以下、溶剤処理法ということがあ
る。）は、前記フラッシング処理法と同様の効果が得られるため、好適に用いることがで
きる。
【００４３】
前記微粒子として有機微粒子を用いる場合には、溶剤を使用すると有機微粒子の膨潤や溶
解が起こり易いことからフラッシング処理法を用いることが好適である。また、前記微粒
子として無機微粒子を用いる場合には、溶剤処理法を用いることが好適である。
【００４４】
前記微粒子としては、有機微粒子、無機微粒子が挙げられ、１種単独で用いてもよいし、
２種以上併用してもよい。有機微粒子としては、後述する有機架橋粒子が好適である。
【００４５】
前記有機微粒子としては特に限定は無く、例えば、ビニル系、スチレン系、（メタ）アク
リル系、エステル系、アミド系、メラミン系、エーテル系、エポキシ系等の単一樹脂もし
くはこれらの共重合樹脂を用いることができる。これらの中でも、電子写真分野での使用
実績の観点から、ビニル系、スチレン系、（メタ）アクリル系樹脂に代表される付加重合
系樹脂と、エステル系樹脂に代表される重縮合系樹脂を用いることが好ましい。
【００４６】
前記有機微粒子の製造方法としては、特に限定はなく、従来公知の方法を用いて製造する
ことができる。例えば、付加重合系の樹脂粒子の製造方法としては、「第４版実験化学講
座２８　高分子合成」（丸善（株））、「第４版実験化学講座２９　高分子材料」（丸善
（株））、「新高分子実験学４　高分子の合成・反応（１）　付加系高分子の合成」（共
立出版（株））、「新高分子実験学４　高分子の合成・反応（３）　高分子の反応と分解
」（共立出版（株））等に記載されている懸濁重合、乳化重合や分散重合等を用いて製造
されたものを用いることができる。また、シード重合等を用いて製造されたコア－シェル
型の構造を持つ微粒子も用いることができる。また、特開平７－１８００３号公報、特開
平５－２２２２６７号公報、特開平５－４３６０８号公報、特開平７－２２８６１１号公
報等に記載の重合造粒方法も用いることができる。
【００４７】
また、縮重合系樹脂粒子の製造方法としては、特開平５－７０６００号公報、特開平７－
２４８６３９号公報等に記載の方法や、特開昭６３－２５６６４号公報等に記載されてい
る液中乾燥法も好ましく用いることができる。
【００４８】
前記付加重合系有機微粒子を構成する単量体としては特に限定は無く、例えば、「高分子
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データハンドブック：基礎編」（高分子学会編：培風館）に記載されているような従来公
知のモノマー成分を単独又は組み合せて用いることができる。また、前記公報等に記載さ
れたものも用いることができる。具体的には、例えば、ビニル系単量体としては、エチレ
ン、プロピレン等のオレフィン系化合物、スチレン系単量体としては、スチレン、アルフ
ァ－メチルスチレン、ビニルナフタレンや、２－メチルスチレン、３－メチルスチレン、
４－メチルスチレン、２－エチルスチレン、３－エチルスチレン、４－エチルスチレン等
のアルキル鎖を持つアルキル置換スチレン、２－クロロスチレン、３－クロロスチレン、
４－クロロスチレン等のハロゲン置換スチレン、４－フルオロスチレン、２，５－ジフル
オロスチレン等のフッ素置換スチレン等がある。
【００４９】
（メタ）アクリル酸系単量体としては、（メタ）アクリル酸、（メタ）アクリル酸ｎ－メ
チル、（メタ）アクリル酸ｎ－エチル、（メタ）アクリル酸ｎ－プロピル、（メタ）アク
リル酸ｎ－ブチル、（メタ）アクリル酸ｎ－ペンチル、（メタ）アクリル酸ｎ－ヘキシル
、（メタ）アクリル酸ｎ－ヘプチル、（メタ）アクリル酸ｎ－オクチル、（メタ）アクリ
ル酸ｎ－デシル、（メタ）アクリル酸ｎ－ドデシル、（メタ）アクリル酸ｎ－ラウリル、
（メタ）アクリル酸ｎ－テトラデシル、（メタ）アクリル酸ｎ－ヘキサデシル、（メタ）
アクリル酸ｎ－オクダデシル、（メタ）アクリル酸イソプロピル、（メタ）アクリル酸イ
ソブチル、（メタ）アクリル酸ｔ－ブチル、（メタ）アクリル酸イソペンチル、（メタ）
アクリル酸アミル、（メタ）アクリル酸ネオペンチル、（メタ）アクリル酸イソヘキシル
、（メタ）アクリル酸イソヘプチル、（メタ）アクリル酸イソオクチル、（メタ）アクリ
ル酸２－エチルヘキシル、（メタ）アクリル酸フェニル、（メタ）アクリル酸ビフェニル
、（メタ）アクリル酸ジフェニルエチル、（メタ）アクリル酸ｔ－ブチルフェニル、（メ
タ）アクリル酸ターフェニル、（メタ）アクリル酸シクロヘキシル、（メタ）アクリル酸
ｔ－ブチルシクロヘキシル、（メタ）アクリル酸ジメチルアミノエチル、（メタ）アクリ
ル酸ジエチルアミノエチル、（メタ）アクリル酸メトキシエチル、（メタ）アクリル酸２
－ヒドロキシエチル、（メタ）アクリロニトリル、（メタ）アクリルアミド等がある。
【００５０】
その他、架橋性を有するビニルモノマー成分としては、イソプレン、ブタジエン等のジエ
ン系化合物、芳香族ジビニル化合物、例えば、ジビニルベンゼン、ジビニルナフタレン等
；アルキル鎖で結ばれたジアクリレート化合物類、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
タアクリレートに代えたもの；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、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＃４０
０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アクリレートに代えたも
の；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、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アクリレートに代えたもの；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、トリメチロールメタントリア
クリレート、トリメチロールプロパントリアクリレート、テトラメチルロールメタンテト
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
アクリレートに代えたもの等が好ましく用いられる。
【００５１】
これらのモノマーの中でも、カルボキシル基、ヒドロキシル基、アミド等を有する（メタ
）アクリル酸、（メタ）アクリル酸２－ヒドロキシエチル、アクリルアミド等は、水性媒
体への溶解性が高いため、連続相を水性媒体にした場合には、これらが単独で超微粒子を
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形成してしまう場合がある。このような時は、分散剤や乳化剤の種類を選択したり、あら
かじめこれらのモノマーを単独あるいは他のモノマーと分子量数千以下程度に重合させて
から用いたりすることが好ましい。
【００５２】
前記縮重合系有機微粒子を構成する単量体としては特に限定は無く、例えば、高分子デー
タハンドブック：基礎編」（高分子学会編：培風館）に記載されているようなモノマー成
分である、従来公知の２価又は３価以上のカルボン酸と、２価又は３価以上のアルコール
がある。また、前記公報等に記載されたものも用いることができる。これらのモノマー成
分の具体例としては、２価のカルボン酸としては、例えば、コハク酸、グルタル酸、アジ
ピン酸、スペリン酸、アゼライン酸、セバシン酸、フタル酸、イソフタル酸、テレフタル
酸、ナフタレン－２，６－ジカルボン酸、ナフタレン－２，７－ジカルボン酸、シクロヘ
キサンジカルボン酸、マロン酸、メサコニン酸等の二塩基酸、及びこれらの無水物やこれ
らの低級アルキルエステル、マレイン酸、フマル酸、イタコン酸、シトラコン酸等の脂肪
族不飽和ジカルボン酸等が挙げられる。３価以上のカルボン酸としては、例えば、１，２
，４－ベンゼントリカルボン酸、１，２，５－ベンゼントリカルボン酸、１，２，４－ナ
フタレントリカルボン酸等、及びこれらの無水物やこれらの低級アルキルエステル等が挙
げられる。これらは１種単独で使用してもよいし、２種以上を併用してもよい。
【００５３】
前記２価のアルコールとしては、例えば、ビスフェノールＡ、水素添加ビスフェノールＡ
、ビスフェノールＡのエチレンオキシド及び／又はプロピレンオキシド付加物、１，４－
シクロヘキサンジオール、１，４－シクロヘキサンジメタノール、エチレングリコール、
ジエチレングリコール、プロピレングリコール、ジプロピレングリコール、１，３－ブタ
ンジオール、１，４－ブタンジオール、１，５－ペンタンジオール、１，６－ヘキサンジ
オール、ネオペンチルグリコール等が挙げられる。前記３価以上のアルコールとしては、
例えば、グリセリン、トリメチロールエタン、トリメチロールプロパン、ペンタエリスリ
トール等が挙げられる。これらは１種単独で使用してもよいし、２種以上を併用してもよ
い。なお、必要に応じて、酸価や水酸基価の調製等の目的で、酢酸、安息香酸等の１価の
酸や、シクロヘキサノール、ベンジルアルコール等の１価のアルコールも使用することが
できる。
【００５４】
前記有機微粒子は、フラッシング処理や混練で加わる熱によって、ある程度変形するのは
許容されるが、溶融して流動することは好ましくない。すなわち、耐熱性を有することが
好ましい。熱により有機微粒子が流動した場合には、本発明の粘弾性範囲を逸脱し、浸透
現象防止効果が薄れる。さらに、微粒子が凝集した時には再分散が困難になるからである
。従って、前記有機微粒子は、３価以上の単量体を用いて架橋構造を有している有機架橋
粒子、又は実質的に架橋構造を有しない場合にはガラス転移温度Ｔｇもしくは溶融温度Ｔ
ｍが１３０℃以上、好ましくは１５０℃以上である有機微粒子が好適である
【００５５】
前記有機微粒子としては、前記の製造方法により適宜合成したものを用いてもよいし、市
販のものを用いてもよい。市販されているものとしては、「微粒子ポリマーの新展開」（
（株）東レリサーチセンター編）等に記載されているものがあり、中でも、日本ペイント
（株）のマイクロジェルシリーズ、ＪＳＲ（株）のＳＴＡＤＥＸシリーズ、綜研化学のＭ
Ｒシリーズ及びＭＰシリーズ等が入手しやすい。
【００５６】
前記無機微粒子としては、平均粒子径が１～３００ｎｍの無色或いは淡色の無機微粒子が
好適である。前記無機微粒子は、金属酸化物でも、非酸化物でもよく、具体的には、シリ
カ、アルミナ、酸化チタン、チタン酸バリウム、チタン酸マグネシウム、チタン酸カルシ
ウム、チタン酸ストロンチウム、酸化亜鉛、ケイ砂、クレー、雲母、ケイ灰石、ケイソウ
土、塩化セリウム、ベンガラ、酸化クロム、酸化セリウム、三酸化アンチモン、酸化マグ
ネシウム、酸化ジルコニウム、炭化ケイ素、窒化ケイ素等が挙げられる。
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【００５７】
金属酸化物の微粒子の合成方法は、例えば、塩化物（例えば四塩化ケイ素、四塩化チタン
、四塩化アルミニウム等）を気相中で加水分解して合成する方法、湿式法により合成する
方法、高温溶融法により合成する方法等が挙げられる。また、非酸化物の微粒子の合成は
、化学気相法により合成する方法等が挙げられる。
【００５８】
前記無機微粒子としては、チタン系微粒子とシリカ微粒子が好ましく、特に疎水化剤で疎
水化処理されたものが好ましい。
【００５９】
前記疎水化剤としては、カップリング剤（例えば、シラン系カップリング剤、チタネート
系カップリング剤、アルミネート系カップリング剤、ジルコニウム系カップリング剤等）
、シリコーンオイル等が挙げられる。これらの中でも、シラン系カップリング剤、シリコ
ーンオイルが好ましい。これら疎水化剤は１種単独で用いてもよいし、２種以上併用して
もよい。
【００６０】
前記シラン系カップリング剤としては、クロロシラン、アルコキシシラン、シラザン、特
殊シリル化剤等の何れのタイプのものも用いることができる。具体的には、メチルトリク
ロロシラン、ジメチルジクロロシラン、トリメチルクロロシラン、フェニルトリクロロシ
ラン、ジフェニルジクロロシラン、テトラメトキシシラン、メチルトリメトキシシラン、
ジメチルジメトキシシラン、エチルトリメトキシシラン、プロピルトリメトキシシラン、
フェニルトリメトキシシラン、ジフェニルジメトキシシラン、テトラエトキシシラン、メ
チルトリエトキシシラン、ジメチルジエトキシシラン、エチルトリエトキシシラン、プロ
ピルトリエトキシシラン、フェニルトリエトキシシラン、ジフェニルジエトキシシラン、
ブチルトリメトキシシラン、ブチルトリエトキシシラン、イソブチルトリメトキシシラン
、オクチルトリメトキシシラン、デシルトリメトキシシラン、ヘキサデシルトリメトキシ
シラン、トリメチルトリメトキシシラン、ヘキサメチルジシラザン、Ｎ，Ｏ－（ビストリ
メチルシリル）アセトアミド、Ｎ，Ｎ－ビス（トリメチルシリル）ウレア、ｔｅｒｔ－ブ
チルジメチルクロロシラン、ビニルトリクロロシラン、ビニルトリメトキシシラン、ビニ
ルトリエトキシシラン、ビニルトリアセトキシシラン、γ－メタクリロキシプロピルトリ
メトキシシラン、β－（３，４－エポキシシクロヘキシル）エチルトリメトキシシラン、
γ－グリシドキシプロピルトリメトキシシラン、γ－グリシドキシプロピルトリエトキシ
シラン、γ－グリシドキシプロピルメチルジエトキシシラン、γ－メルカプトプロピルト
リメトキシシラン、γ－クロロプロピルトリメトシシシラン等、これらの水素原子の一部
をフッ素原子で置換したフッ素系シラン化合物、これらの水素原子の一部をアミノ基で置
換したアミノ系シラン化合物等が挙げられるが、これらに限定されるものではない。
【００６１】
前記シリコーンオイルとしては、ジメチルシリコーンオイル、メチルハイドロジェンシリ
コーンオイル、メチルフェニルシリコーンオイル、環状ジメチルシリコーンオイル、エポ
キシ変性シリコーンオイル、カルボキシル変性シリコーンオイル、カルビノール変性シリ
コーンオイル、メタクリル変性シリコーンオイル、メルカプト変性シリコーンオイル、ポ
リエーテル変性シリコーンオイル、メチルスチリル変性シリコーンオイル、アルキル変性
シリコーンオイル、アミノ変性シリコーンオイル、フッ素変性シリコーンオイル等が挙げ
られるが、これらに限定されるものではない。
【００６２】
前記微粒子の疎水化処理の方法としては、従来公知の方法を用いればよく、例えば、溶媒
（例えば、ＴＨＦ、トルエン、酢酸エチル、メチルエチルケトン、アセトン等）で混合希
釈した疎水化剤の溶媒溶液を、微粒子に、ブレンダー等で強制的に滴下又はスプレーして
十分に混合し、必要に応じて洗浄、濾過を行った後、加熱乾燥させて、乾燥後凝集物をブ
レンダーや乳鉢等で解砕して処理する方法、微粒子を、疎水化剤の溶媒溶液に浸漬した後
、その微粒子を沈殿、加熱乾燥させ、解砕する方法、微粒子を水中に分散してスラリー状
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にし、これを疎水化剤の溶媒溶液に滴下した後、その微粒子を沈殿、加熱乾燥させ、解砕
して処理する方法、微粒子へ直接疎水化剤を噴霧して処理する方法等が挙げられる。
【００６３】
前記疎水化剤の微粒子への付着量は、微粒子に対して０．０１～５０重量％が好ましく、
０．１～２５重量％がより好ましい。付着量は、疎水化処理の段階で疎水化剤の混合量を
増やしたり、疎水化処理後の洗浄工程の数を変える等の方法によって変えることができる
。また、付着量はＸＰＳや元素分析により定量することができる。付着量が０．０１重量
％未満であると、高湿度下で帯電性が低下する場合があり、また、５０重量％を超えると
低湿度下で帯電が過剰になりすぎたり、遊離した疎水化剤が、現像剤の粉体流動性を悪化
させる場合がある。
【００６４】
前記結着樹脂としては、ポリエチレン、ポリプロピレン等のエチレン系樹脂、ポリスチレ
ン、α－ポリメチルスチレン等のスチレン系樹脂、ポリメチルメタアクリレート、ポリア
クリロニトリル等の（メタ）アクリル系樹脂、ポリアミド樹脂、ポリカーボネート樹脂、
ポリエーテル樹脂、ポリエステル樹脂及びこれらの共重合樹脂が挙げられる。これらの中
でも、トナーとして用いる際の帯電安定性や現像耐久性の観点からスチレン系樹脂、（メ
タ）アクリル系樹脂とスチレン－（メタ）アクリル系共重合樹脂及びポリエステル樹脂が
好ましい。また、低温定着性や画像の耐塩ビ付着性等の観点からポリエステル樹脂がさら
に好ましい。
【００６５】
前記スチレン系樹脂、（メタ）アクリル系樹脂及びこれらの共重合樹脂を構成するモノマ
ーとしては、前記有機微粒子を構成する付加重合系単量体として挙げたモノマーを好まし
く用いることができる。しかし、結着樹脂に用いる場合、多量の架橋成分はトナーの発色
性を損なう恐れがあるため、架橋成分はモル重量比で５モル％以下の使用にとどめること
が好ましい。前記モノマーを適宜組み合わせて常法により、結着樹脂を製造することがで
きる。
【００６６】
前記ポリエステル樹脂としては、非晶性ポリエステル樹脂が好ましい。前記非晶性ポリエ
ステル樹脂の場合、結晶性ポリエステル樹脂のように、結晶による光散乱により樹脂自体
が白濁してしまうことがない点で有利である。本発明において、前記非晶性ポリエステル
樹脂とは、示差走査熱量計（以下「ＤＳＣ」ということがある）チャートにおいて、Ｔｇ
に対応した吸熱点の他に、結晶融点に対応した吸熱ピークを示さないポリエステル樹脂を
意味する。
【００６７】
前記ポリエステル樹脂に用いる他のモノマーとしては、前記有機微粒子を構成する重縮合
系単量体として挙げたモノマーを好ましく用いることができる。付加重合系単量体の場合
と同様に、３価以上の架橋性単量体の使用量は全単量体量の５モル％以下であることが好
ましい。
【００６８】
前記ポリエステル樹脂は、前記のモノマー成分の中から任意の組合せで、例えば、重縮合
（化学同人）、高分子実験学（重縮合と重付加：共立出版）やポリエステル樹脂ハンドブ
ック（日刊工業新聞社編）等に記載の従来公知の方法を用いて合成することができ、エス
テル交換法や直接重縮合法等を単独で、又は組み合せて用いることができる。
【００６９】
前記結着樹脂は、スチレン系、アクリル系、ポリエステル系問わず、実質的にテトラヒド
ロフラン（以下「ＴＨＦ」ということがある。）不溶分を含まないことが好ましい。ＴＨ
Ｆ不溶分を含有した場合には耐オフセット性は向上するが、画像の光沢性が損なわれると
共に、ＯＨＰ光透過性が損なわれる場合があるからである。ＴＨＦ不溶分は、樹脂をＴＨ
Ｆに１０重量％程度の濃度で溶解させ、メンブランフィルター等で濾過し、フィルター残
留分を乾燥し重量を測定することで測定することができる。
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【００７０】
前記結着樹脂の分子量としては、スチレン系樹脂、（メタ）アクリル系樹脂及びスチレン
－（メタ）アクリル系樹脂では、重量平均分子量（以下「Ｍｗ」ということがある。）と
数平均分子量（以下「Ｍｎ」ということがある。）がそれぞれ、Ｍｗが３００００～１０
００００、Ｍｎが２０００～３００００であることが好ましく、Ｍｗが３５０００～８０
０００、Ｍｎが２５００～２００００であることがより好ましい。ポリエステル樹脂の場
合には、Ｍｗが５０００～４００００、Ｍｎが２０００～１００００であることが好まし
く、Ｍｗが６０００～３００００、Ｍｎが２５００～８０００であることがより好ましい
。Ｍｗ及びＭｎが高すぎると最低定着温度が上昇してしまい、低すぎると定着後の画像強
度がえられにくくなるからである。また、結着樹脂は、１０～５０ＫＯＨ　ｍｇ／ｇの酸
価を有することが、帯電性の観点から好ましい。
【００７１】
前記分子量及び分子量分布は、それ自体公知の方法で測定することができるが、ゲルパー
ミエーションクロマトグラフィ（以下「ＧＰＣ」ということがある。）により測定するの
が一般的である。ＧＰＣ測定は、例えば、ＧＰＣ装置としてＴＯＹＯ　ＳＯＤＡ社製：Ｈ
ＬＣ－８０２Ａを用い、オーブン温度４０℃、カラム流量毎分１ｍｌ、サンプル注入量０
．１ｍｌの条件で行うことができ、サンプルの濃度は０．５％で、和光純薬製：ＧＰＣ用
ＴＨＦを用いて行うことができる。また、検量線の作成は、例えば、ＴＯＹＯ　ＳＯＤＡ
社製：標準ポリスチレン試料を用いて行うことができる。本発明における前記分子量及び
分子量分布は、以上のようにして測定したものである。
【００７２】
前記着色剤としては、特に制限はなく、それ自体公知の着色剤を挙げることができ、目的
に応じて適宜選択することができる。前記着色剤としては、例えば、カーボンブラック、
ランプブラック、アニリンブルー、ウルトラマリンブルー、カルコイルブルー、メチレン
ブルークロライド、銅フタロシアニン、キノリンイエロー、クロームイエロー、デュポン
オイルレッド、オリエントオイルレッド、ローズベンガル、マラカイトグリーンオキサレ
ート、ニグロシン染料、Ｃ．Ｉ．ピグメントレッド４８：１、Ｃ．Ｉ．ピグメントレッド
５７：１、Ｃ．Ｉ．ピグメントレッド８１：１、Ｃ．Ｉ．ピグメントレッド１２２、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等
が挙げられる。前記着色剤の電子写真用トナーにおける含有量としては、前記結着樹脂１
００重量部に対して１～３０重量部が好ましいが、定着後における画像表面の平滑性を損
なわない範囲においてできるだけ多い方が好ましい。着色剤の含有量を多くすると、同じ
濃度の画像を得る際、画像の厚みを薄くすることができ、オフセットの防止に有効な点で
有利である。なお、前記着色剤の種類に応じて、イエロートナー、マゼンタトナー、シア
ントナー、ブラックトナー等が得られる。
【００７３】
本発明のトナーおいて、その他の成分としては、特に制限はなく、目的に応じて適宜選択
すればよく、例えば、低融点滑剤、帯電制御剤等の内添剤、その他の無機微粒子、その他
の有機微粒子等の外添剤等のそれ自体公知の各種添加剤が挙げられる。
【００７４】
前記低融点滑剤は、一般に耐オフセット性を向上させる目的で用いられるが、具体的には
、ワックス、ステアリン酸、アルキル脂肪酸（例えば、モンタン酸等）、脂肪酸金属塩（
例えば、ステアリン酸カルシウム、ステアリンさん亜鉛、ステアリン酸マグネシウム、ラ
ウリン酸カルシウム等）、アルキルアルコール系離型剤（例えば、ステアリルアルコール
等）等が挙げられる。これらの中でも、帯電性制御の容易さの観点から、ワックスが好ま
しい。
【００７５】
前記ワックスとしては、例えば、脂肪族炭化水素系ワックス（例えば、分子内に分岐構造
を有する低分子ポリエチレン、低分子ポリプロピレン、マイクロクリスタリンワックス、
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テトラテトラコンタン、オクタコンタン等）、変性脂肪族炭化水素系ワックス（例えば、
特開平９－１３４０３５号公報に記載されているような変性ポリエチレン系離型剤等）、
カルナバワックス、キャンデリラワックス、ライスワックス、サゾールワックス、脂肪族
系ワックス（例えば、モンタン酸エステル等）、脂肪族系ワックスの脱酸物、シリコーン
樹脂、ロジン類、等が挙げられる。これらの中でも、融点が、４０℃～１５０℃のものが
好ましく、より好ましくは７０～１１０℃のものが好ましい。
【００７６】
前記ワックスの含有量は、１０重量％以下であること好ましい。ワックスの含有量が多す
ぎると、カラー定着画像表面や内部のワックスがＯＨＰの投影性を悪化させること、２成
分現像剤として用いる時はトナーとキャリアとの摺擦によりワックスがキャリアに移行し
て現像剤の帯電性能を経時的に変化させること、同様に、１成分現像剤として用いる時は
トナーと帯電付与用のブレードとの摺擦によりワックスがブレードに移行して現像剤の帯
電性能を経時的に変化させること、ワックスがトナーの流動性を悪化させること等、カラ
ー画質及び信頼性を悪化させる虞がある。
【００７７】
前記帯電制御剤は、一般に帯電性を向上させる目的で用いられるが、具体的には、サリチ
ル酸金属塩、含金属アゾ化合物、ニグロシンや４級アンモニウム塩等が挙げられる。
【００７８】
前記その他の無機微粒子は、一般に流動性を向上させる目的で用いられるが、具体的には
、シリカ、アルミナ、酸化チタン、チタン酸バリウム、チタン酸マグネシウム、チタン酸
カルシウム、チタン酸ストロンチウム、酸化亜鉛、ケイ砂、クレー、雲母、ケイ灰石、ケ
イソウ土、塩化セイウム、ベンガラ、酸化クロム、酸化セリウム、三酸化アンチモン、酸
化マグネシウム、酸化ジルコニウム、炭化ケイ素、窒化ケイ素等を挙げられる。これらの
中でも、チタン系微粒子とシリカ微粒子が好ましく、特に疎水化処理された微粒子が好ま
しい。前記無機微粒子の１次粒子径としては、１～１０００ｎｍが好ましく、その添加量
としては、トナー１００重量部に対して０．０１～２０重量部が好ましい。
【００７９】
前記その他の有機微粒子は、一般にクリーニング性や転写性を向上させる目的で用いられ
るが、具体的には、ポリスチレン、ポリメチルメタクリレート、ポリフッ化ビニリデン等
が挙げられる。また、表面をシリコーン系化合物やフッ素系化合物で処理した有機微粒子
も好適に用いることができる。
【００８０】
本発明のトナーは、前記微粒子が分散性よく含有しているため、低いガラス転移温度Ｔｇ
及び溶融温度Ｔｍの結着樹脂を用いても、粉体トナー同士、定着画像と紙、定着画像同士
の耐熱ブロッキング性を得ることができ、定着温度の低温化が可能となり、省エネルギー
で定着できる。ここでいう耐熱ブロッキング性とは、常温よりやや高い温度にトナーある
いは画像が放置されたとき、例えば、夏の車内、倉庫、で放置されたときに、トナー粒子
同士がくっついてしまう、あるいは、積み重ねられた画像が張り付いてしまうという不具
合に対しての、性能である。
【００８１】
従来のトナーでは、ガラス転移温度Ｔｇが６０℃程度以上、かつ溶融温度Ｔｍが１００℃
以上の結着樹脂を用いなければ、十分な粉体トナー同士、定着画像と紙、定着画像同士の
十分な耐熱ブロッキング性を得ることができなかった。これに対し、前記微粒子を分散性
よく含有した本発明のトナーは、低いガラス転移温度及び溶融温度の結着樹脂を用いても
、十分な耐熱ブロッキング性が得られる。この理由に関しては、以下のように推測される
。
【００８２】
耐熱ブロッキング性は、まずトナー表面近傍に存在する結着樹脂の低分子が拡散移動し、
トナー粒子同士を接着、トナー像と紙あるいはトナー像を接着することから開始するもの
と思われるが、本発明のトナーでは結着樹脂中に分散された微粒子が結着樹脂の低分子成
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分の拡散移動を抑制し、耐熱ブロッキングを防いでいると思われる。微粒子が、その周り
の溶媒分子の拡散を抑制する、あるいは、束縛するという考えは、別の材料系ではあるが
文献に示されており、例えば、微粒子の存在により、微粒子の水系分散体のレオロジー挙
動を説明するのに、水和層によって粒子が実際の粒子径よりも大きくなる効果を用いて考
察されている。本発明のトナーにおいては、粒子間表面距離は１０～５０ｎｍ程度と非常
に近接することから、結着樹脂分子のうちの相当多い量が微粒子表面近傍にあるものとな
り、これらが分子間相互作用等で粒子に束縛されているため耐熱ブロッキング性が現れる
と推測している。また、塗料等のアンチブロッキング剤は、前記微粒子よりも大きい１μ
ｍ程度の粒子が有効であり、これは塗膜表面に微少突起を存在させ他のものとの面接触を
避け、点接触させるという手法である。しかし、５００ｎｍ以上の粒子では、トナー粒子
同士の耐熱ブロッキング性にあまり効果がなく、また、画像平滑性が上がらないためカラ
ー画像に適さない。
【００８３】
前記結着樹脂のガラス転移温度Ｔｇは、４０～１００℃であることが好ましく、４０～８
５℃であることがより好ましく、５０～７５℃であることがさらに好ましい。Ｔｇが４０
℃より低いと、トナーが熱でブロッキングしやすくなり、Ｔｇが１００℃より高いと定着
温度が高くなりすぎてしまう。Ｔｇは、示差走査熱量計（マックサイエンス社製：ＤＳＣ
３１１０、熱分析システム００１）を用いて、昇温速度５℃／分の条件で測定することが
でき、得られたチャートのＴｇに相当する吸熱点の低温側の肩の温度をＴｇとすることが
できる。
【００８４】
前記結着樹脂の溶融温度Ｔｍは、６０～１００℃が好ましく、６０～９０℃がより好まし
く、６０～８０℃がさらに好ましい。Ｔｍが６０℃より低いと、トナーが熱でブロッキン
グしやすくなり、Ｔｍが１００℃より高いと定着温度が高くなりすぎてしまう。
【００８５】
さらに、耐熱ブロッキング性の効果を十分に引き出すためには、さらに低融点滑剤を用い
るのが好適である。低融点滑剤は定着工程にて画像表面にしみだし、画像表面に数１０ｎ
ｍの膜を形成する。この膜は、微粒子により抑制された結着樹脂の低分子の拡散移動をさ
らにブロックする働きをし、結着樹脂のガラス転移温度Ｔｇ及び溶融温度Ｔｍ程度よりや
や温度が高くなった厳しい条件下でも良好な耐熱ブロッキング性を付与する。
【００８６】
前記低融点滑剤としては、前述の耐オフセット性を向上させる目的で用いる低融点滑剤が
挙げられる。中でも、融点が１００℃以下の低融点滑剤が好ましい。前記低融点滑剤の含
有量は、３～１０重量％が好ましく、３～７重量％がさらに好ましい。
【００８７】
前記微粒子は、耐熱ブロッキング性の効果を十分に引き出す観点から、平均粒子径１～３
００ｎｍの微粒子が好適である。また、さらにトナー粉体の熱保存性を上げることが出来
る観点から、前記微粒子は、異なる平均粒子径の微粒子を含むことが好適である。具体的
には、微粒子が、平均粒子径３０～２００ｎｍ、好ましくは３０～１５０ｎｍの微粒子と
、その他の平均粒子径の微粒子とを含むことが好適である。その他の平均粒子径は、平均
粒子径３０～２００ｎｍの微粒子よりも小さい平均粒子径の微粒子の場合、平均粒子径１
～３０ｎｍ、好ましくは５～３０ｎｍの微粒子が好適であり、平均粒子径３０～２００ｎ
ｍの微粒子よりも大きい平均粒子径の微粒子の場合、平均粒子径２００～３００ｎｍの微
粒子が好適である。
【００８８】
本発明のトナーは、前記微粒子が分散性よく含有しているため、低いガラス転移温度Ｔｇ
及び溶融温度Ｔｍの結着樹脂を用いても、粉体トナー同士、定着画像と紙、定着画像同士
の耐熱ブロッキング性を得ることができ、さらに低融点滑剤を含有すると、十分な耐熱ブ
ロッキング性を得ることができる。このため前記微粒子に加え、低融点滑剤を含有する本
発明のトナーは、オイルレス条件下で定着するトナーにおいても良好な離型性を持ちつつ
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、定着温度の低温化が図れる。
【００８９】
オイルレス条件下で定着する場合は、トナーの耐ホットオフセット性のみならず、定着器
への耐巻き付き性（トナー層を接着層として紙ごと巻き付く現象を避けること）を確保し
なくてはならず、低融点滑剤による離型効果だけでは不十分であって、結着樹脂が、特定
の粘弾性特性を有することが好適である。
【００９０】
良好な耐巻き付き性を得る結着樹脂の粘弾性特性としては、剥離変形における粘性変形に
よるエネルギー損失を小さく抑えることが必要であり、即ち結着樹脂のガラス転移温度と
結着樹脂の損失弾性率Ｇ”が１×１０ 4  Ｐａ・ｓとなる温度との間に、結着樹脂の粘弾性
におけるｔａｎδ（損失弾性率Ｇ”／貯蔵弾性率Ｇ’）が極小値を有し、且つその極小値
が１．２未満であることが好適である。トナーが定着器表面から剥離する変形は、トナー
の層の厚みが１０μｍ程度で薄いことから、実質のトナーの剥離変形速度は非常に速くな
り、粘弾性の温度と時間換算則から、ガラス転移温度後半の温度付近の結着樹脂の粘弾性
は、剥離変形に大きく影響する。
【００９１】
このような粘弾性特性を得るための結着樹脂は、重量平均分子量で、重縮合樹脂であれば
、１５０００～２００００程度、ビニル系樹脂であれば、４００００～６００００程度で
あって、オイルを用いた定着に適しうる樹脂の分子量の１．５倍以上に上げる必要が有る
。従って、必然的に定着温度が上がってしまう。しかし、前述のとおり、ガラス転移温度
及び溶融温度を下げても、良好な耐熱ブロッキング特性が得られるために、この場合でも
、低温定着が可能となる。
【００９２】
本発明のトナーは、それ自体公知の製造方法に従って製造することができる。前記製造方
法としては、特に制限はなく、目的に応じて適宜決定することができる。例えば、混練粉
砕法、混練冷凍粉砕法、液中乾燥法（特開昭６３－２５６６４号公報）、溶融トナーを不
溶解性液体中で剪断撹拌して微粒子化する方法、結着樹脂と着色剤を溶剤に分散させジェ
ット噴霧により微粒子化する方法、懸濁重合法（特開平５－６１２３９号公報）等が挙げ
られるが、中でも混練粉砕法が好ましい。混練粉砕法は、結着樹脂と着色剤及びその他の
添加剤とを、バンバリー型混練機や二軸型混練機等を用いて溶融混練し、ハンマーミルや
ジェット式粉砕機等で粉砕を行い、慣性力分級機等で分級を行いトナーを得るものであり
、材料効率がよく安価にトナーを製造できるとともに、添加剤を比較的分散性よく内添さ
せることができる点で優れている。この方法によれば、微粒子を凝集させることなくトナ
ー中に分散内添することができる。
【００９３】
本発明のトナーは、電子写真用現像剤におけるトナーとして好適に用いることができる。
本発明の電子写真用現像剤は、少なくとも本発明のトナーを含む１成分系電子写真用現像
剤であってもよいし、少なくとも本発明のトナーとキャリアとを含む２成分系の電子写真
用現像剤であってもよい。前記キャリアとしては、特に制限はなく、それ自体公知のキャ
リア、例えば、樹脂被覆キャリア等が好適に挙げられる。前記樹脂被覆キャリアは、芯材
の表面に樹脂を被覆してなる。前記芯材としては、例えば、鉄粉、フェライト粉、ニッケ
ル粉等の磁性を有する粉体等が挙げられる。前記樹脂としては、例えば、フッ素系樹脂、
ビニル系樹脂、シリコーン系樹脂等が挙げられる。
【００９４】
本発明の電子写真用現像剤は、目的に応じて、適宜選択した添加剤等を含有していてもよ
い。例えば、磁性を得る目的で、鉄、フェライト、マグネタイトを始めとする鉄類、ニッ
ケル、コバルト等の強磁性を示す金属、合金又はこれらの金属を含む化合物、磁性材料、
磁化可能な材料を含有していてもよい。
【００９５】
本発明の電子写真用現像剤は、各種画像形成方法に好適に使用することができる。
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本発明の画像形成方法は、電子写真用現像剤として本発明の電子写真用現像剤を用いる。
本発明の画像形成方法は、それ自体公知の画像形成工程、例えば、潜像担体上に潜像を形
成する工程、前記潜像を電子写真用現像剤を用いて現像しトナー像を形成する工程、現像
されたトナー像を被転写体上に転写する工程、及び被転写体上のトナー像を定着する工程
を含むものが挙げられる。現像されたトナー像を被転写体上に転写する工程おいて、現像
されたトナー像をまず中間転写体上に転写し、さらに中間転写体上に転写されたトナー像
を被転写体上に転写してもよい。中間転写体はローラ状のものでもよいし、ベルト状のも
のでもよい。また、転写と定着は同時に行ってもよい。
【００９６】
本発明の画像形成方法に用いる定着装置は、加熱接触型定着装置が使用でき、例えば、芯
金上にゴム弾性層を有し、必要に応じて定着部材表面層を具備した加熱ローラと、芯金上
にゴム弾性層を有し、必要に応じて定着部材表面層を具備した加圧ローラとからなる熱ロ
ーラ定着装置や、そのローラとローラとの組み合わせを、ローラとベルトとの組み合わせ
、ベルトとベルトとの組み合わせに代えた熱ベルト定着装置が使用できる。
【００９７】
本発明の画像形成方法には、公知の離型剤塗布手段を具備してなる定着装置を使用するこ
とができるし、離型剤塗布手段がない、所謂オイルレス定着装置も使用することができる
。公知の離型剤塗布手段を具備してなる定着装置を使用する場合、離型剤供給量は、適宜
選択すればよいが、２ｍｇ／Ａ４以下であることが好適である。
【００９８】
前記ゴム弾性層としては、シリコーンゴムやフッ素ゴム等の耐熱性ゴムが用いられ、その
厚さは、０．１～３ｍｍが好ましく、そのゴム硬度は、６０以下が好ましい。前記定着部
材が前記弾性層を有すると、被転写体上のトナー画像の凹凸に追従して前記定着部材が変
形し、定着後における画像表面の平滑性を向上させることができる点で有利である。前記
弾性層の厚みが厚すぎると、前記定着部材の熱容量が大きくなり、前記定着部材を熱する
のに長い時間を要する上、その消費エネルギーも増大してしまう点で好ましくない。また
、前記弾性層の厚みが薄すぎると、前記定着部材の変形がトナー画像の凹凸に追従できな
くなり、溶融ムラが発生する点、及び剥離に有効な弾性層の歪みが得られない点で好まし
くない。
【００９９】
前記定着部材表面層としては、シリコーンゴム、フッ素ゴム、フッ素ラテックス、フッ素
樹脂が用いられる。中でも、耐摩耗性の点でフッ素樹脂が優れている。前記フッ素樹脂と
しては、ＰＦＡ（パーフロロアルコキシエチルエーテル共重合体）等のテフロン、フッ化
ビニリデン等が含有された軟質フッ素樹脂を用いることができる。前記定着部材の基材（
コア）には、耐熱性に優れ、変形に対する強度が強く、熱伝導性の良い材質が選択され、
ロール型の定着装置の場合には、例えばアルミ、鉄、銅等が選択され、ベルト型の定着装
置の場合には、例えばポリイミドフィルム、ステンレス製ベルト等が選択される。
【０１００】
前記定着部材弾性層及び表面層は、目的に応じて各種の添加剤等を含有していてもよく、
例えば、磨耗性向上、抵抗値制御等の目的でカーボンブラックや金属酸化物、ＳｉＣ等の
セラミックス粒子等を含有してもよい。
【０１０１】
前記定着部材には、さらなる離型性向上と耐摩耗性向上のためにシリコーンオイル等の離
型剤を塗布してもよい。前記離型剤としてはに制限はないが耐熱性オイル、例えば、ジメ
チルシリコーンオイル、フッ素オイル、フロロシリコーンオイルやアミノ変性シリコーン
オイル等の変性オイル等の液体離型剤が挙げられる。
【０１０２】
前記被転写体（記録材）としては、例えば、電子写真方式の複写機、プリンター等に使用
される普通紙及びＯＨＰシート等が挙げられる。前記被転写体としては、浸透防止の効果
を発揮する観点から、特に表面平滑度が、８０秒以下のものが好適である。表面平滑度は
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、ＪＩＳ　Ｐ８１１９にしたがって測定される値である。定着後における画像表面の平滑
性をさらに向上させたい場合は、表面ができるだけ平滑であるのものを用いればよく、例
えば、普通紙の表面を樹脂等でコーティングしたコート紙、印刷用のアート紙等が挙げら
れる。
【０１０３】
図２は、本発明の画像形成方法に好適に用いられる画像形成装置の１例を示す概略構成図
である。
図２に示す画像形成装置は、感光体１１を備え、感光体１１の周りには、クリーナー１２
、帯電器１３、露光装置１４、シアン、マゼンタ、イエロー、ブラックの各現像剤を搭載
した現像器１５ａ、１５ｂ、１５ｃ、１５ｄ、及び転写用ロール１７を、この順序で配置
されている。転写用ロール１７の内側には、感光体１１に対向するように転写帯電器１６
を設けてある。また、転写用ロール１７の周りには剥離爪１８が設けられている。また、
転写用ロール１７により被転写体２１に転写されたトナー像１０を定着させる加熱ローラ
１９と加圧ローラ２０からなる一対の熱ロール定着器を備える。
【０１０４】
図２に示す画像形成装置を用いると以下のように画像が形成される。
帯電器１３により帯電させた感光体１１を露光装置１４により露光して感光体１１上に潜
像を形成させる。この感光体１１上の潜像は現像器１５ａ、１５ｂ、１５ｃ、１５ｄにて
順次に現像されトナー像１０を形成させる。現像されたトナー像１０は、トナーの摩擦電
荷と逆極性のバイアス電荷を転写帯電器１６により印加され、被転写体２１上に転写され
る。被転写体２１は、転写ロール１７の回転に伴い、剥離爪１８により転写ロール１７か
ら剥がされる。剥離爪１８により剥離された被転写体２１上のトナー像１０は、被転写体
２１を加熱ローラ１９と加圧ローラ２０との間を通過させることにより被転写体２１上に
定着され、画像が形成される。なお、感光体１１上のトナー像１０を被転写体２１に転写
した後、感光体１１上の残存したトナー像１０は、クリーナー１２よって除去される。
【０１０５】
図３は、本発明の画像形成方法に好適に用いられる画像形成装置の１例を示す概略構成図
である。
図３に示す画像形成装置は、図２に示す画像形成装置の転写帯電器１６、転写用ロール１
７、及び剥離爪１８の代わりに、ロール状の中間転写体２２を設けてあり、中間転写体２
２の周りに転写帯電器２３を備える以外は、図２に示す画像形成装置と同様の構成である
。
【０１０６】
図３に示す画像形成装置を用いて以下のように画像が形成される。
帯電器１３により帯電させた感光体１１を露光装置１４により露光して感光体１１上に潜
像を形成させる。この感光体１１上の潜像は現像器１５ａ、１５ｂ、１５ｃ、１５ｄにて
順次に現像されトナー像１０を形成させる。現像されたトナー像１０はロール状の中間転
写体２２上に転写される。ロール状の中間転写体２２上のトナー像１０は、トナーの摩擦
電荷と逆極性のバイアス電荷を転写帯電器２３により印加され、被転写体２１上に転写さ
れる。被転写体２１上のトナー像１０は、被転写体２１を加熱ローラ１９と加圧ローラ２
０との間を通過させることにより被転写体２１上に定着され、画像が形成される。なお、
感光体１１上のトナー像１０を被転写体２１に転写した後、感光体１１上の残存したトナ
ー像１０は、クリーナー１２よって除去される。
【０１０７】
図４は、本発明の画像形成方法に好適に用いられる画像形成装置の１例を示す概略構成図
である。
図４に示す画像形成装置は、感光体３１を備え、感光体３１の周りに、クリーナー３２、
帯電器３３、露光装置３４、現像器３５、及び転写帯電器３６を、この順序で配置した現
像ユニット３７ａ、３７ｂ、３７ｃ、３７ｄを備える。現像ユニット３７ａ、３７ｂ、３
７ｃ、３７ｄの現像器３５にはシアン、マゼンタ、イエロー、ブラックの各現像剤が搭載
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されている。現像ユニット３７ａ、３７ｂ、３７ｃ、３７ｄの感光体３１と転写帯電器３
６の間にはベルト状の中間転写体３８を介している。ベルト状の中間転写体３８は、発熱
体３９が内蔵されている加熱支軸ローラ４０と支軸ローラ４１とで張架されている。加熱
支軸ローラ４０は、ベルト状の中間転写体３８を介して加圧ローラ４２で圧接されている
。
【０１０８】
図４に示す画像形成装置を用いて以下のように画像が形成される。
帯電器３３により帯電させた感光体３１を露光装置３４により露光して感光体３１上に潜
像を形成させる。この感光体３１上の潜像は現像器３５にて現像されトナー像１０を形成
させる。現像されたトナー像１０は、トナーの摩擦電荷と逆極性のバイアス電荷を転写帯
電器３６により印加され、ベルト状の中間転写体３８上に転写される。感光体３１上のト
ナー像１０をベルト状の中間転写体３８上に転写した後、感光体３１上の残存したトナー
像１０は、クリーナー３２よって除去される。この一連の操作を現像ユニット３７ａ、３
７ｂ、３７ｃ、３７ｄで順次行われる。加熱ローラ４０は、現像ユニット３７ａ、３７ｂ
、３７ｃ、３７ｄにより転写されたベルト状の中間転写体３８上のトナー像１０が加熱支
軸ローラ４０の方向に進むように回転している。ベルト状の中間転写体３８上のトナー像
１０は、加熱支軸ローラ４０近づくにつれ、徐々に加熱され、加熱支軸ローラ４０の位置
に達した時点で溶融する。ベルト状の中間転写体３８上の溶融したトナー像１０を、加熱
支軸ローラ４０とベルト状の中間転写体３８を介して圧接されている加圧ローラ４２との
間に通過させる際、被転写体４３を挿入し、被転写体４３上にトナー像１０を転写すると
同時に定着させ、画像を形成する。
【０１０９】
図４に示す、ベルト状の中間転写体を用い、転写と定着と同時に行う画像形成装置のよう
な、トナーを被転写体上に転写する熱転写方式においても、本発明のトナーは好適に使用
できる。これは、低い圧力で加熱時間が長くかつ搬送が行われる熱転写方式において、本
発明のトナーが変形に対して降伏値を持ち、画像のずれを防ぐためである。
【０１１０】
【実施例】
以下、本発明の実施例及び比較例について説明するが、本発明はこれらにより何ら限定さ
れるものではない。
（ポリエステル樹脂ＰＥＳａの合成例）
攪拌機、温度計、コンデサー、及び窒素ガス導入管を備えた反応容器中に、テレフタル酸
９９．７重量部（０．６０モル）と、イソフタル酸６６．５重量部（０．３９モル）と、
ビスフェノールＡエチレンオキサイド２モル付加物２１１．３重量部（０．６５モル）と
、エチレングリコール２４．２重量部と、触媒としてジブチルスズオキサイド２．０重量
部（０．００８モル）とを加え混合溶液を得た。反応容器内を乾燥窒素ガスで置換した後
、混合溶液を窒素ガス気流下約２００℃で約５時間撹拌反応させ、さらに約２４０℃に昇
温し約３時間撹拌反応させた。攪拌反応後、反応容器内を１０．０ｍｍＨｇまで減圧し、
混合溶液を減圧下で約０．２時間攪拌反応させて、無色透明な非晶性のポリエステル樹脂
ＰＥＳａを得た。ＰＥＳａの物性値は、表１に示す。
【０１１１】
（ポリエステル樹脂ＰＥＳｂの合成例）
攪拌機、温度計、コンデサー、及び窒素ガス導入管を備えた反応容器中に、テレフタル酸
９９．７重量部（０．６０モル）と、イソフタル酸６６．５重量部（０．３９モル）と、
ビスフェノールＡエチレンオキサイド２モル付加物１４６．３重量部（０．４５モル）と
、２，２－ジエチル－１，３－プロパンジオール１９．８３重量部（０．１５モル）と、
エチレングリコール２７．９重量部（０．４５モル）と、触媒としてジブチルスズオキサ
イド２．２重量部（０．００９モル）とを加え混合溶液を得た。反応容器内を乾燥窒素ガ
スで置換した後、混合溶液を窒素ガス気流下約１９０℃で約６時間撹拌反応させ、さらに
約２４０℃に昇温し約３時間撹拌反応させた。攪拌反応後、反応容器内を１０．０ｍｍＨ
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ｇまで減圧し、混合溶液を減圧下で約０．２時間攪拌反応させて、淡黄色透明な非晶性の
ポリエステル樹脂ＰＥＳｂを得た。ＰＥＳｂの物性値は、表１に示す。
【０１１２】
（ポリエステル樹脂ＰＥＳｃの合成例）
攪拌機、温度計、コンデサー、及び窒素ガス導入管を備えた反応容器中に、テレフタル酸
９９．７重量部（０．６０モル）と、イソフタル酸６６．５重量部（０．３９モル）と、
ビスフェノールＡエチレンオキサイド２モル付加物１４６．３重量部（０．４５モル）と
、ビスフェノールＡプロピレンオキサイド２モル付加物２３７．７重量部（０．６９モル
）と、２，２－ジエチル－１，３－プロパンジオール１９．８３重量部（０．１５モル）
と、チタン（ＩＶ）テトラブトキシサイドモノマー２．０重量部（０．００６モル）とを
加え混合溶液を得た。反応容器内を乾燥窒素ガスで置換した後、混合溶液を窒素ガス気流
下約１８０℃で約５時間撹拌反応させ、さらに約２００℃に昇温し約１時間撹拌反応させ
た。攪拌反応後、窒素ガス気流下で、混合溶液を約１２０℃まで低下させて、酢酸エチル
とｎ－ヘキサンとを展開溶媒としたシリカ薄層クロマトグラフィー（以下、ＴＬＣという
ことがある。）を用いて、未反応のビスフェノールＡエチレンオキサイド２モル付加物が
残留していないことを確認した。混合溶液にエチレングリコール１２４．０重量部（２．
００モル）とチタン（ＩＶ）テトラブトキシサイドモノマー１．０重量部（０．００３モ
ル）とを加え、この混合溶液を窒素ガス気流下約１８０℃で約３時間撹拌反応させ、さら
に約２００℃に昇温し約１時間撹拌反応させた。攪拌反応後、窒素ガス気流下で、混合溶
液を約１２０℃まで低下させて、酢酸エチルとｎ－ヘキサンとを展開溶媒としたＴＬＣを
用いて、未反応の酸成分が残留していないことを確認した。次に反応容器内を０．８ｍｍ
Ｈｇまで減圧し、混合溶液から余剰モノマーを除去しながら、１０℃／５分の割合で２４
０℃まで昇温し、約２．５時間反応させて、淡黄色透明な非晶性のポリエステル樹脂ＰＥ
Ｓｃを得た。ＰＥＳｃの物性値は、表１に示す。
【０１１３】
（ポリエステル樹脂ＰＥＳｄの合成例）
ポリエステル樹脂ＰＥＳａにおいて、用いる化合物を、テレフタル酸１０８．０重量部（
０．６５モル）、ドデセニルコハク酸無水物７１．９重量部（０．２７モル）トリメリッ
ト酸無水物１５．４重量部（０．０８モル）ビスフェノールＡエチレンオキサイド２モル
付加物９７．５重量部（０．３０モル）、エチレングリコール１．８６重量部（０．０３
モル）、及び触媒としてジブチルスズオキサイド２．０重量部（０．００８モル）に代え
、さらに反応時間及び温度を代えた以外はポリエステル樹脂ＰＥＳａと同様にして淡黄色
透明な非晶性のポリエステル樹脂ＰＥＳｄを得た。ＰＥＳｄの物性値は、表１に示す。
【０１１４】
（ポリエステル樹脂ＰＥＳｅの合成例）
ポリエステル樹脂ＰＥＳｂ７０重量部とポリエステル樹脂ＰＥＳｃ３０重量部とを、バン
バリー混錬機で溶融混錬しポリエステル樹脂ＰＥＳｅを得た。ＰＥＳｅの物性値は、表１
に示す。
【０１１５】
（スチレン－アクリル共重合樹脂ＳＴＡｆの合成例）
容器内を乾燥窒素ガスで置換した反応容器中に、溶媒として充分に水分を除去したＴＨＦ
７８０重量部と、モノマーとしてスチレン２７７．７重量部（２．６７モル）と、ｎ－ブ
チルアクリレート７３．０重量部（０．５７モル）と、２，２’－アゾビスイソブチロニ
トリル３．８重量部（０．０２３モル）とを加えの混合溶液を得た。混合溶液を約６０℃
に昇温し約６０時間撹拌反応させた。反応終了後、混合溶液を約７０００重量部のメタノ
ール中に撹拌しながらゆっくりと滴下し沈殿物を得た。さらに沈殿物を濾過後、約４０℃
で真空乾燥して無色透明な非晶性のスチレン－アクリル共重合樹脂ＳＴＡｆを得た。ＳＴ
Ａｆの物性値を表１に示す。
【０１１６】
【表１】
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【０１１７】
（架橋粒子水分散液Ｐ１の製造例）
複数の攪拌翼を有する攪拌機、還流冷却器、温度計、窒素導入管を備えた反応容器中に、
イオン交換水９２０重量部を加え、反応容器内を十分に窒素置換した。反応容器中に、ド
デシルベンゼンスルホン酸ナトリウム１６重量部と、スチレンモノマー７０重量部、アク
リル酸モノマー１５重量部、及びジビニルベンゼンモノマー２０重量部の混合物と、過硫
酸ナトリウム１．５重量部とを加えて、十分に攪拌して混合溶液を得た。混合溶液を２５
０ｒｐｍ程度で攪拌しながら、約８０℃で約５時間攪拌反応させた。攪拌反応後、混合溶
液を冷却し、孔径８μｍ、２μｍ、１μｍ、０．８μｍ、０．６μｍ、０．４５μｍ、０
．２μｍ、０．１μｍのフィルターを順次用いて吸引ろ過して粗粉を除去した。ろ過液を
、セラミックフィルターを具備した限外濾過装置（日本ガイシ社製）を用いて、約５０リ
ットルのイオン交換水で限外濾過して、最終的に固形分濃度を２５重量％に調節して、架
橋粒子水分散液Ｐ１を得た。Ｐ１は、ほぼ球形粒子であり、平均粒子径は約０．０６７μ
ｍであった。なお、粒子の平均粒子径は、分散液の一部を凍結乾燥して得られた乾燥粒子
を透過電子顕微鏡（ＴＥＭ）により観察・写真撮影して、写真から任意の５００個の粒子
径を測定して、その平均値を取ることにより得られた値である。
【０１１８】
（架橋粒子水分散液Ｐ２～Ｐ６の製造例）
ドデシルベンゼンスルホン酸ナトリウムの量と、粗粉除去用のフィルターを適宜変更した
以外は、架橋粒子水分散液Ｐ１と同様にして、ほぼ球形粒子であり、表２に示す平均粒子
径の架橋粒子水分散液Ｐ２～Ｐ６をそれぞれ得た。
【０１１９】
【表２】
　
　
　
　
　
【０１２０】
（メルトフラッシング処理した微粒子の樹脂分散体の製造例）
結着樹脂（７０重量部）と、架橋粒子水分散液（１２０重量部）とを、容積３リットルの
加圧ニーダーで溶融・混練して水分を除去し、微粒子含有量３０重量％のメルトフラッシ
ング処理された粒子分散樹脂を得た。メルトフラッシング処理の手順は、詳しくは以下の
通りである。まず、ニーダーに、結着樹脂（５０重量部）と架橋粒子水分散液（５０重量
部）とを加え、ローターを３０ｒｐｍで回転させて、徐々に１０５℃に加熱し、約４５分
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間溶融・混練して水分を除去した。次に、ニーダー温度を９０℃に下げてから、結着樹脂
（１０重量部）と架橋粒子水分散液（４０重量部）とを加え、徐々に１０５℃まで加熱し
、約３０分間溶融・混練した。残りの結着樹脂（１０重量部）と架橋粒子水分散液（４０
重量部）とを、同様の操作で加え溶融・混練し、さらに１２０℃で約１０分間溶融・混練
した。冷却後ニーダーから取り出し、数ミリ程度まで粗粉砕した後、バンバリー型混練機
で、１２０ｒｐｍで約１０分間溶融・混練してメルトフラッシング処理をされた微粒子の
樹脂分散体を得た。メルトフラッシング処理により得られた微粒子の樹脂分散体を、一辺
が約０．５ｃｍの大きさに砕き、その破面の一つを常法に従って走査型電子顕微鏡（ＳＥ
Ｍ）で観察したところ、樹脂中で粒子が非常に均一に分散されており、粒子の凝集体は観
察されなかった。なお、実施例及び比較例で用いた、結着樹脂と架橋粒子水分散液との組
み合わせはトナーの組成と共に表４～５に示す。また、表中、メルトフラッシング処理は
「ＭＦＢ」と示す。
【０１２１】
（メルトブレンド処理１された微粒子の樹脂分散体の製造例）
架橋粒子水分散液を凍結乾燥し、乾燥後、ミルで解砕し乾燥粒子を得た。結着樹脂と乾燥
粒子とを（重量比（樹脂：粒子）＝７：３）、東洋精機社製小型２軸押し出し機を用いて
、９０℃～１５０℃で１０回加熱溶融・混練し、ミルで粉砕し、メルトブレンド処理１さ
れた微粒子の樹脂分散体を得た。実施例及び比較例で用いた、結着樹脂と架橋粒子水分散
液との組み合わせはトナーの組成と共に表４～５に示す。また、表中、メルトブレンド処
理１は「ＥＸ１」と示す。
【０１２２】
（メルトブレンド処理２された微粒子の樹脂分散体の製造例）
架橋粒子水分散液を凍結乾燥し、乾燥後、ミルで解砕し乾燥粒子を得た。結着樹脂と乾燥
粒子とを（重量比（樹脂：粒子）＝７：３）、東洋精機社製小型２軸押し出し機を用いて
、９０℃～１５０℃で１回加熱溶融・混練し、ミルで粉砕し、メルトブレンド処理２され
た微粒子の樹脂分散体を得た。実施例及び比較例で用いた、結着樹脂と架橋粒子水分散液
との組み合わせはトナーの組成と共に表４～５に示す。また、表中、メルトブレンド処理
２は「ＥＸ２」と示す。
【０１２３】
（無機粒子Ｓ１～Ｓ４）
表３に示す平均粒子径の粒子（日本アエロジル社製）を無機粒子Ｓ１～Ｓ４として用いる
。
【０１２４】
【表３】
　
　
　
　
　
　
【０１２５】
（樹脂コート処理された微粒子の樹脂分散体の製造例）
結着樹脂（１０００ｇ）をＴＨＦ（２００００ｍｌ）に溶解させて、樹脂溶液を得た。樹
脂溶液に、無機粒子を、投入、分散させ、１時間攪拌した。攪拌後、減圧下４５℃でＴＨ
Ｆを蒸発させ、結着樹脂でコートされた無機微粒子の乾固物を得た。乾固物をミルで解砕
し、樹脂コート処理された微粒子の樹脂分散体を得た。実施例及び比較例で用いた、結着
樹脂と無機微粒子との組み合わせはトナーの組成と共に表４に示す。また、表中、樹脂コ
ート処理は「ＰＣＳ」と示す。
【０１２６】
〔実施例１～１４〕
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表４示す組成に従い、結着樹脂と、微粒子の樹脂分散体と、フラッシング処理されたシア
ン顔料「シアニンブルー４９３３Ｍ」（大日精化工業（株）製）の樹脂分散体（顔料分３
０重量％）と、必要に応じてワックスとを、ＢＲ型バンバリー型混練機（神戸製鋼社製）
で、回転数１２０ｒｐｍで約１５分間溶融・混練した。混練物を圧延ロールで厚さ１ｃｍ
程度の板状に成形した後、フィッツミル型粉砕機で数ミリ程度まで粗粉砕、ＩＤＳ型粉砕
機で微粉砕、及びエルボー型分級機で分級を順次行い、粒子含有量１０重量％、顔料含有
量４％、体積平均粒子径ｄ（５０）＝６．９μｍのシアントナーを得た。得られたシアン
トナーに疎水性シリカ粉末（「Ｒ９７２」日本アエロジル社製）を３重量％、ヘンシェル
ミキサーで外添混合して実施例１～１４のシアントナーをそれぞれ得た。なお、シアント
ナーの粒度分布はコールターカウンターＴＡ－ II型　（コールター社製）で測定した。
【０１２７】
【表４】
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【０１２８】
〔比較例１、３、７、８、９〕
微粒子の樹脂分散体を用いない以外は、表５に示す組成に従い、実施例１と同様に操作し
て比較例１、３、７、８、９のシアントナーを得た。
【０１２９】
〔比較例２、４、５〕
表５に示す組成に従い、実施例１と同様に操作して比較例２、４、５のシアントナーを得
た。
【０１３０】
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〔比較例６〕
微粒子の樹脂分散体として、予め微粒子の樹脂分散処理を行うことなく、直接微粒子（架
橋粒子分散液Ｐ６）を添加すること以外は、表５に示す組成に従い、実施例１と同様に操
作して比較例６のシアントナーを得た。
【０１３１】
【表５】
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
【０１３２】
＜評価１＞
得られた実施例１～１４及び比較例１～９のシアントナーについて、それぞれ、微粒子の
分散状態、トナーの粘弾性特性を評価した。評価方法は以下の通りである。結果を表６～
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８に示す。
【０１３３】
（微粒子の分散状態）
トナーを２液型エポキシ系包埋剤中に包埋し、液体窒素で冷却した後、ダイヤモンドナイ
フを装着したミクロトームで厚さ約８０μｍの超薄切片を作製して走査型電子顕微鏡（Ｆ
ＥＳＥＭ）で観察し写真撮影した。写真撮影は無作為に抽出したトナー粒子５０個に対し
て３００００倍の倍率で行った。その写真から最大長で粒子径１．０μｍ以上の凝集体を
含有したトナー粒子の個数を数え、微粒子の分散状態を評価した。評価は、分散様態のよ
り良いものを◎、良いものを○、悪いものを×とした。なお、表６～８中にはトナー粒子
５０個中に存在する、粒子径１．０μｍ以上の凝集体を含有したトナー粒子の個数も示す
。
【０１３４】
（トナーの粘弾性特性の測定）
トナーの粘弾性特性は、以下のように測定した。測定装置は、レオメーター「ＲＤＡ２（
ＲＨＩＯＳシステムｖｅｒ，４．３）」（レオメトリック社製）を用い、また、測定用プ
レートは頂角０．１ｒａｄ、直径２５ｍｍのコーンａｎｄプレートを用いた。まず、トナ
ー約０．５ｇを、測定温度に加熱したホットプレート上で、スパチュラー等を用いて溶融
させ、直径約２５ｍｍに成型して測定用サンプルを得た。この操作は９０～１２０秒程度
で行った。レイメーターをレオロジー測定可能な温度で安定させ、さらに測定温度よりも
２０℃高い温度に設定した１分後に、得られた測定用サンプルを、プレート上の中央付近
に乗せて、スパチュラー等で下側のプレートに押し付けるように押し付けた。次にレオメ
ーターの設定温度を測定温度に変えて、測定用サンプルとプレートとの間に空気が入らな
いように注意しながら、上のコーンプレートを徐々に下げて、測定用サンプルに圧力を加
えながら、プレートギャップを０．０５ｍｍにして、プレートからはみ出した測定用サン
プルを取り除き、測定用サンプルとプレートとの壁面に段差ができないように調整した。
最後に温度を安定させるために測定用サンプルを１５分間放置した。この一連の操作は、
セティング開始から温度が安定するまで４０以内で行う必要がある。温度が安定した後、
以下の測定（測定（１）、（２））を連続して行った。なお、測定（２）、（１）の順で
測定を行った。
【０１３５】
測定（１）：トナーの動的複素弾性率Ｇ *  （歪み率１００％、周波数１０ｒａｄ／ｓｅｃ
）の測定。
測定周波数を１０ｒａｄ／ｓｅｃに固定し、測定温度を保持しながら、歪み率を１．０％
～１００％に変化させ、測定点の数を１０（１桁間の測定点の数は５点）で歪み率依存性
を測定し、トナーの動的複素弾性率Ｇ *  （歪み率１００％、周波数１０ｒａｄ／ｓｅｃ）
を求めた。
【０１３６】
測定（２）；トナーの動的複素弾性率Ｇ *  （歪み率１０％）の周波数依存性Ｇ *  （１００
ｒａｄ／ｓｅｃ）／Ｇ *  （１ｒａｄ／ｓｅｃ）の測定
測定歪み率を１０％にて固定し、周波数を０．１～４００ｒａｄ／ｓｅｃを変化させ、測
定点の数を２０（１桁間の測定点の数は５点）で周波数依存性を測定し、トナーの動的複
素弾性率Ｇ *  （歪み率１０％）の周波数依存性Ｇ *  （１００ｒａｄ／ｓｅｃ）／Ｇ *  （１
ｒａｄ／ｓｅｃ）を求めた。表中には周波数依存性（１００ｒａｄ／ｓｅｃ）／Ｇ *  （１
ｒａｄ／ｓｅｃ）は、「Ｇ *  （１００）／Ｇ *  （１）」と示す。
【０１３７】
測定（１）、（２）は、各々トナーで用いた結着樹脂の動的複素弾性率Ｇ * 1（歪み率１０
０％、周波数１０ｒａｄ／ｓｅｃ）が１０００Ｐａとなる温度で行った。この温度は、各
々トナーで用いた結着樹脂を用いて、測定（１）の温度を変えて測定し決定した。
【０１３８】
また、結着樹脂の動的複素弾性率Ｇ * 1（歪み率１００％、周波数１０ｒａｄ／ｓｅｃ）が
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１０００Ｐａとなる温度にて測定される、トナーの粘弾性におけるｔａｎδ（損失弾性率
Ｇ”／貯蔵弾性率Ｇ’）も表６～８に示す。
【０１３９】
＜評価２＞
得られた実施例１～１１及び比較例１～７のシアントナーをそれぞれ用いて、画像出力（
画像出力１）、微少オイル供給定着（定着方法１）を行い定着画像を得た。定着特性、光
沢度、発色性、ホットオフセット、微少オイル供給定着の剥離性、トナーの熱保存性、画
像の熱保存性の評価を行った。以下に、画像出力（定着出力１）、微少オイル供給定着（
定着方法１）、各評価の方法を示す。結果は表６～７に示す。
【０１４０】
（画像出力１）
トナー８重量部とキャリア１００重量部とを混合して現像剤を調整した。キヤリアは樹脂
被覆型キャリアであり、アミノ基含有ビニルポリマーとフッカアルキル基含有ビニルポリ
マーの混合体をフェライトコアに被覆したキャリアである。調整された現像剤を、定着器
を取り外したカラー複写機（「Ａ－ｃｏｌｏｒ９３５」富士ゼロックス社製）の現像器に
セットし未定着画像を出力した。出力画像は５０ｍｍ×５０ｍｍの大きさのベタ画像で、
画像トナー量は１ｃｍ 2  当たり０．６５ｍｇとした。用紙は、「Ｌ紙」（表面平滑度４１
秒）（富士ゼロックスオフィスサプライ社製）を用いた。「Ｌ紙」は従来白黒複写機で数
多く使用されているものである。
【０１４１】
（定着方法１）
定着は、カラー複写機（「Ａ－ｃｏｌｏｒ９３５」富士ゼロックス社製）から取り外した
定着器を、定着器のロール温度を可変できるように改造して使用した。定着器の用紙搬送
速度は毎秒１６０ｍｍとした。定着器には、Ａ－ｃｏｌｏｒ用フューザーオイル（シリコ
ーンオイル）を塗布してオフセットが発生しないように留意した。シリコーンオイルの塗
布は、ヒートロールにオイル含浸ロールを取り付けることにより行い、ブレードによって
塗布量を制御した。シリコーンオイルの塗布量はＡ４紙１枚当たり２．０ｍｇ（５．１×
１０ - 3ｍｇ／ｃｍ 2  ）とした。シリコーンオイル塗布量の測定は、定着器に白紙を通紙し
、そのオイルの付着した白紙をソックスレー抽出器で、溶媒としてヘキサンを用いてオイ
ルを抽出し、原子吸光分析装置にてオイル量を定量した。その定着器を用いて、トナーの
未定着画像を定着器の温度を１２０℃から２２０℃まで５℃づつ適宜変えて定着し定着画
像を得た。
【０１４２】
（定着特性の評価）
定着画像を目視評価し、トナーが十分に溶けていないことに伴う画像劣化（以下、「濃度
ムラ」という）の消失温度と、浸透現象に伴う画質劣化（以下、「浸透ムラ」という）の
発生温度を決定した。画質上、濃度ムラは文字どおり濃度のムラとして観測され、極低温
から発生し定着温度を上昇させるにつれて消失する。一方、浸透ムラはベタ画像中に白く
光る斑点のように観測され、定着温度を上昇させるにつれて発生し悪化する。比較例１の
シアントナーを用いた場合の濃度ムラの消失温度及び浸透ムラの発生温度に対応した画像
を基準画像として、その他の各トナーの定着画像と比較して、基準画像と同様の画像の濃
度ムラが消失もしくは浸透ムラが発生した温度をそれぞれ決定した。濃度ムラが消失した
最低の温度が最低定着温度であり、浸透ムラが発生した温度がしみ込み開始温度である。
また、しみ込みラティチュードは、しみ込み開始温度から最低定着温度までの温度範囲で
あり、即ち浸透現象が発生していない画像が得られる温度範囲である。しみ込みラティチ
ュードの評価基準は、温度範囲が２５℃以上のものを○、１５を超え２５℃未満のものを
△、１５℃以下ものを×とした。
【０１４３】
（光沢度の評価）
最低定着温度で得られた定着画像の光沢度（グロス値）を、グロスメーター（「ＧＭ－２
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６Ｄ」村上色彩技術研究所（株）製）を用い、画像への入射光角度を７５度とする条件で
測定した。
【０１４４】
（発色性の評価）
発色性の評価は、グロス値が１５以上であれば発色性に問題はないため○とし、グロス値
が１５未満であると濃度不足が顕著になってしまうため×とした。
【０１４５】
（ホットオフセットの評価）
ホットオフセットは、定着温度を順次上げて定着し、目視で画像汚れの発生を確認できた
温度を、ホットオフセット温度として評価した。画像汚れは、定着温度を上げて定着した
際、トナー画像が凝集破壊して定着器表面に移行するため、被転写体の定着器２周目の位
置に発生するものである。
【０１４６】
（微少オイル供給定着の剥離性の評価）
画像出力１、定着方法１において、出力画像５０ｍｍ×２７０ｍｍの大きさで、画像トナ
ー量１ｃｍ 2  当たり２．０ｍｇの用紙先端に位置するベタ画像を５℃おきに定着した。こ
の時、トナー付着による用紙と定着ロールとの剥離性について評価した。評価は、用紙が
定着ロールに巻き付くことなく剥離可能な温度範囲が３０℃以上であった場合○とし、０
℃以上３０℃未満であった場合×とした。
【０１４７】
（トナーの熱保存性（耐熱ブロッキング性）の評価）
トナー５ｇを４０℃、５０％ＲＨのチャンバーに１７時間放置した。室温にもどした後、
トナー２ｇを目開き４５μｍのメッシュに投入し、一定の条件で振動させた。メッシュ上
に残ったトナーの重量を測定し、仕込み量に対する重量比を算出した。この数値をトナー
の耐熱ブロッキング指数とした。評価基準は、耐熱ブロッキング指数が３％以下のとき◎
、３％を超え５％以下のとき○、５を超え１０％以下のとき△、１０％を超えたのときを
×とした。
【０１４８】
（画像の熱保存性（定着画像ドキュメントオフセット）の評価）
定着画像の画像同士を重ねあわせて、５０ｇ／ｃｍ 2  の荷重をかけて、温度５５℃、湿度
６０％の環境チャンバー内に７日間放置して、画像のオフセットを評価した。評価基準は
、まったく力を加えずに剥離できたものと剥離させるのに力を加えても画像劣化の無かっ
たものを◎、剥離させた時に画像劣化（画像の転移）のなかったものを○、剥離させた時
に画像劣化（画像の転移）が発生したもののうち、紙まではちぎれなかったものを△、紙
まではちぎれたものを×とした。
【０１４９】
【表６】
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【０１５０】
【表７】
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【０１５１】
＜評価３＞
得られた実施例１２～１４及び比較例８～９のシアントナーをそれぞれ用いて、画像出力
（画像出力２）、オイルレス定着（定着方法２）を行い定着画像を得た。オイルレス定着
画像の剥離性を評価した。また、定着特性、光沢度、発色性、ホットオフセット、トナー
の熱保存性、画像の熱保存性も評価１と同様に評価した。以下に画像出力（画像出力２）
、オイルレス定着（定着方法２）、及び評価の方法を示す。結果を表８に示す。
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（画像出力２）
画像出力１と同様に未定着画像を出力した。
（定着方法２）
定着器の定着ロールの表面材料を、テフロンチューブに替え、且つ、シリコーンオイルの
塗布量を０とした以外は、定着方法１と同様にして定着画像を得た。
【０１５２】
（オイルレス定着画像の剥離性の評価）
画像出力２、定着方法２において、出力画像５０ｍｍ×２７０ｍｍの大きさで、画像トナ
ー量１ｃｍ 2  当たり２．０ｍｇの用紙先端に位置するベタ画像を５℃おきに定着した。こ
の時、トナー付着による用紙と定着ロールとの剥離性について評価した。評価は、用紙が
定着ロールに巻き付くことなく剥離可能な温度範囲が３０℃以上であった場合○とし、０
℃以上３０℃未満であった場合×とした。
【０１５３】
【表８】
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【０１５４】
＜評価４＞
得られた実施例１～１４及び比較例１～９のシアントナーをそれぞれ用いて、画像出力（
画像出力３）、定着（定着方法３）を行い定着画像を得た。得られた定着画像のＯＨＰ光
透過性を評価した。以下に画像出力（画像出力３）、定着（定着方法３）、及び評価の方
法を示す。
【０１５５】
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（画像出力３）
用紙を、Ｌ紙から白黒用ＯＨＰ（富士ゼロックス（株）社製）に代えた以外は画像出力１
と同様にして未定着画像を出力した。また、ソリッド画像に加えて５０％濃度の画像も出
力した。
【０１５６】
（定着方法３）
実施例１～１１及び比較例１～７のシアントナーの場合、搬送速度を毎秒３０ｍｍ、定着
器温度を各トナーの最低定着温度よりも１５℃高い温度で定着した以外は、定着方法１と
同様にして定着画像を得た。また、実施例１２～１４及び比較例８～９のシアントナーの
場合、搬送速度を毎秒３０ｍｍ、定着器温度を各トナーの最低定着温度よりも１５℃高い
温度で定着した以外は、定着方法２と同様にして定着画像を得た。
【０１５７】
（ＯＨＰ光透過性の評価）
定着画像の光透過率を、分光光度計（「Ｕ－３２１０」日立製作所社製）を用いて、波長
４８０ｎｍのモードで測定した。
【０１５８】
＜評価１～４の評価結果＞
（実施例１～１１、比較例１～７について）
比較例１で得られたトナーは、従来よりカラー複写機で用いられてきたシアントナーであ
り、シャープメルト性を有するために溶融ムラが消失した温度から１５℃上昇させたとこ
ろで浸透現象が発生してしまう。今回の評価結果は富士ゼロックスオフィスサプライ社製
「Ｌ紙」を用いているため１５℃の使用可能温度範囲を有するが、浸透現象の発生温度は
、紙密度が低いほど、また、紙表面の平滑性が低いほど発生しやすくなってしまう。従っ
て、さらに紙密度が低い薄紙（例えば、富士ゼロックスオフィスサプライ社製「Ｓ紙」や
、紙表面の平滑性が悪い古紙配合のリサイクル紙、例えば富士ゼロックスオフィスサプラ
イ社製「ＷＲ紙」や「Ｇｒｅｅｎ１００紙」）を使用した場合には、使用可能温度範囲が
もっと狭く、場合によっては無くなってしまう。一方、微粒子の分散性を満たした実施例
１～実施例１１のシアントナーは、いずれも２５℃以上の使用可能温度範囲を有している
。特に実施例１～５、及び７～１１のシアントナーは、３０℃以上の使用可能温度範囲を
有しており、前述のような条件の悪い紙を用いても充分以上の使用可能温度範囲を有する
ことができる。さらに、得られたグロスもいずれも３０以上あり光沢性、発色性ともに充
分であった。
【０１５９】
また、実施例１及び２の結果からも分かるように実施例２のシアントナーは、微粒子のフ
ラッシング処理を行っていない、あるい樹脂コート処理が不十分であるために、粘弾性特
性は満たされているが粒子の分散性が僅かに劣るため使用可能温度範囲が比較的狭くなっ
てしまっている。実施例６は、微粒子の分散性は本発明の範囲を満たしているが粘弾性特
性が若干劣るため、使用可能温度範囲が比較的狭くなってしまっている。逆に比較例１、
３、７のシアントナーは、微粒子を含有せず、結果として使用可能温度範囲が得られなか
った。比較例３のシアントナーは、比較例１のシアントナーと比較して、結着樹脂の分子
量を挙げたものであるが、効果的な使用可能温度範囲が得られなかったかりでなく、最低
定着温度が上昇してしまった。比較例２、４～６のシアントナーは、本発明の微粒子の分
散状態、粘弾性特性を満たしていないため、十分な使用可能温度範囲が得られなかった。
比較例６のシアントナーは、粘弾性特性が高くなりすぎたため、定着温度があがり、また
、発色性、ＯＨＰ光透過性（透過率３５％）も悪かった。
【０１６０】
実施例１～１１のシアントナーは、しみ込みラティチュード、発色性、ホットオフセット
性能、剥離性、トナーの熱保存性、画像の熱保存性に優れ、総合的に実使用に十分な性能
を示した。実施例１～１１のシアントナーは、ＯＨＰ光透過性についても、透過率はいず
れも８０％以上の値を示し実用上充分であった。また、画像濃度５０％においても光透過
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率７５％以上を示した。ＯＨＰ透過画像も鮮明に発色していた。
【０１６１】
実施例８～１１のシアントナーは、実施例１～７のシアントナーと比較して低軟化温度の
結着樹脂を用いても、低温定着が達成でき、トナーの熱保存性、画像の熱保存性も優れて
いた。一方、低軟化温度の結着樹脂を用いた比較例７のシアントナーは、低温定着できる
が、トナーの熱保存性、画像の熱保存性が悪く、実使用に耐えられないレベルであった。
【０１６２】
（実施例１２～１４、比較例８～９について）
実施例１２～１４のシアントナーは、定着方法２のオイルレス定着条件において、良好な
剥離性を示し、しみ込みラティチュード、発色性、ホットオフセット性能、トナーの熱保
存性、画像の熱保存性の良好であった。実施例１２～１４のシアントナーは、ＯＨＰ光透
過性についても、透過率はいずれも８０％以上の値を示し実用上充分であった。また、画
像濃度５０％においても光透過率７５％以上を示した。ＯＨＰ透過画像も鮮明に発色して
いた。実施例１４のシアントナーは、２種の微粒子を用いているため、特に優れたトナー
熱保存性を示した。
【０１６３】
比較例８のシアントナーは、剥離性は良好であるが、実施例１２～１４のシアントナーと
同じ結着樹脂を用いても、最低定着温度が高く、また、トナーの熱保存性、画像の熱保存
性が悪く、実使用に耐えられないものであった。比較例９のシアントナーは、結着樹脂の
粘弾性特性が、オイルレス定着適性をしめすには足らないために、単色のトナー厚さ（０
．４５ｍｇ／ｃｍ 2  ）の画像は、剥離できても、フルカラーの画像厚さ（１．４ｍｇ／ｃ
ｍ 2  ）では、剥離できず、実使用に耐えられないものであった。
【０１６４】
＜評価５＞
実施例１のシアントナーのシアン顔料を、マゼンタ顔料（「セイカファーストカーミン１
４７６Ｔ－７」大日精化工業（株）社製）と、イエロー顔料（「セイカファーストイエロ
ー２４００」大日精化工業（株）社製）と、カーボンブラック（「カーボンブラック＃２
５」三菱化成（株）社製）とにそれぞれ代えた以外は、実施例１と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。得られた実施例１のシアントナーと、マ
ゼンタトナーと、イエロートナーと、ブラックトナーとの４色のフルカラートナーを用い
て、画像出力（画像出力４）、定着（定着方法４）を行い定着画像を得た。４色のフルカ
ラートナーの耐久性テストを行った。また、実施例７及び１３のシアントナーについても
同様に行った。以下に、画像出力（画像出力４）、定着（定着方法４）、及び耐久性テス
トの方法を示す。
【０１６５】
（画像出力４）
４色のフルカラートナーとキャリアとを用いてそれぞれの現像剤を製造し、画像出力１と
同様に未定着画像を得た。なお、キャリアは画像出力１で用いたものと同様なものを用い
た。
（定着方法４）
定着方法１と同様に定着画像を得た。
（耐久性テスト）
１００００枚を連続して画像出力、定着を行い、その後の定着画像を目視での評価、その
他、トラブル発生の有無について評価した。
（耐久テストの結果）
１００００枚の連続画像出力後も画像の乱れは発生せずに、初期画像と変化の無い良好な
ものであった。また、現像、転写、定着の各電子写真プロセスにおいてもトラブル等は発
生しなかった。
【０１６６】
＜評価６＞
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実施例４のシアントナーを用いて、画像出力（画像出力５）、定着（定着方法５）を行い
定着画像を得た。得られた定着画像を評価した。以下に画像出力（画像出力５）、定着（
定着方法４）、及び評価の方法を示す。
【０１６７】
（画像出力５）
画像出力１と同様にして未定着画像を得た。
（定着方法５）
熱転写方式のベルト定着器を用いて定着画像を得た。
（定着画像の評価）
得られた定着画像を目視で評価した。
（定着画像の評価の結果）
得られた画像は、画像ずれがなく、高画質なものであった。
【０１６８】
本発明の電子写真用カラートナーによると、トナー中に微粒子を十分に分散させ、特定の
粘弾性範囲を満たすと、溶融ムラの防止と紙の繊維へのトナーの浸透現象を防止を両立す
ることができたとともに、定着後の画像も高画質、高発色なものが得られ、ＯＨＰ光透過
性も問題ないものであった。熱ブロッキング性等のトナー特性も問題無い物であった。さ
らに、これらを満たしつつ低温定着性が得られた。また、良好なオイルレス剥離性をもた
せつつ、定着温度の低温化ができた。トナーの製造性も良好であった。
【０１６９】
【発明の効果】
以上により、従来のトナーの緒特性を悪化させることなく、トナーの定着可能温度領域が
広く、かつ、カラー用紙以外の紙を用いても高画質・高発色を維持したまま紙への浸透現
象を防止して画質劣化を発生させない電子写真用カラートナー、電子写真用現像剤、画像
形成方法を提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】　図１は、トナーの動的複素弾性率Ｇ *  と温度との関係を示した図である
【図２】　図２は、本発明の画像形成方法に好適に用いられる画像形成装置の１例を示す
概略構成図である。
【図３】　図３は、本発明の画像形成方法に好適に用いられる画像形成装置の１例を示す
概略構成図である。
【図４】　図４は、本発明の画像形成方法に好適に用いられる画像形成装置の１例を示す
概略構成図である。
【符号の説明】
１０　トナー像
１１　３１　感光体
１２　３２　クリーナー
１３　３３　帯電器
１４　３４　露光装置
１５ａ　１５ｂ　１５ｃ　１５ｄ　３５　現像器
１６　２３　３６　転写帯電器
１７　転写用ロール
１８　剥離爪
１９　加熱ローラ
２０　加圧ローラ
２１　４３　被転写体
２２　ロール状の中間転写体
３７ａ　３７ｂ　３７ｃ　３７ｄ　現像ユニット
３８　ベルト状の中間転写体
３９　発熱体
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４０　加熱支軸ロール
４１　支軸ロール
４２　加圧ロール

【 図 １ 】 【 図 ２ 】
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【 図 ３ 】 【 図 ４ 】
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