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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　非晶性樹脂Ａ及び結晶性樹脂を含有するコアと、非晶性樹脂Ｂを含有するシェルを有す
るコアシェル構造のトナー粒子を有するトナーであって、
　該非晶性樹脂Ａが、スチレンアクリル系樹脂を含有し、
　該スチレンアクリル系樹脂の含有量が、該非晶性樹脂Ａの全量に対して５０質量％以上
であり、
　該非晶性樹脂Ｂが、下記式（３）で示されるイソソルビドユニットを有し、

　下記式（Ｘ）で求められる、該非晶性樹脂Ａと該結晶性樹脂の相溶化度Ａが、５０％以
上１００％以下であり、
　下記式（Ｙ）で求められる、該非晶性樹脂Ｂと該結晶性樹脂の相溶化度Ｂが、０％以上
４０％以下であることを特徴とするトナー。
　相溶化度Ａ（％）＝１００－（１００×ΔＨ（Ａ））／（ΔＨ（Ｃ）×Ｃ／１００）　
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（Ｘ）
　相溶化度Ｂ（％）＝１００－（１００×ΔＨ（Ｂ））／（ΔＨ（Ｃ）×Ｄ／１００）　
（Ｙ）
　（式（Ｘ）及び（Ｙ）中、
　ΔＨ（Ａ）は、示差走査熱量分析における、該非晶性樹脂Ａと該結晶性樹脂との混合樹
脂Ａの発熱ピークの発熱量（Ｊ／ｇ）を示す。
　ΔＨ（Ｃ）は、示差走査熱量分析における該結晶性樹脂の発熱ピークの発熱量（Ｊ／ｇ
）を示す。
　Ｃは、該混合樹脂Ａにおける該結晶性樹脂の質量比率（％）を示し、１０である。
　ΔＨ（Ｂ）は、示差走査熱量分析における、該非晶性樹脂Ｂと該結晶性樹脂との混合樹
脂Ｂの発熱ピークの発熱量（Ｊ／ｇ）を示す。
　Ｄは、該混合樹脂Ｂにおける該結晶性樹脂の質量比率（％）を示し、２０である。）
【請求項２】
　前記結晶性樹脂が、結晶性のポリエステル部位と、非晶性のビニルポリマー部位とが結
合したブロックポリマーである請求項１に記載のトナー。
【請求項３】
　前記結晶性のポリエステル部位と前記非晶性のビニルポリマー部位との質量比率が、３
０：７０～７０：３０である請求項２に記載のトナー。
【請求項４】
　前記結晶性樹脂が、下記式（１）で示されるユニット及び下記式（２）で示されるユニ
ットを有する請求項１～３のいずれか１項に記載のトナー。

［式（１）中、ｎは、６以上１６以下の整数を示す。］

［式（２）中、ｍは、６以上１４以下の整数を示す。］
【請求項５】
　前記非晶性樹脂Ｂが、前記イソソルビドユニットを０．１ｍｏｌ％以上３０．０ｍｏｌ
％以下有する請求項１～４のいずれか１項に記載のトナー。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、電子写真法、静電記録法、トナージェット方式記録法などの方法によって形
成される静電潜像を現像してトナー画像を形成するために用いるトナーに関する。
【背景技術】
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【０００２】
　近年、プリンターや複写機において低消費電力化が求められており、トナーの性能の改
善が求められている。具体的には、より低い温度でトナーを軟化させることが求められて
いるが、同時に高温保存性を維持する必要があるため、単純にトナーを軟化させる手法で
は達成できない。この課題に対し、結晶性樹脂を添加するトナーが検討されている。結晶
性樹脂は、室温では結晶化するためトナーの高温保存性への影響が少なく、溶融時には低
粘度化するためトナーを軟化させることが可能である。
　特許文献１では、トナー表層及び内部に、結晶性ポリエステルのラメラ結晶が存在して
いるトナーが提案されている。
【０００３】
　また、プリンターや複写機においてはさらなる高速化も同時に求められている。現像シ
ステムが高速化することで、トナーにかかるストレスが大きくなるため、よりストレスに
強い、強度に優れたトナーが求められている。この課題を、前述した低温定着性を損なわ
ずに達成するために、コアシェル構造のトナーが検討されている。
　特許文献２では、結着樹脂として結晶性ポリエステルとスチレン‐アクリル系樹脂を含
有するコアシェル構造のトナーが提案されている。
　また、特許文献３ではポリエステル樹脂を主成分とするトナーにおいて、シェル材料と
結晶性ポリエステルの相溶性が低いことに言及している。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００６－１０６７２７号公報
【特許文献２】特開２０１２－２５５９５７号公報
【特許文献３】特開２０１１－１９７１９２号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　特許文献１に記載のトナーでは、トナー中の結晶性ポリエステルの結晶性を維持するこ
とで、耐熱保存性を極力維持しながら、定着時に結晶性ポリエステルが液状化することで
、トナーが潰れやすくなり、結果としてトナーの低温定着性能が向上する。しかし、該ト
ナーの考え方では、定着時に結晶性ポリエステルとトナーバインダーが均一に溶融しない
ため、結晶性ポリエステルの添加効果を充分に活かせているとは言えない。
　特許文献２に記載のトナーでは、シェル材料と結晶性材料の相溶性という観点から検討
されていないため、トナー表面が結晶性ポリエステルの相溶によって粘度低下する恐れが
ある。このような構成では、結晶性ポリエステルによる効果を得るために相溶性を上げる
と、トナーの強度が低下するため、低温定着性と現像性の両立は困難である。
　また、特許文献３においては、上記相溶性を得るために、シェル材料そのものの親水性
を高める必要があり、結果として高湿環境下において現像性が低下する。
　以上、結晶性樹脂を導入したコアシェル構造のトナーにおいて、結晶性樹脂とバインダ
ーの相溶性、及び結晶性樹脂とシェル材料の相溶性を制御し、結晶性樹脂の効果を充分に
活かしたトナーは未だ提案されていなかった。
　本発明は、上述した従来の問題点を解決したトナーを提供するものである。即ち、本発
明は、低エネルギーで定着が可能であり、かつ高速現像システムにおいても充分な現像性
を有し、高湿度においても充分な現像性を維持できるトナー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】
【０００６】
　本出願に係る発明は、
　非晶性樹脂Ａ及び結晶性樹脂を含有するコアと、非晶性樹脂Ｂを含有するシェルを有す
るコアシェル構造のトナー粒子を有するトナーであって、
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　該非晶性樹脂Ａが、スチレンアクリル系樹脂を含有し、
　該スチレンアクリル系樹脂の含有量が、該非晶性樹脂Ａの全量に対して５０質量％以上
であり、
　該非晶性樹脂Ｂが、下記式（３）で示されるイソソルビドユニットを有し、

　下記式（Ｘ）で求められる、該非晶性樹脂Ａと該結晶性樹脂の相溶化度Ａが、５０％以
上１００％以下であり、
　下記式（Ｙ）で求められる、該非晶性樹脂Ｂと該結晶性樹脂の相溶化度Ｂが、０％以上
４０％以下であることを特徴とするトナー。
　相溶化度Ａ（％）＝１００－（１００×ΔＨ（Ａ））／（ΔＨ（Ｃ）×Ｃ／１００）　
（Ｘ）
　相溶化度Ｂ（％）＝１００－（１００×ΔＨ（Ｂ））／（ΔＨ（Ｃ）×Ｄ／１００）　
（Ｙ）
　（式（Ｘ）及び（Ｙ）中、
　ΔＨ（Ａ）は、示差走査熱量分析における、該非晶性樹脂Ａと該結晶性樹脂との混合樹
脂Ａの発熱ピークの発熱量（Ｊ／ｇ）を示す。
　ΔＨ（Ｃ）は、示差走査熱量分析における該結晶性樹脂の発熱ピークの発熱量（Ｊ／ｇ
）を示す。
　Ｃは、該混合樹脂Ａにおける該結晶性樹脂の質量比率（％）を示し、１０である。
　ΔＨ（Ｂ）は、示差走査熱量分析における、該非晶性樹脂Ｂと該結晶性樹脂との混合樹
脂Ｂの発熱ピークの発熱量（Ｊ／ｇ）を示す。
　Ｄは、該混合樹脂Ｂにおける該結晶性樹脂の質量比率（％）を示し、２０である。）
【発明の効果】
【０００７】
　本発明により、低エネルギーで定着が可能であり、かつ高速現像システムにおいても充
分な現像性を有し、高湿度においても充分な現像性を維持できるトナーを提供することが
できる。
【発明を実施するための形態】
【０００８】
　本発明者らは上記背景を鑑みて、結晶性樹脂による低温定着効果を充分に得るためには
、結晶性樹脂とバインダー樹脂（非晶性樹脂Ａ）が充分に相溶する事が重要だと考えた。
　本発明者らは検討の中で、結晶性樹脂の作用効果は、溶融した結晶性樹脂がバインダー
樹脂と相溶し、バインダー樹脂を可塑することでトナー全体としての溶融粘度を下げる点
にあることを見出した。相溶性が低い結晶性樹脂とバインダー樹脂の組合せでは、トナー
の溶融粘度が下がらないだけでなく、トナー溶融時においても結晶性樹脂の一部分が相分
離してしまう。このような現象がおこると、トナー全体が均一に溶融せず、コールドオフ
セット現象が生じやすくなってしまう。コールドオフセット現象とは、定着ローラ側に画
像の一部分が融着し、画像に白抜けの部分が生じてしまう現象である。
　よって、結晶性樹脂とバインダー樹脂が充分に相溶する事は、粘度を充分に下げると同
時に、耐コールドオフセット性能を維持するという点からも重要であり、該相溶性を制御
することで、初めて、結晶性樹脂による効果を充分に活かすことが可能であると考えられ
る。
【０００９】
　また、本発明者らは結晶性樹脂を添加した場合にも優れた現像性を発揮するためには、
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結晶性樹脂とシェル材料が充分に相分離する事が重要だと考えた。
　本発明者らは検討の中で、結晶性樹脂を添加した場合に、結晶性樹脂とトナー表面を形
成するシェル材料を相分離させることで、シェル材料のガラス転移温度を高く維持する事
ができ、トナー表面を硬く維持させることができることを見出した。トナー表面が硬いこ
とでトナーの流動性が高くなると考えられ、結果として現像ローラなどの部材からストレ
スを受けにくくなり、トナーが割れたり潰れたりしにくくなる。その結果、結晶性樹脂に
よる低温定着効果を充分に発揮しながら、優れた現像性を得ることができる。
　以上に述べたように、結晶性樹脂による低温定着効果を充分に活かしながら、優れた現
像性を得るためには、結晶性樹脂の、バインダー樹脂とシェル材料双方に対する相溶性を
同時に制御する必要がある。なお、結晶性樹脂とは、示差走査熱量分析装置による比熱変
化測定の可逆比熱変化曲線において、明確な吸熱ピーク（融点）が観測される樹脂を指す
。
【００１０】
　上記した相溶性の制御を行うためには、例えば、結晶性樹脂の組成を機能分離した、ブ
ロックポリマーを用いることが好適である。結晶性樹脂を、バインダー樹脂に近い組成の
樹脂でブロックポリマー化することで、シェル材料に対する相溶性を大きく変えることな
く、バインダー樹脂に対する相溶性のみを上げる事が可能である。すなわち、結晶性樹脂
とバインダーの相溶性と、結晶性樹脂とシェル材料の相溶性を個別に制御する事が可能と
なる。
　上記した相溶性を達成するためには、結晶性樹脂の組成や分子量、ブロックポリマーに
したときの樹脂比率などの結晶性樹脂の物性と、バインダー樹脂及びシェル材料の組成を
制御する方法が挙げられる。
　なお、一般的なブロックポリマーの定義としては、線状に連結した複数のブロックで構
成されたポリマー（高分子学会　国際純正応用化学連合高分子命名法委員会による高分子
科学の基本的術語の用語集）とあり、本発明もその定義に従う。なお、該ブロックポリマ
ーの製造方法としては限定されず、公知の方法で製造することができる。
【００１１】
　本発明は、非晶性樹脂Ａ及び結晶性樹脂を含有するコアと、非晶性樹脂Ｂを含有するシ
ェルを有するコアシェル構造のトナー粒子を有するトナーであって、該非晶性樹脂Ａの５
０質量％以上がスチレンアクリル系樹脂である。
　該非晶性樹脂Ａは本発明のトナーにおけるバインダー樹脂を意味している。非晶性樹脂
Ａの５０質量％以上がスチレンアクリル系樹脂であることで、トナーの硬さや高湿環境下
における帯電性に優れたトナーが得られ、優れた現像性が得られる。該スチレンアクリル
系樹脂の含有量は、該非晶性樹脂Ａの全量に対して５０質量％以上１００質量％以下であ
ることが好ましく、８０質量％以上１００質量％以下であることがより好ましい。
【００１２】
　また、該非晶性樹脂Ａと該結晶性樹脂の相溶化度Ａが、５０％以上１００％以下である
。該相溶化度Ａが５０％以上であることは、該非晶性樹脂Ａと該結晶性樹脂の溶融時の相
溶性が充分に高い事を意味する。該相溶化度Ａが５０％以上１００％以下であることで、
前述したように、耐コールドオフセット性能を維持しながら、トナーの溶融粘度を下げる
事が可能であり、優れた低温定着性が得られる。該相溶化度Ａが５０％未満であると、優
れた低温定着性が得られず、特にコールドオフセットが発生しやすくなる。該相溶化度Ａ
は６５％以上１００％以下であることがより好ましい。
【００１３】
　また、該非晶性樹脂Ｂと該結晶性樹脂の相溶化度Ｂが、０％以上４０％以下である。該
非晶性樹脂Ｂは本発明のトナーにおけるシェル材料を意味している。該相溶化度Ｂが４０
％以下であることは、該非晶性樹脂Ｂと該結晶性樹脂の溶融時の相溶性が充分に低い事を
意味する。上記した範囲であれば、冷却工程によって結晶性樹脂が充分に結晶化するため
、該非晶性樹脂Ｂのガラス転移点は大きく低下しない。結果として優れた現像性を得るこ
とができる。該相溶化度Ｂが４０％より大きい場合には、該非晶性樹脂Ｂのガラス転移点
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０％以上３０％以下であることがより好ましい。
　これらの相溶化度は、該非晶性樹脂Ａ、該非晶性樹脂Ｂ及び結晶性樹脂の組成や分子量
などの物性で制御することが可能である。特に、該結晶性樹脂と該非晶性樹脂Ｂの相溶化
度Ｂについては、該非晶性樹脂Ｂの組成によって制御することが簡便であり好ましい。な
お、これらの相溶化度の測定方法については後述する。
【００１４】
　該結晶性樹脂は、結晶性のポリエステル部位と、非晶性のビニルポリマー部位とが結合
したブロックポリマーであることが好ましい。結晶性のポリエステル部位を有することで
、結晶化度を高く保持することができる。また該結晶性のポリエステル部位に、非晶性の
ビニルポリマー部位を結合させることで、該相溶化度Ａを大きくすることができる。これ
により、該相溶化度Ａの制御がより簡便に行えるため、該相溶化度Ａをより大きく、該相
溶化度Ｂをより低く制御することができる。
　該非晶性のビニルポリマー部位の組成はスチレン、メチルメタクリレート、ｎ－ブチル
アクリレートなどの公知のビニルモノマーを用いることができる。特に該非晶性のビニル
ポリマー部位の５０質量％以上がスチレンである場合、スチレンアクリル系樹脂を主成分
とする該非晶性樹脂Ａとの相溶性の観点から、より好ましい形態が得られる。なお、該結
晶性のポリエステル部位と、非晶性のビニルポリマー部位とが結合した樹脂を製造する方
法としては特に限定されず、公知の方法を用いることができる。結晶性のポリエステル部
位を製造した後に、非晶性のビニルポリマー部位を結合する手法でもよいし、非晶性のビ
ニルポリマー部位を製造した後に、結晶性のポリエステル部位を結合する手法でもよい。
【００１５】
　さらに、該結晶性のポリエステル部位と該非晶性のビニルポリマー部位との質量比率が
３０：７０～７０：３０の範囲にあることが好ましい。該比率が３０：７０以上であるこ
とで、結晶性樹脂としての結晶化度を高く保持することができるため、シェルへの相溶性
が下がり、より優れた現像性を得ることができる。また、該比率が７０：３０以下である
ことで、該相溶化度Ａを充分に高めることができ、優れた低温定着性を得ることができる
。該質量比率は、３０：７０～６５：３５であることがより好ましい。
　本発明においては、該結晶性のポリエステル部位の質量比率が増えるほど、該相溶化度
Ａは低下し、該相溶化度Ｂは上がる傾向にある。しかしながら、同時に結晶性樹脂として
の結晶化度が上がるため、それらを考慮して上記した相溶化度を制御することが好ましい
。該質量比率は、該結晶性樹脂を製造する際の単量体の仕込み量及び反応条件で制御する
ことが可能である。なお、該質量比率の測定方法については後述する。
　該結晶性樹脂が、下記式（１）で示されるユニット及び下記式（２）で示されるユニッ
トを有することが好ましい。
【００１６】
【化１】

［式（１）中、ｎは、６以上１６以下（好ましくは６以上１２以下）の整数を示す。］
【００１７】
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【化２】

［式（２）中、ｍは、６以上１４以下（好ましくは６以上１２以下）の整数を示す。］
【００１８】
　式（１）及び式（２）で示されるユニットを有することで、該結晶性樹脂の結晶化度を
高めることができるため、該相溶化度Ｂを低くすることができる。結果としてより優れた
現像性を得ることができる。アルコールモノマーの炭素数であるｎが６以上であることで
、該結晶性樹脂の結晶化度を高めることができる。該ｎが１６以下であることで、該相溶
化度Ａをより高めることができる。該ｎは６以上１２以下であることがより好ましい。ま
た、同様の理由として酸モノマーの炭素数であるｍは６以上１４以下であることが好まし
く、６以上１２以下であることがより好ましい。該結晶性樹脂の組成の制御は、結晶性樹
脂の製造に用いるモノマーの種類によって制御可能である。なお、該結晶性樹脂の組成の
測定方法については後述する。
　結晶性樹脂がブロックポリマーである場合は、式（１）及び式（２）で示されるユニッ
トの含有量は、ポリエステル部位に用いる全モノマーユニットを基準として、５０ｍｏｌ
％以上１００ｍｏｌ％以下であることが好ましい。また、結晶性樹脂が結晶性ポリエステ
ル（ホモポリマー）である場合は、式（１）及び式（２）で示されるユニットの含有量は
、結晶性ポリエステルに用いる全モノマーユニットを基準として、５０ｍｏｌ％以上１０
０ｍｏｌ％以下であることが好ましい。なお、「モノマーユニット」とは、ポリマー中の
モノマー物質の反応した形態をいう。
　該非晶性樹脂Ｂは、非晶性樹脂Ｂの全モノマーに由来するユニットに対して、下記式（
３）で示されるイソソルビドユニットを０．１ｍｏｌ％以上３０．０ｍｏｌ％以下有する
ことが好ましい。
【００１９】
【化３】

【００２０】
　該イソソルビドユニットが上記範囲であることで、該相溶化度Ｂを下げることができる
。特に、該非晶性樹脂Ｂが低分子量であっても、該相溶化度Ｂを低く制御することができ
る。０．１ｍｏｌ％以上含有することで、該相溶化度Ｂを充分に低くできるため、より良
好な現像性が得られる。また３０．０ｍｏｌ％以下であることで、高湿環境下においても
該非晶性樹脂Ｂの硬さや帯電性を充分に保持できるため、より優れた現像性を得ることが
できる。該イソソルビドユニットの含有量としては０．１ｍｏｌ％以上１５．０ｍｏｌ％
以下であることがより好ましい。該イソソルビドユニットの含有量の制御は、該非晶性樹
脂Ｂの製造に用いるモノマーの種類によって制御可能である。例えば、該非晶性樹脂Ｂが
ポリエステル樹脂である場合、モノマーとしてイソソルビドを用いればよい。なお、該イ
ソソルビドユニットの含有量の測定方法については後述する。
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　また、該非晶性樹脂Ｂの製造に用いるモノマーとして、ビスフェノールＡのエチレンオ
キサイド付加物を用いることも好適である。上記モノマーを添加することによっても、該
相溶化度Ｂを制御することができる。
【００２１】
　該トナー粒子が、該非晶性樹脂Ａを構成するモノマー、該非晶性樹脂Ｂ及び該結晶性樹
脂を含有するモノマー組成物の粒子を水系媒体中で形成し、該モノマー組成物の該粒子に
含まれる該非晶性樹脂Ａを構成するモノマーを重合させる工程により得られたトナー粒子
であることが好ましい。このような工程を有するトナーの製造方法は、一般的に懸濁重合
法と呼ばれ、本発明でも以下懸濁重合法とする。該トナー粒子が懸濁重合法によって製造
されたものであることで、コアシェル構造がより明確化されたトナー粒子が得られる。こ
れは、該モノマー組成物の粒子が低粘度である重合初期において、選択的にシェル材料で
ある該非晶性樹脂Ｂが相分離されるためだと考えている。
　該結晶性樹脂の重量平均分子量（Ｍｗ）は１００００以上３５０００以下であることが
好ましい。１００００以上であることで、該相溶化度Ｂをより下げることができる。また
、３５０００以下であることで、該相溶化度Ａをより上げることができる。該結晶性樹脂
のＭｗは１６０００以上３５０００以下であることがより好ましく、２００００以上３５
０００以下であることがさらに好ましい。
【００２２】
　該非晶性樹脂Ｂの重量平均分子量（Ｍｗ）は１００００以上１８０００以下であること
が好ましい。１００００以上であることで、該非晶性樹脂Ｂが高湿環境下でも充分な強度
を保持することができるため、トナーとして優れた現像性を得ることができる。また、１
８０００以下であることで、低温定着性を損ないにくいコアシェル構造を形成できる。
　また、非晶性樹脂Ａの重量平均分子量（Ｍｗ）は８０００以上１０００００以下である
ことが好ましい。
　なお、該結晶性樹脂、該非晶性樹脂Ｂ及び該非晶性樹脂Ａの重量平均分子量（Ｍｗ）の
測定方法については後述する。
【００２３】
　本発明のトナーにおいて、該トナー粒子中の該結晶性樹脂の含有量が３．０質量％以上
２０．０質量％以下であることが好ましい。上記範囲にあることで、結晶性樹脂添加によ
る低温定着効果を得ながら、充分な現像性能を得ることができる。特に、２０．０質量％
以下にすることで、本発明で規定する各相溶化度に影響を及ぼす可能性が低くなる。該結
晶性樹脂の含有量は、５．０質量％以上１５．０質量％以下であることがより好ましい。
なお、該結晶性樹脂の含有量の測定方法については後述する。
　また、トナー粒子中の、該非晶性樹脂Ａの含有量は、５０質量％以上９５質量％以下で
あることが好ましい。
　また、トナー粒子中の、該非晶性樹脂Ｂの含有量は、１質量％以上２０質量％以下であ
ることが好ましい。
【００２４】
　該非晶性樹脂Ｂの酸価が２．０ｍｇＫＯＨ／ｇ以上１５．０ｍｇＫＯＨ／ｇ以下である
ことが好ましい。該酸価が２．０ｍｇＫＯＨ／ｇ以上であることで、特に懸濁重合法のよ
うな製造方法においては、より明確なコアシェル構造を形成できる。また１５．０ｍｇＫ
ＯＨ／ｇ以下であることで、高湿環境下においても該非晶性樹脂Ｂの特性を維持できるた
め、トナーとしてより優れた現像性を得ることができる。また、該非晶性樹脂Ｂがスチレ
ンアクリル系樹脂である場合には、該酸価が、前述の該相溶化度Ｂに影響を与える場合も
ある。なお、該酸価の測定方法については後述する。
【００２５】
　次に、本発明のトナー粒子の製造方法について、手順及び用いる事ができる材料を例示
して具体的に説明するが、以下に限定される訳ではない。
　本発明のトナーの製造方法は、どのような製造方法であっても構わないが、最も好まし
い手法である懸濁重合法を用いた製造方法について以下に説明する。
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　トナー粒子のバインダー樹脂である該非晶性樹脂Ａを形成するモノマー、該非晶性樹脂
Ｂ及び該結晶性樹脂を加え、ホモジナイザー、ボールミル、コロイドミル、超音波分散機
などの分散機を用いてこれらを溶融、溶解あるいは分散させたモノマー組成物を調製する
。このとき、上記モノマー組成物中には、必要に応じて離型剤や着色剤、極性樹脂、多官
能性単量体、顔料分散剤、荷電制御剤、粘度調整のための溶剤、さらに他の添加剤（例え
ば、連鎖移動剤）を適宜加えることができる。
【００２６】
　次いで、上記モノマー組成物を、予め用意しておいた分散安定剤を含有する水系媒体中
に投入し、高速攪拌機又は超音波分散機などの高速分散機を用いて懸濁させ、造粒を行う
。
　重合開始剤は、モノマー組成物を調製する際に他の添加剤とともに混合してもよく、水
系媒体中に懸濁させる直前にモノマー組成物中に混合してもよい。また、造粒中や造粒完
了後、すなわち重合反応を開始する直前に、必要に応じてモノマーや他の溶媒に溶解した
状態で加えることもできる。
　造粒後の懸濁液を加熱し、懸濁液中のモノマー組成物の粒子が粒子状態を維持し、且つ
粒子の浮遊や沈降が生じることがないよう、撹拌しながら重合反応を行い、完結させ、必
要に応じて脱溶剤処理を行う事でトナー粒子の水分散液が形成される。
　その後、必要に応じて洗浄を行い、種々の方法によって乾燥、分級、外添処理を行うこ
とでトナーを得ることができる。
【００２７】
　本発明で用いる、該スチレンアクリル系樹脂や、該結晶性樹脂の該非晶性のビニルポリ
マー部位を構成するモノマーとしては、ラジカル重合が可能なビニル系モノマーを用いる
ことが可能である。該ビニル系モノマーとしては、単官能性モノマー又は多官能性モノマ
ーを使用することができる。なお、本発明ではスチレンアクリル系樹脂とビニルポリマー
を同等に扱う。
【００２８】
　前記単官能性モノマーとしては、スチレン、α－メチルスチレン、β－メチルスチレン
、ｏ－メチルスチレン、ｍ－メチルスチレン、ｐ－メチルスチレン、２，４－ジメチルス
チレン、ｐ－ｎ－ブチルスチレン、ｐ－ｔｅｒｔ－ブチルスチレン、ｐ－ｎ－ヘキシルス
チレン、ｐ－ｎ－オクチルスチレン、ｐ－ｎ－ノニルスチレン、ｐ－ｎ－デシルスチレン
、ｐ－ｎ－ドデシルスチレン、ｐ－メトキシスチレン、及び、ｐ－フェニルスチレンなど
のスチレン誘導体類；
　メチルアクリレート、エチルアクリレート、ｎ－プロピルアクリレート、ｉｓｏ－プロ
ピルアクリレート、ｎ－ブチルアクリレート、ｉｓｏ－ブチルアクリレート、ｔｅｒｔ－
ブチルアクリレート、ｎ－アミルアクリレート、ｎ－ヘキシルアクリレート、２－エチル
ヘキシルアクリレート、ｎ－オクチルアクリレート、ｎ－ノニルアクリレート、シクロヘ
キシルアクリレート、ベンジルアクリレート、ジメチルフォスフェートエチルアクリレー
ト、ジエチルフォスフェートエチルアクリレート、ジブチルフォスフェートエチルアクリ
レート、及び、２－ベンゾイルオキシエチルアクリレートなどのアクリル系モノマー類；
　メチルメタクリレート、エチルメタクリレート、ｎ－プロピルメタクリレート、ｉｓｏ
－プロピルメタクリレート、ｎ－ブチルメタクリレート、ｉｓｏ－ブチルメタクリレート
、ｔｅｒｔ－ブチルメタクリレート、ｎ－アミルメタクリレート、ｎ－ヘキシルメタクリ
レート、２－エチルヘキシルメタクリレート、ｎ－オクチルメタクリレート、ｎ－ノニル
メタクリレート、ジエチルフォスフェートエチルメタクリレート、及び、ジブチルフォス
フェートエチルメタクリレートなどのメタクリル系モノマー類；
【００２９】
　多官能性モノマーとしては、ジエチレングリコールジアクリレート、トリエチレングリ
コールジアクリレート、テトラエチレングリコールジアクリレート、ポリエチレングリコ
ールジアクリレート、１，６－ヘキサンジオールジアクリレート、ネオペンチルグリコー
ルジアクリレート、トリプロピレングリコールジアクリレート、ポリプロピレングリコー
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ルジアクリレート、２，２’－ビス（４－（アクリロキシジエトキシ）フェニル）プロパ
ン、トリメチロールプロパントリアクリレート、テトラメチロールメタンテトラアクリレ
ート、エチレングリコールジメタクリレート、ジエチレングリコールジメタクリレート、
トリエチレングリコールジメタクリレート、テトラエチレングリコールジメタクリレート
、ポリエチレングリコールジメタクリレート、１，３－ブチレングリコールジメタクリレ
ート、１，６－ヘキサンジオールジメタクリレート、ネオペンチルグリコールジメタクリ
レート、ポリプロピレングリコールジメタクリレート、２，２’－ビス（４－（メタクリ
ロキシジエトキシ）フェニル）プロパン、２，２’－ビス（４－（メタクリロキシポリエ
トキシ）フェニル）プロパン、トリメチロールプロパントリメタクリレート、テトラメチ
ロールメタンテトラメタクリレート、ジビニルベンゼン、ジビニルナフタリン、及び、ジ
ビニルエーテルが挙げられる。
　上記モノマーに関して、単官能性モノマーを単独で、あるいは二種以上組み合わせて、
又は、単官能性モノマーと多官能性モノマーとを組み合わせて、又は、多官能性モノマー
を単独で、あるいは、二種以上を組み合わせて使用できる。
【００３０】
　本発明において、該非晶性樹脂Ｂを構成するポリマーとしては、通常トナーのバインダ
ー樹脂として用いられるスチレンアクリル樹脂、（メタ）アクリル樹脂、ポリエステル樹
脂、ウレタン樹脂を使用することができる。ただし、コアシェル構造の設計という観点か
ら、該非晶性樹脂Ｂは少なくともポリエステル樹脂を含有する事が好ましい。非晶性樹脂
Ｂ中のポリエステル樹脂の含有量は、５０質量％以上１００質量％以下であることが好ま
しい。
　本発明で用いる、該結晶性樹脂の該結晶性のポリエステル部位及び該非晶性樹脂Ｂを構
成するポリエステル樹脂は、２価以上の多価カルボン酸とジオールの反応により得ること
ができる。なお、ポリエステル樹脂を結晶性樹脂として用いる場合は、下記に挙げるモノ
マーのうち、ポリマー化した際の示差走査熱量分析測定（ＤＳＣ測定）において、明確な
吸熱ピークを有するものに限る。なお、各種樹脂のＤＳＣ測定方法については後述する。
【００３１】
　このようなポリエステル樹脂を得るためのアルコールモノマーとしては公知のアルコー
ルモノマーが使用できる。具体的には、例えば以下のものが使用できる。エチレングリコ
ール、ジエチレングリコール、１，２－プロピレングリコールなどのアルコールモノマー
；ポリオキシエチレン化ビスフェノールＡなどの２価のアルコール；１，３，５－トリヒ
ドロキシメチルベンゼン等の芳香族アルコール、ペンタエリスリトールなどの３価のアル
コール。この中でも、特に現像性の観点からポリオキシエチレン化ビスフェノールＡを少
なくとも用いることがより好ましい。
　該ポリエステル樹脂を得るためのカルボン酸モノマーとしては公知のカルボン酸モノマ
ーが使用できる。具体的には、例えば以下のものが使用できる。シュウ酸、セバシン酸、
テレフタル酸、イソフタル酸などのジカルボン酸及びこれらの酸の無水物又は低級アルキ
ルエステル；トリメリット酸、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、ピロメリット酸、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
ルボキシプロパンなどの３価以上の多価カルボン酸成分及びこれらの酸無水物又は低級ア
ルキルエステル等の誘導体。この中でも、特に現像性の観点からテレフタル酸やイソフタ
ル酸などの芳香族系ジカルボン酸を少なくとも用いることがより好ましい。
【００３２】
　本発明のトナーは、着色剤を含有してもよい。着色剤としては従来知られている種々の
染料や顔料等、公知の着色剤を用いる事ができる。
　黒色着色剤としては、カーボンブラック、磁性体、又は以下に示すイエロー／マゼンタ
／シアン着色剤を用い黒色に調色されたものが利用される。シアントナー、マゼンタトナ
ー、イエロートナー用の着色剤として、例えば、以下に示す着色剤を用いることができる
。
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　イエロー着色剤としては、顔料系としては、モノアゾ化合物、ジスアゾ化合物、縮合ア
ゾ化合物、イソインドリノン化合物、アンスラキノン化合物、アゾ金属錯体メチン化合物
、アリルアミド化合物に代表される化合物が用いられる。具体的にはＣ．Ｉ．ピグメント
イエロー７４，９３，９５，１０９，１１１，１２８，１５５，１７４，１８０，１８５
が挙げられる。
【００３３】
　マゼンタ着色剤としては、モノアゾ化合物、縮合アゾ化合物、ジケトピロロピロール化
合物、アントラキノン、キナクリドン化合物、塩基染料レーキ化合物、ナフトール化合物
、ベンズイミダゾロン化合物、チオインジゴ化合物、ペリレン化合物が用いられる。具体
的にはＣ．Ｉ．ピグメントレッド２，３，５，６，７，２３，４８：２，４８：３，４８
：４，５７：１，８１：１，１２２，１４４，１４６，１５０，１６６，１６９，１７７
，１８４，１８５，２０２，２０６，２２０，２２１，２３８，２５４，２６９、Ｃ．Ｉ
．ピグメントバイオレッド１９等が例示できる。
　シアン着色剤としては、銅フタロシアニン化合物及びその誘導体、アントラキノン化合
物、塩基染料レーキ化合物が利用できる。具体的にはＣ．Ｉ．ピグメントブルー１，７，
１５，１５：１，１５：２，１５：３，１５：４，６０，６２，６６が挙げられる。
　該着色剤は、該トナー中に１．０質量％以上２０．０質量％以下含有することが好まし
い。
【００３４】
　本発明のトナーを磁性トナーとして用いる場合には、トナー粒子に磁性体を含有させれ
ばよい。この場合、磁性体は着色剤の役割をかねることもできる。本発明において、該磁
性体としては、マグネタイト、ヘマタイト、フェライトなどの酸化鉄；鉄、コバルト、ニ
ッケルなどの金属が挙げられる。或いはこれらの金属とアルミニウム、コバルト、銅、鉛
、マグネシウム、スズ、亜鉛、アンチモン、ベリリウム、ビスマス、カドミウム、カルシ
ウム、マンガン、セレン、チタン、タングステン、バナジウムなどの金属との合金及びそ
の混合物が挙げられる。
【００３５】
　本発明に用いることのできる離型剤としては特に制限はなく公知のものが利用できる。
例えば、以下の化合物が挙げられる。低分子量ポリエチレン、低分子量ポリプロピレン、
マイクロクリスタリンワックス、パラフィンワックス、フィッシャートロプシュワックス
などの脂肪族炭化水素系ワックス；酸化ポリエチレンワックスなどの脂肪族炭化水素系ワ
ックスの酸化物又はそれらのブロック共重合物；カルナバワックス、サゾールワックス、
エステルワックス、モンタン酸エステルワックスなどの脂肪酸エステルを主成分とするワ
ックス；脱酸カルナバワックスなどの脂肪酸エステル類を一部又は全部を脱酸化したもの
；脂肪族炭化水素系ワックスにスチレンやアクリル酸などのビニル系モノマーを用いてグ
ラフト化させたワックス類；ベヘニン酸モノグリセリドなどの脂肪酸と多価アルコールの
部分エステル化物；植物性油脂の水素添加などによって得られるヒドロキシル基を有する
メチルエステル化合物などが挙げられる。離型剤は、トナー粒子中に１．０質量％以上２
０．０質量％以下含有することが好ましい。
【００３６】
　また、本発明のトナー粒子は、荷電制御剤を使用してもよい。中でも、トナー粒子を負
荷電性に制御する荷電制御剤を用いることが好ましい。該荷電制御剤としては、以下のも
のが挙げられる。
　有機金属化合物、キレート化合物、モノアゾ金属化合物、アセチルアセトン金属化合物
、尿素誘導体、含金属サリチル酸系化合物、含金属ナフトエ酸系化合物、４級アンモニウ
ム塩、カリックスアレーン、ケイ素化合物、ノンメタルカルボン酸系化合物及びその誘導
体が挙げられる。また、スルホン酸基、スルホン酸塩基、又は、スルホン酸エステル基を
有するスルホン酸樹脂を好ましく用いることができる。
　荷電制御剤の添加量は、トナー粒子中に０．０１質量％以上２０．０質量％以下含有す
ることが好ましい。
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【００３７】
　また、水系媒体中に添加する分散安定剤としては、無機分散剤は超微粉が生成しにくく
、洗浄も容易でトナーに悪影響を与えにくいため、好適に使用することができる。無機分
散剤としては、以下のものが挙げられる。リン酸三カルシウム、リン酸マグネシウム、リ
ン酸アルミニウム、リン酸亜鉛などのリン酸多価金属塩；炭酸カルシウム、炭酸マグネシ
ウムなどの炭酸塩、メタ硅酸カルシウム、硫酸カルシウム、硫酸バリウムなどの無機塩；
水酸化カルシウム、水酸化マグネシウム、水酸化アルミニウム、シリカ、ベントナイト、
アルミナなどの無機酸化物。これらの無機分散剤は、重合終了後に酸あるいはアルカリを
加えて溶解することにより、ほぼ完全に取り除くことができる。
【００３８】
　本発明のトナーには、流動性向上剤（外添剤）が外部添加されていることが画質向上の
ために好ましい。流動性向上剤としては、ケイ酸微粉体、酸化チタン、酸化アルミニウム
などの無機微粉体が好適に用いられる。これら無機微粉体は、シランカップリング剤、シ
リコーンオイル又はそれらの混合物などの疎水化剤で疎水化処理されていることが好まし
い。さらに、本発明のトナーは、必要に応じて流動性向上剤以外の外部添加剤をトナー粒
子に混合されていてもよい。
　無機微粒子の総添加量は、トナー粒子１００．０質量部に対して１．０質量部以上５．
０質量部以下であることが好ましい。
　本発明のトナーは、そのまま一成分系現像剤として、あるいは磁性キャリアと混合して
二成分系現像剤として使用することができる。
【００３９】
　以下に、本発明で規定する各物性値の測定方法を記載する。
＜該結晶性樹脂と該非晶性樹脂Ａの相溶化度Ａ、及び該結晶性樹脂と該非晶性樹脂Ｂの相
溶化度Ｂの測定方法＞
　該相溶化度Ａ及び該相溶化度Ｂの測定には、示差走査熱量分析（ＤＳＣ）測定を用いる
。サンプルとしては、該非晶性樹脂Ａと該結晶性樹脂を混合した樹脂、及び該非晶性樹脂
Ｂと該結晶性樹脂を混合した樹脂を用いる。
（該非晶性樹脂Ａの製造）
　本発明において、該トナー粒子を懸濁重合法によって製造する場合には、トナー粒子か
ら該非晶性樹脂Ａのみを分離することは困難である。そのため、各トナー粒子の該非晶性
樹脂Ａに相当する樹脂を別途作成する必要がある。
　具体的には、前述した懸濁重合法によってトナー粒子を製造する際に、該非晶性樹脂Ａ
を構成するモノマーのみを用いて、トナー粒子の製造条件と同じ重合温度と、同じ重合開
始剤を同じ量用いて製造した樹脂を、各トナーにおける非晶性樹脂Ａとした。なお、同等
の樹脂が得られているかどうかについては、後述する組成分析と、重量平均分子量（Ｍｗ
）の測定を行い、トナー粒子と同等であることを確認した。
【００４０】
（該非晶性樹脂Ａと該結晶性樹脂を混合した混合樹脂Ａ、及び該非晶性樹脂Ｂと該結晶性
樹脂を混合した混合樹脂Ｂの製造）
　トルエン２ｍｌに、該非晶性樹脂Ａと該結晶性樹脂を、各トナー粒子を製造する際と同
じ質量比率で溶解し、必要に応じて加熱して均一な溶解液を作製する（本発明においては
該非晶性樹脂Ａと該結晶性樹脂が９：１の質量比率）。該溶解液をロータリーエバポレー
タにて１２０℃まで加熱し、突沸しないように徐々に減圧する。５０ｍｂａｒまで減圧し
て２時間乾燥を行ったものを混合樹脂Ａとした。
　該非晶性樹脂Ｂと該結晶性樹脂を混合した混合樹脂Ｂは、該非晶性樹脂Ｂと該結晶性樹
脂を８：２の質量比率で、上記した手法と同様の手法で作製した。該非晶性樹脂Ｂと該結
晶性樹脂との質量比率を８：２に設定した理由としては、本願実施例における各トナー粒
子と同等の比率である１：２の割合で混合すると、該非晶性樹脂Ｂ中の該結晶性樹脂が飽
和して余剰分が結晶化し、それにともなって本来相溶していた該結晶性樹脂まで再結晶化
してしまうためである。
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【００４１】
（相溶化度Ａ及び相溶化度Ｂの測定）
　該相溶化度Ａ及び相溶化度Ｂは示差走査熱量分析装置「Ｑ１０００」（ＴＡ　Ｉｎｓｔ
ｒｕｍｅｎｔｓ社製）を用いてＡＳＴＭ  Ｄ３４１８－８２に準じて測定する。
　装置検出部の温度補正はインジウムと亜鉛の融点を用い、熱量の補正についてはインジ
ウムの融解熱を用いる。具体的には、測定サンプル２ｍｇを精秤し、アルミニウム製のパ
ンの中に入れ、リファレンスとして空のアルミニウム製のパンを用い、測定範囲０℃から
１００℃の間で、昇温速度１０℃／分の速度で昇温する。１００℃で１５分ホールドし、
その後１００℃から０℃の間で、降温速度１０℃／分の速度で冷却する。この冷却過程の
発熱曲線における発熱ピークの発熱量ΔＨ（Ｊ／ｇ）を測定する。
　相溶化度Ａ（％）の測定には、該結晶性樹脂のΔＨ（Ｃ）（Ｊ／ｇ）、該非晶性樹脂Ａ
と該結晶性樹脂を混合した混合樹脂ＡのΔＨ（Ａ）（Ｊ／ｇ）、及び該非晶性樹脂Ａと該
結晶性樹脂を混合した混合樹脂Ａにおける、該結晶性樹脂の質量比率Ｃ（％）を用いて、
下記計算式によって計算した。
　　相溶化度Ａ（％）＝１００－（１００×ΔＨ（Ａ））／（ΔＨ（Ｃ）×Ｃ／１００）
　また、相溶化度Ｂ（％）についても同様に計算した。すなわち、相溶化度Ｂ（％）の測
定には、該結晶性樹脂のΔＨ（Ｃ）（Ｊ／ｇ）、該非晶性樹脂Ｂと該結晶性樹脂を８：２
の質量比率で混合した混合樹脂ＢのΔＨ（Ｂ）（Ｊ／ｇ）、及び該非晶性樹脂Ｂと該結晶
性樹脂を混合した混合樹脂Ｂにおける、該結晶性樹脂の質量比率Ｄ（％）を用いて、下記
計算式によって計算した。
　　相溶化度Ｂ（％）＝１００－（１００×ΔＨ（Ｂ））／（ΔＨ（Ｃ）×Ｄ／１００）
【００４２】
＜該結晶性樹脂の結晶性のポリエステル部位と非晶性のビニルポリマー部位の質量比率、
該結晶性樹脂の組成、該非晶性樹脂Ａの組成、該非晶性樹脂Ｂに含まれる該イソソルビド
ユニットの含有量、及び該結晶性樹脂の含有量の測定方法＞
　各種樹脂の組成、組成比率及び含有量は核磁気共鳴分光分析（１Ｈ－ＮＭＲ）［４００
ＭＨｚ、ＣＤＣｌ３、室温（２５℃）］を用いて行った。
測定装置：ＦＴ　ＮＭＲ装置　ＪＮＭ－ＥＸ４００（日本電子社製）
測定周波数：４００ＭＨｚ
パルス条件：５．０μｓ
周波数範囲：１０５００Ｈｚ
積算回数：６４回
　得られたスペクトルの積分値から各種樹脂の組成、組成比率及び含有量を算出した。
【００４３】
＜該結晶性樹脂、該非晶性樹脂Ａ及び該非晶性樹脂Ｂの重量平均分子量（Ｍｗ）の測定方
法＞
　該結晶性樹脂、該非晶性樹脂Ａ及び該非晶性樹脂Ｂの重量平均分子量（Ｍｗ）は、ゲル
パーミエーションクロマトグラフィー（ＧＰＣ）により、以下のようにして測定する。
　まず、室温で、各種樹脂をテトラヒドロフラン（ＴＨＦ）に溶解する。そして、得られ
た溶液を、ポア径が０．２μｍの耐溶剤性メンブランフィルター「マイショリディスク」
（東ソー社製）で濾過してサンプル溶液を得る。なお、サンプル溶液は、ＴＨＦに可溶な
成分の濃度が０．８質量％となるように調整する。このサンプル溶液を用いて、以下の条
件で測定する。
装置：高速ＧＰＣ装置「ＨＬＣ－８２２０ＧＰＣ」［東ソー（株）製］
　カラム：ＬＦ－６０４の２連［昭和電工（株）製］
　溶離液：ＴＨＦ
　流速：０．６ｍｌ／ｍｉｎ
　オーブン温度：４０℃
　試料注入量　：０．０２０ｍｌ
　試料の分子量の算出にあたっては、標準ポリスチレン樹脂（例えば、商品名「ＴＳＫス



(14) JP 6587456 B2 2019.10.9

10

20

30

40

50

タンダード  ポリスチレン  Ｆ－８５０、Ｆ－４５０、Ｆ－２８８、Ｆ－１２８、Ｆ－８
０、Ｆ－４０、Ｆ－２０、Ｆ－１０、Ｆ－４、Ｆ－２、Ｆ－１、Ａ－５０００、Ａ－２５
００、Ａ－１０００、Ａ－５００」、東ソー社製）を用いて作成した分子量校正曲線を使
用する。
【００４４】
＜該非晶性樹脂Ｂの酸価の測定方法＞
　各樹脂の酸価はＪＩＳ　Ｋ１５５７－１９７０に準じて測定される。具体的な測定方法
を以下に示す。
　試料の粉砕品２ｇを精秤する（Ｗ（ｇ））。２００ｍｌの三角フラスコに試料を入れ、
トルエン／エタノール（２：１）の混合溶液１００ｍｌを加え、５時間溶解する。指示薬
としてフェノールフタレイン溶液を加える。０．１モル／Ｌ規定のＫＯＨもアルコール溶
液を用いて上記溶液を、ビュレットを用いて滴定する。この時のＫＯＨ溶液の量をＳ（ｍ
ｌ）とする。ブランクテストをし、この時のＫＯＨ溶液の量をＢ（ｍｌ）とする。
 次式により酸価を計算する。なお、式中の“ｆ”は、ＫＯＨ溶液のファクターである。
      酸価（ｍｇＫＯＨ／ｇ）＝〔（Ｓ－Ｂ）×ｆ×５．６１〕／Ｗ
【００４５】
＜該結晶性樹脂の融点Ｔｍ（℃）及び該非晶性樹脂Ｂのガラス転移温度Ｔｇ（℃）の測定
方法＞
　該結晶性樹脂の融点Ｔｍ（℃）及び該非晶性樹脂Ｂのガラス転移温度Ｔｇ（℃）は示差
走査熱量分析装置「Ｑ１０００」（ＴＡ　Ｉｎｓｔｒｕｍｅｎｔｓ社製）を用いてＡＳＴ
Ｍ  Ｄ３４１８－８２に準じて測定する。装置検出部の温度補正はインジウムと亜鉛の融
点を用い、熱量の補正についてはインジウムの融解熱を用いる。具体的には、測定サンプ
ル２ｍｇを精秤し、アルミニウム製のパンの中に入れ、リファレンスとして空のアルミニ
ウム製のパンを用い、測定範囲０℃から１００℃の間で、昇温速度１０℃／分の速度で昇
温する。１００℃で１５分ホールドし、その後１００℃から０℃の間で、降温速度１０℃
／分の速度で冷却する。０℃で１０分ホールドし、その後０℃から１００℃の間で、昇温
速度１０℃／分の速度で測定を行う。この２回目の昇温過程における吸熱曲線におけるピ
ーク値を融点Ｔｍ（℃）とする。また、比熱変化曲線の比熱変化が出る前と出た後の、ベ
ースラインの中間点の線と示差熱曲線との交点をＴｇ（℃）とする。
【実施例】
【００４６】
　以下に、実施例を挙げて本発明を具体的に説明するが、本発明はこれらの実施例に制限
されるものではない。実施例中で使用する部は全て質量部を示す。なお、トナー１～２４
を実施例とし、トナー２５～３３を比較例として製造した。
【００４７】
＜結晶性樹脂１の製造＞
　撹拌機、温度計、窒素導入管、脱水管、及び、減圧装置を備えた反応容器に、セバシン
酸１００．０部及び、１，９－ノナンジオール８３．０部を添加して撹拌しながら温度１
３０℃まで加熱した。エステル化触媒としてチタン（ＩＶ）イソプロポキシド０．７部を
加えた後、温度１６０℃に昇温し５時間かけて縮重合する。その後、温度１８０℃に昇温
し、減圧させながら所望の分子量となるまで反応させてポリエステル（１）を得た。前述
の方法に従って測定したポリエステル（１）の重量平均分子量（Ｍｗ）は１５０００、融
点（Ｔｍ）は７３℃であった。
　次いで、撹拌機、温度計、及び、窒素導入管を備えた反応容器にポリエステル（１）１
００．０部、脱水クロロホルム４４０．０部を添加して完全に溶解させた後、トリエチル
アミン５．０部を加え、氷冷させながら、２－ブロモイソブチリルブロミド１５．０部を
徐々に加えた。その後、室温（２５℃）で一昼夜撹拌した。
　メタノール５５０．０部を入れた容器に、上記樹脂溶解液を徐々に滴化して樹脂分を再
沈殿させた後、濾過、精製、乾燥させてポリエステル（２）を得た。
　次いで、撹拌機、温度計、及び、窒素導入管を備えた反応容器に上記で得られたポリエ
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タメチルジエチレントリアミン８．５部を添加して撹拌しながら、温度１１０℃で重合反
応を行った。所望の分子量となったところで反応を停止して、メタノール２５０．０部で
再沈殿、濾過、精製し、未反応のスチレン及び触媒を除去した。その後、５０℃に設定し
た真空乾燥機で乾燥して、結晶性のポリエステル部位と非晶性のビニルポリマー部位とが
結合した結晶性樹脂１を得た。結晶性樹脂１は、セバシン酸及び１，９－ノナンジオール
に由来する、式（１）及び（２）で示されるユニットを有していた。
【００４８】
＜結晶性樹脂２～１３の製造＞
　表１に示すような原料に変更すること以外は結晶性樹脂１の製造方法と同様にして、結
晶性のポリエステル部位と非晶性のビニルポリマー部位とが結合した結晶性樹脂２～１３
を得た。得られた結晶性樹脂は、表１で用いる酸モノマー及びアルコールモノマーに由来
する、式（１）及び（２）で示されるユニットを有していた。
【００４９】
＜結晶性樹脂１４の製造＞
　撹拌機、温度計、窒素導入管、及び、減圧装置を備えた反応容器に、窒素雰囲気下、キ
シレン５０．０質量部を１４０℃で還流させた。そこにスチレン１００．０部、２，２’
－アゾビス（イソ酪酸メチル）８．６部を混合したものを３時間かけて滴下し、滴下終了
後、さらに３時間反応させた。その後、１６０℃、１ｈＰａにて、キシレン及び残存スチ
レンを留去しビニルポリマー（１）を得た。
　次いで、撹拌機、温度計、窒素導入管、脱水管、及び、減圧装置を備えた反応容器に上
記で得られたビニルポリマー（１）１００．０部、有機溶媒としてキシレン５０．０部、
セバシン酸４８．４部、１，１２－ドデカンジオール５１．６部、エステル化触媒として
チタン（ＩＶ）イソプロポキシド０．７部を加えて、窒素雰囲気下、１６０℃で５時間反
応させた。その後、１８０℃で４時間反応させ、さらに１８０℃、１ｈＰａで所望の分子
量となるまで反応させて結晶性樹脂１４を得た。
【００５０】
＜結晶性樹脂１５の製造＞
　撹拌機、温度計、窒素導入管、脱水管、及び、減圧装置を備えた反応容器に、セバシン
酸１００．０部及び、１，９－ノナンジオール８３．０部を添加して撹拌しながら温度１
３０℃まで加熱した。エステル化触媒としてチタン（ＩＶ）イソプロポキシド０．７部を
加えた後、温度１６０℃に昇温し５時間かけて縮重合する。その後、温度１８０℃に昇温
し、減圧させながら所望の分子量となるまで反応させて結晶性樹脂１５を得た。
【００５１】
＜結晶性樹脂１６の製造＞
　撹拌機、温度計、窒素導入管、脱水管、及び、減圧装置を備えた反応容器に、セバシン
酸１００．０部及び、１，９－ノナンジオール８３．０部を添加して撹拌しながら温度１
３０℃まで加熱した。エステル化触媒としてチタン（ＩＶ）イソプロポキシド０．７部を
加えた後、温度１６０℃に昇温し５時間かけて縮重合する。その後、温度１８０℃に昇温
し、減圧させながら所望の分子量となるまで反応させて結晶性樹脂１６を得た。
　得られた結晶性樹脂１～１６の物性を表２に示す。結晶性樹脂１～１６は、示差走査熱
量分析装置による比熱変化測定の可逆比熱変化曲線において、明確な吸熱ピーク（融点）
を有することが確認された。
【００５２】
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【表１】

【００５３】
【表２】

【００５４】
＜非晶性樹脂Ｂ１の製造＞
　撹拌機、温度計、窒素導入管、脱水管、及び、減圧装置を備えた反応容器に、無水トリ
メリット酸以外の原材料モノマーを表３に示したｍｏｌ比率で混合した混合物１００．０
部を添加して撹拌しながら温度１３０℃まで加熱した。その後、エステル化触媒としてジ
（２－エチルヘキサン酸）錫０．５２部を加え、温度２００℃に昇温し６時間かけて縮重
合する。さらに、表３に示すｍｏｌ比率で無水トリメリット酸を添加し、窒素導入ライン
、脱水ライン、攪拌機を装備した重合タンクに入れ、４０ｋＰａの減圧下にて所望の分子
量になるまで縮合反応を行い、非晶性樹脂Ｂ１を得た。
【００５５】
＜非晶性樹脂Ｂ２～９の製造＞
　表３の原材料モノマー仕込み量及び重縮合反応の温度条件にて、非晶性樹脂Ｂ１と同様
の操作を行い、非晶性樹脂Ｂ２～９を製造した。
【００５６】
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【表３】

　なお、表中のイソソルビドとは、下記式（４）の構造を持つ化合物である。
【００５７】
【化３】

 
【００５８】
　また、表中のＴＰＡはテレフタル酸、ＩＰＡはイソフタル酸、ＴＭＡは無水トリメリッ
ト酸、ＢＰＡ（ＰＯ）はビスフェノールＡのプロピレンオキサイド２モル付加物、ＢＰＡ
（ＥＯ）はビスフェノールＡのエチレンオキサイド２モル付加物を表す。
【００５９】
＜非晶性樹脂Ｂ１０の製造＞
　還流冷却管、攪拌機、温度計、窒素導入管を備えた反応容器に、窒素雰囲気下、スチレ
ン１００．０部、メタクリル酸メチル３．０部、メタクリル酸５．０部、トルエン５０．
０部、ｔ－ブチルパーオキシピバレート６．０部を添加した。その後、前記容器内を毎分
２００回転で撹拌し、７０℃に加熱しながら１０時間撹拌を続け、重合した。さらに、９
５℃に加熱して８時間撹拌し、溶媒を除去させて非晶性樹脂Ｂ１０を得た。
　得られた非晶性樹脂Ｂ１～１０の物性を表３に示す。
【００６０】
＜トナー１の製造＞
　下記の材料をビーカーに入れ、プロペラ式攪拌装置にて撹拌速度１００ｒｐｍで撹拌し
ながら、混合して混合液を調製した。
・スチレン　　　　　　　　　　　　　　　　　６７．５部
・ｎ－ブチルアクリレート　　　　　　　　　　２２．５部
・ピグメントブルー１５：３　　　　　　　　　　６．０部
・サリチル酸アルミニウム化合物　　　　　　　　１．０部
（ボントロンＥ－８８：オリエント化学社製）
・離型剤　パラフィンワックス　　　　　　　　　７．０部
（ＨＮＰ－９：日本精鑞製　融点７５℃）
・非晶性樹脂Ｂ１　　　　　　　　　　　　　　　５．０部
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　その後、混合液を６５℃に加温し、モノマー組成物を得た。
　次いで、高速撹拌装置ＴＫ－ホモミキサー（特殊機化工業製）を備えた容器に、イオン
交換水８００部とリン酸三カルシウム１５．５部を添加し、回転数を１５０００回転／分
に調整し、７０℃に加温して水系媒体を調製した。
　その後、水系媒体の温度を７０℃、撹拌装置の回転数を１５０００回転／分に保ちなが
ら、該水系媒体中に該モノマー組成物を投入し、重合開始剤であるｔ－ブチルパーオキシ
ピバレート９．０部を添加した。そのまま該撹拌装置にて１５０００回転／分を維持しつ
つ２０分間の造粒工程を行った。その後、高速撹拌装置からプロペラ撹拌羽根に撹拌機を
代え、１５０回転／分で攪拌しながら７０℃を保持して６．０時間重合を行ってスチレン
アクリル樹脂を生成し、１００℃に昇温して４時間加熱することで、溶剤及び未反応モノ
マーの除去を行った。
　重合反応終了後、該スラリーを冷却し、冷却されたスラリーに塩酸を加えｐＨを１．４
にし、１時間撹拌することでリン酸カルシウム塩を溶解させた。その後、スラリーの１０
倍の水量で洗浄し、ろ過、乾燥の後、分級によって粒子径を調整してトナー粒子を得た。
　上記トナー粒子１００．０部に対して、外添剤として、シリカ微粉体に対して２０質量
％のジメチルシリコーンオイルで処理された疎水性シリカ微粉体（１次粒子径：７ｎｍ、
ＢＥＴ比表面積：１３０ｍ２／ｇ）１．５部をヘンシェルミキサー（三井三池社製）で、
撹拌速度３０００ｒｐｍで１５分間混合して、トナー１を得た。
【００６１】
＜トナー２～２０、２２～２９の製造＞
　表４に示すように、モノマーの種類と部数、非晶性樹脂Ｂの種類及び結晶性樹脂の種類
を変更すること以外はトナー１の製造方法と同様にしてトナー２～２０、２２～２９を得
た。
【００６２】
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【表４】

　なお、表中のｔ‐ＢＡはｔ‐ブチルアクリレート、ｎ‐ＢＡはｎ‐ブチルアクリレート
、ＰＡはプロピルアクリレートを意味する。
【００６３】
＜トナー２１の製造＞
（非晶性樹脂Ａ分散液の調製）
・スチレン　　　　　　　　　　　　　　７５．０部
・ｎ－ブチルアクリレート　　　　　　　２５．０部
　以上を混合し、溶解したものを、非イオン性界面活性剤（三洋化成（株）製：ノニポー
ル４００）１．５部及びアニオン性界面活性剤（第一工業製薬（株）製：ネオゲンＳＣ）
２．２部をイオン交換水１２０．０部に溶解したものに、分散、乳化し、１０分間ゆっく
りと混合しながら、これに重合開始剤として過硫酸アンモニウム１．５部を溶解したイオ
ン交換水１０．０部を投入した。更に、窒素置換を行った後、撹拌しながら内容物が温度
７０℃になるまで加熱し、４時間そのまま乳化重合を継続した。その後、固形分濃度が２
０．０質量％になるようイオン交換水の量を調整し、平均粒径が０．２９μｍである非晶
性樹脂Ａを分散させてなる非晶性樹脂Ａ分散液を調製した。
　該非晶性樹脂Ａ分散液の一部について遠心分離を行って固形分を回収した後に乾燥を行
い、非晶性樹脂Ａ５を得た。
（結晶性樹脂分散液の調製）
・結晶性樹脂１　　　　　　　　　　　　　　　５０．０部
・アニオン性界面活性剤　　　　　　　　　　　　７．０部
　（第一工業製薬（株）製：ネオゲンＳＣ）
・イオン交換水　　　　　　　　　　　　　　２００．０部
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　以上を温度９５℃に加熱して、ホモジナイザー（ＩＫＡ社製：ウルトラタラックスＴ５
０）を用いて分散した後、圧力吐出型ホモジナイザーで分散処理した。その後、固形分濃
度が２０．０質量％になるようイオン交換水の量を調整し、結晶性樹脂１を分散させてな
る結晶性樹脂分散液を調製した。
　（非晶性樹脂Ｂ分散液）
　撹拌機、コンデンサー、温度計、窒素導入管を備えた反応容器に、非晶性樹脂Ｂ１（１
００．０部）とメチルエチルケトン５０．０部、テトラヒドロフラン５０．０部、ジメチ
ルアミノエタノール（ＤＭＡＥ）２．０部を仕込み、５０℃に加熱して溶解した。
　次いで、撹拌下、５０℃のイオン交換水３００．０部を添加して水分散させた後、得ら
れた水分散体を蒸留装置に移し、留分温度が１００℃に達するまで蒸留を行った。
　冷却後、得られた水分散体にイオン交換水を加え、分散液中の樹脂濃度が２０．０質量
％になるように調整した。得られた非晶性樹脂Ｂ１の分散液を非晶性樹脂Ｂ分散液とした
。
【００６４】
（着色剤分散液の調製）
・シアン着色剤（Ｃ．Ｉ．ピグメントブルー１５：３）　　　　２０．０部
・アニオン性界面活性剤　　　　　　　　　　　　　　　　　　　３．０部
（第一工業製薬（株）製：ネオゲンＳＣ）
・イオン交換水　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　７８．０部
　以上を混合し、サンドグラインダーミルを用いて分散した。その後、固形分濃度が２０
．０質量％になるようイオン交換水の量を調整し、この着色剤分散液における粒度分布を
、粒度測定装置（堀場製作所製、ＬＡ－７００）を用いて測定したところ、含まれる着色
剤の平均粒径は、０．２０μｍであり、また１．００μｍを超える粗大粒子は観察されな
かった。
（ワックス分散液の調製）
・炭化水素ワックス　　　　　　　　　　　５０．０部
（ＨＮＰ－９：日本精鑞製　融点７５℃）
・アニオン性界面活性剤　　　　　　　　　　７．０部
（第一工業製薬（株）製：ネオゲンＳＣ）
・イオン交換水　　　　　　　　　　　　２００．０部
　以上を温度９５℃に加熱して、ホモジナイザー（ＩＫＡ社製：ウルトラタラックスＴ５
０）を用いて分散した後、圧力吐出型ホモジナイザーで分散処理した。その後、固形分濃
度が２０．０質量％になるようイオン交換水の量を調整し、平均粒径が０．５０μｍであ
るワックスを分散させてなるワックス粒子分散液を調製した。
（荷電制御粒子分散液の調製）
・ジ－アルキル－サリチル酸の金属化合物　　　　　　　５．０部
（負荷電性制御剤、ボントロンＥ－８４、オリエント化学工業社製）
・アニオン性界面活性剤　　　　　　　　　　　　　　　３．０部
（第一工業製薬（株）製：ネオゲンＳＣ）
・イオン交換水　　　　　　　　　　　　　　　　　　７８．０部
　以上を混合し、サンドグラインダーミルを用いて分散した。その後、固形分濃度が５．
０質量％になるようイオン交換水の量を調整した。
【００６５】
（混合液の調製）
・非晶性樹脂Ａ分散液　　　　　　　　　９０．０部
・非晶性樹脂Ｂ分散液　　　　　　　　　　５．０部
・結晶性樹脂分散液　　　　　　　　　　１０．０部
・着色剤分散液　　　　　　　　　　　　　６．０部
・ワックス分散液　　　　　　　　　　　　７．０部
　以上を、撹拌装置，冷却管，温度計を装着した１リットルのセパラブルフラスコに投入
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し撹拌した。この混合液を１モル／Ｌ－水酸化カリウムを用いてｐＨ＝５．２に調整した
。
　この混合液に凝集剤として、８．０質量％塩化ナトリウム水溶液１２０．０部を滴下し
、撹拌しながら温度５５℃まで加熱した。この温度の時、荷電制御粒子分散液２．０部を
加えた。温度５５℃で２時間保持した後、光学顕微鏡にて観察すると平均粒径が３．３μ
ｍである凝集粒子が形成されていることが確認された。
　その後、ここにアニオン製界面活性剤（第一工業製薬（株）製：ネオゲンＳＣ）３．０
部を追加した後、撹拌を継続しながら温度９５℃まで加熱し、４．５時間保持した。該ス
ラリーを冷却し、スラリーの１０倍の水量で洗浄し、ろ過、乾燥の後、分級によって粒子
径を調整してトナー粒子を得た。
　上記トナー粒子１００．０部に対して、外添剤として、シリカ微粉体に対して２０質量
％のジメチルシリコーンオイルで処理された疎水性シリカ微粉体（１次粒子径：７ｎｍ、
ＢＥＴ比表面積：１３０ｍ２／ｇ）１．５部をヘンシェルミキサー（三井三池社製）で、
撹拌速度３０００ｒｐｍで１５分間混合して、トナー２１を得た。
【００６６】
＜トナー３０及び３１の製造＞
　トナー２１の製造において、結晶性樹脂１のかわりに結晶性樹脂１６、非晶性樹脂Ｂ１
のかわりに非晶性樹脂Ｂ１０を用いる以外はトナー２１と同様にして製造し、トナー３０
得た。また、トナー２１の製造において、非晶性樹脂Ｂ１のかわりに非晶性樹脂Ｂ１０を
用いる以外はトナー２１と同様にして製造し、トナー３１得た。
【００６７】
＜トナー３２の製造＞
・非晶性樹脂Ａ４　（後述）　　　　　　　　　９０．０部
・非晶性樹脂Ｂ１０　　　　　　　　　　　　　　５．０部
・結晶性樹脂１６　　　　　　　　　　　　　　１０．０部
・離型剤　パラフィンワックス　　　　　　　　　７．０部
（ＨＮＰ－９：日本精鑞製　融点７５℃）
・ピグメントブルー１５：３　　　　　　　　　　６．０部
・サリチル酸アルミニウム化合物　　　　　　　　１．０部
（ボントロンＥ－８８：オリエント化学社製）
・酢酸エチル　　　　　　　　　　　　　　　２００．０部
　上記成分をボールミルにて１０時間混合分散させ、得られた分散液を、リン酸三カルシ
ウム３．５質量％を含むイオン交換水２０００部に投入し、高速撹拌装置ＴＫ－ホモミキ
サーにて回転数を１５０００回転／分で１０分間造粒を行った。その後、スリーワンモー
ターにて１５０回転／分で撹拌しながらウォーターバス中において７５℃に４時間保持し
、脱溶剤を行った。該スラリーを冷却し、冷却されたスラリーに塩酸を加えｐＨを１．４
にし、１時間撹拌することでリン酸カルシウム塩を溶解させた。その後、スラリーの１０
倍の水量で洗浄し、ろ過、乾燥の後、分級によって粒子径を調整してトナー粒子を得た。
　上記トナー粒子１００．０部に対して、外添剤として、シリカ微粉体に対して２０質量
％のジメチルシリコーンオイルで処理された疎水性シリカ微粉体（１次粒子径：７ｎｍ、
ＢＥＴ比表面積：１３０ｍ２／ｇ）１．５部をヘンシェルミキサー（三井三池社製）で撹
拌速度３０００ｒｐｍで１５分間混合して、トナー３２を得た。
【００６８】
＜トナー３３の製造＞
　トナー３２の製造において、非晶性樹脂Ｂ１０のかわりに非晶性樹脂Ｂ１を、結晶性樹
脂１６のかわりに結晶性樹脂１を用いた以外は同様にして製造し、トナー３３を得た。
【００６９】
＜非晶性樹脂Ａ１～３の製造＞
　トナー１、トナー２２、トナー２３の製造方法において、ピグメントブルー１５：３、
離型剤、非晶性樹脂Ｂ１、結晶性樹脂１を用いない以外は、トナー１、トナー２２、トナ
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ー２３の製造方法と同様にして重合反応を行い、冷却、リン酸カルシウム塩の溶解、洗浄
、ろ過、乾燥を行って作製した樹脂を、それぞれ非晶性樹脂Ａ１、非晶性樹脂Ａ２、非晶
性樹脂Ａ３とした。
【００７０】
＜非晶性樹脂Ａ４の製造＞
　撹拌機、温度計、窒素導入管、脱水管、及び、減圧装置を備えた反応容器に、下記材料
を入れた。
・テレフタル酸　１．０ｍｏｌ
・イソフタル酸　１．０ｍｏｌ
・ビスフェノールＡのプロピレンオキサイド２モル付加物　２．０ｍｏｌ
　その後、撹拌しながら温度１３０℃まで加熱し、エステル化触媒としてジ（２－エチル
ヘキサン酸）錫０．５２部を加え、温度２００℃に昇温し６時間かけて縮重合する。さら
に、無水トリメリット酸０．０４５ｍｏｌを添加し、窒素導入ライン、脱水ライン、攪拌
機を装備した重合タンクに入れ、４０ｋＰａの減圧下にて所望の分子量になるまで縮合反
応を行い、非晶性樹脂Ａ４を得た。
　非晶性樹脂Ａ１～５の物性を表５に示した。
【００７１】
【表５】

【００７２】
＜各トナーにおける該相溶化度Ａ及び該相溶化度Ｂの測定＞
　得られた各トナーの、非晶性樹脂Ａ、非晶性樹脂Ｂ及び結晶性樹脂を用いて、前述の方
法に従って、該相溶化度Ａ及び該相溶化度Ｂを測定した。トナー１～３３の物性と該相溶
化度Ａ及び該相溶化度Ｂの結果を表６に示す。
【００７３】
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【表６】

【００７４】
＜実施例１～２４、比較例１～９＞
得られた各トナーについて以下の方法に従って性能評価を行った。
【００７５】
［定着性］
　定着ユニットを外したカラーレーザープリンター（ＨＰ　Ｃｏｌｏｒ　ＬａｓｅｒＪｅ
ｔ　３５２５ｄｎ、ＨＰ社製）を用意し、シアンカートリッジからトナーを取り出して、
代わりに評価するトナーを充填した。次いで、受像紙（キヤノン製オフィスプランナー　
６４ｇ／ｍ２）上に、充填したトナーを用いて、縦２．０ｃｍ横１５．０ｃｍの未定着の
トナー画像（０．９ｍｇ／ｃｍ２）を、通紙方向に対し上端部から１．０ｃｍの部分に形
成した。次いで、取り外した定着ユニットを定着温度とプロセススピードを調節できるよ
うに改造し、これを用いて未定着画像の定着試験を行った。
　まず、常温常湿環境下（２３℃、６０％ＲＨ）、プロセススピードを２３０ｍｍ／ｓ、
定着線圧２７．４ｋｇｆに設定し、初期温度を１１０℃として設定温度を５℃ずつ順次昇
温させながら、各温度で上記未定着画像の定着を行った。
　低温定着性の評価基準は以下の通りである。低温側定着開始点とは、画像の表面を４．
９ｋＰａ（５０ｇ／ｃｍ2）の荷重をかけたシルボン紙（ダスパー　Ｋ－３）で０．２ｍ
／秒の速度で５回摺擦したときに、直径１５０μｍ以上の画像剥がれが３個以内である最
低温度のことである。定着がしっかり行われない場合には、上記画像剥がれは増える傾向
にある。
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（評価基準）
Ａ：低温側定着開始点が１１５℃以下（低温定着性が特に優れている）
Ｂ：低温側定着開始点が１２０℃又は１２５℃（低温定着性に優れている）
Ｃ：低温側定着開始点が１３０℃又は１３５℃（低温定着性が良い）
Ｄ：低温側定着開始点が１４０℃又は１４５℃（低温定着性にやや劣る）
Ｅ：低温側定着開始点が１５０℃以上（低温定着性に劣る）
【００７６】
［現像性］
　市販のカラーレーザープリンター（ＨＰ　Ｃｏｌｏｒ　ＬａｓｅｒＪｅｔ　３５２５ｄ
ｎ、ＨＰ社製）を、一色のプロセスカートリッジだけの装着でも作動するよう改造して評
価を行った。このカラーレーザープリンターに搭載されていたシアンカートリッジから中
に入っているトナーを抜き取り、エアーブローにて内部を清掃した後、代わりに評価する
トナー（３００ｇ）を充填した。常温常湿下（２３℃、６０％ＲＨ）、受像紙として、キ
ヤノン製オフィスプランナー（６４ｇ／ｍ２）を用い、印字率２％チャートを５００枚連
続して画出しした。画出し後、さらにハーフトーン画像を出力し、該ハーフトーン画像に
おける画像スジの有無、及び現像ローラ上の融着物の有無について観察し、以下のように
現像性を評価した。
（評価基準）
Ａ：現像ローラ上とハーフトーン部の画像上に、現像スジと見られる排紙方向の縦スジは
見られない。（現像性に特に優れる）
Ｂ：現像ローラ上に、細いスジが１～３本あるものの、ハーフトーン部の画像上に現像ス
ジと見られる排紙方向の縦スジは見られない。（現像性に優れる）
Ｃ：現像ローラ上に、細いスジが４～６本あるものの、ハーフトーン部の画像上に現像ス
ジと見られる排紙方向の縦スジは見られない。（現像性が良い）
Ｄ：現像ローラ上に、細いスジが７～９本あり、ハーフトーン部の画像上に目視可能な現
像スジが見られる。（現像性にやや劣る）
Ｅ：現像ローラ上とハーフトーン部の画像上に１０本以上の顕著な現像スジが見られる。
（現像性に劣る）
　また、常温高湿下（２３℃、８０％ＲＨ）において、上記した手順と同じように現像性
の評価を行い、上記した現像性の評価と同じ基準に従って高湿環境下における現像性を評
価した。
【００７７】
［耐熱性］
　５．０ｇのトナーを１００ｍｌのポリカップに入れ、温度５０℃／湿度１０％ＲＨで１
０日間放置した後に、トナーの凝集度を以下のようにして測定し、下記の基準にて評価を
行った。
測定装置としては、「パウダーテスター」（ホソカワミクロン社製）の振動台側面部分に
、デジタル表示式振動計「デジバイブロ ＭＯＤＥＬ １３３２Ａ」（昭和測器社製）を接
続したものを用いた。そして、パウダーテスターの振動台上に下から、目開き３８μｍ（
４００メッシュ）の篩、目開き７５μｍ（２００メッシュ）の篩、目開き１５０μｍ（１
００メッシュ）の篩の順に重ねてセットした。測定は、２３℃、６０％ＲＨ環境下で、以
下の様にして行った。
（１）デジタル表示式振動計の変位の値を０．６０ｍｍ（ｐｅａｋ－ｔｏ－ｐｅａｋ）に
なるように振動台の振動幅を予め調整した。
（２）上記放置したトナー５ｇを精秤し、最上段の目開き１５０μｍの篩上に静かにのせ
た。
（３）篩を１５秒間振動させた後、各篩上に残ったトナーの質量を測定して、下式にもと
づき凝集度を算出した。
凝集度（％）＝｛（目開き１５０μｍの篩上の試料質量（ｇ））／５（ｇ）｝×１００
＋｛（目開き７５μｍの篩上の試料質量（ｇ））／５（ｇ）｝×１００×０．６
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＋｛（目開き３８μｍの篩上の試料質量（ｇ））／５（ｇ）｝×１００×０．２
評価基準は下記の通り。
Ａ：凝集度が２０％未満（耐熱性が特に優れている）
Ｂ：凝集度が２０％以上２５％未満（耐熱性が優れている）
Ｃ：凝集度が２５％以上３０％未満（耐熱性が良い）
Ｄ：凝集度が３０％以上３５％未満（耐熱性にやや劣る）
Ｅ：凝集度が３５％以上（耐熱性に劣る）
　結果を表７に示した。
【００７８】
【表７】
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