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(57)【要約】
【課題】本発明は、画質の劣化を抑制することが可能なトナー及び該トナーの製造方法を
提供することを目的とする。また、本発明は、該トナーを有する現像剤並びに該現像剤を
用いる画像形成方法及びプロセスカートリッジを提供することを目的とする。
【解決手段】トナーは、結着樹脂、着色剤及び離型剤を含み、２５℃及び５０℃において
、１５ｋｇ／ｃｍ２の圧縮応力で１分間保持した時の二粒子間力を、それぞれＦｐ（Ａ）
及びＦｐ（Ｂ）とすると、式
　１．０×１０－９［Ｎ］≦Ｆｐ（Ａ）≦１．０×１０－６［Ｎ］
　０［Ｎ］≦Ｆｐ（Ｂ）－Ｆｐ（Ａ）≦１．０×１０－７［Ｎ］
を満たす。
【選択図】なし
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　結着樹脂、着色剤及び離型剤を含むトナーであって、
　２５℃及び５０℃において、１５ｋｇ／ｃｍ２の圧縮応力で１分間保持した時の二粒子
間力を、それぞれＦｐ（Ａ）及びＦｐ（Ｂ）とすると、式
　１．０×１０－９［Ｎ］≦Ｆｐ（Ａ）≦１．０×１０－６［Ｎ］
　０［Ｎ］≦Ｆｐ（Ｂ）－Ｆｐ（Ａ）≦１．０×１０－７［Ｎ］
を満たすことを特徴とするトナー。
【請求項２】
　金属カチオンの少なくとも一部が有機カチオンでイオン交換されている変性層状無機鉱
物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】
　ＢＥＴ比表面積が５０ｍ２／ｇ以上４００ｍ２／ｇ以下である無機粒子をさらに含むこ
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】
　平均円形度が０．９４以上０．９９以下であることを特徴とする請求項１乃至３のいず
れか一項に記載のトナー。
【請求項５】
　体積平均粒径が３μｍ以上８μｍ以下であり、
　個数平均粒径に対する体積平均粒径の比が１．００以上１．３０以下であることを特徴
とする請求項１乃至４のいずれか一項に記載のトナー。
【請求項６】
　粒径が２μｍ以下である粒子の含有量が１個数％以上１０個数％以下であることを特徴
とする請求項１乃至５のいずれか一項に記載のトナー。
【請求項７】
　結着樹脂、着色剤及び離型剤を含むトナーを製造する方法であって、
　水性溶媒にアニオン性界面活性剤及び体積平均粒径が５ｎｍ以上５０ｎｍ以下であるア
ニオン性樹脂粒子を添加して水系媒体を調製する工程と、
　ポリエステルを含むトナー材料を有機溶媒中で溶解又は分散させて第一の液を調製する
工程と、
　該第一の液を前記水系媒体中に乳化又は分散させて第二の液を調製する工程と、
　該第二の液に含まれる有機溶媒を除去する工程を有し、
　該第二の液に含まれる有機溶媒を除去する工程の前に、前記水系媒体に体積平均粒径が
５０ｎｍ以上５００ｎｍ以下である樹脂粒子を添加する工程をさらに有することを特徴と
するトナーの製造方法。
【請求項８】
　前記ポリエステルは、活性水素基と反応することが可能な官能基を有するポリエステル
プレポリマーを含み、
　前記第二の液に含まれる前記ポリエステルプレポリマーと、前記活性水素基を有する化
合物を反応させることを特徴とする請求項７に記載のトナーの製造方法。
【請求項９】
　前記トナー材料は、金属カチオンの少なくとも一部が有機カチオンでイオン交換されて
いる変性層状無機鉱物をさらに含み、
　前記第一の液は、２５℃におけるＣａｓｓｏｎ降伏値が１Ｐａ以上１００Ｐａ以下であ
ることを特徴とする請求項８に記載のトナーの製造方法。
【請求項１０】
　前記第一の液の固形分中の前記変性層状無機鉱物の含有量が０．０５質量％以上１０質
量％以下であることを特徴とする請求項９に記載のトナーの製造方法。
【請求項１１】
　請求項１乃至６のいずれか一項に記載のトナーを有することを特徴とする現像剤。
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【請求項１２】
　静電潜像担持体上に静電潜像を形成する工程と、
　該静電潜像担持体上に形成された静電潜像を、請求項１１に記載の現像剤を用いて現像
してトナー像を形成する工程と、
　該静電潜像担持体上に形成されたトナー像を記録媒体に転写する工程と、
　該記録媒体に転写されたトナー像を定着させる工程を有することを特徴とする画像形成
方法。
【請求項１３】
　静電潜像担持体、該静電潜像担持体上に形成された静電潜像を、請求項１１に記載の現
像剤を用いて現像する手段が少なくとも一体に支持されていることを特徴とするプロセス
カートリッジ。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、結着樹脂、着色剤及び離型剤を含むトナー、トナーの製造方法、現像剤、画
像形成方法及びプロセスカートリッジに関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、定着離型性を確保するために、ワックスが分散されているオイルレストナーが用
いられている。
【０００３】
　一方、画像形成装置を小型化及び高速化するためには、小さい移送部を用いて、トナー
を現像部に移送する必要がある。特に、フルカラー画像形成装置は、一般に、４色のトナ
ーに対応する移送部と現像部を設ける必要があるため、トナーが移送される経路が小さく
、複雑になる。このため、トナーは、移送部で移送される際に、加圧されて凝集し、画質
が劣化するという問題がある。
【０００４】
　また、プリンタ機能が付与されたコピー機では、コピーやプリント１枚のみの出力が多
い。このため、トナーは、コピーやプリント１枚に対して、現像部で撹拌されることによ
り印加される圧力が大きくなり、表面の無機粒子が遊離したり、埋没したりして凝集し、
画質が劣化するという問題がある。
【０００５】
　特許文献１には、バインダー樹脂と着色剤を含み、２５℃において、１５ｋｇ／ｃｍ２

の圧縮応力で１分間保持した時の二粒子間力が１．０×１０－９～１．０×１０－６［Ｎ
］であり、圧縮付着力が２０～１００ｇｆであり、圧縮嵩密度が３００～８００ｋｇ／ｍ
３である静電荷像現像用トナーが開示されている。
【０００６】
　しかしながら、オイルレストナーである場合に、移送部又は現像部で温度が上昇すると
、表面にワックスが染み出して凝集し、画質が劣化するという問題がある。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　本発明は、上記の従来技術が有する問題に鑑み、画質の劣化を抑制することが可能なト
ナー及び該トナーの製造方法を提供することを目的とする。また、本発明は、該トナーを
有する現像剤並びに該現像剤を用いる画像形成方法及びプロセスカートリッジを提供する
ことを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　請求項１に記載の発明は、結着樹脂、着色剤及び離型剤を含むトナーであって、２５℃
及び５０℃において、１５ｋｇ／ｃｍ２の圧縮応力で１分間保持した時の二粒子間力を、
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それぞれＦｐ（Ａ）及びＦｐ（Ｂ）とすると、式
　１．０×１０－９［Ｎ］≦Ｆｐ（Ａ）≦１．０×１０－６［Ｎ］
　０［Ｎ］≦Ｆｐ（Ｂ）－Ｆｐ（Ａ）≦１．０×１０－７［Ｎ］
を満たすことを特徴とする。
【０００９】
　請求項２に記載の発明は、請求項１に記載のトナーにおいて、金属カチオンの少なくと
も一部が有機カチオンでイオン交換されている変性層状無機鉱物をさらに含むことを特徴
とする。
【００１０】
　請求項３に記載の発明は、請求項１又は２に記載のトナーにおいて、ＢＥＴ比表面積が
５０ｍ２／ｇ以上４００ｍ２／ｇ以下である無機粒子をさらに含むことを特徴とする。
【００１１】
　請求項４に記載の発明は、請求項１乃至３のいずれか一項に記載のトナーにおいて、平
均円形度が０．９４以上０．９９以下であることを特徴とする。
【００１２】
　請求項５に記載の発明は、請求項１乃至４のいずれか一項に記載のトナーにおいて、体
積平均粒径が３μｍ以上８μｍ以下であり、個数平均粒径に対する体積平均粒径の比が１
．００以上１．３０以下であることを特徴とする。
【００１３】
　請求項６に記載の発明は、請求項１乃至５のいずれか一項に記載のトナーにおいて、粒
径が２μｍ以下である粒子の含有量が１個数％以上１０個数％以下であることを特徴とす
る。
【００１４】
　請求項７に記載の発明は、結着樹脂、着色剤及び離型剤を含むトナーを製造する方法で
あって、水性溶媒にアニオン性界面活性剤及び体積平均粒径が５ｎｍ以上５０ｎｍ以下で
あるアニオン性樹脂粒子を添加して水系媒体を調製する工程と、ポリエステルを含むトナ
ー材料を有機溶媒中で溶解又は分散させて第一の液を調製する工程と、該第一の液を前記
水系媒体中に乳化又は分散させて第二の液を調製する工程と、該第二の液に含まれる有機
溶媒を除去する工程を有し、該第二の液に含まれる有機溶媒を除去する工程の前に、前記
水系媒体に体積平均粒径が５０ｎｍ以上５００ｎｍ以下である樹脂粒子を添加する工程を
さらに有することを特徴とする。
【００１５】
　請求項８に記載の発明は、請求項７に記載のトナーの製造方法において、前記ポリエス
テルは、活性水素基と反応することが可能な官能基を有するポリエステルプレポリマーを
含み、前記第二の液に含まれる前記ポリエステルプレポリマーと、前記活性水素基を有す
る化合物を反応させることを特徴とする。
【００１６】
　請求項９に記載の発明は、請求項８に記載のトナーの製造方法において、前記トナー材
料は、金属カチオンの少なくとも一部が有機カチオンでイオン交換されている変性層状無
機鉱物をさらに含み、前記第一の液は、２５℃におけるＣａｓｓｏｎ降伏値が１Ｐａ以上
１００Ｐａ以下であることを特徴とする。
【００１７】
　請求項１０に記載の発明は、請求項９に記載のトナーの製造方法において、前記第一の
液の固形分中の前記変性層状無機鉱物の含有量が０．０５質量％以上１０質量％以下であ
ることを特徴とする。
【００１８】
　請求項１１に記載の発明は、現像剤において、請求項１乃至６のいずれか一項に記載の
トナーを有することを特徴とする。
【００１９】
　請求項１２に記載の発明は、画像形成方法において、静電潜像担持体上に静電潜像を形



(5) JP 2011-13441 A 2011.1.20

10

20

30

40

50

成する工程と、該静電潜像担持体上に形成された静電潜像を、請求項１１に記載の現像剤
を用いて現像してトナー像を形成する工程と、該静電潜像担持体上に形成されたトナー像
を記録媒体に転写する工程と、該記録媒体に転写されたトナー像を定着させる工程を有す
ることを特徴とする。
【００２０】
　請求項１３に記載の発明は、プロセスカートリッジにおいて、静電潜像担持体、該静電
潜像担持体上に形成された静電潜像を、請求項１１に記載の現像剤を用いて現像する手段
が少なくとも一体に支持されていることを特徴とする。
【発明の効果】
【００２１】
　本発明によれば、画質の劣化を抑制することが可能なトナー及び該トナーの製造方法を
提供することができる。また、本発明は、該トナーを有する現像剤並びに該現像剤を用い
る画像形成方法及びプロセスカートリッジを提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【００２２】
【図１】本発明で用いられる画像形成装置の一例を示す図である。
【図２】図１の画像形成装置の変形例を示す図である。
【図３】本発明で用いられる画像形成装置の他の例を示す図である。
【図４】図３の画像形成装置の部分拡大図である。
【発明を実施するための形態】
【００２３】
　次に、本発明を実施するための形態を図面と共に説明する。
【００２４】
　本発明のトナーは、結着樹脂、着色剤及び離型剤を含み、２５℃及び５０℃において、
１５ｋｇ／ｃｍ２の圧縮応力で１分間保持した時の二粒子間力を、それぞれＦｐ（Ａ）及
びＦｐ（Ｂ）とすると、式
　１．０×１０－９［Ｎ］≦Ｆｐ（Ａ）≦１．０×１０－６［Ｎ］・・・（１）
　０［Ｎ］≦Ｆｐ（Ｂ）－Ｆｐ（Ａ）≦１．０×１０－７［Ｎ］・・・（２）
を満たす。このため、画質の劣化を抑制することができる。
【００２５】
　Ｆｐ（Ａ）が１．０×１０－９［Ｎ］未満であると、２５℃におけるトナー間の凝集力
が小さいため、電気的な反発による転写チリが発生したり、転写率が低下したりする。一
方、Ｆｐ（Ａ）が１．０×１０－６［Ｎ］を超えると、２５℃におけるトナー間の凝集力
が大きいため、トナーを移送しにくくなったり、帯電安定性が低下したりする。また、Ｆ
ｐ（Ｂ）－Ｆｐ（Ａ）が１．０×１０－７［Ｎ］を超えると、５０℃におけるトナー間の
凝集力が大きいため、温度が上昇した場合に、離型剤が軟化して染み出し、トナーを移送
しにくくなったり、帯電安定性が低下したりする。なお、Ｆｐ（Ｂ）－Ｆｐ（Ａ）は、０
～１．０×１０－８［Ｎ］であることが好ましく、０［Ｎ］が最も好ましい。
【００２６】
　なお、二粒子間力は、圧縮破壊強度・引張破断強度測定装置アグロボットＡＧＲ－２（
ホソカワミクロン社製）を用いて、測定することができる。具体的には、２５℃又は５０
℃の上下２分割の円筒セル内にトナー８ｇを充填し、１５ｋｇ／ｃｍ２の圧縮応力で１分
間保持した後、上部セルを持ち上げてトナー層を引っ張り、トナー層が破断されたときの
引張破断強度から算出することができる。なお、測定環境の温度及び湿度は、それぞれ２
３℃及び６０％ＲＨであり、円筒セルの内径は２５ｍｍであり、バネの線径は１．０ｍｍ
であり、圧縮速度及び引張速度は、それぞれ０．１ｍｍ／秒及び０．２ｍｍ／秒である。
【００２７】
　結着樹脂としては、特に限定されないが、ポリエステル、シリコーン樹脂、スチレン・
アクリル樹脂、スチレン樹脂、アクリル樹脂、エポキシ樹脂、ジエン系樹脂、フェノール
樹脂、テルペン樹脂、クマリン樹脂、アミドイミド樹脂、ブチラール樹脂、ウレタン樹脂
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、エチレン・酢酸ビニル樹脂等が挙げられ、二種以上併用してもよい。中でも、定着時に
シャープメルトし、画像表面を平滑化できることから、ポリエステルが好ましく、ウレア
変性ポリエステルと変性されていないポリエステルの併用がさらに好ましい。なお、ウレ
ア変性ポリエステルは、ウレタン結合を有していてもよい。このとき、ウレア結合に対す
るウレタン結合のモル比は、通常、０～９であり、０．２５～４が好ましく、２／３～７
／３が特に好ましい。このモル比が９を超えると、耐オフセット性が低下することがある
。
【００２８】
　変性されていないポリエステルは、一般式
　Ａ（ＯＨ）ｍ
（式中、Ａは、置換基を有してもよい、炭素数が１～２０の脂肪族基又は芳香族基若しく
はヘテロ芳香族基であり、ｍは、２～４の整数である。）
で表されるポリオールと、一般式
　Ｂ（ＣＯＯＨ）ｎ
（式中、Ｂは、置換基を有してもよい、炭素数が１～２０の脂肪族基又は芳香族基若しく
はヘテロ芳香族基であり、ｎは、２～４の整数である。）
で表されるポリカルボン酸を重縮合することにより得られる。
【００２９】
　ポリオールとしては、特に限定されないが、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、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、ビスフェノールＡ、ビスフェノールＡ酸化エチレン付加物、ビスフェノールＡ
酸化プロピレン付加物、水素化ビスフェノールＡ、水素化ビスフェノールＡ酸化エチレン
付加物、水素化ビスフェノールＡ酸化プロピレン付加物等が挙げられ、二種以上併用して
もよい。
【００３０】
　ポリカルボン酸としては、マレイン酸、フマル酸、シトラコン酸、イタコン酸、グルタ
コン酸、フタル酸、イソフタル酸、テレフタル酸、コハク酸、アジピン酸、セバチン酸、
アゼライン酸、マロン酸、ｎ－ドデセニルコハク酸、イソオクチルコハク酸、イソドデセ
ニルコハク酸、ｎ－ドデシルコハク酸、イソドデシルコハク酸、ｎ－オクテニルコハク酸
、ｎ－オクチルコハク酸、イソオクテニルコハク酸、イソオクチルコハク酸、１，２，４
－ベンゼントリカルボン酸、２，５，７－ナフタレントリカルボン酸、１，２，４－ナフ
タレントリカルボン酸、１，２，４－ブタントリカルボン酸、１，２，５－ヘキサントリ
カルボン酸、１，３－ジカルボキシル－２－メチル－２－メチレンカルボキシプロパン、
１，２，４－シクロヘキサントリカルボン酸、テトラ（メチレンカルボキシル）メタン、
１，２，７，８－オクタンテトラカルボン酸、ピロメリット酸、エンポール三量体酸等、
シクロヘキサンジカルボン酸、シクロヘキセンジカルボン酸、ブタンテトラカルボン酸、
ジフェニルスルホンテトラカルボン酸、エチレングリコールビス（トリメリット酸）等が
挙げられ、二種以上併用してもよい。
【００３１】
　結着樹脂の具体例としては、ビスフェノールＡエチレンオキサイド２モル付加物及びイ
ソフタル酸の重縮合物をイソホロンジイソシアネートと反応させたプレポリマーをイソホ
ロンジアミンと反応させたウレア変性ポリエステルと、ビスフェノールＡエチレンオキサ
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イド２モル付加物及びイソフタル酸の重縮合物との混合物；ビスフェノールＡエチレンオ
キサイド２モル付加物及びイソフタル酸の重縮合物をイソホロンジイソシアネートと反応
させたプレポリマーをイソホロンジアミンと反応させたウレア変性ポリエステルと、ビス
フェノールＡエチレンオキサイド２モル付加物及びテレフタル酸の重縮合物との混合物；
ビスフェノールＡエチレンオキサイド２モル付加物とビスフェノールＡプロピレンオキサ
イド２モル付加物及びテレフタル酸の重縮合物をイソホロンジイソシアネートと反応させ
たプレポリマーをイソホロンジアミンと反応させたウレア変性ポリエステルと、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
ル付加物及びテレフタル酸の重縮合物との混合物；ビスフェノールＡエチレンオキサイド
２モル付加物とビスフェノールＡプロピレンオキサイド２モル付加物及びテレフタル酸の
重縮合物をイソホロンジイソシアネートと反応させたプレポリマーをイソホロンジアミン
と反応させたウレア変性ポリエステルと、ビスフェノールＡプロピレンオキサイド２モル
付加物及びテレフタル酸の重縮合物との混合物；ビスフェノールＡエチレンオキサイド２
モル付加物及びテレフタル酸の重縮合物をイソホロンジイソシアネートと反応させたプレ
ポリマーをヘキサメチレンジアミンと反応させたウレア変性ポリエステルと、ビスフェノ
ールＡエチレンオキサイド２モル付加物及びテレフタル酸の重縮合物との混合物；ビスフ
ェノールＡエチレンオキサイド２モル付加物及びテレフタル酸の重縮合物をイソホロンジ
イソシアネートと反応させたプレポリマーをヘキサメチレンジアミンと反応させたウレア
変性ポリエステルと、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モル付加物及びテレフタル酸の重縮合物との混合物；ビスフ
ェノールＡエチレンオキサイド２モル付加物及びテレフタル酸の重縮合物をイソホロンジ
イソシアネートと反応させたプレポリマーをエチレンジアミンと反応させたウレア変性ポ
リエステルと、ビスフェノールＡエチレンオキサイド２モル付加物及びテレフタル酸の重
縮合物との混合物；ビスフェノールＡエチレンオキサイド２モル付加物及びイソフタル酸
の重縮合物をジフェニルメタンジイソシアネートと反応させたプレポリマーをヘキサメチ
レンジアミンと反応させたウレア変性ポリエステルと、ビスフェノールＡエチレンオキサ
イド２モル付加物及びイソフタル酸の重縮合物との混合物；ビスフェノールＡエチレンオ
キサイド２モル付加物とビスフェノールＡプロピレンオキサイド２モル付加物及びテレフ
タル酸とドデセニルコハク酸無水物の重縮合物をジフェニルメタンジイソシアネートと反
応させたプレポリマーをヘキサメチレンジアミンと反応させたウレア変性ポリエステルと
、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モル付加物及びテレフタル酸の重縮合物との混合物；ビスフェノールＡエチレン
オキサイド２モル付加物及びイソフタル酸の重縮合物をトルエンジイソシアネートと反応
させたプレポリマーをヘキサメチレンジアミンと反応させたウレア変性ポリエステルと、
ビスフェノールＡエチレンオキサイド２モル付加物及びイソフタル酸の重縮合物との混合
物等が挙げられる。
【００３２】
　結着樹脂の重量平均分子量は、通常、３×１０３以上であり、５×１０３～１×１０６

が好ましく、７×１０３～５×１０５がさらに好ましい。重量平均分子量が３×１０３未
満であると、耐オフセット性が低下することがある。
【００３３】
　本発明において、数平均分子量及び重量平均分子量は、ＧＰＣ（ゲルパーミエーション
クロマトグラフィー）を用いて測定されるポリスチレン換算の分子量である。
【００３４】
　結着樹脂のガラス転移点は、３０～７０℃であることが好ましく、４０～６５℃がさら
に好ましい。ガラス転移点が３０℃未満であると、耐熱保存性が低下することがあり、７
０℃を超えると、低温定着性が低下することがある。
【００３５】
　本発明において、ガラス転移点は、ＴＧ－ＤＳＣシステムＴＡＳ－１００（理学電機社
製）を用いて測定することができる。
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【００３６】
　着色剤（染料又は顔料）としては、特に限定されないが、カーボンブラック、ニグロシ
ン染料、鉄黒、ナフトールイエローＳ、ハンザイエロー（１０Ｇ、５Ｇ、Ｇ）、カドミウ
ムイエロー、黄色酸化鉄、黄土、黄鉛、チタン黄、ポリアゾイエロー、オイルイエロー、
ハンザイエロー（ＧＲ、Ａ、ＲＮ、Ｒ）、ピグメントイエローＬ、ベンジジンイエロー（
Ｇ、ＧＲ）、パーマネントイエロー（ＮＣＧ）、バルカンファストイエロー（５Ｇ、Ｒ）
、タートラジンレーキ、キノリンイエローレーキ、アンスラザンイエローＢＧＬ、イソイ
ンドリノンイエロー、ベンガラ、鉛丹、鉛朱、カドミウムレッド、カドミウムマーキュリ
レッド、アンチモン朱、パーマネントレッド４Ｒ、パラレッド、ファイセーレッド、パラ
クロロオルトニトロアニリンレッド、リソールファストスカーレットＧ、ブリリアントフ
ァストスカーレット、ブリリアントカーンミンＢＳ、パーマネントレッド（Ｆ２Ｒ、Ｆ４
Ｒ、ＦＲＬ、ＦＲＬＬ、Ｆ４ＲＨ）、ファストスカーレットＶＤ、ベルカンファストルビ
ンＢ、ブリリアントスカーレットＧ、リソールルビンＧＸ、パーマネントレッドＦ５Ｒ、
ブリリアントカーミン６Ｂ、ポグメントスカーレット３Ｂ、ボルドー５Ｂ、トルイジンマ
ルーン、パーマネントボルドーＦ２Ｋ、ヘリオボルドーＢＬ、ボルドー１０Ｂ、ボンマル
ーンライト、ボンマルーンメジアム、エオシンレーキ、ローダミンレーキＢ、ローダミン
レーキＹ、アリザリンレーキ、チオインジゴレッドＢ、チオインジゴマルーン、オイルレ
ッド、キナクリドンレッド、ピラゾロンレッド、ポリアゾレッド、クロムバーミリオン、
ベンジジンオレンジ、ペリノンオレンジ、オイルオレンジ、コバルトブルー、セルリアン
ブルー、アルカリブルーレーキ、ピーコックブルーレーキ、ビクトリアブルーレーキ、無
金属フタロシアニンブルー、フタロシアニンブルー、ファストスカイブルー、インダンス
レンブルー（ＲＳ、ＢＣ）、インジゴ、群青、紺青、アントラキノンブルー、ファストバ
イオレットＢ、メチルバイオレットレーキ、コバルト紫、マンガン紫、ジオキサンバイオ
レット、アントラキノンバイオレット、クロムグリーン、ジンクグリーン、酸化クロム、
ピリジアン、エメラルドグリーン、ピグメントグリーンＢ、ナフトールグリーンＢ、グリ
ーンゴールド、アシッドグリーンレーキ、マラカイトグリーンレーキ、フタロシアニング
リーン、アントラキノングリーン、酸化チタン、亜鉛華、リトボン等が挙げられ、二種以
上併用してもよい。
【００３７】
　着色剤は、顔料と樹脂が複合化された複合体、即ち、マスターバッチとして、添加して
もよい。マスターバッチは、顔料と樹脂の混合物に高せん断力を印加して、混合混練する
ことにより得られる。この際、顔料と結着樹脂の相互作用を高めるために、有機溶媒を用
いてもよい。混合混練する際に高せん断力を印加する高せん断分散装置としては、３本ロ
ールミル等を用いることができる。
【００３８】
　また、マスターバッチは、フラッシング法を用いて製造してもよい。具体的には、顔料
を含む水性ペーストを、樹脂及び有機溶媒と混合混練することにより、顔料を樹脂側に移
行させた後、水分と有機溶媒を除去する。フラッシング法を用いると、顔料のウエットケ
ーキをそのまま用いることができるため、乾燥する必要がない。
【００３９】
　マスターバッチを製造する際に用いられる樹脂としては、ポリエステル、ポリスチレン
、ポリｐ－クロロスチレン、ポリビニルトルエン等のスチレン及びその置換体の重合体；
スチレン－ｐ－クロロスチレン共重合体、スチレン－プロピレン共重合体、スチレン－ビ
ニルトルエン共重合体、スチレン－ビニルナフタレン共重合体、スチレン－アクリル酸メ
チル共重合体、スチレン－アクリル酸エチル共重合体、スチレン－アクリル酸ブチル共重
合体、スチレン－アクリル酸オクチル共重合体、スチレン－メタクリル酸メチル共重合体
、スチレン－メタクリル酸エチル共重合体、スチレン－メタクリル酸ブチル共重合体、ス
チレン－α－クロロメタクリル酸メチル共重合体、スチレン－アクリロニトリル共重合体
、スチレン－ビニルメチルケトン共重合体、スチレン－ブタジエン共重合体、スチレン－
イソプレン共重合体、スチレン－アクリロニトリル－インデン共重合体、スチレン－マレ
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イン酸共重合体、スチレン－マレイン酸エステル共重合体等のスチレン系共重合体；ポリ
メチルメタクリレート、ポリブチルメタクリレート、ポリ塩化ビニル、ポリ酢酸ビニル、
ポリエチレン、ポリプロピレン、ポリエステル、エポキシ樹脂、エポキシポリオール樹脂
、ポリウレタン、ポリアミド、ポリビニルブチラール、ポリアクリル酸樹脂、ロジン、変
性ロジン、テルペン樹脂、脂肪族又は脂環族炭化水素樹脂、芳香族系石油樹脂、塩素化パ
ラフィン、パラフィンワックス等が挙げられ、二種以上併用してもよい。
【００４０】
　トナー中の着色剤の含有量は、１～１５質量％であることが好ましく、３～１０質量％
がさらに好ましい。この含有量が、１質量％未満であると、着色力が低下することがあり
、１５質量％を超えると、顔料の分散不良が起こって、着色力が低下したり、電気特性が
低下したりすることがある。
【００４１】
　離型剤としては、特に限定されないが、カルナウバワックス、綿ロウ、木ロウ、ライス
ワックス等の植物系ワックス；ミツロウ、ラノリン等の動物系ワックス；オゾケライト、
セルシン等の鉱物系ワックス；パラフィン、マイクロクリスタリン、ペトロラタム等の石
油ワックス等の天然ワックスが挙げられる。また、天然ワックス以外の離型剤としては、
フィッシャー・トロプシュワックス、ポリエチレンワックス等の合成炭化水素ワックス；
エステル、ケトン、エーテル等の合成ワックス；１２－ヒドロキシステアリン酸アミド、
ステアリン酸アミド等の脂肪酸アミド；ポリメタクリル酸ｎ－ステアリル、ポリメタクリ
ル酸ｎ－ラウリル、メタクリル酸ｎ－ステアリル－メタクリル酸エチル共重合体等の側鎖
に長鎖アルキル基を有する結晶性高分子が挙げられ、二種以上併用してもよい。
【００４２】
　離型剤の融点は、５０～１２０℃であることが好ましく、６０～９０℃がさらに好まし
い。融点が５０℃未満であると、耐熱保存性が低下することがあり、１２０℃を超えると
、耐オフセット性が低下することがある。
【００４３】
　離型剤の溶融粘度は、離型剤の融点より２０℃高い温度において、５～１０００ｃｐｓ
であることが好ましく、１０～１００ｃｐｓがさらに好ましい。溶融粘度が５ｃｐｓ未満
であると、離型性が低下することがあり、１０００ｃｐｓを超えると、耐オフセット性及
び低温定着性を向上させる効果が得られなくなることがある。
【００４４】
　トナー中の離型剤の含有量は、０～４０質量％であることが好ましく、３～３０質量％
がさらに好ましい。この含有量が４０質量％を超えると、トナーの流動性が低下すること
がある。
【００４５】
　本発明のトナーは、金属カチオンの少なくとも一部が有機カチオンでイオン交換されて
いる変性層状無機鉱物をさらに含むことが好ましい。これにより、トナーを異形化するこ
とができる。
【００４６】
　変性層状無機鉱物は、厚さが数ｎｍの無機鉱物の層が積層されている層状無機鉱物の層
間に存在する金属カチオンの少なくとも一部が有機カチオンで置換されたものである（特
表２００３－５１５７９５号公報、特表２００６－５００６０５号公報、特表２００６－
５０３３１３号公報参照）。
【００４７】
　層状無機鉱物としては、特に限定されないが、モンモリロナイト、ベントナイト、ヘク
トライト、アタパルジャイト、セピオライト等が挙げられ、二種以上併用してもよい。中
でも、トナーの特性に影響を与えない少量の添加量で容易に粘度を調整できることから、
モンモリロナイト又はベントナイトが好ましい。
【００４８】
　金属カチオンの少なくとも一部を置換する有機カチオンとしては、特に限定されず、ト
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リメチルステアリルアンモニウム、ジメチルステアリルベンジルアンモニウム、ジメチル
オクタデシルアンモニウム、オレイルビス（２－ヒドロキシエチル）メチルアンモニウム
等の４級アンモニウムイオン；ホスホニウムイオン、イミダゾリウムイオン等が挙げられ
るが、４級アンモニウムイオンが好ましい。
【００４９】
　また、層状無機鉱物の層間に存在する２価の金属カチオンの一部を３価の金属カチオン
に置換することにより、有機アニオンを導入することができる。このような有機アニオン
としては、特に限定されないが、直鎖、分岐又は環状アルキル（Ｃ１～Ｃ４４）、アルケ
ニル（Ｃ１～Ｃ２２）、アルコキシ（Ｃ８～Ｃ３２）、ヒドロキシアルキル（Ｃ２～Ｃ２
２）、エチレンオキサイド、プロピレンオキサイド等を有する硫酸イオン、スルホン酸イ
オン、カルボン酸イオン、リン酸イオン等が挙げられるが、中でも、エチレンオキサイド
骨格を有するカルボン酸イオンが好ましい。
【００５０】
　変性層状無機鉱物の市販品としては、Ｂｅｎｔｏｎｅ　３、Ｂｅｎｔｏｎｅ　３８、Ｂ
ｅｎｔｏｎｅ　３８Ｖ（以上、レオックス社製）、チクソゲルＶＰ（Ｕｎｉｔｅｄ　ｃａ
ｔａｌｙｓｔ社製）、クレイトン３４、クレイトン４０、クレイトンＸＬ（以上、サザン
クレイ社製）等のクオタニウム１８ベントナイト；Ｂｅｎｔｏｎｅ　２７（レオックス社
製）、チクソゲルＬＧ（Ｕｎｉｔｅｄ　ｃａｔａｌｙｓｔ社製）、クレイトンＡＦ、クレ
イトンＡＰＡ（以上、サザンクレイ社製）等のステアラルコニウムベントナイト；クレイ
トンＨＴ、クレイトンＰＳ（以上、サザンクレイ社製）等のクオタニウム１８／ベンザル
コニウムベントナイトが挙げられる。中でも、クレイトンＡＦ、クレイトンＡＰＡが好ま
しい。
【００５１】
　また、変性層状無機鉱物の市販品としては、一般式
　Ｒ１（ＯＲ２）ｎＯＳＯ３

－

（式中、Ｒ１は、炭素数が１３のアルキル基であり、Ｒ２は、炭素数が２～６のアルキレ
ン基であり、ｎは、２～１０の整数である。）
で表される有機アニオンで置換されたＤＨＴ－４Ａ（協和化学工業社製）が挙げられる。
このような有機アニオンの市販品としては、ハイテノール３３０Ｔ（第一工業製薬社製）
が挙げられる。
【００５２】
　トナー中の変性層状無機鉱物の含有量は、０．０５～２質量％であることが好ましい。
この含有量が０．０５質量％未満であると、粒度分布が広くなることがあり、２質量％を
超えると、異形化された母体粒子が得られず、粒度分布が広くなることがある。
【００５３】
　本発明のトナーは、帯電制御剤、クリーニング性向上剤、無機粒子等をさらに含んでも
よい。
【００５４】
　帯電制御剤としては、特に限定されないが、ニグロシン系染料、トリフェニルメタン系
染料、クロム含有金属錯体染料、モリブデン酸キレート顔料、ローダミン系染料、アルコ
キシ系アミン、４級アンモニウム塩（フッ素変性４級アンモニウム塩を含む）、アルキル
アミド、リンの単体又は化合物、タングステンの単体又は化合物、フッ素系界面活性剤、
サリチル酸金属塩、サリチル酸誘導体の金属塩、銅フタロシアニン、ペリレン、キナクリ
ドン、アゾ系顔料等が挙げられる。これら以外の帯電制御剤としては、スルホン酸基、カ
ルボキシル基、４級アンモニウム塩基等の官能基を有する高分子化合物が挙げられる。
【００５５】
　帯電制御剤の市販品としては、ニグロシン系染料のボントロン０３、４級アンモニウム
塩のボントロンＰ－５１、含金属アゾ染料のボントロンＳ－３４、オキシナフトエ酸系金
属錯体のＥ－８２、サリチル酸系金属錯体のＥ－８４、フェノール系縮合物のＥ－８９（
以上、オリエント化学工業社製）、４級アンモニウム塩モリブデン錯体のＴＰ－３０２、
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ＴＰ－４１５（以上、保土谷化学工業社製）、４級アンモニウム塩のコピーチャージＰＳ
Ｙ　ＶＰ２０３８、トリフェニルメタン誘導体のコピーブルーＰＲ、４級アンモニウム塩
のコピーチャージ　ＮＥＧ　ＶＰ２０３６、コピーチャージ　ＮＸ　ＶＰ４３４（以上、
ヘキスト社製）、ＬＲＡ－９０１、ホウ素錯体であるＬＲ－１４７（日本カーリット社製
）等が挙げられる。
【００５６】
　トナー中の帯電制御剤の含有量は、結着樹脂に対して、通常、０～１０質量％であり、
０．２～５質量％が好ましい。この含有量が１０質量％を超えると、トナーの帯電量が大
きいため、トナーの流動性が低下したり、画像濃度が低下したりすることがある。
【００５７】
　クリーニング性向上剤としては、特に限定されないが、ステアリン酸亜鉛、ステアリン
酸カルシウム、ステアリン酸等の脂肪酸金属塩；ポリメタクリル酸メチル粒子、ポリスチ
レン粒子等のソープフリー乳化重合を用いて得られる樹脂粒子等が挙げられ、二種以上併
用してもよい。樹脂粒子は、体積平均粒子径が０．０１～１μｍであることが好ましい。
【００５８】
　無機粒子としては、特に限定されないが、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、酸化スズ、ケイ砂、クレー、雲母、ケイ灰石、ケイソウ土、酸化クロム、酸化セリウ
ム、ベンガラ、三酸化アンチモン、酸化マグネシウム、酸化ジルコニウム、硫酸バリウム
、炭酸バリウム、炭酸カルシウム、炭化ケイ素、窒化ケイ素等が挙げられ、二種以上併用
してもよい。
【００５９】
　無機粒子としては、ＢＥＴ比表面積が５０～４００ｍ２／ｇである無機粒子（以下、無
機粒子Ａという）を用いることが好ましい。
【００６０】
　無機粒子Ａの平均一次粒径は、通常、５～５０ｎｍであり、１０～３０ｎｍが好ましい
。
【００６１】
　また、無機粒子Ａと共に、ＢＥＴ比表面積が２０～３５ｍ２／ｇである無機粒子（以下
、無機粒子Ｂという）を併用することが好ましい。
【００６２】
　無機粒子Ｂの平均一次粒径は、通常、５０～５００ｎｍであり、１００～４００ｎｍが
好ましく、１２０～３６０ｎｍがさらに好ましい。
【００６３】
　なお、無機粒子は、シランカップリング剤、シリル化剤、フッ化アルキル基を有するシ
ランカップリング剤、有機チタネート系カップリング剤、アルミニウム系のカップリング
剤、シリコーンオイル、変性シリコーンオイル等を用いて表面処理されていることが好ま
しい。これにより、高湿下においても、トナーの流動性や帯電性の低下を抑制することが
できる。
【００６４】
　トナー中の無機粒子Ａ及び無機粒子Ｂの含有量は、それぞれ０～５質量％であることが
好ましく、０．０１～２．０質量％がさらに好ましい。
【００６５】
　本発明のトナーは、平均円形度が０．９４～０．９９であることが好ましい。平均円形
度が０．９４未満であると、転写性が低下することがあり、０．９９を超えると、クリー
ニング不良が発生することがある。
【００６６】
　なお、円形度は、フロー式粒子像分析装置ＦＰＩＡ－２１００（シスメックス社製）を
用いて測定することができる。
【００６７】



(12) JP 2011-13441 A 2011.1.20

10

20

30

40

50

　本発明のトナーは、体積平均粒径が３～８μｍであることが好ましい。体積平均粒径が
３μｍ未満であると、二成分現像剤として用いる場合に、現像装置における長期の攪拌に
より、キャリアの表面にトナーが融着して、キャリアの帯電能力を低下させることがある
。また、一成分現像剤として用いる場合に、現像ローラへのトナーのフィルミングや、ト
ナーを薄層化するためのブレード等の部材へのトナーの融着が発生することがある。一方
、体積平均粒径が８μｍを超えると、高解像で高画質の画像を形成することが困難になる
と共に、二成分現像剤として用いる場合に、現像剤中のトナーの収支が行われた場合に、
トナーの粒径の変動が大きくなることがある。
【００６８】
　また、本発明のトナーは、個数平均粒径に対する体積平均粒径の比が１．００～１．３
０であることが好ましい。この比が１．３０を超えると、現像時にトナーの挙動にバラツ
キが発生し、微小ドットの再現性が低下し、高品位な画像が得られないことがある。
【００６９】
　なお、体積平均粒径及び個数平均粒径は、粒度測定器マルチサイザーＩＩＩ（ベックマ
ンコールター社製）を用いて測定することができる。
【００７０】
　本発明のトナーは、粒径が２μｍ以下である粒子の含有量が１～１０個数％であること
が好ましい。粒径が２μｍ以下である粒子の含有量が１個数％未満であると、二成分現像
剤として用いる場合に、現像装置における長期の攪拌により、キャリアの表面にトナーが
融着して、キャリアの帯電能力を低下させることがある。また、一成分現像剤として用い
る場合に、現像ローラへのトナーのフィルミングや、トナーを薄層化するためのブレード
等の部材へのトナーの融着が発生することがある。一方、粒径が２μｍ以下である粒子の
含有量が１０個数％を超えると、二成分現像剤として用いる場合に、現像装置における長
期の攪拌により、キャリアの表面にトナーが融着してキャリアの帯電能力を低下させるこ
とがある。
【００７１】
　なお、粒径が２μｍ以下である粒子の含有量は、フロー式粒子像分析装置ＦＰＩＡ－２
１００（シスメックス社製）を用いて測定することができる。
【００７２】
　次に、本発明のトナーを製造する方法について説明する。
【００７３】
　本発明のトナーの製造方法は、水性溶媒にアニオン性界面活性剤及び体積平均粒径が５
～５０ｎｍであるアニオン性樹脂粒子（以下、樹脂粒子Ａという）を添加して水系媒体を
調製する工程と、ポリエステルを含むトナー材料を有機溶媒中で溶解又は分散させて第一
の液を調製する工程と、第一の液を水系媒体中に乳化又は分散させて第二の液を調製する
工程と、第二の液に含まれる有機溶媒を除去する工程を有する。
【００７４】
　このとき、第二の液に含まれる有機溶媒を除去する工程の前に、水系媒体に体積平均粒
径が５０～５００ｎｍである樹脂粒子（以下、樹脂粒子Ｂという）を添加する工程をさら
に有する。即ち、第一の液を、樹脂粒子Ｂが添加された水系媒体中に乳化又は分散させて
もよいし、第一の液を水系媒体中に乳化又は分散させながら、樹脂粒子Ｂを添加してもよ
いし、第二の液に樹脂粒子Ｂを添加してもよい。これにより、樹脂粒子Ａ及び樹脂粒子Ｂ
が表面に付着した母体粒子が得られる。詳細には、トナー材料からなる母体粒子の本体に
樹脂粒子Ａが付着し、さらに樹脂粒子Ｂが付着している。
【００７５】
　本発明のトナーは、母体粒子の表面に樹脂粒子Ｂが付着しているため、式（１）を満た
すことができる。また、母体粒子の本体の表面に樹脂粒子Ａが付着しているため、式（２
）を満たすと共に、樹脂粒子Ｂの埋没を抑制することができる。
【００７６】
　樹脂粒子Ａの体積平均粒径が５ｎｍ未満であると、樹脂粒子Ｂの埋没を抑制する効果が
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不十分となり、５０ｎｍを超えると、温度が上昇した場合における離型剤の染み出しを抑
制する効果が不十分となる。
【００７７】
　樹脂粒子Ｂの体積平均粒径が５０ｎｍ未満であると、式（１）を満たさなくなり、５０
０ｎｍを超えると、トナーから樹脂粒子Ｂが脱離しやすくなる。
【００７８】
　水性溶媒としては、特に限定されないが、水、水と混和可能な溶媒と水の混合溶媒等が
挙げられる。水と混和可能な溶媒としては、特に限定されないが、メタノール、イソプロ
パノール、エチレングリコール等のアルコール；ジメチルホルムアミド；テトラヒドロフ
ラン；メチルセルソルブ等のセルソルブ類；アセトン、メチルエチルケトン等の低級ケト
ン類等が挙げられる。
【００７９】
　アニオン性界面活性剤としては、特に限定されないが、アルキルベンゼンスルホン酸塩
、α－オレフィンスルホン酸塩、リン酸エステル等が挙げられ、フルオロアルキル基を有
するアニオン性界面活性剤が好ましい。
【００８０】
　フルオロアルキル基を有するアニオン性界面活性剤としては、炭素数が２～１０のフル
オロアルキルカルボン酸又はその金属塩、パーフルオロオクタンスルホニルグルタミン酸
ジナトリウム、３－［ω－フルオロアルキル（炭素数６～１１）オキシ］－１－アルキル
（炭素数３～４）スルホン酸ナトリウム、３－［ω－フルオロアルカノイル（炭素数６～
８）－Ｎ－エチルアミノ］－１－プロパンスルホン酸ナトリウム、フルオロアルキル（炭
素数１１～２０）カルボン酸又はその金属塩、パーフルオロアルキルカルボン酸（炭素数
７～１３）又はその金属塩、パーフルオロアルキル（炭素数４～１２）スルホン酸又はそ
の金属塩、パーフルオロオクタンスルホン酸ジエタノールアミド、Ｎ－プロピル－Ｎ－（
２－ヒドロキシエチル）パーフルオロオクタンスルホンアミド、パーフルオロアルキル（
炭素数６～１０）スルホンアミドプロピルトリメチルアンモニウム塩、パーフルオロアル
キル（炭素数６～１０）－Ｎ－エチルスルホニルグリシン塩、モノパーフルオロアルキル
（炭素数６～１６）エチルリン酸エステル等が挙げられる。
【００８１】
　フルオロアルキル基を有するアニオン性界面活性剤の市販品としては、サーフロンＳ－
１１１、Ｓ－１１２、Ｓ－１１３（旭硝子社製）；フロラードＦＣ－９３、ＦＣ－９５、
ＦＣ－９８、ＦＣ－１２９（住友３Ｍ社製）；ユニダインＤＳ－１０１、ＤＳ－１０２（
ダイキン工業社製）；メガファックＦ－１１０、Ｆ－１２０、Ｆ－１１３、Ｆ－１９１、
Ｆ－８１２、Ｆ－８３３（ＤＩＣ社製）；エクトップＥＦ－１０２、１０３、１０４、１
０５、１１２、１２３Ａ、１２３Ｂ、３０６Ａ、５０１、２０１、２０４（トーケムプロ
ダクツ社製）；フタージェント１００、１５０（ネオス社製）等が挙げられる。
【００８２】
　アニオン性界面活性剤の添加量は、水性溶媒に対して、０．５～１０質量％であること
が好ましい。
【００８３】
　樹脂粒子Ａを構成する樹脂としては、特に限定されないが、ビニル樹脂、ポリウレタン
、エポキシ樹脂、ポリエステル、ポリアミド、ポリイミド、ケイ素樹脂、フェノール樹脂
、メラミン樹脂、尿素樹脂、アニリン樹脂、アイオノマー樹脂、ポリカーボネート等が挙
げられ、二種以上併用してもよい。中でも、微細な球状の樹脂粒子が得られやすいことか
ら、ビニル樹脂、ポリウレタン、エポキシ樹脂又はポリエステルが好ましい。
【００８４】
　ビニル樹脂としては、スチレン－（メタ）アクリル酸エステル共重合体、スチレン－ブ
タジエン共重合体、（メタ）アクリル酸－アクリル酸エステル重合体、スチレン－アクリ
ロニトリル共重合体、スチレン－無水マレイン酸共重合体、スチレン－（メタ）アクリル
酸共重合体等が挙げられる。
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【００８５】
　樹脂粒子Ａは、公知の方法を用いて製造することができるが、樹脂粒子Ａの水性分散液
として用いることが好ましい。樹脂粒子Ａの水性分散液の調製方法としては、樹脂粒子Ａ
を構成する樹脂がビニル樹脂である場合、懸濁重合法、乳化重合法、シード重合法又は分
散重合法を用いて、ビニルモノマーを重合することにより、樹脂粒子の水性分散液を製造
する方法が挙げられる。また、樹脂粒子Ａを構成する樹脂がポリエステル、ポリウレタン
、エポキシ樹脂等の重付加又は縮合系樹脂である場合、モノマー、オリゴマー等の前駆体
又はその溶液を分散剤の存在下、水性溶媒中に分散させた後、加熱又は硬化剤を添加して
硬化させて、樹脂粒子の水性分散液を製造する方法、モノマー、オリゴマー等の前駆体又
はその溶液中に乳化剤を溶解させた後、水性溶媒を加えて転相乳化する方法等が挙げられ
る。これら以外の樹脂粒子Ａの水性分散液の調製方法としては、樹脂を機械回転式、ジェ
ット式等の微粉砕機を用いて粉砕、分級することにより、樹脂粒子Ａを得た後、樹脂粒子
Ａを分散剤の存在下で水性溶媒中に分散させる方法、樹脂の溶液を霧状に噴霧することに
より樹脂粒子Ａを得た後、樹脂粒子Ａを分散剤の存在下で水性溶媒中に分散させる方法、
樹脂の溶液に貧溶媒を添加する又は溶媒に加熱溶解した樹脂溶液を冷却することにより、
樹脂粒子Ａを得た後、樹脂粒子Ａを分散剤の存在下で水性溶媒中に分散させる方法、樹脂
の溶液を、分散剤の存在下で水性溶媒中に分散させた後、加熱、減圧等により溶媒を除去
する方法、樹脂の溶液中に乳化剤を溶解させた後、水性溶媒を加えて転相乳化する方法等
が挙げられる。
【００８６】
　なお、樹脂粒子Ａを製造する際に、分散剤として、前述のアニオン性界面活性剤を用い
たり、樹脂粒子Ａを構成する樹脂として、カルボキシル基、カルボン酸塩基等のアニオン
性基を有する樹脂を用いたりすることができる。
【００８７】
　樹脂粒子Ａは、体積平均粒径が１０～２５ｎｍであることが好ましい。
【００８８】
　樹脂粒子Ａの添加量は、水性溶媒に対して、０．５～１０質量％であることが好ましい
。樹脂粒子Ａの添加量が０．５質量％未満であると、式（２）を満たさなくなることがあ
り、１０質量％を超えると、トナーから樹脂粒子Ａが脱離しやすくなることがある。
【００８９】
　樹脂粒子Ｂを構成する樹脂は、トナー材料に含まれるポリエステルと非相溶である。こ
のため、母体粒子の表面に樹脂粒子Ｂを付着させることができる。
【００９０】
　ポリエステルと非相溶である樹脂としては、スチレン－アクリル酸メチル共重合体、ス
チレン－アクリル酸エチル共重合体、スチレン－アクリル酸ブチル共重合体、スチレン－
アクリル酸オクチル共重合体、スチレン－メタクリル酸メチル共重合体、スチレン－メタ
クリル酸エチル共重合体、スチレン－メタクリル酸ブチル共重合体、スチレン－α－クロ
ロメタクリル酸メチル共重合体、スチレン－アクリロニトリル共重合体、スチレン－アク
リロニトリル－インデン共重合体、スチレン－ｐ－クロロスチレン共重合体、スチレン－
プロピレン共重合体、スチレン－ビニルトルエン共重合体、スチレン－ビニルナフタレン
共重合体、スチレン－ビニルメチルケトン共重合体、スチレン－ブタジエン共重合体、ス
チレン－イソプレン共重合体、スチレン－マレイン酸共重合体、スチレン－マレイン酸エ
ステル共重合体等が挙げられ、二種以上併用してもよい。また、このような樹脂を合成す
る際に、複数のビニル基を有するモノマーを共重合することもできる。複数のビニル基を
有するモノマーとしては、メタクリル酸エチレンオキシド付加物硫酸エステルのナトリウ
ム塩エレミノールＲＳ－３０（三洋化成工業社製）、ジビニルベンゼン、１，６－ヘキサ
ンジオールジアクリレート等が挙げられる。
【００９１】
　なお、樹脂粒子Ａ及び樹脂粒子Ｂを構成する樹脂は、同一であってもよいし、異なって
いてもよい。
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【００９２】
　樹脂粒子Ｂは、樹脂粒子Ａと同様にして、製造することができる。このとき、母体粒子
の本体に付着しやすいことから、樹脂粒子Ｂは、カチオン性、ノニオン性又は両性である
ことが好ましい。このような樹脂粒子Ｂを水系媒体に添加すると、凝集するため、樹脂粒
子Ｂを添加した水系媒体中に第一の液を乳化又は分散させる場合は、第一の液を乳化又は
分散させる前に水系媒体を分散させることが好ましい。
【００９３】
　このとき、樹脂粒子Ｂを製造する際に、分散剤として、カチオン性界面活性剤、ノニオ
ン性界面活性剤、両性界面活性剤を用いたり、樹脂粒子Ｂを構成する樹脂として、アミノ
基、アンモニウム塩基等のカチオン性基を有する樹脂を用いたりすることができる。
【００９４】
　カチオン性界面活性剤としては、特に限定されないが、アルキルアミン塩、アミノアル
コール脂肪酸誘導体、ポリアミン脂肪酸誘導体、イミダゾリン等のアミン塩型の界面活性
剤；アルキルトリメチルアンモニム塩、ジアルキルジメチルアンモニウム塩、アルキルジ
メチルベンジルアンモニウム塩、ピリジニウム塩、アルキルイソキノリニウム塩、塩化ベ
ンゼトニウム等の４級アンモニウム塩型の界面活性剤等が挙げられる。中でも、フルオロ
アルキル基を有するカチオン性界面活性剤が好ましい。
【００９５】
　フルオロアルキル基を有するカチオン性界面活性剤としては、特に限定されないが、フ
ルオロアルキル基を有する脂肪族１級、２級又は３級アミン酸、パーフルオロアルキル（
Ｃ６～Ｃ１０）スルホンアミドプロピルトリメチルアンモニウム塩等の脂肪族４級アンモ
ニウム塩、ベンザルコニウム塩、塩化ベンゼトニウム、ピリジニウム塩、イミダゾリニウ
ム塩等が挙げられる。
【００９６】
　フルオロアルキル基を有するカチオン性界面活性剤の市販品としては、サーフロンＳ－
１２１（旭硝子社製）、フロラードＦＣ－１３５（住友３Ｍ社製）、ユニダインＤＳ－２
０２（ダイキン工業社製）、メガファックＦ－１５０、Ｆ－８２４（大日本インキ社製）
、エクトップＥＦ－１３２（トーケムプロダクツ社製）、フタージェント３００（ネオス
社製）等が挙げられる。
【００９７】
　ノニオン性界面活性剤としては、特に限定されないが、脂肪酸アミド誘導体、多価アル
コール誘導体等が挙げられる。
【００９８】
　両性界面活性剤としては、特に限定されないが、アラニン、ドデシルビス（アミノエチ
ル）グリシン、ビス（オクチルアミノエチル）グリシン、Ｎ－アルキル－Ｎ，Ｎ－ジメチ
ルアンモニウムべタイン等が挙げられる。
【００９９】
　樹脂粒子Ｂは、体積平均粒径が１００～２５０ｎｍであることが好ましい。
【０１００】
　樹脂粒子Ｂの添加量は、トナー材料に対して、０．５～５質量％であることが好ましく
、１～４質量％がさらに好ましい。樹脂粒子Ｂの添加量が０．５質量％未満であると、式
（１）を満たさなくなることがあり、５質量％を超えると、トナーから樹脂粒子Ｂが脱離
しやすくなることがある。
【０１０１】
　なお、樹脂粒子Ａ及び樹脂粒子Ｂの体積平均粒径は、レーザ回折／散乱式粒度分布測定
装置ＬＡ－９２０（堀場製作所社製）を用いて測定することができる。
【０１０２】
　トナー材料は、活性水素基と反応することが可能な官能基を有するポリエステルプレポ
リマーを含むことが好ましい。このとき、第二の液に含まれるポリエステルプレポリマー
と、活性水素基を有する化合物を反応させて変性ポリエステルを生成することにより、結
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着樹脂として、変性ポリエステルを含むトナーが得られる。これにより、樹脂粒子Ｂや無
機粒子の埋没を抑制することができる。変性ポリエステルは、高分子量成分の分子量を調
節しやすく、オイルレストナーの低温定着性を確保することができることから、ウレア変
性ポリエステルであることが好ましい。
【０１０３】
　活性水素基と反応することが可能な官能基としては、特に限定されないが、イソシアネ
ート基、エポキシ基、カルボキシル基、クロロカルボニル基等が挙げられ、二種以上併用
してもよい。中でも、ウレア変性ポリエステルを生成することが可能なイソシアネート基
が好ましい。
【０１０４】
　また、活性水素基としては、水酸基（アルコール性水酸基及びフェノール性水酸基）、
アミノ基、カルボキシル基、メルカプト基等が挙げられ、二種以上併用してもよい。中で
も、ウレア変性ポリエステルを生成することが可能なアミノ基が好ましい。
【０１０５】
　このとき、活性水素基を有する化合物をさらに含むトナー材料を有機溶媒中で溶解又は
分散させて第一の液を調製してもよいし、活性水素基を有する化合物を含む水系媒体中に
第一の液を乳化又は分散させて第二の液を調製してもよいし、第一の液を水系媒体中に乳
化又は分散させた後、活性水素基を有する化合物を添加してもよい。
【０１０６】
　以下、活性水素基と反応することが可能な官能基を有するポリエステルプレポリマーと
して、イソシアネート基を有するポリエステルプレポリマー（以下、プレポリマー（Ａ）
という）、活性水素基を有する化合物として、アミン類（Ｂ）を用いる場合について説明
する。
【０１０７】
　プレポリマー（Ａ）は、例えば、ポリオールとポリカルボン酸を重縮合することにより
得られるアルコール性水酸基を有するポリエステルをポリイソシアネートと反応させるこ
とにより得られる。
【０１０８】
　ポリオールとしては、ジオール、３価以上のアルコール、ジオールと３価以上のアルコ
ールの混合物が挙げられ、ジオール又はジオールと３価以上のアルコールの混合物が好ま
しい。
【０１０９】
　ジオールとしては、特に限定されないが、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、１，６－ヘキサン
ジオール等のアルキレングリコール；ジエチレングリコール、トリエチレングリコール、
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等のアルキレングリコールの縮合物；１，４－シクロヘキサンジ
メタノール、水素添加ビスフェノールＡ等の脂環式ジオール；脂環式ジオールに、エチレ
ンオキシド、プロピレンオキシド、ブチレンオキシド等のアルキレンオキシドを付加した
もの；ビスフェノールＡ、ビスフェノールＦ、ビスフェノールＳ等のビスフェノール類；
ビスフェノール類に、エチレンオキシド、プロピレンオキシド、ブチレンオキシド等のア
ルキレンオキシドを付加したもの等が挙げられ、二種以上併用してもよい。中でも、炭素
数が２～１２のアルキレングリコール又はビスフェノール類のアルキレンオキシド付加物
が好ましく、ビスフェノール類のアルキレンオキシド付加物又はビスフェノール類のアル
キレンオキシド付加物と炭素数が２～１２のアルキレングリコールの混合物が特に好まし
い。
【０１１０】
　３価以上のアルコールとしては、特に限定されないが、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、ソルビトール等の３価以上の脂
肪族アルコール；トリスフェノールＰＡ、フェノールノボラック、クレゾールノボラック
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等の３価以上のポリフェノール類；３価以上のポリフェノール類のエチレンオキシド、プ
ロピレンオキシド、ブチレンオキシド等のアルキレンオキシドを付加したもの等が挙げら
れ、二種以上併用してもよい。
【０１１１】
　ポリオールとして、ジオールと３価以上のアルコールの混合物を用いる場合、ジオール
に対する３価以上のアルコールの質量比は０．０１～１０％であることが好ましく、０．
０１～１％がさらに好ましい。
【０１１２】
　ポリカルボン酸としては、ジカルボン酸、３価以上のカルボン酸、ジカルボン酸と３価
以上のカルボン酸の混合物が挙げられ、ジカルボン酸と３価以上のポリカルボン酸の混合
物が好ましい。
【０１１３】
　ジカルボン酸としては、特に限定されないが、コハク酸、アジピン酸、セバシン酸等の
アルキレンジカルボン酸；マレイン酸、フマル酸等のアルケニレンジカルボン酸；フタル
酸、イソフタル酸、テレフタル酸、ナフタレンジカルボン酸等の芳香族ジカルボン酸等が
挙げられ、二種以上併用してもよい。中でも、炭素数が４～２０のアルケニレンジカルボ
ン酸又は炭素数が８～２０の芳香族ジカルボン酸が好ましい。
【０１１４】
　３価以上のカルボン酸としては、特に限定されないが、トリメリット酸、ピロメリット
酸等の芳香族ポリカルボン酸等が挙げられ、二種以上併用してもよい。中でも、炭素数が
９～２０の芳香族ポリカルボン酸が好ましい。
【０１１５】
　ポリカルボン酸として、ジカルボン酸と３価以上のカルボン酸の混合物を用いる場合、
ジカルボン酸に対する３価以上のカルボン酸の質量比が０．０１～１０％であることが好
ましく、０．０１～１％がさらに好ましい。
【０１１６】
　なお、ポリカルボン酸の代わりに、ポリカルボン酸の無水物又はメチルエステル、エチ
ルエステル、イソプロピルエステル等の低級アルキルエステルを用いてもよい。
【０１１７】
　アルコール性水酸基を有するポリエステルを合成する際には、テトラブトキシチタネー
ト、ジブチルスズオキサイド等の公知のエステル化触媒の存在下、１５０～２８０℃に加
熱し、必要に応じて、減圧しながら生成する水を溜去することが好ましい。このとき、カ
ルボキシル基に対する水酸基の当量比は、通常、１～２であり、１～１．５が好ましく、
１．０２～１．３がさらに好ましい。
【０１１８】
　ポリイソシアネートとしては、テトラメチレンジイソシアネート、ヘキサメチレンジイ
ソシアネート、２，６－ジイソシアナトカプロン酸メチル、オクタメチレンジイソシアネ
ート、デカメチレンジイソシアネート、ドデカメチレンジイソシアネート、テトラデカメ
チレンジイソシアネート、トリメチルヘキサンジイソシアネート、テトラメチルヘキサン
ジイソシアネート等の脂肪族ジイソシアネート；イソホロンジイソシアネート、シクロヘ
キシルメタンジイソシアネート等の脂環式ジイソシアネート；トリレンジイソシアネート
、ジイソシアナトジフェニルメタン、１，５－ナフチレンジイソシアネート、４，４'－
ジイソシアナトジフェニル、４，４'－ジイソシアナト－３，３'－ジメチルジフェニル、
４，４'－ジイソシアナト－３－メチルジフェニルメタン、４，４'－ジイソシアナトジフ
ェニルエーテル等の芳香族ジイソシアネート；α，α，α'，α'－テトラメチルキシリレ
ンジイソシアネート等の芳香脂肪族ジイソシアネート；トリス（イソシアナトアルキル）
イソシアヌレート、トリス（イソシアナトシクロアルキル）イソシアヌレート等のイソシ
アヌレート類；これらをフェノール誘導体、オキシム、カプロラクタム等でブロックした
もの等が挙げられ、二種以上併用してもよい。
【０１１９】
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　アルコール性水酸基を有するポリエステルとポリイソシアネートを反応させる際には、
４０～１４０℃で合成することが好ましい。このとき、アルコール性水酸基に対するイソ
シアネート基の当量比は、通常、１～５であり、１．２～４が好ましく、１．５～２．５
がさらに好ましい。この当量比が５を超えると、ウレア変性ポリエステルの分子量が大き
くなって、低温定着性が低下することがあり、１未満であると、ウレア変性ポリエステル
の分子量が小さくなって、耐オフセット性が低下することがある。
【０１２０】
　また、プレポリマー（Ａ）を合成する際に、必要に応じて、イソシアネートに対して不
活性な溶媒を添加してもよい。溶媒としては、トルエン、キシレン等の芳香族溶媒；アセ
トン、メチルエチルケトン、メチルイソブチルケトン等のケトン類；酢酸エチル等のエス
テル類；ジメチルホルムアミド、ジメチルアセトアミド等のアミド類、テトラヒドロフラ
ン等のエーテル類等が挙げられ、二種以上併用してもよい。
【０１２１】
　プレポリマー（Ａ）の重量平均分子量は、３×１０３～４×１０４であることが好まし
く、４×１０３～３×１０４がさらに好ましい。重量平均分子量が３×１０３未満である
と、耐熱保存性が低下することがあり、４×１０４を超えると、低温定着性が低下するこ
とがある。
【０１２２】
　プレポリマー（Ａ）中のポリイソシアネート由来の構成成分の含有量は、通常、０．５
～４０質量％であり、１～３０質量％が好ましく、２～２０質量％がさらに好ましい。こ
の含有量が０．５質量％未満であると、耐オフセット性が低下することがあり、４０質量
％を超えると、低温定着性が低下することがある。
【０１２３】
　プレポリマー（Ａ）１分子当たりのイソシアネート基の含有量（平均値）は、通常、１
個以上であり、１．２～５個が好ましく、１．５～４個がさらに好ましい。この含有量が
１個未満であると、ウレア変性ポリエステルの分子量が小さくなって、耐オフセット性が
低下することがある。
【０１２４】
　アミン類（Ｂ）としては、ジアミン、３価以上のアミン、アミノアルコール、アミノメ
ルカプタン、アミノ酸等が挙げられ、二種以上併用してもよい。中でも、ジアミン又はジ
アミンと３価以上のポリアミンの混合物が好ましい。
【０１２５】
　ジアミンとしては、フェニレンジアミン、ジエチルトルエンジアミン、４，４'－ジア
ミノジフェニルメタン等の芳香族ジアミン；４，４'－ジアミノ－３，３'－ジメチルジシ
クロヘキシルメタン、ジアミンシクロヘキサン、イソホロンジアミン等の脂環式ジアミン
；エチレンジアミン、テトラメチレンジアミン、ヘキサメチレンジアミン等の脂肪族ジア
ミン等が挙げられ、二種以上併用してもよい。
【０１２６】
　３価以上のアミンとしては、ジエチレントリアミン、トリエチレンテトラミン等が挙げ
られ、二種以上併用してもよい。
【０１２７】
　アミノアルコールとしては、エタノールアミン、ヒドロキシエチルアニリン等が挙げら
れ、二種以上併用してもよい。
【０１２８】
　アミノメルカプタンとしては、アミノエチルメルカプタン、アミノプロピルメルカプタ
ン等が挙げられ、二種以上併用してもよい。
【０１２９】
　アミノ酸としては、アミノプロピオン酸、アミノカプロン酸等が挙げられ、二種以上併
用してもよい。
【０１３０】
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　なお、アミン類（Ｂ）の代わりに、アミン類（Ｂ）のアミノ基をブロックしたものを用
いてもよい。アミン類（Ｂ）のアミノ基をブロックしたものとしては、アミン類（Ｂ）と
アセトン、メチルエチルケトン、メチルイソブチルケトン等のケトンから得られるケチミ
ン化合物、オキサゾリジン化合物等が挙げられ、二種以上併用してもよい。
【０１３１】
　本発明において、アミン類（Ｂ）のアミノ基に対するプレポリマー（Ａ）のイソシアネ
ート基の当量比は、通常、１／３～３であり、０．５～２が好ましく、２／３～１．５が
さらに好ましい。この当量比が１／３を未満である場合及び３を超える場合は、ウレア変
性ポリエステルの分子量が小さくなって、耐オフセット性が低下することがある。
【０１３２】
　また、アミン類（Ｂ）の他にアルコールを添加することにより、ウレタン結合を形成し
てもよい。このようにして形成されるウレア結合に対するウレタン結合の当量比は、通常
、０～９であり、０．２５～４が好ましく、２／３～７／３がさらに好ましい。この当量
比が９を超えると、耐オフセット性が低下することがある。
【０１３３】
　本発明において、プレポリマー（Ａ）とアミン類（Ｂ）を反応させる際には、ジブチル
スズラウレート、ジオクチルスズラウレート等の触媒を用いることができる。また、反応
時間は、例えば、プレポリマー（Ａ）とアミン類（Ｂ）の組み合わせに応じて適宜選択さ
れるが、通常、１０分～４０時間であり、２～２４時間が好ましい。反応温度は、通常、
０～１５０℃であり、４０～９８℃が好ましい。
【０１３４】
　また、必要に応じて、反応停止剤を用いて、ウレア変性ポリエステルの分子量を調整す
ることができる。反応停止剤としては、ジエチルアミン、ジブチルアミン、ブチルアミン
、ラウリルアミン等のモノアミン等が挙げられる。なお、モノアミンの代わりに、モノア
ミンのアミノ基をブロックしたものを用いてもよい。
【０１３５】
　トナー材料は、活性水素基と反応することが可能な官能基を有するポリエステルプレポ
リマー及び変性されていないポリエステルを含むことが好ましい。これにより、低温定着
性及び光沢性を向上させることができる。
【０１３６】
　変性されていないポリエステルに対するポリエステルプレポリマーの質量比は、５／９
５～２５／７５であることが好ましく、１０／９０～２５／７５がさらに好ましい。質量
比が５／９５未満であると、耐オフセット性が低下することがあり、２５／７５を超える
と、低温定着性及び光沢性が低下することがある。
【０１３７】
　本発明において、トナー材料が変性層状無機鉱物をさらに含み、第一の液の２５℃にお
けるＣａｓｓｏｎ降伏値が１～１００Ｐａであることが好ましい。このとき、変性層状無
機鉱物は、適度な疎水性を有するため、第一の液が非ニュートニアン粘性を有し、トナー
を異形化することができる。
【０１３８】
　後述するように、第二の液を調製する際に、せん断力を印加するが、せん断力を印加す
る時間が経過すると、油滴の粒径が変化していき、せん断力を弱めることにより、体積平
均粒径がＤｖ１である一次粒子が得られる。その後、一次粒子が凝集して、体積平均粒径
がＤｖ２である母体粒子が得られる。このとき、第一の液の２５℃におけるＣａｓｓｏｎ
降伏値が１Ｐａ未満であると、Ｄｖ１が小さくなるため、一次粒子の凝集が進行しすぎて
、ΔＤｖ（＝Ｄｖ２－Ｄｖ１）が大きくなり、母体粒子の粒度分布が広くなる。一方、第
一の液の２５℃におけるＣａｓｓｏｎ降伏値が１００Ｐａを超えると、Ｄｖ１が大きくな
るため、一次粒子の凝集が不十分となって、ΔＤｖが小さくなり、異形化された母体粒子
が得られず、粒度分布が広くなる。このため、第一の液の２５℃におけるＣａｓｓｏｎ降
伏値を調節してΔＤｖを制御することにより、母体粒子の形状と粒度分布を制御すること
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ができる。
【０１３９】
　このとき、第一の液の固形分中の変性層状無機鉱物の含有量が０．０５～１０質量％で
あることが好ましい。変性層状無機鉱物の含有量が０．０５質量％未満であると、第一の
液の２５℃におけるＣａｓｓｏｎ降伏値が１Ｐａ未満となることがあり、１０質量％を超
えると、第一の液の２５℃におけるＣａｓｓｏｎ降伏値が１００Ｐａを超えることがある
。
【０１４０】
　なお、トナー材料は、着色剤、離型剤、帯電制御剤、クリーニング性向上剤等をさらに
含んでいてもよい。このとき、第一の液は、トナー材料の全成分を含んでいなくてもよく
、この場合、第一の液に含まれないトナー材料の成分の一部又は全てを有機溶媒中で溶解
又は分散させた液をさらに調製し、得られた液及び第一の液を水系媒体中に乳化又は分散
させて第二の液を調製することができる。
【０１４１】
　第一の液を調製する際に用いられる有機溶媒は、揮発除去することを考慮すると、沸点
が１５０℃未満であることが好ましい。このような有機溶媒としては、特に限定されない
が、トルエン、キシレン、ベンゼン、四塩化炭素、塩化メチレン、１，２－ジクロロエタ
ン、１，１，２－トリクロロエタン、トリクロロエチレン、クロロホルム、クロロベンゼ
ン、ジクロロエチリデン、酢酸メチル、酢酸エチル、メチルエチルケトン、メチルイソブ
チルケトン等が挙げられ、二種以上併用してもよい。中でも、トルエン、キシレン、ベン
ゼン、塩化メチレン、１，２－ジクロロエタン、クロロホルム、四塩化炭素が好ましく、
酢酸エチルが特に好ましい。
【０１４２】
　また、有機溶媒の使用量は、トナー材料１００質量部に対して、４０～３００質量部で
あることが好ましく、６０～１４０質量部がさらに好ましく、８０～１２０質量部が特に
好ましい。有機溶媒の使用量が４０質量部未満であると、第一の液の２５℃におけるＣａ
ｓｓｏｎ降伏値が１００Ｐａを超えることがあり、３００質量部を超えると、第一の液の
２５℃におけるＣａｓｓｏｎ降伏値が１Ｐａ未満となることがある。
【０１４３】
　第一の液を水系媒体中で乳化又は分散させる際には、低速せん断式分散機、高速せん断
式分散機等の公知の分散機を用いることができる。
【０１４４】
　トナー材料１００質量部に対する水系媒体の使用量は、通常、５０～２０００質量部で
あり、１００～１０００質量部が好ましい。水系媒体の使用量が５０質量部未満であると
、分散状態が悪くなって、所定の粒径の母体粒子が得られないことがあり、２０００質量
部を超えると、異形化された母体粒子が得られないことがある。
【０１４５】
　また、水系媒体は、無機分散剤、高分子系保護コロイド等をさらに含んでいてもよい。
【０１４６】
　無機分散剤としては、特に限定されないが、リン酸三カルシウム、炭酸カルシウム、酸
化チタン、コロイダルシリカ、ヒドロキシアパタイト等が挙げられる。なお、無機粒子と
して、リン酸三カルシウムを用いた場合は、塩酸等で溶解させた後、水洗する方法、酵素
で分解する方法等を用いて、リン酸三カルシウムを除去することができる。
【０１４７】
　高分子系保護コロイドとしては、特に限定されないが、アクリル酸、メタクリル酸、α
－シアノアクリル酸、α－シアノメタクリル酸、イタコン酸、クロトン酸、フマル酸、マ
レイン酸、無水マレイン酸等のカルボキシル基を有するビニルモノマー；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、アクリル酸β－ヒドロキシプロ
ビル、メタクリル酸β－ヒドロキシプロピル、アクリル酸γ－ヒドロキシプロピル、メタ
クリル酸γ－ヒドロキシプロピル、アクリル酸３－クロロ－２－ヒドロキシプロビル、メ
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タクリル酸３－クロロ－２－ヒドロキシプロピル、ジエチレングリコールモノアクリル酸
エステル、ジエチレングリコールモノメタクリル酸エステル、グリセリンモノアクリル酸
エステル、グリセリンモノメタクリル酸エステル、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等の水酸基を有する（メタ）アクリル系モノマー；ビニルメ
チルエーテル、ビニルエチルエーテル、ビニルプロピルエーテル等のアルキルビニルエー
テル；酢酸ビニル、プロピオン酸ビニル、酪酸ビニル等のカルボン酸ビニル；アクリルア
ミド、メタクリルアミド、ジアセトンアクリルアミド等の（メタ）アクリルアミド系モノ
マー；（メタ）アクリルアミド系モノマーのメチロール化物；アクリル酸クロライド、メ
タクリル酸クロライド等の（メタ）アクリル酸クロライド系モノマー；ビニルピリジン、
ビニルピロリドン、ビニルイミダゾール、エチレンイミン等の窒素原子又はその複素環を
有するビニルモノマー等の単独重合体又は共重合体が挙げられる。また、これら以外の高
分子系保護コロイドとしては、ポリオキシエチレン、ポリオキシプロピレン、ポリオキシ
エチレンアルキルアミン、ポリオキシプロピレンアルキルアミン、ポリオキシエチレンア
ルキルアミド、ポリオキシプロピレンアルキルアミド、ポリオキシエチレンノニルフェニ
ルエーテル、ポリオキシエチレンラウリルフェニルエーテル、ポリオキシエチレンステア
リルフェニルエステル、ポリオキシエチレンノニルフェニルエステル等のポリオキシアル
キレン系樹脂；メチルセルロース、ヒドロキシエチルセルロース、ヒドロキシプロピルセ
ルロース、カルボキシメチルセルロースナトリウム等のセルロース類；ポリビニルアルコ
ール等が挙げられる。
【０１４８】
　第二の液から有機溶媒を除去する方法としては、特に限定されないが、第二の液を徐々
に昇温させて、有機溶媒を揮発させる方法、第二の液を乾燥雰囲気中に噴霧して、有機溶
媒を揮発させる方法等が挙げられる。
【０１４９】
　第二の液から有機溶媒を除去すると、母体粒子が生成するが、第二の液から有機溶媒を
除去した後、母体粒子に含まれるポリエステルのガラス転移点以上の温度に加熱すること
が好ましい。これにより、樹脂粒子Ｂの脱離を抑制することができる。さらに、母体粒子
を洗浄、乾燥した後、必要に応じて、分級することが好ましい。母体粒子を分級する方法
としては、特に限定されないが、サイクロン、デカンター、遠心分離等が挙げられる。
【０１５０】
　本発明のトナーの製造方法は、母体粒子と無機粒子を混合する工程をさらに有すること
が好ましい。これにより、トナーの流動性や帯電性の低下を抑制することができる。
【０１５１】
　本発明の現像剤は、本発明のトナーを有するが、本発明の現像剤を用いて、静電潜像を
現像することができる。なお、本発明の現像剤は、本発明のトナーからなる一成分現像剤
であってもよいし、公知のキャリアをさらに有する二成分現像剤であってもよい。
【０１５２】
　本発明の画像形成方法は、静電潜像形成工程（帯電工程と露光工程）と、現像工程と、
転写工程と、定着工程と、クリーニング工程を有し、必要に応じて、除電工程、リサイク
ル工程、制御工程等の工程をさらに有してもよい。
【０１５３】
　静電潜像形成工程は、静電潜像担持体上に静電潜像を形成する工程である。静電潜像担
持体を構成する材料としては、アモルファスシリコン、セレン等の無機物質；ポリシラン
、フタロポリメチン等の有機物質等が挙げられるが、長寿命であることから、アモルファ
スシリコンが好ましい。また、静電潜像担持体の形状は、ドラム状であることが好ましい
。
【０１５４】
　静電潜像は、静電潜像担持体の表面を一様に帯電させた後、露光することにより形成す
ることができ、静電潜像形成手段により行うことができる。静電潜像形成手段は、静電潜
像担持体の表面を一様に帯電させる帯電器（帯電手段）と、静電潜像担持体の表面を露光



(22) JP 2011-13441 A 2011.1.20

10

20

30

40

50

する露光器（露光手段）を有することが好ましい。
【０１５５】
　帯電は、帯電器を用いて、静電潜像担持体の表面に電圧を印加することにより行うこと
ができる。帯電器としては、特に限定されないが、導電性又は半導電性のロール、ブラシ
、フィルム、ゴムブレード等を備えた公知の接触帯電器、コロトロン、スコロトロン等の
コロナ放電を利用した非接触帯電器等が挙げられる。
【０１５６】
　露光は、露光器を用いて静電潜像担持体の表面を露光することにより行うことができる
。露光器としては、特に限定されないが、複写光学系、ロッドレンズアレイ系、レーザー
光学系、液晶シャッタ光学系等の各種露光器を用いることができる。なお、静電潜像担持
体の裏面側から露光を行う光背面方式を採用してもよい。
【０１５７】
　現像工程は、静電潜像を、本発明の現像剤を用いて現像することにより、トナー像を形
成する工程である。トナー像は、現像手段を用いて形成することができる。現像手段は、
本発明の現像剤を収容し、静電潜像にトナーを接触又は非接触的に付与可能な現像器を有
することが好ましい。また、単色用現像器であってもよいし、多色用現像器であってもよ
い。具体的には、現像剤を摩擦攪拌することにより帯電させる攪拌器と、回転可能なマグ
ネットローラを有する現像器等が挙げられる。
【０１５８】
　二成分現像剤を収容する現像器内では、トナーとキャリアとが混合攪拌され、その際の
摩擦によりトナーが帯電し、回転するマグネットローラの表面に穂立ち状態で保持され、
磁気ブラシが形成される。マグネットローラは、静電潜像担持体の近傍に配置されている
ため、マグネットローラの表面に形成された磁気ブラシを構成するトナーの一部は、電気
的な吸引力によって静電潜像担持体の表面に移動する。その結果、静電潜像がトナーによ
り現像されて静電潜像担持体の表面にトナー像が形成される。
【０１５９】
　転写工程は、トナー像を記録媒体に転写する工程であるが、中間転写体を用い、中間転
写体上にトナー像を一次転写した後、トナー像を記録媒体上に二次転写することが好まし
い。このとき、用いられるトナーは、通常、二色以上であり、フルカラートナーを用いる
ことが好ましい。このため、トナー像を中間転写体上に転写して合成トナー像を形成する
一次転写工程と、合成トナー像を記録媒体上に転写する二次転写工程を有することが好ま
しい。
【０１６０】
　転写は、転写手段を用いて静電潜像担持体を帯電することにより行うことができる。転
写手段は、トナー像を中間転写体上に転写して合成トナー像を形成する一次転写手段と、
合成トナー像を記録媒体上に転写する二次転写手段を有することが好ましい。なお、中間
転写体としては、特に限定されないが、転写ベルト等を用いることができる。
【０１６１】
　転写手段は、静電潜像担持体上に形成されたトナー像を記録媒体側へ剥離帯電させる転
写器を有することが好ましい。転写手段は、一つであってもよいし、複数であってもよい
。転写器としては、特に限定されないが、コロナ放電によるコロナ転写器、転写ベルト、
転写ローラ、圧力転写ローラ、粘着転写器等が挙げられる。なお、記録媒体としては、特
に限定されないが、記録紙等を用いることができる。
【０１６２】
　定着工程は、定着手段を用いて記録媒体に転写されたトナー像を定着させる工程であり
、各色のトナー像が記録媒体に転写される毎に定着してもよいし、各色のトナー像を積層
した状態で一度に定着してもよい。定着手段としては、特に限定されないが、加熱ローラ
と加圧ローラの組み合わせ、加熱ローラと加圧ローラと無端ベルトの組み合わせ等が挙げ
られる。このとき、加熱温度は、通常、８０～２００℃である。なお、必要に応じて、定
着手段と共に、又は、定着手段の代わりに、公知の光定着器を用いてもよい。
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【０１６３】
　除電工程は、静電潜像担持体に除電バイアスを印加することにより除電する工程であり
、除電手段を用いて行うことができる。除電手段としては、特に限定されないが、除電ラ
ンプ等を用いることができる。
【０１６４】
　クリーニング工程は、静電潜像担持体上に残留するトナーを除去する工程であり、クリ
ーニング手段を用いて行うことができる。クリーニング手段としては、特に限定されない
が、磁気ブラシクリーナ、静電ブラシクリーナ、磁気ローラクリーナ、ブレードクリーナ
、ブラシクリーナ、ウエブクリーナ等を用いることができる。中でも、ブレードクリーナ
を用いることが好ましい。
【０１６５】
　リサイクル工程は、クリーニング工程により除去したトナーを現像手段でリサイクルす
る工程であり、リサイクル手段を用いて行うことができる。リサイクル手段としては、特
に限定されないが、公知の搬送手段等を用いることができる。
【０１６６】
　制御工程は、各工程を制御する工程であり、制御手段を用いて行うことができる。制御
手段としては、特に限定されないが、シークエンサー、コンピュータ等の機器を用いるこ
とができる。
【０１６７】
　本発明のプロセスカートリッジは、静電潜像担持体、静電潜像担持体上に形成された静
電潜像を、本発明の現像剤を用いて現像する手段が少なくとも一体に支持されており、画
像形成装置の本体に着脱自在である。このとき、本発明のプロセスカートリッジは、帯電
手段、クリーニング手段等がさらに一体に支持されていてもよい。
【０１６８】
　図１に、本発明で用いられる画像形成装置の一例を示す。画像形成装置１００Ａは、の
感光体ドラム１０と、帯電ローラ２０と、露光装置（不図示）と、現像装置４０と、中間
転写体５０と、クリーニングブレードを有するクリーニング装置６０と、除電ランプ７０
を備える。
【０１６９】
　中間転写ベルト５０は、矢印方向に搬送されるように３個のローラ５１で張架されてい
る。３個のローラ５１の一部は、中間転写ベルト５０に一次転写バイアスを印加すること
ができる。中間転写ベルト５０の近傍には、クリーニングブレードを有するクリーニング
装置９０が配置されている。また、記録紙９５にトナー像を二次転写するための二次転写
バイアスを印加する転写ローラ８０が対向して配置されている。中間転写ベルト５０の周
囲には、中間転写ベルト５０上のトナー像に電荷を付与するためのコロナ帯電器５８が、
中間転写ベルト５０の回転方向において、感光体ドラム１０と中間転写ベルト５０との接
触部と、中間転写ベルト５０と転写紙９５との接触部の間に配置されている。
【０１７０】
　現像装置４０は、現像ベルト４１と、現像ベルト４１の周囲に併設したブラック現像器
４５Ｋ、イエロー現像器４５Ｙ、マゼンタ現像器４５Ｍ及びシアン現像器４５Ｃから構成
されている。なお、各色の現像器４５は、現像剤収容部４２と、現像剤供給ローラ４３と
、現像ローラ４４を備えている。また、現像ベルト４１は、矢印方向に搬送されるように
複数のベルトローラで張架され、一部が感光体ドラム１０と接触している。
【０１７１】
　画像形成装置１００Ａにおいて、帯電ローラ２０は、感光体ドラム１０を一様に帯電さ
せた後、露光装置（不図示）を用いて感光体１０に露光光Ｌが照射され、静電潜像を形成
する。次に、感光体ドラム１０上に形成された静電潜像に、現像装置４０から現像剤を供
給することにより現像し、トナー像を形成する。さらに、トナー像がローラ５１により印
加された電圧により中間転写ベルト５０上に一次転写され、さらに記録紙９５上に二次転
写される。その結果、記録紙９５上にトナー像が形成される。なお、感光体ドラム１０上
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に残存したトナーは、クリーニングブレードを有するクリーニング装置６０により除去さ
れ、感光体ドラム１０の帯電電荷は、除電ランプ７０により除去される。
【０１７２】
　図２に、画像形成装置１００Ａの変形例を示す。画像形成装置１００Ｂは、現像ベルト
４１を備えず、感光体ドラム１０の周囲に、ブラック現像器４５Ｋ、イエロー現像器４５
Ｙ、マゼンタ現像器４５Ｍ及びシアン現像器４５Ｃが対向して配置されている以外は、画
像形成装置１００Ａと同様の構成である。なお、図２において、図１と同一の構成につい
ては、同一の符号を付して説明を省略する。
【０１７３】
　図３に、本発明で用いられる画像形成装置の他の例を示す。なお、図３において、図１
と同一の構成については、同一の符号を付して説明を省略する。画像形成装置１００Ｃは
、タンデム型カラー画像形成装置である。画像形成装置１００Ｃは、複写装置本体１５０
と、給紙テーブル２００と、スキャナ３００と、原稿自動搬送装置４００を備えている。
複写装置本体１５０には、中間転写ベルト５０が中央部に設けられている。そして、中間
転写ベルト５０は、図中、時計回りに移動することができるように、支持ローラ１４、１
５及び１６に張架されている。支持ローラ１５の近傍には、中間転写ベルト５０上に残留
したトナーを除去するためのクリーニングブレードを有するクリーニング装置９０が配置
されている。支持ローラ１４及び１５に張架された中間転写ベルト５０の搬送方向に沿っ
て、イエロー、シアン、マゼンタ、ブラックの４色の画像形成ユニット１２０が対向して
配置されている。また、画像形成ユニット１２０の近傍には、露光装置３０が配置されて
いる。中間転写ベルト５０の画像形成ユニット１２０が配置された側と反対側には、二次
転写装置２２が配置されている。二次転写装置２２は、二次転写ベルト２４が一対のロー
ラ２３に張架されており、二次転写ベルト２４上を搬送される記録紙と中間転写ベルト５
０は、互いに接触可能である。二次転写装置２２の近傍には定着装置２５が配置されてい
る。定着装置２５は、定着ベルト２６と、定着ベルト２６に押圧して配置された加圧ロー
ラ２７を備えている。
【０１７４】
　なお、画像形成装置１００Ｃにおいては、二次転写装置２２及び定着装置２５の近傍に
、転写紙を反転させるシート反転装置２８が配置されている。これにより、記録紙の両面
に画像を形成することができる。
【０１７５】
　次に、画像形成ユニット１２０を用いたカラー画像の形成（カラーコピー）について説
明する。まず、原稿自動搬送装置４００の原稿台１３０上に原稿をセットするか、原稿自
動搬送装置４００を開いてスキャナ３００のコンタクトガラス３２上に原稿をセットし、
原稿自動搬送装置４００を閉じる。
【０１７６】
　スタートスイッチ（不図示）を押すと、原稿自動搬送装置４００に原稿をセットした時
は、原稿がコンタクトガラス３２上へ搬送された後で、一方、コンタクトガラス３２上に
原稿をセットした時は、直ちに、スキャナ３００が駆動し、第１走行体３３及び第２走行
体３４が走行する。このとき、第１走行体３３により照射された光の原稿面からの反射光
は、第２走行体３４におけるミラーで反射され、結像レンズ３５を通して読み取りセンサ
３６に受光される。これにより、カラー画像が読み取られ、ブラック、イエロー、マゼン
タ及びシアンの各色の画像情報とされる。各色の画像情報は、各色の画像形成ユニット１
２０にそれぞれ伝達され、各色のトナー像が形成される。
【０１７７】
　各色の感光体ドラム１０上のトナー像は、中間転写ベルト５０上に、順次一次転写され
る。そして、中間転写ベルト５０上で各色のトナー像が重ね合わされて合成トナー像が形
成される。
【０１７８】
　図４に示すように、各色の画像形成ユニット１２０は、それぞれ、感光体ドラム１０と
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、感光体ドラム１０を一様に帯電させる帯電ローラ２０と、各色の画像情報に基づいて感
光体ドラム１０に露光光Ｌを照射することにより、感光体ドラム１０上に静電潜像を形成
する露光装置３０と、各色のトナーを用いて静電潜像を現像することにより、感光体ドラ
ム１０上に各色のトナー像を形成する現像器４５と、各色のトナー像を中間転写ベルト５
０上に一次転写する転写ローラ８０と、クリーニングブレードを有するクリーニング装置
６０と、除電ランプ７０を備えている。
【０１７９】
　一方、給紙テーブル２００においては、給紙ローラ１４２ａの一つを選択的に回転させ
、ペーパーバンク１４３に多段に備える給紙カセット１４４の一つから記録紙を繰り出し
、分離ローラ１４５ａで１枚ずつ分離して給紙路１４６に送り出し、搬送ローラ１４７で
搬送して複写機本体１５０内の給紙路１４８に導き、レジストローラ４９に突き当てて止
める、又は、給紙ローラ１４２ｂを回転させて手差しトレイ５２上の記録紙を繰り出し、
分離ローラ１４５ｂで１枚ずつ分離して手差し給紙路５３に入れ、レジストローラ４９に
突き当てて止める。なお、レジストローラ４９は、一般には接地されて使用されるが、シ
ートの紙粉除去のためにバイアスが印加された状態で使用してもよい。
【０１８０】
　そして、中間転写ベルト５０上に形成された合成トナー像にタイミングを合わせてレジ
ストローラ４９を回転させ、中間転写ベルト５０と二次転写装置２２との間に記録紙を送
り出すことにより、記録紙上に合成トナー像が二次転写される。なお、転写後の中間転写
ベルト５０上に残留するトナーは、クリーニングブレードを有するクリーニング装置９０
によりクリーニングされる。
【０１８１】
　合成トナー像が転写された記録紙は、二次転写装置２２により定着装置２５に搬送され
て、加熱加圧されることにより記録紙上に合成トナー増が定着される。その後、記録紙は
、切り換え爪５５で切り換えて排出ローラ５６により排出され、排紙トレイ５７上にスタ
ックされる、又は、切り換え爪５５で切り換えてシート反転装置２８により反転されて給
紙路１４８に導き、裏面にも画像を形成した後、排出ローラ５６により排出され、排紙ト
レイ５７上にスタックされる。
【実施例】
【０１８２】
　以下、本発明の実施例について説明するが、本発明は、実施例に何ら限定されるもので
はない。なお、実施例中、部は、質量部を意味する。
【０１８３】
　［ポリエステルの合成］
　冷却管、攪拌機及び窒素導入管の付いた反応槽中に、ビスフェノールＡエチレンオキサ
イド２モル付加物６７部、ビスフェノールＡプロピオンオキサイド３モル付加物８４部、
テレフタル酸２７４部及びジブチルスズオキシド２部を投入し、常圧下、２３０℃で８時
間反応させた。次に、１０～１５ｍｍＨｇの減圧下で５時間反応させて、ポリエステルを
得た。ポリエステルは、数平均分子量が２１００、重量平均分子量が５６００、ガラス転
移点が５５℃であった。
【０１８４】
　［マスターバッチの調製］
　イオン交換水１０００部、ＤＢＰ吸油量が４２ｍｌ／１００ｍｇ、ｐＨが９．５のカー
ボンブラックＰｒｉｎｔｅｘ３５（デクサ社製）５４０部及びポリエステル１２００部を
、ヘンシェルミキサー（三井鉱山社製）を用いて混合した。二本ロールを用いて、得られ
た混合物を１５０℃で３０分混練した後、圧延冷却し、パルペライザー（ホソカワミクロ
ン社製）を用いて粉砕して、マスターバッチを得た。
【０１８５】
　［樹脂粒子Ａの水性分散液の調製］
　撹拌棒及び温度計をセットした反応容器中に、イオン交換水６８３部、反応性乳化剤（
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メタクリル酸のエチレンオキシド付加物の硫酸エステルのナトリウム塩）エレミノールＲ
Ｓ－３０（三洋化成工業社製）１６部、スチレン８３部、メタクリル酸８３部、アクリル
酸ブチル１１０部及び過硫酸アンモニウム１部を仕込み、４００ｒｐｍで１５分間撹拌し
た。次に、７５℃まで昇温して５時間反応させた後、１質量％過硫酸アンモニウム水溶液
３０部を添加し、７５℃で５時間熟成して、樹脂粒子Ａの水性分散液を調製した。レーザ
回折／散乱式粒度分布測定装置ＬＡ－９２０（堀場製作所社製）を用いて、樹脂粒子Ａの
体積平均粒径を測定したところ、９ｎｍであった。
【０１８６】
　［樹脂粒子Ｂの水性分散液の調製］
　撹拌棒及び温度計をセットした反応容器中に、イオン交換水６８３部、塩化ジステアリ
ルジメチルアンモニウムのカチオンＤＳ（花王社製）１０部、スチレン１３８部、メタク
リル酸メチル１３８部及び過硫酸アンモニウム１部を仕込み、４００ｒｐｍで１５分間撹
拌した。次に、６５℃まで昇温して１０時間反応させた後、１質量％過硫酸アンモニウム
水溶液３０部を添加し、７５℃で５時間熟成して、樹脂粒子Ｂの水性分散液を調製した。
レーザ回折／散乱式粒度分布測定装置ＬＡ－９２０（堀場製作所社製）を用いて、樹脂粒
子Ｂの体積平均粒径を測定したところ、４２ｎｍであった。
【０１８７】
　［実施例１］
　撹拌棒及び温度計をセットした反応容器中に、ポリエステル３７８部、カルナバワック
ス１１０部（トナー中の含有量４質量％）、サリチル酸金属錯体Ｅ－８４（オリエント化
学工業社製）２２部及び酢酸エチル９４７部を仕込み、撹拌下、８０℃まで昇温し、５時
間保持した後、１時間で３０℃まで冷却した。次に、マスターバッチ５００部及び酢酸エ
チル５００部を加えて、１時間混合して混合液を得た。
【０１８８】
　得られた混合液１３２４部を反応容器に移し、ビーズミルのウルトラビスコミル（アイ
メックス社製）を用いて、粒径が０．５ｍｍのジルコニアビーズを８０体積％充填し、送
液速度を１ｋｇ／時、ディスクの周速度を６ｍ／秒として、３パスした。次に、ポリエス
テルの６５質量％酢酸エチル溶液１３２４部を添加し、上記と同様の条件で１パスした。
【０１８９】
　得られた分散液２００部に、ベンジル基を有する４級アンモニウム塩で変性した変性層
状無機鉱物クレイトンＡＰＡ（Ｓｏｕｔｈｅｒｎ　Ｃｌａｙ　Ｐｒｏｄｕｃｔｓ社製）１
部を添加し、Ｔ．Ｋ．ホモディスパー（特殊機化工業社製）を用いて、７０００ｒｐｍで
３０分間攪拌し、トナー材料分散液を得た。
【０１９０】
　イオン交換水６６０部、樹脂粒子Ａの水性分散液２５部、ドデシルジフェニルエーテル
ジスルホン酸ナトリウムの４８．５質量％水溶液エレミノールＭＯＮ－７（三洋化成工業
社製）２５部及び酢酸エチル６０部を混合撹拌し、水系媒体を得た。得られた水系媒体に
樹脂粒子Ｂの水性分散液５０部を添加したところ、凝集した。
【０１９１】
　樹脂粒子Ｂを添加した水系媒体１５０部に、無機粒子１部を加え、ＴＫ式ホモミキサー
（特殊機化工業社製）を用いて、１２０００ｒｐｍで攪拌した後、トナー材料分散液１０
０部を添加して、１０分間混合し、乳化スラリーを得た。
【０１９２】
　次に、脱気用配管、撹拌機及び温度計をセットしたフラスコに、乳化スラリー１００部
を仕込み、攪拌羽根の周速を２０ｍ／分として攪拌しながら、３０℃で１２時間脱溶剤し
た後、６０℃で熟成し、分散スラリーを得た。
【０１９３】
　得られた分散スラリーを減圧濾過した後、濾過ケーキにイオン交換水３００部を添加し
、ＴＫ式ホモミキサー（特殊機化工業社製）を用いて、１２０００ｒｐｍで１０分間攪拌
した後、濾過した。得られた濾過ケーキにイオン交換水３００部を添加し、ＴＫ式ホモミ
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キサー（特殊機化工業社製）を用いて、１２０００ｒｐｍで１０分間攪拌した後、濾過す
る操作を３回行い、濾過ケーキを得た。
【０１９４】
　得られた濾過ケーキを、循風乾燥機を用いて４５℃で４８時間乾燥し、目開き７５μｍ
メッシュで篩い、母体粒子を得た。
【０１９５】
　母体粒子１００部に、ＢＥＴ比表面積が２１ｍ２／ｇ、含水率が０．４質量％、嵩密度
が１４０ｇ／ＬのシリカＡ１部と、ＢＥＴ比表面積が１４０ｍ２／ｇ、含水率が０．４質
量％、嵩密度が１４０ｇ／ＬのシリカＢ１．５部と、疎水化酸化チタン０．５部を添加し
、ヘンシェルミキサー（三井鉱山社製）を用いて混合し、トナーを得た。
【０１９６】
　［実施例２］
　トナー中のカルナバワックスの含有量を３質量％、シリカＡ及びシリカＢの添加量をそ
れぞれ０．９５部及び１．４５部に変更した以外は、実施例１と同様にして、トナーを得
た。
【０１９７】
　［実施例３］
　トナー中のカルナバワックスの含有量を５質量％、シリカＡ及びシリカＢの添加量をそ
れぞれ０．９５部及び１．４５部に変更した以外は、実施例１と同様にして、トナーを得
た。
【０１９８】
　［実施例４］
　トナー中のカルナバワックスの含有量を３質量％、シリカＡ及びシリカＢの添加量をそ
れぞれ１．０５部及び１．５５部に変更した以外は、実施例１と同様にして、トナーを得
た。
【０１９９】
　［実施例５］
　トナー中のカルナバワックスの含有量を５質量％、シリカＡ及びシリカＢの添加量をそ
れぞれ１．０５部及び１．５５部に変更した以外は、実施例１と同様にして、トナーを得
た。
【０２００】
　［比較例１］
　撹拌棒及び温度計をセットした反応容器中に、イオン交換水１００部、１部のノニオン
性乳化剤エマルゲン９５０及び１．５部のアニオン性乳化剤ネオゲンＲを仕込み、７０℃
まで昇温した。次に、スチレン７１部、アクリル酸ｎ－ブチル２５部及びアクリル酸４部
からなるモノマー混合液並びに過硫酸カリウムの１質量％水溶液５部をそれぞれ同時に４
時間で滴下した後、７０℃で２時間反応させて、固形分が５０質量％である樹脂エマルジ
ョンを得た。
【０２０１】
　撹拌棒及び温度計をセットした反応容器中に、カルナウバワックス１００部、２０部の
ノニオン性乳化剤エマルゲン９５０及びイオン交換水３８０部を仕込み、７０℃まで昇温
して、カルナバワックスを溶解させた後、放冷して、ワックスエマルジョンを得た。
【０２０２】
　カーボンブラックＰｒｉｎｔｅｘ３５（デクサ社製）２０部、サリチル酸金属錯体Ｅ－
８４（オリエント化学工業社製）１部、０．５部のアニオン性乳化剤ネオゲンＲ、ワック
スエマルジョン１５部（トナー中の含有量３質量％）及びイオン交換水３１０部を、ディ
スパーを用いて、２５℃で２時間攪拌した。次に、樹脂エマルジョン１８８部を添加し、
ディスパーを用いて、２時間攪拌した後、６０℃まで昇温した。さらに、アンモニアを添
加してｐＨを７．０に調整した後、９０℃まで昇温して、２時間保持し、分散スラリーを
得た。
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【０２０３】
　得られた分散スラリー１００部を減圧濾過した後、濾過ケーキにイオン交換水１００部
を添加し、ＴＫ式ホモミキサー（特殊機化工業社製）を用いて、１２０００ｒｐｍで１０
分間攪拌した後、濾過した。得られた濾過ケーキに１０％塩酸を添加してｐＨを２．８に
調整し、ＴＫ式ホモミキサー（特殊機化工業社製）を用いて、１２０００ｒｐｍで１０分
間攪拌した後、濾過した。得られた濾過ケーキにイオン交換水３００部を添加し、ＴＫ式
ホモミキサー（特殊機化工業社製）を用いて、１２０００ｒｐｍで１０分間攪拌した後、
濾過する操作を２回行い、濾過ケーキを得た。
【０２０４】
　得られた濾過ケーキを、循風乾燥機を用いて４５℃で４８時間乾燥し、目開き７５μｍ
メッシュで篩い、母体粒子を得た。
【０２０５】
　母体粒子１００部に、ＢＥＴ比表面積が２１ｍ２／ｇ、含水率が０．４質量％、嵩密度
が１４０ｇ／ＬのシリカＡ１部と、ＢＥＴ比表面積が１４０ｍ２／ｇ、含水率が０．４質
量％、嵩密度が１４０ｇ／ＬのシリカＢ１．５部と、疎水化酸化チタン０．５部を添加し
、ヘンシェルミキサー（三井鉱山社製）を用いて混合し、トナーを得た。
【０２０６】
　［比較例２］
　トナー中のカルナバワックスの含有量を４質量％、シリカＡ及びシリカＢの添加量をそ
れぞれ０．９部及び１．４部に変更した以外は、実施例１と同様にして、トナーを得た。
【０２０７】
　［比較例３］
　トナー中のカルナバワックスの含有量を５質量％、シリカＡ及びシリカＢの添加量をそ
れぞれ０．９５部及び１．４５部に変更した以外は、実施例１と同様にして、トナーを得
た。
【０２０８】
　実施例１～５及び比較例１～３のトナーの特性を表１に示す。
【０２０９】
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【表１】

なお、Ｄｖ及びＤｎは、それぞれ体積平均粒径及び個数平均粒径である。
【０２１０】
　次に、本実施例で用いた測定方法について説明する。
【０２１１】
　（個数平均粒径及び体積平均粒径）
　粒度測定器マルチマイザーＩＩＩ（ベックマンコールター社製）及び解析ソフトＢｅｃ
ｋｍａｎ　Ｃｏｕｌｔｅｒ　Ｍｕｌｔｉｓｉｚｅｒ３　Ｖｅｒｓｉｏｎ３．５１を用いて
、数平均粒径及び体積平均粒径を測定した。具体的には、まず、１０質量％界面活性剤（
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アルキルベンゼンスルホン酸塩）ネオゲンＳＣ－Ａ（第一工業製薬社製）０．５ｍｌ及び
試料０．５ｍｇを添加し、ミクロスパーテルでかき混ぜた後、イオン交換水８０ｍｌを添
加した。得られた分散液を、超音波分散機Ｗ－１１３ＭＫ－ＩＩ（本多電子社製）を用い
て１分間分散させた。得られた分散液を、アイソトンＩＩＩ（コールター社製）に混合し
た際のマルチマイザーＩＩＩが示す濃度が８±２％となる場合の個数平均粒径及び体積平
均粒径を、アパーチャー径１００μｍで測定した。
【０２１２】
　（円形度及び粒径が２μｍ以下である粒子の含有量）
　フロー式粒子像分析装置ＦＰＩＡ－２１００及び解析ソフトＦＰＩＡ－２１００　Ｄａ
ｔａ　Ｐｒｏｃｅｓｓｉｎｇ　Ｐｒｏｇｒａｍ　ｆｏｒ　ＦＰＩＡ　ｖｅｒｓｉｏｎ００
－１０（シスメックス社製）を用いて、円形度及び粒径が２μｍ以下である粒子の含有量
を測定した。具体的には、まず、予め不純物を除去したイオン交換水１００～１５０ｍｌ
に１０質量％界面活性剤（アルキルベンゼンスルホン酸塩）ネオゲンＳＣ－Ａ（第一工業
製薬社製）０．１～０．５ｍｌ及び試料０．１～０．５ｇを添加した。得られた分散液を
、超音波分散機（本多電子社製）を用いて１～３分間分散させた際の濃度が５０００～１
５０００個／μｌとなる場合の円形度及び粒径が２μｍ以下である粒子の含有量を測定し
た。
【０２１３】
　実施例１～５及び比較例１～３のトナーの評価結果を表２に示す。
【０２１４】
【表２】

表２から、実施例１～５のトナーは、黒点及び転写チリのいずれも優れることがわかる。
一方、比較例１～３のトナーは、Ｆｐ（Ａ）が小さいため、転写チリの度合いが大きく、
比較例３のトナーは、Ｆｐ（Ｂ）－Ｆｐ（Ａ）が大きいため、黒点が多数発生する。
【０２１５】
　次に、トナーの評価方法について説明する。
【０２１６】
　＜黒点＞
　Ａ４用紙に、画像面積が５％の画像を１万枚出力した後、ベタ画像を１００枚出力し、
ベタ画像に出た黒点の数を数えた。なお、黒点の数が１０個未満であるものを◎、１０個
以上１００未満であるものを○、１００以上１０００未満であるものを△、１０００以上
であるものを×として、判定した。
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【０２１７】
　＜転写チリ＞
　画像面積が２０％である画像チャートを１０万枚出力した後、１０ｍｍ×１０ｍｍのベ
タ画像をタイプ６０００ペーパー（リコー社製）に出力し、転写チリの度合いを段階見本
と比較して評価した。なお、×、△、○の順にランクが良くなる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０２１８】
【特許文献１】特開２００６－２０１７０６号公報

【図１】 【図２】
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