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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　下記一般式（ａ）：
【化１】

（式中、Ｒ1 およびＲ2 は同一でも異なってもよく、水素原子、メチル基、エチル基また
はフェニル基である）で表されるビスフェノール類（Ａ）と、
　下記一般式（ｂ）：
【化２】

（式中、Ｒ3 およびＲ4 は同一でも異なってもよく、水素原子、メチル基、エチル基また
はフェニル基であり、ｎは０以上の整数である）で表されるビスフェノール型エポキシ樹
脂（Ｂ）と、
　下記一般式（ｃ）：
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【化３】

（式中、Ｒ5 およびＲ6 は、同一でも異なってもよく、エチレン基またはプロピレン基で
あり、ｐおよびｑは１以上の整数であり、ｐ＋ｑは２～１０である）で表される２価フェ
ノールのアルキレンオキシド付加物である多価アルコール（Ｃ）および該多価アルコール
と酸無水物との反応物（Ｄ）から選ばれる少なくとも１種とを反応させてなるポリオール
樹脂。
【請求項２】
　軟化点が８５～１５０℃、Ｔｇが５０～９０℃、数平均分子量（Ｍｎ）が１０００～１
００００、かつ重量平均分子量／数平均分子量の比（Ｍｗ／Ｍｎ）が５～５０である請求
項１に記載のポリオール樹脂。
【請求項３】
　前記ビスフェノール型エポキシ樹脂（Ｂ）が、異なる数平均分子量を有する２種以上の
ビスフェノール型エポキシ樹脂の混合物である請求項１に記載のポリオール樹脂。
【請求項４】
　前記反応を、さらに架橋剤（Ｅ）を用いて行う請求項１～３のいずれかに記載のポリオ
ール樹脂。
【請求項５】
　請求項１～４のいずれかに記載のポリオール樹脂を主成分とする電子写真用トナー。

【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
　本発明はポリオール樹脂および電子写真用トナーに関し、特に、複写機、ファックス、
プリンター等の電子写真における静電荷像または磁気潜像を現像する乾式現像用トナーと
して有用なポリオール樹脂、およびそのポリオール樹脂を主成分とする電子写真用トナー
に関する。
【０００２】
【従来の技術】
　複写機、ファックス、プリンター等の電子写真において、静電荷像を現像する方法とし
て湿式現像方式と乾式現像方式があり、乾式現像方式が使用される場合が多い。
　乾式現像方式では、バインダーとなるトナー用樹脂にカーボンブラック等の着色剤、お
よびその他の添加剤を含有させたトナー微粉末に、鉄粉やガラスビーズ等のキャリアーを
混合した摩擦帯電現像剤が用いられる。複写物を得るには、通常、感光体に静電潜像を形
成し、この静電潜像に摩擦帯電性のトナーを電気的に付着させて現像し、ここで得られた
トナー像を用紙等のシートに転写し、その後トナーに対し離型性を有する熱圧ローラまた
はフラッシュ光源で定着させて永久可視像とする。
　磁気潜像の場合は、磁気ドラム上の潜像を磁性体を含むトナーによって現像した後、上
述のように定着に供される。
【０００３】
　この種のトナーには、定着性（トナーが用紙に強固に付着すること）、耐ブロッキング
性（トナー粒子が凝集しないこと）に優れることが要求される。
　さらに、熱ローラ定着では、耐オフセット性（定着用熱ローラにトナーが付着せず、次
に定着工程に入る用紙が汚れないこと）に優れることが要求される。
　近年、複写機、ファックスまたはプリンターが、家庭内にも普及するに従い、これら機
器を使用する上での消費電力の低減、可視像形成スピードの向上が要求され、定着温度の
低いバインダー樹脂を使用することが求められるようになっている。定着温度を下げるに
は、バインダー樹脂の軟化点を下げる、分子量分布を狭くする等の方法が一般に採用され
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る。しかし、これらの方法では、耐オフセット性および耐ブロッキング性が低下する。こ
のため、トナーの低温定着化は、まだ十分とは言えない状況にある。
【０００４】
【発明が解決しようとする課題】
　そこで本発明の目的は、従来のトナーの有する問題を解決し、低温定着性に優れ、かつ
耐オフセット性および耐ブロッキング性に優れるため、トナー用樹脂として好適なポリオ
ール樹脂、およびそのポリオール樹脂を主成分とする電子写真用トナーを提供することに
ある。
【０００５】
【課題を解決するための手段】
　前記課題を解決するために、本発明は、下記一般式（ａ）：
【化４】

（式中、Ｒ1 およびＲ2 は同一でも異なってもよく、水素原子、メチル基、エチル基また
はフェニル基である）
で表されるビスフェノール類（Ａ）と、
　下記一般式（ｂ）：
【化５】

（式中、Ｒ3 およびＲ4 は同一でも異なってもよく、水素原子、メチル基、エチル基また
はフェニル基であり、ｎは０以上の整数である）で表されるビスフェノール型エポキシ樹
脂（Ｂ）と、
　後述する一般式（ｃ）で表される多価アルコール（Ｃ）および該多価アルコールと酸無
水物との反応物（Ｄ）から選ばれる少なくとも１種とを反応させてなるポリオール樹脂を
提供するものである。
【０００６】
　また、本発明は、低温定着性、耐オフセット性および耐ブロッキング性に優れるトナー
として、前記のポリオール樹脂を主成分とする電子写真用トナーをも提供するものである
。
【０００７】
　以下、本発明のポリオール樹脂（以下、「本発明の樹脂」という）および電子写真用ト
ナーについて詳細に説明する。
【０００８】
　本発明の樹脂は、前記一般式（ａ）で表されるビスフェノール類（Ａ）と、前記一般式
（ｂ）で表されるビスフェノール型エポキシ樹脂（Ｂ）と、後述する一般式（ｃ）で表さ
れる多価アルコール（Ｃ）および該多価アルコールと酸無水物との反応物（Ｄ）から選ば
れる少なくとも１種と、必要に応じて架橋剤（Ｅ）とを主原料とし、これらの主原料を反
応させて得られるものである。
【０００９】
　本発明の樹脂の主原料（Ａ）として用いられるビスフェノール類は、前記一般式（ａ）
で表されるものである。前記一般式（ａ）において、Ｒ1 およびＲ2 は、同一でも異なっ
ていてもよく、水素原子、メチル基、エチル基またはフェニル基である。
　このビスフェノール類（Ａ）の具体例として、２，２－ビス（４－ヒドロキシフェニル
）プロパン〔通称、ビスフェノールＡ〕、ビス（４－ヒドロキシフェニル）メタン〔通称
、ビスフェノールＦ〕、１，１－ビス（４－ヒドロキシフェニル）エタン〔通称、ビスフ
ェノールＡＤ〕、１－フェニル－１，１－ビス（４－ヒドロキシフェニル）メタン、１－
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フェニル－１，１－ビス（４－ヒドロキシフェニル）エタン等が挙げられる。本発明にお
いて、これらのビスフェノール類は１種単独で使用してもよいし、２種以上を組み合わせ
て用いてもよい。
【００１０】
　本発明の樹脂の主原料（Ｂ）として用いられるビスフェノール型エポキシ樹脂は、前記
一般式（ｂ）で表されるものである。前記式（ｂ）において、Ｒ3 およびＲ4 は、同一で
も異なっていてもよく、水素原子、メチル基、エチル基またはフェニル基であり、ｎは０
以上の整数である。
　このビスフェノール型エポキシ樹脂（Ｂ）としては、例えば、前記一般式（ａ）で表さ
れるビスフェノール類（Ａ）とエピクロロヒドリンから製造される、いわゆる一段法エポ
キシ樹脂、または一段法エポキシ樹脂とビスフェノール類との重付加反応生成物である二
段法エポキシ樹脂等が挙げられる［垣内　弘編著「新エポキシ樹脂」（昭晃堂）３０頁（
昭和６０年）］。本発明において、このビスフェノール型エポキシ樹脂は、１種単独でも
２種類以上または数平均分子量の異なる２種以上の混合物の組み合わせで用いてもよい。
２種類以上または数平均分子量の異なる２種以上の混合物を用いる場合は、１種単独で用
いる場合に比べて、分子量分布（Ｍｗ／Ｍｎ）が大となり、耐オフセット性の向上に有利
となる。この場合、低分子量成分の数平均分子量が３００～２０００であり、高分子量成
分の数平均分子量が３０００～１００００であることが好ましい。本発明のポリオール樹
脂の製造においては、原料供給の操作性の観点から、一般に低分子量成分が主成分である
ことが好ましい。
【００１１】
　本発明の樹脂は、前記（Ａ）および（Ｂ）に加えて、多価アルコール（Ｃ）および該多
価アルコールと酸無水物との反応物（Ｄ）から選ばれる少なくとも１種を主原料として用
いるものである。主原料（Ｃ）として用いられる多価アルコール類としては、芳香族ジオ
ール、脂肪族ジオール、脂環族ジオール等の２価アルコール、ならびに３価または４価の
アルコール等を挙げることができる。芳香族ジオールとしては、下記一般式（ｃ）：
【化６】

で表される化合物が挙げられる。一般式（ｃ）において、Ｒ5 およびＲ6 は、同一でも異
なっていてもよく、エチレン基またはプロピレン基であり、ｐおよびｑは１以上の整数で
あり、ｐ＋ｑは２～１０である。この芳香族ジオールの具体例としては、ポリオキシエチ
レン－（２，０）－２，２－ビス（４－ヒドロキシフェニル）プロパン、ポリオキシプロ
ピレン－（２，０）－２，２－ビス（４－ヒドロキシフェニル）プロパン、ポリオキシプ
ロピレン－（１，２）－２，２－ビス（４－ヒドロキシフェニル）プロパン、ポリオキシ
プロピレン－（１，１）－２，２－ビス（４－ヒドロキシフェニル）プロパン、ポリオキ
シプロピレン－（２，２）－ポリオキシエチレン－（２，０）－２，２－ビス（４－ヒド
ロキシフェニル）プロパン、ポリオキシプロピレン－（６）－２，２－ビス（４－ヒドロ
キシフェニル）プロパン、ポリオキシプロピレン－（３，３）－２，２－ビス（４－ヒド
ロキシフェニル）プロパンなどが挙げられる。また、本発明において、芳香族ジオールと
して、Ｐ－キシリレングリコ－ル、ｍ－キシリレングリコールも使用することができる。
【００１２】
　脂肪族ジオールとしては、例えば、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、トリエチレングリコール、テトラメチレングリコール、ペンタメチレ
ングリコール、ネオペンチルグリコール等が挙げられる。
　また、脂環式ジオールとしては、例えば、ジヒドロキシメチルシクロヘキサン、水添ビ
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スフェノールＡ等が挙げられる。
【００１３】
　３価または４価のアルコールとしては、例えば、１，２，３，６－ヘキサンテトロール
、１，４－ソルビタン、ペンタエリスロトール、トリペンタエリスロトール、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等が挙げられる。
【００１４】
　また、主原料（Ｄ）として用いられる反応物は、前記多価アルコール（Ｃ）と酸無水物
との反応物である。多価アルコール（Ｃ）との反応に用いられる酸無水物としては、例え
ば、無水フタル酸、無水トリメリット酸、無水ピロメリット酸、エチレングリコールビス
トリメリテート、グリセロールトリストリメリテート、無水マレイン酸、テトラヒドロ無
水フタル酸、メチルテトラヒドロ無水フタル酸、エンドメチレンテトラヒドロ無水フタル
酸、メチルエンドメチレンテトラヒドロ無水フタル酸、メチルブテニルテトラヒドロ無水
フタル酸、ドデセニル無水琥珀酸、ヘキサヒドロ無水フタル酸、メチルヘキサヒドロ無水
フタル酸、無水コハク酸、メチルシクロヘキセンジカルボン酸無水物、アルキルスチレン
－無水マレイン酸共重合体、クロレンド酸無水物、ポリアゼライン酸無水物を挙げること
ができる。
【００１５】
　多価アルコール類と酸無水物の反応は、通常、触媒の存在下、８０℃～１５０℃で１～
８時間の反応時間で行うことができる。この多価アルコール類と酸無水物の反応は、後記
の本発明の樹脂の製造における重付加反応と、同時に行ってもよいし、重付加反応の前に
行ってもよい。得られる反応物（Ｄ）の数平均分子量（Ｍｎ）と分子量分布（Ｍｗ／Ｍｎ
）を任意にコントロールできる点で、重付加反応の前に行うのが好ましい。
　この反応で用いられる触媒としては、例えば、水酸化ナトリウム、水酸化カリウム、水
酸化リチウム等のアルカリ金属水酸化物、ナトリウムメチラート等のアルカリ金属アルコ
ラート、Ｎ，Ｎ－ジメチルベンジルアミン、トリエチルアミン、ピリジン等の第３級アミ
ン、テトラメチルアンモニウムクロリド、ベンジルトリエチルアンモニウムクロリド等の
第４級アンモニウム塩、トリフェニルホスフィン、トリエチルホスフィン等の有機リン化
合物、塩化リチウム、臭化リチウム等のアルカリ金属塩、三フッ化ホウ素、塩化アルミニ
ウム、四塩化スズ、オクチル酸スズ、安息香酸亜鉛等のルイス酸などを例示することがで
きる。その使用量は、生成物量に対して、通常、１～１０００ｐｐｍ、好ましくは５～５
００ｐｐｍとなる量である。
　また、この反応においては、溶剤を使用しても、しなくてもよい。溶剤を使用する場合
はトルエン、キシレン、エチルベンゼン等の芳香族炭化水素類、メチルイソブチルケトン
、メチルエチルケトン等のケトン類が好ましい。
【００１６】
　さらに、本発明の樹脂の製造において、前記（Ａ）および（Ｂ）と、（Ｃ）および（Ｄ
）から選ばれる少なくとも１種とを反応させる際に、必要に応じて、架橋剤（Ｅ）を用い
てもよい。架橋剤（Ｅ）としては、芳香族ポリアミン、脂肪族ポリアミン等のポリアミン
類、酸無水物、３価以上のフェノール化合物、３価以上のエポキシ樹脂などが用いられる
。ポリアミン類としては、例えば、ジエチレントリアミン、トリエチレントリアミン、イ
ミノビスプロピルアミン、ビス（ヘキサメチレン）トリアミン、トリメチルヘキサメチレ
ンジアミン、ジエチルアミノプロピルアミン、メタキシリレンジアミン、メタフェニレン
ジアミン、ジアミノジフェニルメタン、ジアミノジフェニルスルフォン等が挙げられる。
【００１７】
　酸無水物としては、例えば、無水フタル酸、無水トリメリット酸、無水ピロメリット酸
、エチレングリコールビストリメリテート、グリセロールトリストリメリテート、無水マ
レイン酸、テトラヒドロ無水フタル酸、メチルテトラヒドロ無水フタル酸、エンドメチレ
ンテトラヒドロ無水フタル酸、メチルエンドメチレンテトラヒドロ無水フタル酸、メチル
ブテニルテトラヒドロ無水フタル酸、ドデセニル無水琥珀酸、ヘキサヒドロ無水フタル酸
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、メチルヘキサヒドロ無水フタル酸、無水コハク酸、メチルシクロヘキセンジカルボン酸
無水物、アルキルスチレン－無水マレイン酸共重合体、クロレンド酸無水物、ポリアゼラ
イン酸無水物等が挙げられる。
　３価以上のフェノール化合物としては、例えば、フェノールノボラック樹脂、オルソク
レゾールノボラック樹脂、１，１，１－トリス（４－ヒドロキシフェニル）メタン、１，
１，３－トリス（２－メチル－４－ヒドロキシ－５－ｔｅｒｔ－ブチルフェニル）プロパ
ン、１，１，３－トリス（２－メチル－４－ヒドロキシ－５－ｔｅｒｔ－ブチルフェニル
）ブタン、１－〔α－メチル－α－（４－ヒドロキシフェニル）エチル〕－３－〔α，α
－ビス（４－ヒドロキシフェニル）エチル〕ベンゼンを挙げることができる。
【００１８】
　３価以上のエポキシ樹脂は、３価以上のフェノール化合物または３価以上のアルコール
化合物とエピハロヒドリンとの反応で得られるグリシジル化物である。
　３価以上のフェノール化合物としては、例えば、フェノールノボラック樹脂、オルソク
レゾールノボラック樹脂、１，１，１－トリス（４－ヒドロキシフェニルメタン、１，１
，３－トリス（２－メチル－４－ヒドロキシ－５－ｔｅｒｔ－ブチルフェニル）プロパン
、１，１，３－トリス（２－メチル－４－ヒドロキシ－５－ｔｅｒｔ－ブチルフェニル）
ブタン、１－〔α－メチル－α－（４－ヒドロキシフェニル）エチル〕－３－〔α，α－
ビス（４－ヒドロキシフェニル）エチル〕ベンゼン等が挙げられる。
　３価以上のアルコールとしては、例えば、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、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等が挙げられる。
【００１９】
　本発明の樹脂の製造は、前記主原料（Ａ）および（Ｂ）と、ならびに原料（Ｃ）および
（Ｄ）から選ばれる少なくとも１種と、さらに必要に応じて架橋剤（Ｅ）とを、重付加反
応させて行うことができる。この反応において、各原料の使用割合は、以下の式（１）～
（６）を満足することが好ましい。
　　Ａ1 ：分子末端封止に使用されるビスフェノールの重量
　　Ａ2 ：分子主鎖延長に使用されるビスフェノールの重量
　　ＮA ：ビスフェノールの活性水素当量
　　Ｂ1 ：低分子量ビスフェノール型エポキシ樹脂の重量
　　ＮB1：低分子量ビスフェノール型エポキシ樹脂のエポキシ当量
　　Ｂ2 ：高分子量ビスフェノール型エポキシ樹脂の重量
　　ＮB2：高分子量ビスフェノール型エポキシ樹脂のエポキシ当量
　　Ｃ：多価アルコールの重量
　　ＮC ：多価アルコール活性水素当量
　　Ｄ：多価アルコールとの反応に供する酸無水物の量
　　ＮD ：酸無水物の分子量
　　Ｅ：架橋剤の重量
　　ＮE ：架橋剤の活性水素当量、エポキシ当量
　　　　（酸無水物の場合は分子量）
【００２０】
【数２】
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ここで、分子鎖延長とは、ポリオール樹脂の主鎖の内部に取り込まれることを意味し、分
子鎖封止とは、主鎖の末端に取り込まれることを意味する。また、低分子量ビスフェノー
ル型エポキシ樹脂とは、平均分子量３００～３０００のエポキシ樹脂を意味し、高分子量
ビスフェノール型エポキシ樹脂とは、平均分子量３０００～１００００のエポキシ樹脂を
意味する。また、エポキシ樹脂のエポキシ当量は、エポキシ樹脂の平均分子量の約半分と
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なる。
【００２１】
　本発明の樹脂の製造において、この重付加反応は、通常、触媒を用いて行われる。用い
られる触媒としては、例えば、水酸化ナトリウム、水酸化カリウム、水酸化リチウム等の
アルカリ金属水酸化物、ナトリウムメチラート等のアルカリ金属アルコラート、Ｎ，Ｎ－
ジメチルベンジルアミン、トリエチルアミン、ピリジン等の第３級アミン、テトラメチル
アンモニウムクロリド、ベンジルトリエチルアンモニウムクロリド等の第４級アンモニウ
ム塩、トリフェニルホスフィン、トリエチルホスフィン等の有機リン化合物、塩化リチウ
ム、臭化リチウム等のアルカリ金属塩、三フッ化ホウ素、塩化アルミニウム、四塩化スズ
等のルイス酸などを例示することができる。本発明の樹脂の製造において、触媒を使用す
る場合、その使用量は、生成物量に対して、通常、１～１０００ｐｐｍ、好ましくは５～
５００ｐｐｍとなる量である。
【００２２】
　本発明の樹脂の製造における重付加反応においては、溶媒を併用することも可能である
。好適な溶媒としては、キシレン、トルエン等の芳香族化合物、２－ブタノン、メチルイ
ソブチルケトン、シクロヘキサノン等のケトン類、エチレングリコールジブチルエーテル
、ジエチレングリコールジメチルエーテル、テトラヒドロフラン、ジオキサン、アニソー
ル等のエーテル類、Ｎ，Ｎ－ジメチルフォルムアミド、ジメチルスルホキシド、１－メチ
ル－２－ピロリジノン等の非プロトン性極性溶媒を例示することができる。これらの溶媒
は１種単独でも２種以上を混合して使用することもできる。溶媒を使用する場合、その使
用量は、通常、仕込原料の重量の１～１００重量％、好ましくは５～５０重量％の割合と
なる量である。
【００２３】
　この重付加反応における反応温度は、触媒量にもよるが、通常、１２０～１８０℃の範
囲である。
　また、反応は、一般的にはエポキシ当量、フェノール性水酸基量、軟化点、ＧＰＣによ
る数平均分子量を測定することによって追跡することが可能であるが、本発明では、実質
的にエポキシ基が消失した時点、すなわち、エポキシ当量として２００００（ｇ／当量）
以上となった時点を反応終点とする。
【００２４】
　このようにして得られる本発明の樹脂は、通常、数平均分子量（Ｍｎ）が１０００～１
００００の範囲のものが好ましく、特に好ましくは２５００～６０００の範囲のものであ
る。重量平均分子量（Ｍｗ）と数平均分子量の比（Ｍｗ／Ｍｎ）は４～５０であるものが
好ましく、特に、５～２０であるものが好ましい。また、軟化点は、８５～１５０℃のも
のが好ましく、特に、１００～１３５℃のものが好ましい。さらに、Ｔｇは５０℃～９０
℃のものが好ましく、特に５５～７５℃のものが、低温定着性、耐オフセット性および耐
ブロッキング性の確保の点で、好ましい。
【００２５】
　また、本発明は、前記ポリオール樹脂を主成分とする電子写真用トナー（以下、「本発
明のトナー」という）を提供するものである。本発明のトナーは、前記ポリオール樹脂を
主成分とし、必要に応じて、この種の電子写真用トナーに配合される、着色剤、磁性粉、
結着樹脂等の各種成分を含むものである。
【００２６】
　本発明のトナーに配合される着色剤は、この種の電子写真用トナーに常用される着色剤
でよく、所望の色、結着樹脂との相溶性等に応じて適宜選択され、特に制限されない。例
えば、黒色の電子写真用トナーを調製する場合は、従来公知の黒色の着色剤を使用するこ
とができる。黒色の着色剤の具体例として、カーボンブラック、表面を化学処理したグラ
フト化カーボンブラック等の顔料を挙げることができる。黒色以外の電子写真用トナー、
例えば、イエロー、マゼンタまたはシアンの三原色の電子写真用トナーを調製する場合、
それぞれ従来公知の着色剤を使用することができ、特に制限されない。例えば、イエロー
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の電子写真用現像剤トナーを調製する場合に用いられる着色剤として、クロームイエロー
、キノリンイエロー等が挙げられる。また、マゼンタの電子写真用トナーを調製する場合
に用いられる着色剤として、例えば、デュポンオイルレッド、ローズベンガル等が挙げら
れる。さらに、シアンの電子写真用現像剤トナーを調製する場合に用いられる着色剤とし
て、例えば、アニリンブルー、メチレンブルークロライド、フタロシアニンブルーが挙げ
られる。
【００２７】
　本発明のトナーにおける着色剤の配合量は、トナーの全量に対して、通常、０．０１～
２０重量％程度、好ましくは１～１０重量％程度となる量である。
　また、本発明のトナーを１成分系現像剤である磁性トナーとして用いる場合には、磁性
粉が配合される。用いられる磁性粉としては、例えば、フェライト、マグネタイト等の酸
化鉄、鉄、コバルト、ニッケル等の金属からなるものが挙げられ、これらは１種単独でも
２種以上を組み合わせて用いてもよい。また、この磁性粉は、粒径１μｍ以下の微粉末で
あることが好ましい。
　本発明のトナーが磁性粉を含有する磁性トナーである場合、その配合割合は、通常、結
着樹脂１００重量部に対して３０～３００重量部程度、好ましくは５０～２００重量部の
割合である。
【００２８】
　さらに、本発明のトナーは、前記の結着樹脂、着色剤、または磁性粉以外に、必要に応
じて、従来の電子写真用トナーに常用される各種の配合剤を配合することができる。例え
ば、結着樹脂として常用されているスチレンアクリル系樹脂、ポリエステル樹脂、エポキ
シ樹脂等を配合することができる。また、必要に応じて、荷電調整剤、可塑剤、低分子量
ポリプロピレン、低分子量ポリエチレン、パラフィンワックス、アミドワックス、シリコ
ンオイル等の離型剤、シリカ等の流動性向上剤などを配合することもできる。
【００２９】
　本発明のトナーは、通常、平均粒径３～２０μｍ、好ましくは５～１５μｍの粒子の形
態で使用に供される。
　本発明のトナーは、結着樹脂、着色剤としての顔料または染料、および１成分系現像剤
である磁性トナーとする場合には、さらに磁性粉、ならびに必要に応じて荷電調整剤、そ
の他の添加剤等を、ヘンシェルミキサー、ボールミル等の混合機によって十分混合した後
、加熱ロール、ニーダー、押出機等の加熱混合機を用いて溶融混合する。次に、冷却固化
後、ジェットミル等を用いて粉砕および分級を行って製造することができる。
【００３０】
【実施例】
　以下、本発明の実施例および比較例により、本発明をより具体的に説明するが、本発明
はこれらの実施例によって限定されるものではない。なお、実施例および比較例における
エポキシ当量、ＧＰＣによる数平均分子量（Ｍｎ）および重量平均分子量（Ｍｗ）、ガラ
ス転移点、軟化点、定着性ならびに耐ブロッキング性は、下記の方法にしたがって測定ま
たは評価した。
【００３１】
　１）エポキシ当量
　樹脂試料０．２～５ｇを精秤し、２００ｍｌの三角フラスコに入れた後、ジオキサン２
５ｍｌを加えて溶解させる。１／５規定の塩酸溶液（ジオキサン溶媒）２５ｍｌを加え、
密栓して十分混合後、３０分間静置する。次に、トルエン－エタノール混合溶液（１：１
容量比）５０ｍｌを加えた後、クレゾールレッドを指示薬として１／１０規定水酸化ナト
リウム水溶液で滴定する。滴定結果に基づいて下記式に従ってエポキシ当量（ｇ／当量）
を計算する。
　　エポキシ当量（ｇ／当量）＝１０００×Ｗ／〔（Ｂ－Ｓ）×Ｎ×Ｆ〕
　　　Ｗ：試料採取量（ｇ）
　　　Ｂ：空試験に要した水酸化ナトリウム水溶液の量（ｍｌ）
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　　　Ｓ：試料の試験に要した規定水酸化ナトリウム水溶液の量（ｍｌ）
　　　Ｎ：水酸化ナトリウム水溶液の規定度
　　　Ｆ：水酸化ナトリウム水溶液の力価
【００３２】
　２）ＧＰＣによる数平均分子量（Ｍｎ）および重量平均分子量（Ｍｗ）の測定
　樹脂試料２００ｍｇをＴＨＦ１０ｍｌに溶解して試料液を調製し、この試料液１００μ
ｌをカラムに注入し、下記の条件で保持時間の測定を行う。また、平均分子量既知のポリ
スチレンを標準物質として用いて、保持時間を測定して、予め作成しておいた検量線から
樹脂試料の数平均分子量をポリスチレン換算で求めた。
　　・カラム　　　　：ガードカラム＋ＧＬＲ４００Ｍ＋ＧＬＲ４００Ｍ＋ＧＬＲ４００
　　　　　　　　　　　（全て日立製作所（株）製）
　　・カラム温度　　：４０℃
　　・移動相（流量）：ＴＨＦ（１ｍｌ／ｍｉｎ）
　　・ピーク検出法　：ＵＶ（２５４ｎｍ）
【００３３】
　３）ガラス転移温度（Ｔｇ）；
　　下記の示差走査型熱量計を用いて、下記条件で測定した。
　　・示差走査熱量計：ＳＥＩＫＯ１ＤＳＣ１００
　　　　　　　　　　　ＳＥＩＫＯ１ＳＳＣ５０４０(Disk Station)
　　・測定条件：
　　　　温度範囲：　　　　２５～１５０℃
　　　　昇温速度：　　　　１０℃／ｍｉｎ
　　　　サンプリング時間：０．５ｓｅｃ
　　　　サンプル量：　　　１０ｍｇ
【００３４】
　４）軟化点；
　軟化点測定装置（メトラー（株）製、ＦＰ９０）を使用して、１℃／ｍｉｎの昇温速度
で試料の軟化温度を測定した。
　５）定着試験
　富士ゼロックス（株）製の電子写真複写機（富士ゼロックス３５００）の定着用熱ロー
ラーの表面温度を変更可能に改造した複写試験機を用いて、定着用熱ローラーの表面温度
を１００～２００℃の範囲で変えて、上記の現像剤による複写を行った。得られる複写画
像の消しゴムで摩擦したときの複写画像の濃度変化を目視で観察した。定着用熱ローラー
の表面温度を１１０℃から５℃刻みで上げ、定着率が８５％を超えた時の温度を最低定着
温度とした。さらに温度を上げ試験を行い、該トナーが熱ローラーに付着し始めた温度を
オフセット開始温度とした。
【００３５】
　６）耐ブロッキング性
　７０ｍｌのガラス製サンプル瓶中にトナー１０ｇを入れ、６０℃、相対湿度３５％の恒
温恒湿槽中に３時間放置した。その後室温まで冷却しその凝集度を観察し以下の基準で評
価した。
　　Ａ：サンプル瓶を逆さにしただけでトナーが落ちる
　　Ｂ：サンプル瓶を逆さにし、軽く振っただけでトナーが落ちる
　　Ｃ：サンプル瓶を逆さにし、軽くたたくとトナーが落ちる
　　Ｄ：サンプル瓶を逆さにし、強い振動を与えるとトナーが落ちる
　　Ｅ：サンプル瓶を逆さにし、強い振動を与えてもトナーは落ちない
【００３６】
（実施例１）
　攪拌装置、温度計、窒素導入口、および還流管を備えた容量５００ｍｌセパラブルフラ
スコに、ポリオキシプロピレン－（１，１）－２，２－ビス（４－ヒドロキシフェニル）
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プロパン（三井化学（株）製、ＫＢ－２８０、ＯＨ価：２９１ＫＯＨｍｇ／ｇ）８４．６
ｇ、無水フタル酸６４．９ｇ、およびキシレン４１．４ｇを仕込み、系が均一になるまで
内温８０℃で攪拌した。次に、触媒としてベンジルジメチルアミン（ＢＤＭＡ）０．０８
ｇを添加後、１３０℃まで昇温し４時間反応させた。
　反応混合物を５０℃以下に冷却後、ビスフェノールＡ２０８．６ｇ、ビスフェノールＡ
型液状エポキシ樹脂（三井化学（株）製、エポミックＲ１４０Ｐ、エポキシ当量１８８g/
eq）２７５．０ｇ、および無水フタル酸１６．３ｇを仕込み、８０℃でテトラメチルアン
モニウムクロリド３％水溶液４．３ｇを加えた。１６０℃で１時間反応後、還流管を減圧
蒸留装置に替え、減圧度を徐々に高めながらキシレン、水を留去した。１時間後、減圧度
は１３３３Ｐａ（１０ｍｍＨｇ）に達した。さらに１時間攪拌した後、反応系内の圧力を
常圧に戻し、攪拌を７時間継続した。この時点で、生成したポリオール樹脂をサンプリン
グしてエポキシ当量を測定し、エポキシ当量が２００００以上であることを確認した後、
生成したポリオール樹脂をフラスコから抜き出した。
【００３７】
　得られたポリオール樹脂の軟化点は１１４℃、ガラス転移温度：６３℃、数平均分子量
（Ｍｎ）：２５００、重量平均分子量（Ｍｗ）：６１０００、重量平均分子量（Ｍｗ）と
数平均分子量（Ｍｎ）の比（Ｍｗ／Ｍｎ）は２４．４であった。以下、このポリオール樹
脂を（Ｐ－１）という。
　ここで、各仕込み原料について、前記（１）～（６）式の値を求めたところ、（１）式
では１４３０、（２）式では１．０８、（３）式では０、（４）式では０．２３、および
（６）式では０．０２５と計算され、各（１）～（６）式を満足するものとなっているこ
とが確認された。
【００３８】
（実施例２）
　攪拌装置、温度計、窒素導入口、および還流管を備えた容量１０ｌセパラブルフラスコ
に、ポリオキシプロピレン－（１，１）－２，２－ビス（４－ヒドロキシフェニル）プロ
パン（三井化学（株）製、ＫＢ－２８０、ＯＨ価：２９１ＫＯＨｍｇ／ｇ）８４．６ｇ、
無水フタル酸６４．９ｇ、およびキシレン４１．４ｇを仕込み、系が均一になるまで内温
８０℃で攪拌した。触媒としてベンジルジメチルアミン（ＢＤＭＡ）０．９２ｇを添加後
、１３０℃まで昇温し４時間反応させた。
　反応混合物を５０℃以下に冷却後、ビスフェノールＡ２５７７．４ｇ、ビスフェノール
Ａ型液状エポキシ樹脂（三井化学（株）製、エポミックＲ１４０Ｐ、エポキシ当量１８８
ｇ／ｅｑ）３３７４．６ｇ、および無水フタル酸２０８．０ｇを仕込み、８０℃でテトラ
メチルアンモニウムクロリド５０％水溶液３．２ｇを加えた。１６０℃で１時間反応後、
還流管を減圧蒸留装置に替え、減圧度を徐々に高めながらキシレンおよび水を留去した。
１時間後、減圧度は１３３３Ｐａ（１０ｍｍＨｇ）に達した。さらに、１時間攪拌した後
、反応系の圧力を常圧に戻し７時間攪拌を継続した。この時点で、生成したポリオール樹
脂をサンプリングしてエポキシ当量を測定し、エポキシ当量が２００００以上であること
を確認した後、生成したポリオール樹脂をフラスコから抜き出した。
【００３９】
　得られたポリオール樹脂の軟化点は１１１℃、ガラス転移温度：６０℃、数平均分子量
（Ｍｎ）：２５００、重量平均分子量（Ｍｗ）：４１８００、およびＭｗ／Ｍｎ：１６．
７であった。以下、このポリオール樹脂をＰ－２という。
　ここで、各仕込み原料について、前記（１）～（６）式の値を求めたところ、（１）式
では１４００、（２）式では１．００、（３）式では０、（４）式では０．２３、および
（６）式では０．０２６と計算され、各（１）～（６）式を満足するものとなっているこ
とが確認された。
【００４０】
（実施例３）
　撹拌装置、温度計、窒素導入口、および蒸留冷却管、受器を備えた容量５００ｍｌのセ
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パラブルフラスコに、ビスフェノールＡ型液状エポキシ樹脂（三井化学（株）製、エポミ
ックＲ１４０Ｐ、エポキシ当量：１８７（ｇ／ｅｑ））１２２．１ｇ、ビスフェノールＡ
型固形エポキシ樹脂（三井化学（株）製、エポミックＲ３０９、エポキシ当量：２６３０
（ｇ／ｅｑ））３０．０ｇ、ビスフェノールＡ７８．９ｇ、ポリオキシプロピレン（１、
２）－２、２－ビス（４－ヒドロキシフェニル）プロパン（三井化学（株）製、ＫＢ－２
８０、ＯＨ価：２９１ＫＯＨｍｇ／ｇ）６０．０ｇ、無水フタル酸９．０ｇおよびキシレ
ン３０ｇを仕込み、窒素雰囲気下で昇温を開始し、内温８０℃で均一に溶解させた。
　次いで、反応触媒として１規定水酸化ナトリウム水溶液１．３ｍｌを添加した。１５０
℃で１時間反応後、昇温して内温が１８０℃に到達したところで、キシレンの減圧濃縮を
開始し、約０．５時間かけて１３３３Ｐａまで減圧した。減圧下、１時間攪拌した後、系
を常圧に戻し、さらに反応温度を１８０℃に維持しながら７時間反応させた。この時点で
、エポキシ基の残存量を測定し、エポキシ当量が２００００（ｇ／当量）以上であること
を確認した後、生成した溶融状態のポリオール樹脂をフラスコから抜き出した。
【００４１】
　得られたポリオール樹脂の軟化点は１１８℃、ガラス転移温度：５７℃、数平均分子量
（Ｍｎ）：２７００、重量平均分子量（Ｍｗ）：４５０００、およびＭｗ／Ｍｎ：１６．
７であった。以下、このポリオール樹脂をＰ－３という。
　ここで、各仕込み原料について、前記（１）～（６）式の値を求めたところ、（１）式
では１５００、（２）式では１．０、（３）式では０．１０、（４）式では０．２０、お
よび（６）式では０．０３と計算され、各（１）～（６）式を満足するものとなっている
ことが確認された。
【００４２】
（比較例１）
　撹拌装置、温度計、窒素導入口、蒸留冷却管および受器を備えた容量１ｌのセパラブル
フラスコに、ジメチルテレフタレート４５０．１ｇ、ジメチルフタレート１３．９ｇ、プ
ロピレングリコール４００ｇ、およびシュウ酸錫０．１８ｇを仕込み、１７０℃に昇温し
た。メタノールの留去が開始された後、徐々に昇温し、２００℃でメタノール１６０ｇを
留去し、トランスエステル化を終了した。次に、反応系内の温度を２１０℃、圧力を１３
３３Ｐａに保ちプロピレングリコールを留去しながら、高分子量化反応を５時間継続した
。さらに、無水フタル酸１７．２ｇを添加後、さらに３時間反応を行い、生成した樹脂を
フラスコから取り出した。
　得られたポリエステル樹脂の軟化点は１２１℃、ガラス転移温度：６８℃、数平均分子
量（Ｍｎ）：３３００、重量平均分子量（Ｍｗ）：７８００、Ｍｗ／Ｍｎ：２．４であっ
た。
【００４３】
（実施例４）
　実施例１で得られたポリオール樹脂（Ｐ－１）１８０ｇ、カーボンブラック（三菱化学
（株）製、ＭＡ－１００）１２ｇ、ポリプロピレンワックス（三洋化成（株）製、ビスコ
ール６６０Ｐ）４ｇおよびスピロンブラックＴＲＨ（保土谷化学（株）製）４ｇを、スー
パーミキサーで混合後、二本ロールで溶融混練した。得られた混合物を、冷却後、ジェッ
トミルで粉砕し、さらに乾式気流分級機で分級して平均粒径１０μｍの粒子からなるポリ
オール樹脂粉末を得た。次いで、全量の０．４ｗｔ％となる割合で疎水性シリカ（日本ア
エロジル（株）製、Ｒ９７２）を混合し、ヘンシェルミキサー内で２回、３０秒間攪拌し
、電子写真用トナーを得た。この電子写真用トナーの耐ブロッキング性の評価を行った。
また得られた電子写真用トナー５ｇと、鉄粉キャリアー（平均粒径：６０～１００μｍ）
９５ｇとを、均一に混合して現像剤を調製し、その現像剤を用いて定着試験を行った。結
果を表１に示す。
【００４４】
（実施例５～６）
　各例において、ポリオール樹脂（Ｐ－１）の代わりに、ポリオール樹脂（Ｐ－２）１８
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用した以外は、実施例４と同様にして電子写真用トナーを製造した。得られた電子写真用
トナーを用いて、耐ブロッキング性および定着性の評価を行った。結果を表１に示す。
【００４５】
（比較例２）
　ポリオール樹脂（Ｐ－１）の代わりに、比較例１で合成したポリエステル樹脂を用いた
以外は、実施例４と同様にして電子写真用トナーを製造し、耐ブロッキング性および定着
性を評価した。結果を表１に示す。
【００４６】
　　　　　　　　　　　　　　　　　表１
　　　┌─────────┬────┬────┬────┬────┐
　　　│　　　　　　　　　│実施例４│実施例５│実施例６│比較例２│
　　　├─────────┼────┼────┼────┼────┤
　　　│耐ブロッキング性　│　Ａ　　│　Ａ　　│　Ａ　　│　Ａ　　│
　　　├─────────┼────┼────┼────┼────┤
　　　│定着試験　　　　　│　　　　│　　　　│　　　　│　　　　│
　　　│最低定着温度（℃）│１２５　│１２０　│１３０　│１３５　│
　　　│オフセット開始温度│１６５　│１５５　│１６５　│１５５　│
　　　│　　　　　　（℃）│　　　　│　　　　│　　　　│　　　　│
　　　└─────────┴────┴────┴────┴────┘
【００４７】
（実施例７）
　ビスフェノールＡの使用量を１０３．７ｇ、ビスフェノールＡ型液状エポキシ樹脂の使
用量を９１．３ｇに変え、また、無水フタル酸の代わりに３官能エポキシ樹脂（三井化学
（株）製、テクモアＶＧ－３１０１、エポキシ当量：２１０ｇ／ｅｑ）６０ｇを用いた以
外は、実施例１と同様にしてポリオール樹脂を製造した。
【００４８】
　得られたポリオール樹脂の軟化点は１１８℃、ガラス転移温度：６５℃、数平均分子量
（Ｍｎ）：２６２０、重量平均分子量（Ｍｗ）：４４５４６、重量平均分子量（Ｍｗ）と
数平均分子量（Ｍｎ）の比（Ｍｗ／Ｍｎ）は１７であった。
　ここで、各仕込み原料について、前記（３）、（４）、（６）、（７）および（８）式
の値を求めたところ、（３）式では０、（４）式では０．１５、（６）式では０．２０、
（７）式では１０８０、および（８）式では１．０と計算され、各式を満足するものとな
っていることが確認された。
【００４９】
　得られたポリオール樹脂を用いて、実施例４と同様にして電子写真用トナーを製造し、
耐ブロッキング性および定着性の評価を行った。結果は下記のとおりであった。
　耐ブロッキング性：　　　Ａ
　最低定着温度：　　　　　１３０℃
　オフセット開始温度：　　１５５℃
【００５０】
【発明の効果】
　本発明のポリオール樹脂は、電子写真用トナーの主成分として用いて、低温での定着性
および高温での耐オフセット性に優れ、さらに耐ブロッキング性に優れるため、長期間保
存してもブロッキングしない電子写真用現像剤として好適なトナーを提供することができ
る。
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