
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　有機溶媒中に、活性水素基と反応可能な変性されたポリエステル系樹脂及び重量平均分
子量が２０００～１００００の低分子量樹脂を含む結着樹脂、着色剤、離型剤を含有した
トナー組成物を溶解或いは分散させ、水系媒体中で粒子化するとともに重付加反応させ、
この分散液の溶媒を除去、洗浄、乾燥して得られるトナーであって、
該トナー結着樹脂のガラス転移点（Ｔｇ）が３５℃以上５５℃未満であり、
トナー平均粒径に対して０．００２～０．２倍の平均粒径を有

微粒子が該トナー表面に粒子状に埋設
されていることを特徴とする静電荷像現像用トナー。
【請求項２】
　前記 がガラス転移点（Ｔｇ）５５℃以上１００℃以下の樹脂微粒子であるこ
とを特徴とする請求項１に記載の静電荷像現像用トナー。
【請求項３】
　

。
【請求項４】
　

。
【請求項５】
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し、
かつ原材料の一部に架橋剤を用いて製造された樹脂

樹脂微粒子

前記樹脂微粒子に加えて、更に無機微粒子をトナー表面に埋設したことを特徴とする請
求項１に記載の静電荷像現像用トナー

前記トナー中の結着樹脂のＴＨＦ不溶分が２～２０重量％であることを特徴とする請求
項１乃至３のいずれかに記載の静電荷像現像用トナー



　

。
【請求項６】
　

。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、電子写真、静電記録、静電印刷などにおける静電荷像を現像するためのトナー
、現像剤及びトナーを紙等の記録媒体に定着する方法に関する。
【０００２】
【従来の技術】
電子写真法、静電印刷法、静電記録法等で形成される静電荷像は、乾式法の場合には、帯
電付与部材により摩擦帯電された結着樹脂及び着色剤を主成分とする乾式トナーにより現
像された後、コピー紙上に転写・定着される。このとき、高画質の画像を得るためには、
感光体上に形成された潜像を、どのような状況においても如何に忠実にトナーを用いて現
像できるかが最も重要な技術課題の一つであり、現在各種検討がなされている。
この高画質を達成するために現像剤に求められる特性としては、保存性（耐ブロッキング
性）、搬送性、現像性、転写性、帯電性、定着性等が挙げられる。
【０００３】
一般に、乾式のトナー像を記録媒体に定着する方法としては、平滑な表面を持ったローラ
やベルトを加熱しトナーと圧着する接触加熱定着方法が多用されている。この方法の場合
、熱効率が高く高速定着が可能であり、カラートナーに光沢や透明性を与えることが可能
であるという利点がある反面、加熱定着部材表面と溶融状態のトナーとを加圧下で接触さ
せた後剥離するために、トナー像の一部が定着ローラ表面に付着して別の画像上に転移す
る、いわゆるオフセット現象が生じる。このオフセット現象を防止することを目的として
、離型性に優れたシリコーンゴムやフッ素樹脂で定着ローラ表面を形成し、さらにその定
着ローラ表面にシリコーンオイル等の離型オイルを塗布する方法が一般に採用されていた
。この方法は、トナーのオフセットを防止する点では極めて有効であるが、離型オイルを
供給するための装置が必要であり、定着装置が大型化しコスト高になってしまう。このた
めモノクロトナーでは、溶融したトナーが内部破断しないように結着樹脂の分子量分布の
調整等でトナーの溶融時の粘弾性を高め、さらにトナー中にワックス等の離型剤を含有さ
せることにより、定着ローラに離型オイルを塗布しない、或いはオイル塗布量をごく微量
とする方法が採用される傾向にある。
【０００４】
近年、複写機やプリンタといった電子写真法等を用いた機器に対しても省エネ化が強く求
められており、トナーに対してはさらなる低温定着化が求められている。トナーを低温定
着化するためには熱溶融時の粘弾性を低下することが必要なためオフセット現象を生じ易
くなるという問題がある。トナーの低温定着化には結着樹脂のガラス転移点（Ｔｇ）を低
下させることも有効であるが、トナーの耐熱保存性の低下を生じてしまう。
また、フルカラー電子写真法によるカラー画像形成では、一般に３原色であるイエロー、
マゼンタ、シアンの３色のカラートナー又はそれに黒色を加えた４色のカラートナーを積
層させて全ての色の再現を行なうものであり、色再現性に優れ、鮮明なフルカラー画像を
与えるトナーが必要とされている。鮮明なフルカラー画像を得るには、定着されたトナー
画像表面をある程度平滑にして光散乱を減少させる必要があり、溶融時の粘弾性を低下さ
せねばならず、フルカラー画像形成の場合には光沢のないモノクロトナーよりもオフセッ
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アクリル系樹脂或いは／及びシリコン系樹脂からなる表面被覆層を有するキャリアと請
求項１乃至４のいずれかに記載の静電荷像現像用トナーからなることを特徴とする現像剤

記録媒体上に形成された未定着のトナー像を、加熱された定着ベルト及び加圧部材にて
形成されたニップ部を通過させ接触加熱定着するにあたり、前記定着ベルトがニップ部の
前で加圧部材に巻付き、該ニップ部の形状がトナー像と接する定着ベルト側に凹んでおり
、請求項１乃至４のいずれかに記載の静電荷像現像用トナーを用いることを特徴とする定
着方法



トし易く、定着装置のオイルレス化や微量塗布化がより困難となる。また、トナー中に離
型剤を含有させると、トナーの付着性が高まって記録媒体への転写性が低下するという問
題を生じる。
【０００５】
このような状況においてトナーに関して従来提案されているものとしては、例えば、流出
開始温度が１１０℃以下の母体粒子の表面に小粒子を埋設被覆したトナー（例えば、特許
文献１参照。）が、分子量３０００～３００００、ガラス転移点５０～７０℃のスチレン
－アクリル系芯材の廻りをより高分子量、高ガラス転移点のスチレン系殻材で被包したト
ナー（例えば、特許文献２参照。）が、母体粒子に表面改質用の樹脂微粒子を機械的衝撃
により固着させたトナー（例えば、特許文献３参照。）が、融点４０～１００℃の飽和脂
肪酸または飽和アルコール類からなる芯物質を水に縣濁後、樹脂微粒子によりカプセル化
したトナー（例えば、特許文献４参照。）が、低粘度樹脂粒子の表面に熱的に安定な層及
びＴｇが６５℃以上の熱可塑性樹脂被覆層を積層したトナー（例えば、特許文献５参照。
）が、Ｔｇ２５～５５℃の樹脂を含有したトナー表面にＴｇ６０～１１０℃の樹脂微粒子
を付着させたトナー（例えば、特許文献６参照。）が、軟化点９０～１２０℃の線型ポリ
エステル樹脂とカルナバワックスを用いたトナー（例えば、特許文献７参照。）が、ワッ
クス内包型の重合法トナー（例えば、特許文献８参照。）が、イソシアネート基含有プレ
ポリマーを水系媒体中でアミン類により伸長架橋反応させて形成したトナー（例えば、特
許文献９参照。）がそれぞれ提案されている。
【０００６】
しかし、これらのトナーは、いずれも近年求められている低温定着性を達成した上で耐オ
フセット性、保存性、転写性にも優れたトナーとはなっていない。コア／シェル構造のカ
プセルタイプのトナーでシェルが連続層のものは低温定着性が不足し、前述特許文献１に
記載のような粒子状のシェルを有したものはトナーが溶融したときの粘弾性が低く、離型
剤を含有していないため、オフセット防止性が不充分であった。従来から一般的に行なわ
れていた粉砕トナーでは、ワックスと結着樹脂の界面で粉砕されやすいため、トナー表面
のワックス量が多く、オフセット防止性や巻付き性に優れるが転写性に劣るトナーとなり
やすく、水系媒体中でトナー粒子を作るいわゆる重合法トナーでは、ワックスが内部に入
りやすく、転写性には優れるがオフセット防止性や巻付き性に劣るトナーとなりやすかっ
た。
【０００７】
【特許文献１】
特許第２７５０８５３号公報（第１頁第１欄第２行目～第１０行目の請求項１）
【特許文献２】
特開平５－１８１３０１号公報（第１頁左下欄第１行目～末行の要約）
【特許文献３】
特開平６－３４２２２４号公報（第４頁第６欄段落〔００３６〕）
【特許文献４】
特開平８－２５４８５３号公報（第２頁第１欄第２行目～第７行目の請求項１）
【特許文献５】
特開平９－２５８４８０号公報（第２頁第１欄第２行目～第７行目の請求項１）
【特許文献６】
特開平２００１－１７５０２５号公報（第２頁第１欄第２行目～第７行目の請求項１）
【特許文献７】
特開平８－２２０８０８号公報（第２頁第１欄第２行目～第１２行目の請求項１）
【特許文献８】
特開平５－６１２４２号公報（第３頁第４欄段落〔００３０〕〔００３１〕）
【特許文献９】
特開平１１－１４９１８０号公報（第２頁第１欄第２行目～第８行目の請求項１）
【０００８】
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【発明が解決しようとする課題】
本発明は、従来以上に低温定着性に優れ、定着ローラに離型オイルを塗布しない、或いは
オイル塗布量をごく微量とした定着方法でも充分なオフセット防止性があると同時に、保
存性、転写性に優れたカラートナー及び現像剤、該トナーを用いた低温定着性、オフセッ
ト防止性に優れた定着方法を提供することをその課題とする。
【０００９】
【課題を解決するための手段】
　本発明者らは、前記課題を解決すべく鋭意研究を重ねた結果、特定の結着樹脂及び微粒
子を用いた特定のトナー粒子形成方法により、その課題を達成できるトナーを見出し本発
明を完成するに至った。
　即ち、上記課題は、本発明の（１）「有機溶媒中に、活性水素基と反応可能な変性され
たポリエステル系樹脂及び重量平均分子量が２０００～１００００の低分子量樹脂を含む
結着樹脂、着色剤、離型剤を含有したトナー組成物を溶解或いは分散させ、水系媒体中で
粒子化するとともに重付加反応させ、この分散液の溶媒を除去、洗浄、乾燥して得られる
トナーであって、該トナー結着樹脂のガラス転移点（Ｔｇ）が３５℃以上５５℃未満であ
り、トナー平均粒径に対して０．００２～０．２倍の平均粒径を有し、かつ原材料の一部
に架橋剤を用いて製造された樹脂微粒子が該トナー表面に粒子状に埋設されていることを
特徴とする静電荷像現像用トナー」、（２）「前記 がガラス転移点（Ｔｇ）５
５℃以上１００℃以下の樹脂微粒子であることを特徴とする前記第（１）項に記載の静電
荷像現像用トナー」、（３）「前記樹脂微粒子に加えて、更に無機微粒子をトナー表面に
埋設したことを特徴とする前記第（１）又は（２）項に記載の静電荷像現像用トナー」、
（４）「前記トナー中の結着樹脂のＴＨＦ不溶分が２～２０重量％であることを特徴とす
る前記第（１）項乃至第（３）項のいずれかに記載の静電荷像現像用トナー」、（５）「
アクリル系樹脂或いは／及びシリコン系樹脂からなる表面被覆層を有するキャリアと前記
第（１）項乃至第（４）項のいずれかに記載の静電荷像現像用トナーからなることを特徴
とする現像剤」、（６）「記録媒体上に形成された未定着のトナー像を、加熱された定着
ベルト及び加圧部材にて形成されたニップ部を通過させ接触加熱定着するにあたり、前記
定着ベルトがニップ部の前で加圧部材に巻付き、該ニップ部の形状がトナー像と接する定
着ベルト側に凹んでおり、前記第（１）項乃至第（４）項のいずれかに記載の静電荷像現
像用トナーを用いることを特徴とする定着方法」によって解決される。
【００１０】
【発明の実施の形態】
　本発明は、少なくとも結着樹脂、着色剤、離型剤を含有した混合物からなる画像形成用
トナーの改良に関するもので、以下の特徴を有する。
（１）本発明のトナーは、有機溶媒中にウレア結合し得る変性されたポリエステル系樹脂
を含むトナー組成物を溶解させ、少なくとも樹脂微粒子あるいは／及び無機微粒子を含有
した水系媒体中で粒子化するとともに重付加反応させ、この分散液の溶媒を除去、洗浄し
て得ることができる。
（２）本発明のトナー中の結着樹脂は、通常のトナー用結着樹脂より低い

ガラス転移点（Ｔｇ）を有し、トナー表面に が粒子状に存在する。
　ここで、トナー表面に微粒子が粒子状に存在するとは、図１に典型的に示されるように
、微粒子がほとんど二次凝集してなく、相互に分離した状態でトナー表面に保持され、ま
た、トナーの深さ方向にも相互に分離した状態、つまり微粒子と微粒子の間にトナー材料
が介在し存在している状態を意味する。
【００１１】
以下に本発明で用いられる材料及び製造方法について詳細に説明する。
（結着樹脂）
本発明のトナーに用いる結着樹脂は、ウレア結合により高分子量化されたウレア変性ポリ
エステル樹脂と比較的低分子量の公知のトナー用結着樹脂を必須成分とする。
ウレア結合で変性されたポリエステル（ｉ）に期待される作用はオフセット防止性であり
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樹脂微粒子

３５℃以上５５
℃未満の 樹脂微粒子



、その例としては、イソシアネート基を有するポリエステルプレポリマー（Ａ）とアミン
類（Ｂ）との反応生成物などが挙げられる。
【００１２】
イソシアネート基を有するポリエステルプレポリマー（Ａ）としては、ポリオール（１）
とポリカルボン酸（２）の重縮合物でかつ活性水素基を有するポリエステルをさらにポリ
イソシアネート（３）と反応させたものなどが挙げられる。
【００１３】
上記ポリエステルの有する活性水素基としては、水酸基（アルコール性水酸基およびフェ
ノール性水酸基）、アミノ基、カルボキシル基、メルカプト基などが挙げられ、これらの
うち好ましいものはアルコール性水酸基である。
【００１４】
ポリオール（１）としては、ジオール（１－１）および３価以上のポリオール（１－２）
が挙げられ、（１－１）単独、または（１－１）と少量の（１－２）の混合物が好ましい
。ジオール（１－１）としては、アルキレングリコール（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－ヘキサンジオールなど）；アルキレンエーテルグリコール（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エーテルグリコールなど）；脂環式ジオール（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など）；ビスフェノール
類（ビスフェノールＡ、ビスフェノールＦ、ビスフェノールＳなど）；上記脂環式ジオー
ルのアルキレンオキサイド（エチレンオキサイド、プロピレンオキサイド、ブチレンオキ
サイドなど）付加物；上記ビスフェノール類のアルキレンオキサイド（エチレンオキサイ
ド、プロピレンオキサイド、ブチレンオキサイドなど）付加物などが挙げられる。これら
のうち好ましいものは、炭素数２～１２のアルキレングリコールおよびビスフェノール類
のアルキレンオキサイド付加物であり、特に好ましいものはビスフェノール類のアルキレ
ンオキサイド付加物、およびこれと炭素数２～１２のアルキレングリコールとの併用であ
る。３価以上のポリオール（１－２）としては、３～８価またはそれ以上の多価脂肪族ア
ルコール（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、ソルビトールなど）；３価以上のフェノール類（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など）；上記３価以上のポリフェノール類のア
ルキレンオキサイド付加物などが挙げられる。
【００１５】
ポリカルボン酸（２）としては、ジカルボン酸（２－１）および３価以上のポリカルボン
酸（２－２）が挙げられ、（２－１）単独、および（２－１）と少量の（２－２）の混合
物が好ましい。
ジカルボン酸（２－１）としては、アルキレンジカルボン酸（コハク酸、アジピン酸、セ
バシン酸など）；アルケニレンジカルボン酸（マレイン酸、フマール酸など）；芳香族ジ
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など）な
どが挙げられる。これらのうち好ましいものは、炭素数４～２０のアルケニレンジカルボ
ン酸および炭素数８～２０の芳香族ジカルボン酸である。３価以上のポリカルボン酸（２
－２）としては、炭素数９～２０の芳香族ポリカルボン酸（トリメリット酸、ピロメリッ
ト酸など）などが挙げられる。なお、ポリカルボン酸（２）としては、上述のものの酸無
水物または低級アルキルエステル（メチルエステル、エチルエステル、イソプロピルエス
テルなど）を用いることができ、これらとポリオール（１）と反応させてもよい。
ポリオール（１）とポリカルボン酸（２）の比率は、水酸基［ＯＨ］とカルボキシル基［
ＣＯＯＨ］の当量比［ＯＨ］／［ＣＯＯＨ］として、通常２／１～１／１、好ましくは１
．５／１～１／１、さらに好ましくは１．３／１～１．０２／１である。
【００１６】
ポリイソシアネート（３）としては、脂肪族ポリイソシアネート（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－ジイソシアナトメチルカプロエ
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ートなど）；脂環式ポリイソシアネート（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など）；芳香族ジイソシアネート（トリレンジイソシアネート、
ジフェニルメタンジイソシアネートなど）；芳香脂肪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など）；イソシアヌレート類；前記ポ
リイソシアネートをフェノール誘導体、オキシム、カプロラクタムなどでブロックしたも
の、およびこれら２種以上の併用が挙げられる。
【００１７】
ポリイソシアネート（３）の比率は、イソシアネート基［ＮＣＯ］と、水酸基を有するポ
リエステルの水酸基［ＯＨ］の当量比［ＮＣＯ］／［ＯＨ］として、通常５／１～１／１
、好ましくは４／１～１．２／１、さらに好ましくは２．５／１～１．５／１である。［
ＮＣＯ］／［ＯＨ］が５を超えると低温定着性が悪化する。［ＮＣＯ］のモル比が１未満
では、変性ポリエステル中のウレア含量が低くなり、耐ホットオフセット性が悪化する。
末端にイソシアネート基を有するプレポリマー（Ａ）中のポリイソシアネート（３）構成
成分の含有量は、通常０．５～４０重量％、好ましくは１～３０重量％、さらに好ましく
は２～２０重量％である。０．５重量％未満では、耐ホットオフセット性が悪化するとと
もに、耐熱保存性と低温定着性の両立の面で不利になる。また、４０重量％を超えると低
温定着性が悪化する。
【００１８】
イソシアネート基を有するプレポリマー（Ａ）中の１分子当たりに含有するイソシアネー
ト基は、通常１個以上、好ましくは、平均１．５～３個、さらに好ましくは、平均１．８
～２．５個である。１分子当たり１個未満では、ウレア変性ポリエステルの分子量が低く
なり、耐ホットオフセット性が悪化する。
【００１９】
アミン類（Ｂ）としては、ジアミン（Ｂ１）、３価以上のポリアミン（Ｂ２）、アミノア
ルコール（Ｂ３）、アミノメルカプタン（Ｂ４）、アミノ酸（Ｂ５）、および（Ｂ１）～
（Ｂ５）のアミノ基をブロックしたもの（Ｂ６）などが挙げられる。
ジアミン（Ｂ１）としては、芳香族ジアミン（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など）；脂環式ジアミン（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
ジアミンなど）；および脂肪族ジアミン（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など）などが挙げられる。３価以上のポリアミン（Ｂ２）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などが挙げられる。アミノアルコー
ル（Ｂ３）としては、エタノールアミン、ヒドロキシエチルアニリンなどが挙げられる。
アミノメルカプタン（Ｂ４）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
カプタンなどが挙げられる。アミノ酸（Ｂ５）としては、アミノプロピオン酸、アミノカ
プロン酸などが挙げられる。（Ｂ１）～（Ｂ５）のアミノ基をブロックしたもの（Ｂ６）
としては、前記（Ｂ１）～（Ｂ５）のアミン類とケトン類（アセトン、メチルエチルケト
ン、メチルイソブチルケトンなど）から得られるケチミン化合物、オキサゾリン化合物な
どが挙げられる。これらアミン類（Ｂ）のうち好ましいものは、（Ｂ１）および（Ｂ１）
と少量の（Ｂ２）の混合物である。
さらに、必要により伸長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。伸長停止剤としては、モノアミン（ジエチルアミン、ジブチルアミン、ブチル
アミン、ラウリルアミンなど）、およびそれらをブロックしたもの（ケチミン化合物）な
どが挙げられる。
【００２０】
アミン類（Ｂ）の比率は、イソシアネート基を有するプレポリマー（Ａ）中のイソシアネ
ート基［ＮＣＯ］と、アミン類（Ｂ）中のアミノ基［ＮＨｘ］の当量比［ＮＣＯ］／［Ｎ
Ｈｘ］として、通常１／２～２／１、好ましくは１．５／１～１／１．５、さらに好まし
くは１．２／１～１／１．２である。［ＮＣＯ］／［ＮＨｘ］が２を超えたり１／２未満
では、ウレア変性ポリエステル（ｉ）の分子量が低くなり、耐ホットオフセット性が悪化
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する。本発明においては、ウレア結合で変性されたポリエステル（ｉ）中に、ウレア結合
と共にウレタン結合を含有していてもよい。ウレア結合含有量とウレタン結合含有量のモ
ル比は、通常１００／０～１０／９０であり、好ましくは８０／２０～２０／８０、さら
に好ましくは、６０／４０～３０／７０である。ウレア結合のモル比が１０％未満では、
耐ホットオフセット性が悪化する。
本発明のウレア変性ポリエステル（ｉ）は、ワンショット法、プレポリマー法により製造
される。ウレア変性ポリエステル（ｉ）に期待する作用はオフセット防止であり、ＴＨＦ
可溶分の重量平均分子量は、通常１万以上、好ましくは１．５万～１０００万、さらに好
ましくは２万～１００万である。１万未満では耐ホットオフセット性が悪化する。
【００２１】
比較的低分子量の結着樹脂に期待される作用は低温定着であり、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など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－ビニルナフタリン共重合体、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－クロル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－マレイン酸
共重合体、スチレン－マレイン酸エステル共重合体など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、ポリエステル樹脂、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、芳香族系石油樹脂など従来公
知のトナー用樹脂が挙げられ、単独あるいは混合して使用でき、重量平均分子量としては
２０００～７０００、ガラス転移点は３５～５５℃未満のものが好適に使用される。
これらのうちポリエステル樹脂、エポキシ樹脂、エポキシポリオール樹脂が好ましく、特
にポリエステル樹脂が好ましく用いられる。
ポリエステル樹脂としては、前記ポリオール（１）とポリカルボン酸（２）の重縮合物が
挙げられるが、ウレア結合以外の化学結合で変性されているものでもよく、例えばウレタ
ン結合で変性されていてもよい。
【００２２】
これらのウレア変性ポリエステル樹脂（ｉ）と比較的低分子量のトナー用結着樹脂（ ii）
の使用比率は、通常５／９５～６０／４０、より好ましくは５／９５～３０／７０である
。（ｉ）の重量比が５％未満では、耐ホットオフセット性が不充分となり、６０％以上で
は低温定着性が不充分となる。
なお、ウレア変性ポリエステル樹脂（ｉ）と比較的低分子量のトナー用結着樹脂（ ii）以
外にも定着特性を阻害しない範囲（通常３０重量％以下）で他の樹脂を混合しても構わな
い。
ただし、低温定着のため、トナーとしてＴｇを測定したときに結着樹脂成分のＴｇが３５
～５５℃未満の範囲であることが必要である。５６℃以上では充分な低温定着性を示すト
ナーとならず、３５℃未満では保存性やマシン内でのブロッキング性が問題となる。
【００２３】
本発明で用いる結着樹脂は、テトラヒドロフラン（ＴＨＦ）に不溶解の部位が存在するこ
とがオフセット防止性の点で好ましい。ＴＨＦ不溶解成分は樹脂の合成時に３官能以上の
反応成分を導入し架橋構造を持たせることにより生成され従来公知の方法が適用されるが
、イソシアネート基を有するプレポリマー中の１分子当たりに含有するイソシアネート基
を平均２．１～２．８個としたウレア変性ポリエステル樹脂を用いることが好ましい。
なお、ＴＨＦ不溶解成分量は、２％～３０％がホットオフセット性と低温定着性を両立さ

10

20

30

40

50

(7) JP 3938748 B2 2007.6.27



せる範囲として好適であり、ここで、２％未満だとホットオフセット性が劣り、３０％を
超えると低温定着性の悪化が見られた。
【００２４】
本発明におけるＴＨＦ不溶解成分の測定は次のように行なった。
トナー１．０ｇを秤量し、これにＴＨＦ５０ｇを加えて２０℃で２４時間静置する。これ
をＪＩＳ規格（Ｐ３８０１）５種Ｃの定量ろ紙を用いて常温でろ過する。乾燥後ろ紙残渣
を秤量し、用いたトナーとろ紙残渣の比（重量％）で表わす。ろ紙残渣の中には、顔料な
どの固形物や、ワックスがＴＨＦに不溶であればワックスなどが存在するので、熱分析に
より別途求める。
【００２５】
また、ＴＨＦ溶解成分によるＧＰＣを用いた分子量は、次のように求められる。４０℃の
ヒートチャンバー内でカラムを安定させ、この温度におけるカラムに、溶媒としてＴＨＦ
を毎分１ｍｌの流速で流し、試料濃度として０．０５～０．６重量％に調整したトナー母
体のＴＨＦ試料溶液を２００μｌ注入して測定する。ＴＨＦ試料溶液は注入前に０．４５
μｍの液クロ用フィルターで、ＴＨＦ不溶成分を除去する。トナーの試料の分子量測定に
あたっては、試料の有する分子量分布を数種の単分散ポリスチレン標準試料により作成さ
れた検量線の対数値とカウント数との関係から算出した。検量線作成用の標準ポリスチレ
ン試料としては、例えば、 Pressure Chemical Co.あるいは、東洋ソーダ工業社製の分子
量が６×１０２ 、２．１×１０３ 、４×１０３ 、１．７５×１０４ 、５．１×１０４ 、１
．１×１０５ 、３．９×１０５ 、８．６×１０５ 、２×１０６ 、４．４８×１０６ のもの
を用い、少なくとも１０点程度の標準ポリスチレン試料を用いるのが適当である。また検
出器にはＲＩ（屈折率）検出器を用いる。
結着樹脂のＴｇは、理学電機社製のＲｉｇａｋｕ　ＴＨＲＭＯＦＬＥＸ　ＴＧ８１１０に
より、昇温速度１０℃／ｍｉｎの条件にて測定され、２ｎｄ　ｒｕｎのショルダー値であ
る。
【００２６】
（離型剤）
本発明のトナーに使用される離型剤としては公知のものが使用でき、例えばポリオレフィ
ンワッックス（ポリエチレンワックス、ポリプロピレンワックスなど）；長鎖炭化水素（
パラフィンワッックス、サゾールワックスなど）；カルボニル基含有ワックスなどが挙げ
られる。これらのうち好ましいものは、カルボニル基含有ワックスである。
カルボニル基含有ワックスとしては、ポリアルカン酸エステル（カルナバワックス、モン
タンワックス、トリメチロールプロパントリベヘネート、ペンタエリスリトールテトラベ
ヘネート、ペンタエリスリトールジアセテートジベヘネート、グリセリントリベヘネート
、１，１８－オクタデカンジオールジステアレートなど）；ポリアルカノールエステル（
トリメリット酸トリステアリル、ジステアリルマレエートなど）；ポリアルカン酸アミド
（エチレンジアミンジベヘニルアミドなど）；ポリアルキルアミド（トリメリット酸トリ
ステアリルアミドなど）；およびジアルキルケトン（ジステアリルケトンなど）などが挙
げられる。これらカルボニル基含有ワックスのうち好ましいものは、ポリアルカン酸エス
テルである。
離型剤の融点は、６０～１２０℃のものが低温定着性トナー対応として好ましい。
トナー中の離型剤含有量は３～３０重量％が離型効果と副作用（キャリアスペント、感光
体フィルミング、現像性低下、転写率の低下等）とのバランスから好ましい。
【００２７】
（樹脂微粒子）
本発明のトナーに使用される樹脂微粒子は、水性分散体を形成しうる樹脂であれば公知の
樹脂が使用でき、熱可塑性樹脂でも熱硬化性樹脂でもよいが、例えばビニル系樹脂、ポリ
ウレタン樹脂、エポキシ樹脂、ポリエステル樹脂、ポリアミド樹脂、ポリイミド樹脂、ケ
イ素系樹脂、フェノール樹脂、メラミン樹脂、ユリア樹脂、アニリン樹脂、アイオノマー
樹脂、ポリカーボネート樹脂等が挙げられる。
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樹脂微粒子としては、上記の樹脂を２種以上併用しても差し支えない。このうち好ましい
のは、微細球状樹脂粒子の水性分散体が得られやすい点から、ビニル系樹脂、ポリウレタ
ン樹脂、エポキシ樹脂、ポリエステル樹脂及びそれらの併用が好ましい。
ビニル系樹脂としては、ビニル系モノマーを単独重合または共重合したポリマーで、例え
ば、スチレン－（メタ）アクリル酸エステル樹脂、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。
【００２８】
樹脂微粒子の平均粒径はトナー平均粒径に対して０．００２～０．２倍のものが用いられ
る。０．００２倍以下では保存性改良効果が低下し、０．２倍以上では低温定着性を阻害
する。
トナー表面の樹脂微粒子被覆率は４０～８０％が好ましく、樹脂微粒子がトナー表面に粒
子状で埋設されていることが重要である。
低Ｔｇトナーの保存性向上のためのシェルが連続相であると顕著に定着性を阻害するが、
粒子状に不連続層として存在した場合は定着時にコアが表面に出やすいため定着阻害や離
型阻害を生じずらく、トナー表面に樹脂微粒子が突出しているためトナー本体同士の接触
も減少し保存性が向上する。
樹脂微粒子のＴｇとしては５５℃以上１００℃以下のものが好ましい。Ｔｇが５５℃未満
では保存性が不充分となり、１００℃以上では低温定着性が不充分となる。
また、樹脂微粒子が架橋構造を有していると機械的な強度が高まるだけでなく、溶剤によ
る軟化も減少し、粒子形状維持が確実に行なわれる。
【００２９】
（無機微粒子）
　本発明のトナーに使用される無機微粒子は、水性分散体を形成しうる粒子であれば公知
の素材が使用でき、例えばシリカ、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、窒化ケイ素などを挙げることができるが、負帯電性トナー
ではシリカ及び酸化チタン微粒子が正帯電性トナーではアルミナ及び酸化チタン微粒子が
特に好適に用いられる。
　無機微粒子の平均粒径はトナー平均粒径に対して０．００２～０．２倍のものが用いら
れる。０．００２倍以下では保存性改良効果が低下し、０．２倍以上では低温定着性を阻
害する。
　トナー表面の無機微粒子被覆率は４０～８０％が好ましく、樹脂微粒子と同様の理由か
らトナー表面に粒子状で埋設されていることが重要である。
　 併用しても使用可能である。
　樹脂微粒子及び無機微粒子は有機溶媒に溶融あるいは分散させたトナー組成物を水系媒
体中に粒子化（乳化）する際の水系媒体中に添加し、トナー油滴の表面に付着させ、攪拌
とともに適度に埋設することができる。
【００３０】
（着色剤）
本発明の着色剤としては公知の染料及び顔料が使用でき、例えば、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
ドミュウムイエロー、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（５
Ｇ、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、カドミュウムレッド、カドミュウ
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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、パラクロル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、Ｆ４Ｒ、ＦＲＬ、ＦＲＬＬ、Ｆ４ＲＨ）、ファストスカーレットＶＤ、バルカン
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、ピ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１０
Ｂ、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、クローム
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、リトボン及びそ
れらの混合物が使用できる。着色剤の含有量はトナーに対して通常１～１５重量％、好ま
しくは３～１０重量％である。
【００３１】
本発明で用いる着色剤は樹脂と複合化されたマスターバッチとして用いることもできる。
マスターバッチの製造またはマスターバッチとともに混練されるバインダー樹脂としては
、先に挙げた変性、未変性ポリエステル樹脂の他にポリスチレン、ポリｐ－クロロスチレ
ン、ポリビニルトルエンなど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－ビニルナフタリン共重合体、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－クロルメ
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－マレイン酸共重合体、スチ
レン－マレイン酸エステル共重合体など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、脂肪族叉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
ンワックスなどが挙げられ、単独あるいは混合して使用できる。
【００３２】
本マスターバッチはマスターバッチ用の樹脂と着色剤とを高せん断力をかけて混合、混練
してマスターバッチを得ることができる。この際、着色剤と樹脂の相互作用を高めるため
に、有機溶剤を用いることができる。また、いわゆるフラッシング法と呼ばれる着色剤の
水を含んだ水性ペーストを樹脂と有機溶剤とともに混合混練し、着色剤を樹脂側に移行さ
せ、水分と有機溶剤成分を除去する方法も着色剤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く、好ましく用いられる。混合混練するには３本ロールミ
ル等の高せん断分散装置が好ましく用いられる。
【００３３】
（帯電制御剤）
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本発明のトナーは、必要に応じて帯電制御剤を含有してもよいが、有色材料を用いると色
の変化が起こるため、カラートナーでは無色、白色に近い材料が好ましい。帯電制御剤と
しては公知のものが使用でき、例えば、トリフェニルメタン系染料、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、燐の単体または化合物、タングステンの単体
または化合物、フッ素系活性剤、サリチル酸金属塩及び、サリチル酸誘導体の金属塩等で
ある。具体的には第四級アンモニウム塩のボントロンＰ－５１、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）、第四級アンモニウム塩モリブデン錯体のＴＰ－３０２、
ＴＰ－４１５（以上、保土谷化学工業社製）、第四級アンモニウム塩のコピーチャージＰ
ＳＹ　ＶＰ２０３８、トリフェニルメタン誘導体のコピーブルーＰＲ、第四級アンモニウ
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（日本カ一リット
社製）、キナクリドン、アゾ系顔料、その他スルホン酸基、カルボキシル基、四級アンモ
ニウム塩等の官能基を有する高分子系の化合物が挙げられる。
本発明において荷電制御剤をトナーに含有させることは好適に行なわれ、その使用量は、
一義的に限定されるものではないが、好ましくは結着樹脂１００重量部に対して、０．１
～５重量部の範囲で用いられる。これらの帯電制御剤はマスターバッチ、樹脂とともに溶
融混練した後溶解分散させることもできるし、有機溶剤に直接溶解、分散する際に加えて
も良いし、トナー表面にトナー粒子作成後固定化させてもよい。
【００３４】
（外添剤）
本発明で得られた着色粒子の流動性や現像性、帯電性、転写性を補助するための外添剤と
しては、無機微粒子を好ましく用いることができる。この無機微粒子の一次粒子径は、５
ｍμ～２μｍであることが好ましく、特に５ｍμ～５００ｍμであることが好ましい。ま
た、ＢＥＴ法による比表面積は、２０～５００ｍ２ ／ｇであることが好ましい。この無機
微粒子の使用割合は、トナーの０．０１～５重量％であることが好ましく、特に０．０１
～２．０重量％であることが好ましい。無機微粒子の具体例としては、例えばシリカ、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
イ素など／及びその疎水化処理品を挙げることができる。
【００３５】
疎水化処理剤としては、例えば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などが挙げられる。
感光体や一次転写媒体に残存する転写後の現像剤を除去するためのクリーニング性向上剤
としては、例えばステアリン酸亜鉛、ステアリン酸カルシウム、ステアリン酸など脂肪酸
金属塩、例えばポリメチルメタクリレート微粒子、ポリスチレン微粒子などのソープフリ
ー乳化重合などによって製造されたポリマー微粒子などを挙げることができる。
【００３６】
本発明の乾式トナーは以下の方法で製造することができるが、勿論これらに限定されるこ
とはない。
（水系媒体中でのトナー製造法）
本発明に用いる水系媒体としては、水単独でもよいが、水と混和可能な溶剤を併用するこ
ともできる。混和可能な溶剤としては、アルコール（メタノール、イソプロパノール、エ
チレングリコールなど）、ジメチルホルムアミド、テトラヒドロフラン、セルソルブ類（
メチルセルソルブなど）、低級ケトン類（アセトン、メチルエチルケトンなど）などが挙
げられる。水系媒体に乳化剤等と微粒子を溶解／分散させ水相を調整する。
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トナー組成物（イソシアネート基を有するプレポリマー（Ａ）、比較的低分子量の結着樹
脂、着色剤、離型剤、荷電制御剤等）を溶剤に溶解／分散した油相にアミン類（Ｂを加え
、水相中でせん断力により乳化し粒径を調整後に必要に応じ加熱しウレア反応を行なわせ
た後、溶剤を除去し洗浄、乾燥を行ない、微粒子が表面に粒子状に埋設された乾式トナー
を得る。なお、着色剤、離型剤、荷電制御剤などの他のトナー原料は、事前に微分散して
おくことが好ましい。また、着色剤を含まない粒子を形成させた後、公知の染着の方法で
着色剤を添加することもできる。
【００３７】
以上、代表的なトナー製造方法を簡単に述べたが、さらに詳細な説明を加える。
分散の方法としては特に限定されるものではないが、低速せん断式、高速せん断式、摩擦
式、高圧ジェット式、超音波などの公知の設備が適用できる。分散体の粒径を２～２０μ
ｍにするために高速せん断式が好ましい。高速せん断式分散機を使用した場合、回転数は
特に限定はないが、通常１０００～３００００ｒｐｍ、好ましくは５０００～２００００
ｒｐｍである。分散時間は特に限定はないが、バッチ方式の場合は、通常０．５～１５分
である。分散時の温度としては、通常、０～１５０℃（加圧下）、好ましくは２０～８０
℃である。プレポリマー（Ａ）を含むトナー組成物１００部に対する水系媒体の使用量は
、通常５０～２０００重量部、好ましくは１００～１０００重量部である。５０重量部未
満ではトナー組成物の分散状態が悪く、所定の粒径のトナー粒子が得られない。２０００
０重量部を超えると経済的でない。また、必要に応じて、分散剤を用いることもできる。
分散剤を用いたほうが、粒度分布がシャープになるとともに分散が安定である点で好まし
い。トナー組成物が分散された油相を水が含まれる水相に乳化、分散するための分散剤と
して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、リン酸エステルなど
の陰イオン界面活性剤、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、イミダゾリンなどのアミン塩型や、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などの四級アンモニウム塩型
の陽イオン界面活性剤、脂肪酸アミド誘導体、多価アルコール誘導体などの非イオン界面
活性剤、例えばアラニン、ドデシルジ（アミノエチル）グリシン、ジ（オクチルアミノエ
チル）グリシンやＮ－アルキル－Ｎ，Ｎ－ジメチルアンモニウムべタインなどの両性界面
活性剤が挙げられる。
【００３８】
また、フルオロアルキル基を有する界面活性剤を用いることにより、非常に少量でその効
果をあげることができる。好ましく用いられる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２～１０のフルオロアルキルカルボン酸及びその金属塩、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－［オメガ－フルオロアルキ
ル（Ｃ６～Ｃ１１）オキシ］－１－アルキル（Ｃ３～Ｃ４）スルホン酸ナトリウム、３－
［オメガ－フルオロアルカノイル（Ｃ６～Ｃ８）－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（Ｃ１１～Ｃ２０）カルボン酸及び金属塩、パー
フルオロアルキルカルボン酸（Ｃ７～Ｃ１３）及びその金属塩、パーフルオロアルキル（
Ｃ４～Ｃ１２）スルホン酸及びその金属塩、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（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、パーフルオロアルキル（Ｃ６～Ｃ１０）－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（Ｃ６～Ｃ１６）エチルリン酸エステルなどが挙げられる。
【００３９】
商品名としては、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－ｌ２９（住友３Ｍ社製）、ユニダイ
ンＤＳ－１０１、ＤＳ－ｌ０２、（ダイキン工業社製）、メガファックＦ－ｌｌ０、Ｆ－
ｌ２０、Ｆ－１１３、Ｆ－１９１、Ｆ－８１２、Ｆ－８３３（大日本インキ社製）、エク
トップＥＦ－１０２、ｌ０３、１０４、１０５、１１２、１２３Ａ、１２３Ｂ、３０６Ａ
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、５０１、２０１、２０４、（トーケムプロダクツ社製）、フタージェントＦ－１００、
Ｆ１５０（ネオス社製）などが挙げられる。
【００４０】
また、カチオン界面活性剤としては、フルオロアルキル基を有する脂肪族一級、二級もし
くは二級アミン酸、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などの脂肪族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、商品名としてはサーフロンＳ－ｌ２
１（旭硝子社製）、フロラードＦＣ－１３５（住友３Ｍ社製）、ユニダインＤＳ－２０２
（ダイキン工業杜製）、メガファックＦ－１５０、Ｆ－８２４（大日本インキ社製）、エ
クトップＥＦ－ｌ３２（トーケムプロダクツ社製）、フタージェントＦ－３００（ネオス
社製）などが挙げられる。
また、水に難溶の無機化合物分散剤として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なども用いることができる。
【００４１】
また、高分子系保護コロイドにより分散液滴を安定化させても良い。例えばアクリル酸、
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、フマール酸、マレイン酸または無水マレイン酸などの酸類、あるいは水酸基を含有す
る（メタ）アクリル系単量体、例えばアクリル酸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－ヒドロキシプロピル、メタクリル酸－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など
、ビニルアルコールまたはビニルアルコールとのエーテル類、例えば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など、またはビニルアルコールとカ
ルボキシル基を含有する化合物のエステル類、例えば酢酸ビニル、プロピオン酸ビニル、
酪酸ビニルなど、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あるい
はこれらのメチロール化合物、アクリル酸クロライド、メタクリル酸クロライドなどの酸
クロライド類、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
ンなどの窒素原子、またはその複素環を有するものなどのホモポリマーまたは共重合体、
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などのポリオキシエチレン系、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などのセルロース類などが
使用できる。
【００４２】
なお、分散安定剤としてリン酸カルシウム塩などの酸、アルカリに溶解可能なものを用い
た場合は、塩酸等の酸により、リン酸カルシウム塩を溶解した後、水洗するなどの方法に
よって、微粒子からリン酸カルシウム塩を除去する。その他酵素による分解などの操作に
よっても除去できる。
分散剤を使用した場合には、該分散剤がトナー粒子表面に残存したままとすることもでき
るが、伸長および／または架橋反応後、洗浄除去するほうがトナーの帯電面から好ましい
。
【００４３】
さらに、トナー組成物の粘度を低くするために、ウレア変性ポリエステル（ｉ）やプレポ
リマー（Ａ）が可溶の溶剤を使用することもできる。溶剤を用いたほうが粒度分布がシャ
ープになる点で好ましい。該溶剤は沸点が１００℃未満の揮発性であることが除去が容易
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である点から好ましい。該溶剤としては、例えば、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、モノクロロベンゼン、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などを単独あるいは２種以
上組み合わせて用いることができる。プレポリマー（Ａ）１００部に対する溶剤の使用量
は、通常０～３００部、好ましくは０～１００部、さらに好ましくは２５～７０部である
。溶剤を使用した場合は、伸長および／または架橋反応後、常圧または減圧下にて加温し
除去する。
【００４４】
プレポリマー（Ａ）からウレア変性ポリエステル（ｉ）を合成する工程は水系媒体中でト
ナー組成物を分散する前にアミン類（Ｂ）を加えて反応させても良いし、水系媒体中に分
散した後にアミン類（Ｂ）を加えて粒子界面から反応を起こしても良い。この場合製造さ
れるトナー表面に優先的にウレア変性ポリエステルが生成し、粒子内部で濃度勾配を設け
ることもできる。
【００４５】
伸長および／または架橋反応時間は、プレポリマー（Ａ）の有するイソシアネート基構造
とアミン類（Ｂ）の組み合わせによる反応性により選択されるが、通常１０分～４０時間
、好ましくは２～２４時間である。反応温度は、通常、０～１５０℃、好ましくは２０～
８０℃である。また、必要に応じて公知の触媒を使用することができる。具体的にはジブ
チルチンラウレート、ジオクチルチンラウレートなどが挙げられる。
【００４６】
得られた乳化分散体から有機溶媒を除去するためには、系全体を徐々に昇温し、液滴中の
有機溶媒を完全に蒸発除去する方法を採用することができる。あるいはまた、乳化分散体
を乾燥雰囲気中に噴霧して、液滴中の非水溶性有機溶媒を完全に除去してトナー微粒子を
形成し、合せて水系分散剤を蒸発除去することも可能である。乳化分散体が噴霧される乾
燥雰囲気としては、空気、窒素、炭酸ガス、燃焼ガス等を加熱した気体、特に使用される
最高沸点溶媒の沸点以上の温度に加熱された各種気流が一般に用いられる。スプレイドラ
イアー、ベルトドライアー、ロータリーキルンなどの短時間の処理で充分目的とする品質
が得られる。
乳化分散時の粒度分布が広く、その粒度分布を保って洗浄、乾燥処理が行なわれた場合、
所望の粒度分布に分級して粒度分布を整えることができる。分級操作は液中でサイクロン
、デカンター、遠心分離等により行なうことが効率の面で好ましい。
得られた乾燥後のトナーの粉体と帯電制御性微粒子、流動化剤微粒子、着色剤微粒子など
の異種粒子とともに混合したり、混合粉体に機械的衝撃力を与えることによって表面に固
定化することができる。
具体的手段としては、高速で回転する羽根によって混合物に衝撃力を加える方法、高速気
流中に混合物を投入し、加速させ、粒子同士または複合化した粒子を適当な衝突板に衝突
させる方法などがある。装置としては、オングミル（ホソカワミクロン社製）、Ｉ式ミル
（日本ニューマチック社製）を改造して、粉砕エアー圧力を下げた装置、ハイブリダイゼ
イションシステム（奈良機械製作所社製）、クリプトロンシステム（川崎重工業社製）、
自動乳鉢などが挙げられる。
【００４７】
（二成分用キャリア）
本発明のトナーを２成分系現像剤に用いる場合には、磁性キャリアと混合して用いれば良
く、現像剤中のキャリアとトナーの含有比は、キャリア１００重量部に対してトナー１～
１０重量部が好ましい。磁性キャリアとしては、粒子径２０～２００μｍ程度の鉄粉、フ
ェライト粉、マグネタイト粉、磁性樹脂キャリアなど従来から公知のものが使用できる。
また、被覆材料としては、アミノ系樹脂、例えば尿素－ホルムアルデヒド樹脂、メラミン
樹脂、ベンゾグアナミン樹脂、ユリア樹脂、ポリアミド樹脂、エポキシ樹脂等が挙げられ
る。また、ポリビニルおよびポリビニリデン系樹脂、例えばアクリル樹脂、ポリメチルメ
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タクリレート樹脂、ポリアクリロニトリル樹脂、ポリ酢酸ビニル樹脂、ポリビニルアルコ
ール樹脂、ポリビニルブチラール樹脂、ポリスチレン樹脂およびスチレンアクリル共重合
樹脂等のポリスチレン系樹脂、ポリ塩化ビニル等のハロゲン化オレフィン樹脂、ポリエチ
レンテレフタレート樹脂およびポリブチレンテレフタレート樹脂等のポリエステル系樹脂
、ポリカーボネート系樹脂、ポリエチレン樹脂、ポリ弗化ビニル樹脂、ポリ弗化ビニリデ
ン樹脂、ポリトリフルオロエチレン樹脂、ポリヘキサフルオロプロピレン樹脂、弗化ビニ
リデンとアクリル単量体との共重合体、弗化ビニリデンと弗化ビニルとの共重合体、テト
ラフルオロエチレンと弗化ビニリデンと非弗化単量体とのターポリマー等のフルオロター
ポリマー、およびシリコーン樹脂等が使用できる。これらのうち、アクリル系樹脂及びシ
リコン系樹脂が帯電性や耐久性の面で好ましく用いられる。また必要に応じて、導電粉等
を被覆樹脂中に含有させてもよい。導電粉としては、金属粉、カーボンブラック、酸化チ
タン、酸化錫、酸化亜鉛等が使用できる。これらの導電粉は、平均粒子径１μｍ以下のも
のが好ましい。平均粒子径が１μｍよりも大きくなると、電気抵抗の制御が困難になる。
また、本発明のトナーはキャリアを使用しない１成分系の磁性トナー或いは、非磁性トナ
ーとしても用いることができる。
【００４８】
【実施例】
以下、実施例により本発明を更に説明するが、本発明はこれに限定されるものではない。
以下、部は重量部を示す。
＜樹脂微粒子エマルションの合成＞
製造例１
撹拌棒および温度計をセットした反応容器に、イオン交換水６８３部、メタクリル酸エチ
レンオキサイ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
工業製）１１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、過
硫酸アンモニウム１部を仕込み、４００回転／分で１５分間撹拌したところ、白色の乳濁
液が得られた。加熱して、系内温度８０℃まで昇温し５時間反応させた。さらに、１％過
硫酸アンモニウム水溶液３０部を滴下して加え、８０℃で７時間熟成してビニル系樹脂（
スチレン－メタクリル酸－アクリル酸ブチル－メタクリル酸エテレンオキサイド付加物硫
酸エステルのナトリウム塩の共重合体）の水性分散液［微粒子分散液１］を得た。［微粒
子分散液１］をＬＡ－９２０で測定した体積平均粒径は、０．０９μｍであった。［微粒
子分散液１］の一部を乾燥して樹脂分を単離した。該樹脂分のＴｇは５８℃であった。
【００４９】
製造例２
製造例１において架橋剤としてジビニルベンゼン１部を加えた以外は製造例１と同様に樹
脂微粒子エマルションを合成し、［微粒子分散液２］を得た。体積平均粒径は、０．１０
μｍであり、該樹脂分のＴｇは７８℃であった。
【００５０】
製造例３
製造例１における共重合モノマーからアクリル酸ブチルを除き、スチレンを１３８部、メ
タクリル酸を１３８部とした以外は製造例１と同様に樹脂微粒子エマルションを合成し、
［微粒子分散液３］を得た。体積平均粒径は、０．１１μｍであり、該樹脂分のＴｇは１
５０℃であった。
【００５１】
＜水相の調整＞
製造例４
イオン交換水１０００部、［微粒子分散液１］８３部、ドデシルジフェニルェーテルジス
ルホン酸ナトリウムの４８．５％水溶液（エレミノールＭＯＮ－７：三洋化成工業製）３
７部、酢酸エチル９０部を混合撹拌し、乳白色の液体を得た。これを［水相１］とする。
【００５２】
製造例５

10

20

30

40

50

(15) JP 3938748 B2 2007.6.27



イオン交換水１０００部、［微粒子分散液２］８３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％水溶液（エレミノールＭＯＮ－７：三洋化成工業製）３
７部、酢酸エチル９０部を混合撹拌し、乳白色の液体を得た。これを［水相２］とする。
【００５３】
製造例６
イオン交換水１０００部、シリカ微粒子（ＡＥＲＯＳＩＬ　１３０：一次粒子の平均径は
約１６ｎｍ、日本アエロジル（株））３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％水溶液（エレミノールＭＯＮ－７：三洋化成工業製）３７部、酢酸
エチル９０部を混合撹拌し、乳白色の液体を得た。これを［水相３］とする。
【００５４】
製造例７
イオン交換水１０００部、二酸化チタン微粒子（Ｐ－２５：一次粒子の平均径は約２１ｎ
ｍ、日本アエロジル（株））４部、ドデシルジフェニルェーテルジスルホン酸ナトリウム
の４８．５％水溶液（エレミノールＭＯＮ－７：三洋化成工業製）３７部、酢酸エチル９
０部を混合撹拌し、乳白色の液体を得た。これを［水相４］とする。
【００５５】
製造例８
イオン交換水１０００部、［微粒子分散液１］４５部、二酸化チタン微粒子（Ｐ－２５：
日本アエロジル（株））２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４
８．５％水溶液（エレミノールＭＯＮ－７：三洋化成工業製）３７部、酢酸エチル９０部
を混合撹拌し、乳白色の液体を得た。これを［水相５］とする。
【００５６】
製造例９
イオン交換水１０００部、［微粒子分散液３］８３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％水溶液（エレミノールＭＯＮ－７：三洋化成工業製）３
７部、酢酸エチル９０部を混合撹拌し、乳白色の液体を得た。これを［水相６］とする。
【００５７】
製造例１０
イオン交換水１０００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％水溶液（エレミノールＭＯＮ－７：三洋化成工業製）４０部、酢酸エチル９０部を混
合撹拌し微粒子を含有しない液体を得た。これを［水相７］とする。
【００５８】
＜低分子ポリエステルの合成＞
製造例１１
冷却管、撹拌機および窒素導入管の付いた反応容器中に、ビスフェノールＡエチレンオキ
サイド２モル付加物２２９部、ビスフェノールＡプロピレンオキサイド３モル付加物５２
９部、テレフタル酸２０８部、アジピン酸４６部およびジブチルチンオキサイド２部を入
れ、常圧で２３０℃で８時間反応し、さらに１０～１５ｍｍＨｇの減圧で５時聞反応した
後、反応容器に無水トリメリット酸４４部を入れ、１８０℃、常圧で２時間反応し、［低
分子ポリエステル１］を得た。［低分子ポリエステル１］は、数平均分子量２５００、重
量平均分子量６７００、Ｔｇ４３℃、酸価２５であった。
【００５９】
製造例１２
冷却管、撹拌機および窒素導入管の付いた反応容器中に、ビスフェノールＡエチレンオキ
サイド２モル付加物２６２部、ビスフェノールＡプロピレンオキサイド２モル付加物２０
２部、ビスフェノールＡプロピレンオキサイド３モル付加物２３６部、テレフタル酸２６
６部、アジピン酸４８部およびジブチルチンオキサイド２部を入れ、常圧２３０℃で８時
間反応し、さらに１０～１５ｍｍＨｇの減圧で５時聞反応した後、反応容器に無水トリメ
リット酸３４部を入れ、１８０℃、常圧で２時間反応し、［低分子ポリエステル２］を得
た。［低分子ポリエステル２］は、数平均分子量２３９０、重量平均分子量６０１０、Ｔ
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ｇ６２℃、酸価２０．７であった。
【００６０】
＜イソシアネート基を有するプレポリマーの合成＞
製造例１３
冷却管、撹拌機および窒索導入管の付いた反応容器中に、ビスフェノールＡエチレンオキ
サイド２モル付加物６８２部、ビスフェノールＡプロピレンオキサイド２モル付加物８１
部、テレフタル酸２８３部、無水トリメリツト酸２２部およびジブチルチンオキサイド２
部を入れ、常圧で２３０℃で８時間反応し、さらに１０～１５ｍｍＨｇの減圧で５時間反
応した［中間体ポリエステル１］を得た。［中間体ポリエステル１］は、数平均分子量２
１００、重量平均分子量９５００、Ｔｇ５５℃、酸価０．５、水酸基価５１であった。
次に、冷却管、撹拌機および窒素導入管の付いた反応容器中に、［中間体ポリエステル１
］４１０部、イソホロンジイソシアネート８９部、酢酸エチル５００部を入れ１００℃で
５時間反応し、［プレポリマー１］を得た。［プレポリマー１］の遊離イソシアネート重
量％は、１．５３％であった。
【００６１】
＜ケチミンの合成＞
製造例１４
撹拌棒および温度計をセットした反応容器に、イソホロンジアミン１７０部とメチルエチ
ルケトン７５部を仕込み、５０℃で５時間反応を行ない、［ケチミン化合物１］を得た。
［ケチミン化合物１］のアミン価は４１８であった。
【００６２】
＜顔料マスターバッチの調整＞
製造例１５
水１２００部、カーボンブラック（Ｐｒｉｎｔｅｘ６０　デクサ製）５４０部、［低分子
ポリエステル１］を１２００部加え、ヘンシェルミキサー（三井鉱山社製）で混合し、混
合物を２本ロールを用いて１３０℃で４５分混練後、圧延冷却しパルペライザーで１ｍｍ
φ以下に粉砕し［マスターバッチ１］を得た。
【００６３】
　以下に、実施例 における評価の方法及び条件を示す。
（１）粒径
　トナーの粒径は、コールターエレクトロニクス社製の粒度測定器「コールターカウンタ
ーＴＡ II」を用い、アパーチャー径１００μｍで測定した。体積平均粒径および個数平均
粒径は上記粒度測定器により求めた。
【００６４】
▲２▼定着性
（ａ）リコー製ｉｍａｇｉｏ　Ｎｅｏ　４５０を用いて、薄紙及び厚紙の転写紙（ＮＢＳ
リコー製複写印刷用紙＜４５＞及びＮＢＳリコー製複写印刷用紙＜１３５＞）にベタ画像
で、１．０±０．１ｍｇ／ｃｍ２ のトナーが現像される様に調整を行ない、定着ローラの
温度が可変となる様に調整を行なって、薄紙でオフセットの発生しない温度を、厚紙で定
着下限温度を測定した。定着下限温度は、得られた定着画像をパットで擦った後の画像濃
度の残存率が７０％以上となる定着ロール温度をもって定着下限温度とした。
（ｂ）リコー製ｉｍａｇｉｏ　Ｎｅｏ　４５０に図２に示すベルト加熱定着装置を搭載し
た改造機にて（ａ）と同様の評価を行なった。なお、ベルトの基体は１００μｍのポリイ
ミド、中間弾性層が１００μｍのシリコンゴム、表面のオフセット防止層が１５μｍのＰ
ＦＡ、定着ローラがシリコン発泡体、加圧ローラの金属シリンダーがＳＵＳで厚さ１ｍｍ
、加圧ローラのオフセット防止層がＰＦＡチューブ＋シリコンゴムで厚さ２ｍｍ、加熱ロ
ーラが厚さ２ｍｍのアルミ、面圧１×１０５ Ｐａの構成のものを用いた。
【００６５】
▲３▼転写性
定着性の評価と同様の複写機を用い、転写紙に転写中に複写機を停止させ、感光体上に残
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存しているトナー量を目視で確認し以下のランク付けを行なった。
◎：転写残トナーが非常に少なく転写性に優れる
○：転写残トナーが少なく転写性に優れる
△：従来のトナーと同等の転写性
×：転写残トナーが非常に多く転写性に劣る
【００６６】
▲４▼保存性
トナー１０ｇを３０ｍｌの容器に入れ、１５０回タッピングした後５０℃で２４時間保存
した後、目開き７４μｍの篩でふるい、篩上に残った固着したトナー量から以下のランク
付けを行なった。
◎：篩上にトナーが残らない
○：篩上に残ったトナー量が１ｇ未満。
△：篩上に残ったトナー量が１ｇ以上４ｇ未満。
×：篩上に残ったトナー量が４ｇ以上
【００６７】

＜油相の作成＞
　撹拌棒および温度計をセットした容器に、［低分子ポリエステル１］３７８部、合成エ
ステルワックス１１０部、ＣＣＡ（サリチル酸金属錯体Ｅ－８４：オリエント化学工業）
２２部、酢酸エチル９４７部を仕込み、撹拌下８０℃に昇温し、８０℃のまま５時間保持
した後、１時問で３０℃に冷却した。次いで容器に［マスターバッチ１］５００部、酢酸
エチル５００部を仕込み、１時間混合し［原料溶解液１］を得た。
　［原料溶解液１］１３２４部を容器に移し、ビーズミル（ウルトラビスコミル、アイメ
ックス社製）を用いて、送液速度１ｋｇ／ｈｒ、ディスク周速度６ｍ／秒、０．５ｍｍジ
ルコニアビーズを８０体積％充填、３パスの条件で、カーボンブラック、ＷＡＸの分散を
行なった。次いで、［低分子ポリエステル１］の６５％酢酸エチル溶液１３２４部を加え
、上記条件のビーズミルで１パスし、［顔料・ＷＡＸ分散液１］を得た。［顔料・ＷＡＸ
分散液１］の固形分濃度（１３０℃、３０分）は５０％であった。
【００６８】
＜乳化→脱溶剤＞
［顔料・ＷＡＸ分散液１］６５０部、［プレポリマー１］を１４０部、［ケチミン化合物
１］６．０部を容器に入れ、ＴＫホモミキサー（特殊機化製）で５，０００ｒｐｍで１分
間混合した後、容器に［水相１］１２００部を加え、ＴＫホモミキサーで、回転数１３，
０００ｒｐｍで２０分間混合し［乳化スラリー１］を得た。
撹拌機および温度計をセットした容器に、［乳化スラリー１］を投入し、３０℃で８時間
脱溶剤した後、４０℃で８時間熟成を行ない、［分散スラリー１］を得た。
【００６９】
＜洗浄→乾燥＞
［乳化スラリー１］１００部を減圧濾過した後、
▲１▼：濾過ケーキにイオン交換水１００部を加え、ＴＫホモミキサーで混合（回転数１
２，０００ｒｐｍで１０分間）した後濾過した。
▲２▼：▲１▼の濾過ケーキに１０％水酸化ナトリウム水溶液１００部を加え、ＴＫホモ
ミキサーで混合（回転数１２，０００ｒｐｍで３０分間）した後、減圧濾過した。
▲３▼：▲２▼の濾過ケーキに１０％塩酸１００部を加え、ＴＫホモミキサーで混合（回
転数１２，０００ｒｐｍで１０分間）した後濾過した。
▲４▼：▲３▼の濾過ケーキにイオン交換水３００部を加え、ＴＫホモミキサーで混合（
回転数１２，０００ｒｐｍで１０分間）した後濾過する操作を２回行ない、［濾過ケーキ
１］を得た。
［濾過ケーキ１］を循風乾燥機にて４５℃で４８時間乾燥し、目開き７５μｍメッシュで
篩い、トナー粒子１を得た。
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このトナー粒子１のＳＥＭ像写真は図１に示される。図１（ａ）は２０００倍の拡大写真
であり、図１（ｂ）はその一部を拡大した１３０００倍の拡大写真であり、図１（ｃ）は
更にその一部を拡大した５００００倍の拡大写真である。これらＳＥＭ写真、特に図１（
ｂ）、（ｃ）から、ビニル系樹脂微粒子がトナー表面に粒子状に埋没していることがよく
判る。
このトナーの体積平均粒径は５．４３μｍ、Ｔｇは４６℃、樹脂成分のＴＨＦ不溶分は１
２％であった。平均粒径３５μｍのマグネタイト粉にメチルメタクリレート樹脂（３５重
量％）及びシリコン樹脂（６０重量％）、カーボン（ケッチェンブラック、５重量％）を
被覆したキャリア９５重量部に対してトナー粒子１を５重量部を混合し、定着特性及び転
写性を評価した。評価結果を表１に示したが定着下限温度、オフセット性、保存性、転写
性ともに優れていた。
【００７０】

　シリカ微粒子を含有した［水相３］を用いた以外 と同様にトナーを作成し、
と同様の評価を行なった。

　トナーの体積平均粒径は４．７６μｍ、Ｔｇは４８℃、樹脂成分のＴＨＦ不溶分は１１
％であり、評価結果を表１に示したが定着下限温度、オフセット性、保存性、転写性とも
に優れていた。
【００７１】

　二酸化チタン微粒子を含有した［水相４］を用いた以外 と同様にトナーを作成
し、 と同様の評価を行なった。
　トナーの体積平均粒径は５．１４μｍ、Ｔｇは４７℃、樹脂成分のＴＨＦ不溶分は１２
％であり、評価結果を表１に示したが定着下限温度、オフセット性、保存性、転写性とも
に優れていた。
【００７２】

　樹脂微粒子及び二酸化チタン微粒子を含有した［水相５］を用いた以外 と同様
にトナーを作成し、 と同様の評価を行なった。
　トナーの体積平均粒径は５．２２μｍ、Ｔｇは４７℃、樹脂成分のＴＨＦ不溶分は１２
％であり、評価結果を表１に示したが定着下限温度、オフセット性、保存性、転写性とも
に優れていた。
【００７３】

　架橋された樹脂微粒子を含有した［水相２］を用いた以外 と同様にトナーを作
成し、 と同様の評価を行なった。
　トナーの体積平均粒径は５．５１μｍ、Ｔｇは４８℃、樹脂成分のＴＨＦ不溶分は１２
％であり、評価結果を表１に示したが定着下限温度、オフセット性、保存性、転写性とも
に優れており、特に定着下限温度、オフセット性及び保存性が向上したことが分かる。
【００７４】

　 で得られたトナー、現像剤を用いて図２に示したベルト定着装置を搭載したリ
コー製ｉｍａｇｉｏ　Ｎｅｏ　４５０改造機にて定着性を評価した結果を表１に示したが
、定着下限温度が著しく低下し、定着設定温度が下げられると同時に立上り時間も短縮で
きるため省エネ化に大きく貢献できることが分かる。
【００７５】
比較例１
　微粒子を含有しない［水相７］を用いた以外 と同様にトナーを作成し、

と同様の評価を行なった。
　トナーの体積平均粒径は６．８５μｍ、Ｔｇは４５℃、樹脂成分のＴＨＦ不溶分は１３
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％であり、評価結果を表１に示したが定着下限温度は優れていたが、オフセット性、保存
性、転写性が低下した。
【００７６】
比較例２
　Ｔｇ１５０℃の微粒子を含有した［水相６］を用いた以外 と同様にトナーを作
成し、 と同様の評価を行なった。
　トナーの体積平均粒径は５．４３μｍ、Ｔｇは４９℃、樹脂成分のＴＨＦ不溶分は１１
％であり、評価結果を表１に示したが保存性は向上したが定着下限温度が低下した。
【００７７】
比較例３
　Ｔｇが６２℃の［低分子量ポリエステル２］を用いた以外 と同様にトナーを作
成し、 と同様の評価を行なった。
　トナーの体積平均粒径は５．８１μｍ、Ｔｇは６１．３℃、樹脂成分のＴＨＦ不溶分は
１２％であり、評価結果を表１に示したが保存性は向上したが定着下限温度が低下した。
【００７８】
比較例４
　 における乳化処方を［顔料・ＷＡＸ分散液１］６５０部、［低分子ポリエステ
ル１］を１４６部とし、イソシアネートを有するプレポリマーを配合せずに乳化スラリー
を調整した以外は と同様にトナーを作成し、 と同様の評価を行なった。
　トナーの体積平均粒径は３．７８μｍ、Ｔｇは４４．２℃、樹脂成分のＴＨＦ不溶分は
０％であり、評価結果を表１に示したが定着下限温度は下がったがオフセット性が低下し
、保存性や転写性もやや低下した。
【００７９】
比較例５
　 における乳化処方を［顔料・ＷＡＸ分散液１］８００部、［プレポリマー１］
を２８０部、［ケチミン化合物１］１２．０部とし、イソシアネートを有するプレポリマ
ー量を約２倍として乳化スラリーを調整した以外は と同様にトナーを作成し、

と同様の評価を行なった。
　トナーの体積平均粒径は６．３９μｍ、Ｔｇは４９．４℃、樹脂成分のＴＨＦ不溶分は
２３％であり、評価結果を表１に示したがオフセット性はきわめて向上したが定着下限温
度が高くなった。
【００８０】
【表１】
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
【００８１】
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【発明の効果】
以上、詳細且つ具体的な説明より明らかなように、本発明により、低温定着性に優れ、定
着ローラに離型オイルを塗布しない、或いはオイル塗布量をごく微量とした定着方法でも
充分なオフセット防止性があると同時に、保存性に優れた静電荷像現像用トナー及び該ト
ナーの製造方法を提供することができる。また、本発明のトナーを、定着時間（ニップ時
間）が長いベルト加熱定着方式を用いて定着することによりさらに低温で定着できる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明のトナーのＳＥＭ写真である。
【図２】ベルト定着装置の説明図である。
【符号の説明】
Ｒ１　定着ローラ
Ｒ２　加圧ローラ
Ｒ３　加熱ローラ
Ｒ４　クリーニングローラ
Ｂ　　定着ベルト
Ｐ　　加圧バネ
Ｇ　　ガイド
Ｈ　　加熱源
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