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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
中間転写体上に形成された画像を転写定着する転写定着部材と、該転写定着部材上の画像
を加熱する加熱手段と、上記転写定着部材とニップを形成する加圧部材を備え、ニップを
通過する記録媒体上に画像を加圧して定着させる定着装置を用いる定着方法において画像
形成用のトナーのトナー粒子の重量平均粒子径（Ｄ４）が３～５μｍであり、該トナー粒
子は、トナー粒子の表面に樹脂層または樹脂微粒子を有し、該樹脂層または樹脂微粒子は
、トナーを構成する樹脂のＴｇ（ガラス転移点）よりも高いＴｇを有するものであること
を特徴とする画像形成方法。
【請求項２】
トナーのトナー粒子の粒度分布が（Ｄ４）／（Ｄ１）が１．０～１．１５であることを特
徴とする請求項１に記載の画像形成方法（ここで（Ｄ１）は個数平均粒子径を表わす）。
【請求項３】
トナーのトナー粒子の平均円形度が０．９５以上であることを特徴とする請求項１または
２に記載の画像形成方法。
【請求項４】
前記トナーは３種以上の無機微粒子を含有するもの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画像形成方法。
【請求項５】
前記トナー粒子表面に存在する樹脂層又は樹脂微粒子が、トナーを構成する樹脂のＴｇ（
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ガラス転移点）よりも高いＴｇを有し、トナー全体に対し０．５～３重量％含有すること
を特徴とする請求項１乃至４のいずれかに記載の画像形成方法。
【請求項６】
トナー材料の溶解乃至分散液をトナーを構成する樹脂のＴｇ（ガラス転移点）よりも高い
Ｔｇを有す樹脂微粒子の存在する水系媒体中に乳化ないし分散させて液滴の表面に樹脂微
粒子が付着した乳化液を調製した後に造粒してなるトナーを用いることを特徴とする請求
項１乃至５の何れかに記載の画像形成方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、電子写真技術を利用した複写機、プリンター、ＦＡＸなどの画像形成方法に
関するもので、特に、転写定着工程を有する画像形成方法、画像形成装置に関するもので
ある。
【背景技術】
【０００２】
　従来、像担持体上に現像手段により画像を形成し、その像担持体上の画像を１次転写手
段により中間転写体へ１次転写し、さらに中間転写体上の画像を２次転写手段により転写
材に２次転写し、転写材上の画像を定着手段により定着するような画像形成方法が広く知
られている。現在市場で主流となっているのは、すべての工程を段階的に行う画像形成方
法であるが、特許文献１（特開平１０－６３１２１号公報）や特許文献２（特開２００４
－１４５２６０号公報）のように、転写工程と定着工程を同時に行う、いわゆる転写定着
工程を有する画像形成技術も知られている。このうち、前者は、中間転写体から転写材に
転写定着を行うタイプのもので、後者は、中間転写体から転写定着体に２次転写定着した
後、転写定着体から転写材に３次転写定着するタイプのものである。
　なお、これらの技術において、画像を構成する部材としては、トナーと呼ばれる樹脂を
主体とした帯電性の粉体を利用するのが一般的である。
【０００３】
　従来の画像形成方法において、画像品質を低下させやすいのは転写材への転写工程であ
る。転写材は、主に紙が用いられるが、紙といっても普通紙から厚紙までさまざまな厚み
のものがあり、表面性も上質なものから粗いものまでさまざまである。特に、表面性の粗
い紙においては、中間転写体が紙の表面性に追従できずに微小ギャップを形成してしまう
ため、微小ギャップ部分で異常放電が発生し、画像が正常に転写されずに、全体としてぼ
そぼその画像になりやすいという不具合がある。
【０００４】
　これに対し、転写定着工程を有する前記のような画像形成方法では、転写と定着を同時
に行うため、表面性の粗い紙を使用しても画像品質の低下が起こり難いという利点を備え
ている。これは、転写と同時に熱を加えるため、熱によりトナーが軟化・溶融して粘弾性
を帯びたブロック状の塊になるため、紙の微小ギャップ部分の画像も塊として転写されや
すいためである。このような利点から、転写定着手段を有する画像形成方法は、高画質達
成に最適な手段といえる。
　また転写後の転写部材上の画像を加熱することは、後に記録媒体上に転写定着させる際
にエネルギー的に有利である。というのは転写部材上の画像のみが加熱され、記録媒体に
奪われる熱が極力少なくてすむからである。
【０００５】
【特許文献１】特開平１０－６３１２１号公報
【特許文献２】特開２００４－１４５２６０号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　このように非常に優れた点が多々ある画像形成方式であるが、以下の課題が存在する。
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　（I）ドット画像を転写定着する際に１ドットを確実に移動させるためにはドットを潜
像に忠実に現像しておく必要がある。ドット再現性の悪いトナー粒子によって現像され、
トナー粒子が離散した状態の画像の場合、転写定着工程で取り残されることが多く、本画
像形成法には適さない。
　（II）また転写部材上の画像のみが加熱される際にせっかく均一にトナーが乗って再現
されているドットが溶融、液滴となって膨張収縮、変形してしまう現象がある。こうなる
と意図した潜像のドットが再現出来ずに、得られる転写媒体上の画像濃度が低くなったり
、にじみ、くすみが生じてしまう。
　従って、本発明の目的は、上記従来技術に鑑みて、トナー粒子径が従来のものに比べ小
粒径で球形のトナーを用い、さらにその粒度分布が狭いことにより、均一にドットが再現
でき、転写定着工程で画像が乱れない画像形成技術を提供することにあり、またそのトナ
ー粒子の表面にトナー構成成分の樹脂よりも高いＴｇを有す樹脂層が存在することを見出
し、このトナーを用いると転写部材上でトナー画像が加熱された際に溶融したドット画像
の乱れが少ない画像形成技術を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明者らは鋭意検討した結果、トナー粒子径が従来のものに比べ小粒径で球形のトナ
ーを用いることにより前記課題（I）を解決できることを見出した。さらにその粒度分布
が狭いことにより、均一にドットが再現でき、転写定着工程で画像が乱れないことを見出
した。
　また、そのトナー粒子の表面にトナー構成成分の樹脂よりも高いＴｇを有す樹脂層が存
在することにより前記課題（II）を解決できることを見出した。このトナーを用いると転
写部材上でトナー画像が加熱された際に溶融したドット画像の乱れが少ないことも見出し
た。すなわち容易にトナー粒子同士が溶融合一、移動しないためにドット画像が収縮、変
形しなくなるからと推察される。
　そのような樹脂層は樹脂微粒子層でも良く、また必要量に一定の範囲があることも見出
した。
　また、そのようなトナーを得るにはトナー材料の溶解乃至分散液をトナーを構成する樹
脂のＴｇ（ガラス転移点）よりも高いＴｇを有す樹脂微粒子の存在する水系媒体中に乳化
ないし分散させて液滴の表面に樹脂微粒子が付着した乳化液を調製した後に造粒してなる
方法が優れていることも見出した。
【０００８】
　すなわち、上記課題は、本発明の（１）「中間転写体上に形成された画像を転写定着す
る転写定着部材と、該転写定着部材上の画像を加熱する加熱手段と、上記転写定着部材と
ニップを形成する加圧部材を備え、ニップを通過する記録媒体上に画像を加圧して定着さ
せる定着装置を用いる定着方法において画像形成用のトナーのトナー粒子の重量平均粒子
径（Ｄ４）が３～５μｍであり、該トナー粒子は、トナー粒子の表面に樹脂層または樹脂
微粒子を有し、該樹脂層または樹脂微粒子は、トナーを構成する樹脂のＴｇ（ガラス転移
点）よりも高いＴｇを有するものであることを特徴とする画像形成方法」、
（２）「トナーのトナー粒子の粒度分布が（Ｄ４）／（Ｄ１）が１．０～１．１５である
ことを特徴とする前記第（１）項に記載の画像形成方法（ここで（Ｄ１）は個数平均粒子
径を表わす）」、
（３）「トナーのトナー粒子の平均円形度が０．９５以上であることを特徴とする前記第
（１）項または第（２）項に記載の画像形成方法」、
（４）「前記トナーは３種以上の無機微粒子を含有するものであることを特徴とする前記
第（１）項乃至第（３）の何れかに記載の画像形成方法」、
（５）「前記トナー粒子表面に存在する樹脂層又は樹脂微粒子が、トナーを構成する樹脂
のＴｇ（ガラス転移点）よりも高いＴｇを有し、トナー全体に対し０．５～３重量％含有
することを特徴とする前記第（１）項乃至第（４）項のいずれかに記載の画像形成方法」
、
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（６）「トナー材料の溶解乃至分散液をトナーを構成する樹脂のＴｇ（ガラス転移点）よ
りも高いＴｇを有す樹脂微粒子の存在する水系媒体中に乳化ないし分散させて液滴の表面
に樹脂微粒子が付着した乳化液を調製した後に造粒してなるトナーを用いることを特徴と
する前記第（１）項乃至第（５）項の何れかに記載の画像形成方法」により達成される。
【発明の効果】
【０００９】
　以下の詳細かつ具体的な説明から明らかなように、本発明によれば、トナー粒子径が従
来のものに比べ小粒径で球形のトナーを用い、さらにその粒度分布が狭いことにより、均
一にドットが再現でき、転写定着工程で画像が乱れない画像形成技術が提供され、またそ
のトナー粒子の表面にトナー構成成分の樹脂よりも高いＴｇを有す樹脂層を存在させるこ
とにより、このトナーを本発明のっ画像形成方法に用いると転写部材上でトナー画像が加
熱された際に溶融したドット画像の乱れが少なく、画像の転写ぬけ結果が良好であり、細
線再現性に優れた画像が提供されるという極めてすぐれた効果が発揮される。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１０】
　以下、本発明をさらに詳細に説明する。
（トナー粒径と粒度分布）
　一般に、トナーの粒径が小さくなることにより、静電潜像に忠実な現像が行なわれるこ
とで、高い解像力の画像が得られる。トナー粒径は、本発明の目的を達成するために、重
量平均粒径（Ｄ４）が３～５μｍであることが好ましく、３μｍよりも小さい場合には、
感光体との付着力が大きくなり、一次転写性が不十分になる場合があり、逆に５μｍより
大きい場合には、ドット再現性が不十分になり、ハーフトン部分の粒状性も悪化して、高
精細な画像が得られなくなる場合がある。またその粒度分布は（Ｄ４）／（Ｄ１）で表現
でき、１．０～１．１５の場合は粒度分布がシャープでドット再現性に優れる。１．１５
以上であると、例えば微粒子が多く、個数平均粒径（Ｄ１）が小さい場合、感光体との付
着力が高くなることにより転写性が劣る。また粗大粒子が多く存在し、（Ｄ４）が大きい
場合ドット再現性に劣ることになる。
【００１１】
　トナー粒径は次の測定方法（コールターカウンター法）により測定する。
　コールターカウンター法によるトナー粒子の粒度分布の測定装置としては、コールター
マルチサイザーIII（ベックマンコールター社製）が挙げられる。以下に測定方法につい
て述べる。
　まず、電解水溶液１００～１５０ｍｌ中に分散剤として界面活性剤（好ましくはアルキ
ルベンゼンスルフォン酸塩）を０．１～５ｍｌ加える。ここで、電解液とは１級塩化ナト
リウムを用いて約１％ＮａＣｌ水溶液を調製したもので、例えばISOTON-II（コールター
社製）が使用できる。ここで、更に測定試料を２～２０ｍｇ加える。試料を懸濁した電解
液は、超音波分散器で約１～３分間分散処理を行ない、前記測定装置により、アパーチャ
ーとして５０μｍアパーチャーを用いて、トナー粒子又はトナーの体積、個数を測定して
、体積分布と個数分布を算出する。得られた分布から、トナーの重量平均粒径（Ｄ４）と
個数平均粒径（Ｄ１）を求めることができる。
【００１２】
（トナー粒子の形状）
　トナー粒子の形状は感光体からの一次転写、中間転写体からの二次転写性に重要な影響
を与える。形状が球形に近いほど転写性に優れ、ドット画像やベタ画像の抜けが少なくな
り高精細な画像を与える。
　トナー粒子の形状の計測方法としては、粒子を含む懸濁液を平板上の撮像部検知帯に通
過させ、ＣＣＤカメラで光学的に粒子画像を検知し、解析する光学的検知帯の手法が適当
である。この手法で得られるトナー粒子投影面積の等しい相当円の周囲長を実在粒子の周
囲長で除した値である円形度が０．９５～０．９９の範囲のトナー粒子のトナーが適正な
濃度の再現性のある高精細な画像を形成するのに有効であることが判明した。この値はフ
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ロー式粒子像分析装置ＦＰＩＡ－３０００（Sysmex社製）により平均円形度として計測で
きる。具体的な測定方法としては、容器中の予め不純固形物を除去した水１００～１５０
ｍｌ中に分散剤として界面活性剤、好ましくはアルキルベンゼンスフォン酸塩を０．１～
０．５ｍｌ加え、更に測定試料を０．１～０．５ｇ程度加える。試料を分散した懸濁液は
超音波分散器で約１～３分間分散処理を行ない、分散液濃度を３０００～１万個／μｌと
して前記装置によりトナー粒子の形状を測定する。
【００１３】
（樹脂微粒子）
　本発明における樹脂微粒子には、樹脂としては、水性分散体を形成しうる樹脂であれば
いかなる樹脂であっても使用でき、熱可塑性樹脂であっても熱硬化性樹脂であっても良い
が、例えはビニル系樹脂、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。樹脂につい
ては、上記樹脂の２種以上を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という観点からビニル系樹脂、ポリウレタン樹脂、
エポキシ樹脂、ポリエステル樹脂およびそれらの併用である。またそのＴｇ（ガラス転移
点）はトナーを構成する樹脂のＴｇよりも高いほうが好ましい。いかに挙げるモノマーを
適宜選択することにより樹脂微粒子のＴｇは調整できる。
　Ｔｇを測定する装置として、島津製作所製DSCシステムDSC-60を使用した。
　まず試料約１０ｍｇをアルミ製試料容器に入れ、それをホルダユニットにのせ、電気炉
中にセットする。まず、室温から昇温速度１０℃／ｍｉｎで１５０℃まで加熱した後、１
５０℃で１０ｍｉｎ間放置、室温まで試料を冷却して１０ｍｉｎ放置、窒素雰囲気下で再
度１５０℃まで昇温速度１０℃／ｍｉｎで加熱してＤＳＣ測定を行った。Ｔｇは、DSC-60
システム中の解析システムを用いて、Ｔｇ近傍の吸熱カーブの接線とベースラインとの接
点から算出した。
【００１４】
　ビニル系樹脂は、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ある。ビニ
ル系モノマーとしては、下記（１）～（１０）が挙げられる。
【００１５】
（１）ビニル系炭化水素:
　(1-1)脂肪族ビニル系炭化水素:アルケン類、例えばエチレン、プロピレンレン、ブテン
、イソブチレン、ぺンテン、ヘプテン、ジイソブチレン、オクテン、ドデセン、オクタデ
セン、前記以外のα－オレフィン等;アルカジエン類、例えばブタジエン、イソプレン、1
,4－ペンタジエン、1,6－ヘキサジエン、1,7－オクタジエン。
　(1-2)脂環式ビニル系炭化水素:モノーもしくはジーシクロアルケンおよびアルカジエン
類、例えばシクロヘキセン、(ジ)シクロペンタジエン、ビニルシクロヘキセン、エチリデ
ンビシクロヘプテン等;テルペン類、例えばピネン、リモネン、インデン等。
　(1-3)芳香族ビニル系炭化水素:スチレンおよびそのハイドロカルビル(アルキル、シク
ロアルキル、アラルキルおよび/またはアルケニル)置換体、例えばα－メチルスチレン、
ビニルトルエン、2,4－ジメチルスチレン、エチルスチレン、イソプロピルスチレン、ブ
チルスチレン、フェニルスチレン、シクロヘキシルスチレン、ベンジルスチレン、クロチ
ルベンゼン、ジビニルベンゼン、ジビニルトルエン、ジビニルキシレン、トリビニルベン
ゼン等;およびビニルナフタレン。
【００１６】
（２）カルボキシル基含有ビニル系モノマー及びその塩:
　炭素数3～30の不飽和モノカルボン酸、不飽和ジカルボン酸ならびにその無水物および
そのモノアルキル(炭素数1～24)エステル、例えば(メタ)アクリル酸、(無水)マレイン酸
、マレイン酸モノアルキルエステル、フマル酸、フマル酸モノアルキルエステル、クロト
ン酸、イタコン酸、イタコン酸モノアルキルエステル、イタコン酸グリコールモノエーテ
ル、シトラコン酸、シトラコン酸モノアルキルエステル、桂皮酸等のカルボキシル基含有
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ビニル系モノマー。
【００１７】
（３）スルホン基含有ビニル系モノマー、ビニル系硫酸モノエステル化物及びこれらの塩
:
　炭素数2～14のアルケンスルホン酸、例えはビニルスルホン酸、(メタ)アリルスルホン
酸、メチルビニルスルホン酸、スチレンスルホン酸;およびその炭素数2～24のアルキル誘
導体、例えはα一メチルスチレンスルホン酸等;スルホ(ヒドロキシ)アルキル－(メタ)ア
クリレートもしくは(メタ)アクリルアミド、例えば、スルホプロピル(メタ)アクリレート
、2－ヒドロキシ－3－(メタ)アクリロキシプロピルスルホン酸、2－(メタ)アクリロイル
アミノ－2,2－ジメチルエタンスルホン酸、2－(メタ)アクリロイルオキシエタンスルホン
酸、3－(メタ)アクリロイルオキシ－2－ヒドロキシプロパンスルホン酸、2－(メタ)アク
リルアミド－2－メチルプロパンスルホン酸、3－(メタ)アクリルアミド－2－ヒドロキシ
プロパンスルホン酸、アルキル(炭素数3～18)アリルスルホコハク酸、ポリ(n=2～30)オキ
シアルキレン(エチレン、プロピレン、ブチレン:単独、ランダム、ブロックでもよい)モ
ノ(メタ)アクリレートの硫酸エステル[ポリ(n=5～15)オキシプロピレンモノメタクリレー
ト硫酸エステル等]、ポリオキシエチレン多環フェニルエーテル硫酸エステル、および下
記一般式(3－1)～(3-3)で示される硫酸エステルもしくはスルホン酸基含有モノマー;なら
びそれらの塩等。
【００１８】
【化１】

【００１９】
【化２】

【００２０】
【化３】

(式中、Ｒは炭素数1～15のアルキル基、Ａは炭索数2～4のアルキレン基を示し、ｎが複数
の場合同一でも異なっていてもよく、異なる場合はランダムでもブロックでもよい。Ａｒ
はベンゼン環を示し、ｎは1～50の整数を示し、Ｒ’はフッ素原子で置換されていてもよ
い炭素数1～15のアルキル基を示す。)
【００２１】
（４）燐酸基含有ビニル系モノマー及びその塩：
　(メタ)アクリロイルオキシアルキル(C1～C24)燐酸モノエステル、例えば、2－ヒドロキ
シエチル(メタ)アクリロイルホスフェート、フェニル－2－アクリロイロキシエチルホス
フェート、(メタ)アクリロイルオキシアルキル(炭素数1～24)ホスホン酸類、例えば2－ア
クリロイルオキシエチルホスホン酸、なお、上記(2)～(4)の塩としては、例えばアルカリ
金属塩(ナトリウム塩、カリウム塩等)、アルカリ土類金属塩(カルシウム塩、マグネシウ
ム塩等)、アンモニウム塩、アミン塩もしくは4級アンモニウム塩が挙げられる。
【００２２】
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（５）ヒドロキシル基含有ビニル系モノマー:
　ヒドロキシスチレン、N－メチロール(メタ)アクリルアミド、ヒドロキシエチル(メタ)
アクリレート、ヒドロキシプロピル(メタ)アクリレート、ポリエチレングリコールモノ(
メタ)アクリレート、(メタ)アリルアルコール、クロチルアルコール、イソクロチルアル
コール、1－ブテン－3－オール、2－ブテン－1－オール、2－ブテン－1,4－ジオール、プ
ロパルギルアルコール、2一ヒドロキシエチルプロペニルエーテル、庶糖アリルエーテル
等。
【００２３】
（６）含窒素ビニル系モノマー:
　(6-1)アミノ基含有ビニル系モノマー:アミノエチル(メタ)アクリレート、ジメチルアミ
ノエチル(メタ)アクリレート、ジエチルーアミノエチル(メタ)アクリレート、t－ブチル
アミノエチルメタクリレート、N－アミノエチル(メタ)アクリルアミド、(メタ)アリルア
ミン、モルホリノエチル(メタ)アクリレート、4－ビニルピリジン、2－ビニルピリジン、
クロチルアミン、N,N－ジメチルアミノスチレン、メチルα－アセトアミノアクリレート
、ビニルイミダゾール、N－ビニルピロ一ル、N－ビニルチオピロリドン、N－アリールフ
ェニレンジアミン、アミノカルバゾール、アミノチアゾール、アミノインドール、アミノ
ピロール、アミノイミダゾール、アミノメルカプトチアゾール、これらの塩等。
　(6-2)アミド基含宥ビニル系モノマー;(メタ)アクリルアミド、N－メチル(メタ)アクリ
ルアミド、N－ブチルアクリルアミド、ジアセトンアクリルアミド、N－メチロール(メタ)
アクリルアミド、N,N'－メチレン－ビス(メタ)アクリルアミド、桂皮酸アミド、N,N－ジ
メチルアクリルアミド、N,N－ジベンジルアクリルアミド、メタクリルホルムアミド、N－
メチルN一ビニルアセトアミド、N－ビニルピロリドン等。
　(6-3)ニトリル基含有ビニル系モノマー：(メタ)アクリロニトリル、シアノスチレン、
シアノアクリレ一ト等。
　(6-4)4級アンモニウムカチオン基含有ビニル系モノマー:ジメチルアミノエチル(メタ)
アクリレート、ジエチルアミノエチル(メタ)アクリレート、ジメチルアミノエチル(メタ)
アクリルアミド、ジエチルアミノエチル(メタ)アクリルアミド、ジアリルアミン等の3級
アミン基含有ビニル系モノマーの4級化物(メチルクロライド、ジメチル硫酸、ベンジルク
ロライド、ジメチルカーボネート等の4級化剤を用いて4級化したもの)。
　(6-5)ニトロ基含有ビニル系モノマー:ニトロスチレン等。
【００２４】
（７）エポキシ基含有ビニル系モノマー：
　グルシジル(メタ)アクリレート、テトラヒドロフルフリル(メタ)アクリレート、p－ビ
ニルフェニルフェニルオキサイド等。
【００２５】
（８）ハロゲン元素含有ビニル系モノマー:
　塩化ビニル、臭化ビニル、塩化ビニリデン、アリルクロライド、クロルスチレン、ブロ
ムスチレン、ジクロルスチレン、クロロメチルスチレン、テトラフルオロスチレン、クロ
ロプレン等。
【００２６】
（９）ビニルエステル、ビニル(チオ)エーテル、ビニルケトン、ビニルスルホン類:
　(9-1)ビニルエステル、例えば酢酸ビニル、ビニルブチレート、プロピオン酸ビニル、
酪酸ビニル、ジアリルフタレート、ジアリルアジペート、イソプロペニルアセテート、ビ
ニルメタクリレート、メチル4－ビニルベンゾエート、シクロヘキシルメタクリレート、
ベンジルメタクリレート、フェニル(メタ)アクリレート、ビニルメトキシアセテート、ビ
ニルベンゾエート、エチルα－エトキシアクリレート、炭紫数1～50のアルキル基を有す
るアルキル(メタ)アクリレート[メチル(メタ)アクリレート、エチル(メタ)アクリレート
、プロピル(メタ)アクリレート、ブチル(メタ)アクリレート、2－エチルヘキシル(メタ)
アクリレート、ドデシル(メタ)アクリレート、ヘキサデシル(メタ)アクリレート、ヘプタ
デシル(メタ)アクリレート、エイコシル(メタ)アクリレート等]、ジアルキルフマレート(
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2個のアルキル堪は、炭素数2～8の、直鎖、分枝鎖もしくは脂環式の基である)、ジアルキ
ルマレエート(2個のアルキル基は、炭素数2～8の、直鎖、分枝鎖もしくは脂環式の基であ
る)、ポリ(メタ)アリロキシアルカン類[ジアリロキシエタン、トリアリロキシエタン、テ
トラアリロキシエタン、テトラアリロキシプロパン、テトラアリロキシブタン、テトラメ
タアリロキシエタン等]等、ポリアルキレングリコール鎖を有するビニル系モノマー[ポリ
エチレングリコール(分子量300)モノ(メタ)アクリレート、ポリプロピレングリコール(分
子量500)モノアクリレート、メチルアルコールエチレンオキサイド10モル付加物(メタ)ア
クリレート、ラウリルアルコールエチレンオキサイド30モル付加物(メタ)アクリレート等
]、ポリ(メタ)アクリレート類[多価アルコール類のポリ(メタ)アクリレート:エチレング
リコールジ(メタ)アクリレート、プロピレングリコールジ(メタ)アクリレート、ネオペン
チルグリコールジ(メタ)アクリレート、トリメチロールプロパントリ(メタ)アクリレート
、ポリエチレングリコールジ(メタ)アクリレート箏]等。
　(9-2)ビニル(チオ)エーテル、例えばビニルメテルエーテル、ビニルエチルエーテル、
ビニルプロピルエーテル、ヒニルブチルエーテル、ビニル2－エチルヘキシルエーテル、
ビニルフェニルエーテル、ビニル2－メトキシエチルエーテル、メトキシブタジエン、ビ
ニル2－ブトキシエチルエーテル、3,4－ジヒトロ1，2－ピラン、2－ブトキシ－2'－ビニ
ロキシジエチルエーテル、ビニル2－エチルメルカプトエチルエーテル、アセトキシスチ
レン、フェノキシスチレン。
　(9-3)ビニルケトン、例えはビニルメチルケトン、ビニルエチルケトン、ビニルフェニ
ルケトン、ビニルスルホン、例えばジビニルサルファイド、p－ビニルジフェニルサルフ
ァイド、ビニルエチルサルファイド、ビニルエチルスルフォン、ジヒニルスルフォン、ジ
ビニルスルフォキサイド等。
【００２７】
（１０）その他のビニル系モノマー:
　イゾシアナトエチル(メタ)アクリレート、ｍ－イソプロペニル－α,α－ジメチルベン
ジルイソシアネート等。
【００２８】
　ビニル系モノマーの共重合体としては、上記（１）～（１０）の任意のモノマー同土を
、２元またはそれ以上の個数で、任意の割合で共重合したポリマーが挙げられるが、例え
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共重合体、スチレンーアクリロニトリル共現合体、
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、スチレン－
(メタ)アクリル酸、ジビニルベンゼン共重合体、スチレン－スチレンスルホン酸－(メタ)
アクリル酸
エステル共重合体等が挙げられる。
【００２９】
　樹脂は、水性分散体中で樹脂微粒子を形成することが必要であることから、少なくとも
水性分散体を形成する条件下で水に完全に溶解していないことが必要である。そのため、
ビニル系樹脂が共重合体である場合には、ビニル系樹脂を構成する疎水性モノマーと親水
性モノマーの比率は、選ばれるモノマーの種類によるが、一般に疎水性モノマーが１０％
以上であることが好ましく、３０％以上であることがより好ましい。疎水性モノマーの比
率が１０％以下になるとビニル系樹脂が水溶性になり、トナーの粒径均一性が損なわれる
。ここで、親水性モノマーとは水に任意の割合で溶解するモノマーをいい、疎水性モノマ
ーとは、それ以外のモノマー（基本的に水に混和しないモノマー）をいう。
【００３０】
　樹脂を樹脂微粒子の水性分散液にする方法は、特に限定されないが、以下の（Ｉ）～（
VIII）が挙げられる。
（Ｉ）ビニル系樹脂の場合において、モノマーを出発原料として、懸濁重合法、乳化重合
法、シード重合法または分散重合法等の重合反応により、直接、樹脂微粒子の水性分散液
を製造する方法。
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（II）ポリエステル樹脂、ポリウレタン樹脂、エポキシ樹脂等の重付加あるいは縮合系樹
脂の場合において、前駆体（モノマー、オリゴマー等）またはその溶剤溶液を適当な分散
剤存在下で水性媒休中に分散させ、その後に加熱したり、硬化剤を加えたりして硬化させ
て樹脂微粒子の水性分散体を製造する方法。
（III）ポリエステル樹脂、ポリウレタン樹脂、エポキシ樹脂等の重付加あるいは縮合系
樹脂の場合において、前駆体（モノマー、オリゴマー等）またはその溶剤溶液(液体であ
ることが好ましい。加熱により液状化しても良い)中に適当な乳化剤を溶解させた後、水
を加えて転相乳化する方法。
（IV）あらかじめ高分子化反応（付加重合、開環重合、重付加、付加縮合、縮合重合等い
ずれの重合反応様式であっても良い）により作成した樹脂を機械回転式またはジェット式
等の微粉砕機を用いて粉砕し、次いで、分級することによって樹脂粒子を得た後、適当な
分散剤存在下で水中に分散させる方法。
（V）あらかじめ高分子化反応（付加重合、開環重合、重付加、付加縮合、縮合重合等い
ずれの重合反応様式であっても良い）により作成した樹脂を溶剤に溶解した樹脂溶液を霧
状に噴霧することにより樹脂粒子を得た後、該樹脂粒子を適当な分散剤存在下で水中に分
散させる方法。
（VI）あらかじめ高分子化反応（付加重合、開環重合、重付加、付加縮合、縮合重合等い
ずれの重合反応様式であっても良い）により作成した樹脂を溶剤に溶解した樹脂溶液に溶
剤を添加するか、またはあらかじめ溶剤に加熱溶解した樹脂溶液を冷却することにより樹
脂粒子を析出させ、次いで、溶剤を除去して樹脂粒子を得た後、該樹脂粒子を適当な分散
剤存在下で水中に分散させる方法。
（VII）あらかじめ高分子化反応（付加重合、開環重合、重付加、付加縮合、縮合重合等
いずれの重合反応様式であっても良い）により作成した樹脂を溶剤に溶解した樹脂溶液を
、適当な分散剤存在下で水性媒体中に分散させ、これを加熱または減圧等によって溶剤を
除去する方法。
（VIII）あらかじめ高分子化反応（付加重合、開環重合、重付加、付加縮合、縮合重合等
いずれの重合反応様式であっても良い）により作成した樹脂を溶剤に溶解した樹脂溶液中
に適当な乳化剤を溶解させた後、水を加えて転相乳化する方法。
【００３１】
　樹脂微粒子の粒径は、通常、トナーの粒径よりも小さくなり、粒径均一性の観点から、
粒径比［樹脂微粒子の体積平均粒径］／［トナーの体積平均粒径］の値が０．００１～０
．３の範囲であるのが好ましい。かかる粒径比が、０．３より大きいと樹脂微粒子がトナ
ーの表面に効率よく吸着しないため、得られるトナーの粒度分布が広くなる傾向がある。
【００３２】
　樹脂微粒子の体積平均粒径は、所望の粒径のトナーを得るのに適した粒径になるように
、上記粒径比の範囲で適宜調整することができる。例えば、体積平均粒子径５μｍのトナ
ーを得たい場合には、好ましくは０．００２５～１．５μｍ、特に好ましくは０．００５
～１．０μｍの範囲、１０μｍのトナーを得た場合には、好ましくは０．００５～３μｍ
、特に好ましくは０．０５～２μｍである。なお、体積平均粒径は、レーザー式粒度分布
測定装置LA-920（堀場製作所製)で測定した値である。
【００３３】
（トナー構成成分と製法）
（樹脂）
　例えば、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
などのスチレン及びその置換体の単重合体；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
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合体、スチレン－アクリロニトリル共重合体、スチレン－ビニルメチルエーテル共重合体
、スチレン－ビニルエチルエーテル共重合体、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、スチレンー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が挙げられる。
【００３４】
　また、下記の樹脂を混合して使用することもできる。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、ポリウレタン、ポリアミド、エポキシ樹脂、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、フェノール樹脂、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る。
　この中で特に、ポリエステル樹脂が十分な定着性を得るために、好ましい。ポリエステ
ル樹脂は、アルコールとカルボン酸との縮重合によって得られるが、用いられるアルコー
ルとはポリ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－ブテンジオール等のジオール類、１，４－ビス（ヒド
ロキシメチル）シクロヘキサン、ビスフェノールＡ、水素添加ビスフェノールＡ、ポリエ
キシエチレン化ビスフェノールＡ、ポリオキシプロピレン化ビスフェノールＡ等のエーテ
ル化ビスフェノル類、これらを炭素数３～２２の飽和もしくは不飽和の炭化水素基で置換
した２価のアルコール単体、その他の２価のアルコール単体を挙げることができる。
【００３５】
　また、ポリエステル樹脂を得るために用いられるカルボン酸としては、例えばマレイン
酸、フマール酸、メサコン酸、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、シクロヘキサンジカルボン酸、コハク酸、アジピン酸、セバ
チン酸、マロン酸、これらを炭素数３～２２の飽和もしくは不飽和の炭化水素基で置換し
た２価の有機酸単量体、これらの酸無水物、低級アルキルエステルとリノレイン酸の２量
体、その他の２価の有機酸単量体を挙げることができる。
【００３６】
　バインダー樹脂として用いるポリエステル樹脂を得るためには、以上の２官能性単量体
のみによる重合体のみでなく、３官能以上の多官能性単量体による成分を含有する重合体
を用いることも好適である。かかる多官能性単量体である３価以上の多価アルコール単量
体としては、例えばソルビトール、１，２，３，６－ヘキサンテトロール、１，４－サル
ビタン、ペンタエスリトール、ジペンタエスリトール、トリペンタエスリトール、蔗糖、
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、その
他を挙げることができる。
【００３７】
　また３価以上の多価カルボン酸単量体としては、例えば１，２，４－ペンゼントリカル
ボン酸、１，２，５－ペンゼントリカルボン酸、１，２，４－シクロヘキサントリカルボ
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、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、エンボール３量体酸、
これらの酸無水物、その他を挙げることができる。
【００３８】
（その他の成分）
　前記その他の成分としては、特に制限はなく、目的に応じて適宜選択することができ、
例えば、着色剤、離型剤、帯電制御剤、無機微粒子、流動性向上剤、クリーニング性向上
剤、磁性材料、金属石鹸等が挙げられる。
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【００３９】
　前記着色剤としては、特に制限はなく、公知の染料及び顔料の中から目的に応じて適宜
選択することができ、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（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、カドミュウムレッド、カドミュ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、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、リトボン等が挙げられる。
　これらは、１種単独で使用してもよいし、２種以上を併用してもよい。
　前記着色剤の前記トナーにおける含有量は、特に制限はなく、目的に応じて適宜選択す
ることができるが、１～１５質量％が好ましく、３～１０質量％がより好ましい。
　前記含有量が、１質量％未満であると、トナーの着色力の低下が見られ、１５質量％を
超えると、トナー中での顔料の分散不良が起こり、着色力の低下、及びトナーの電気特性
の低下を招くことがある。
　前記着色剤は、樹脂と複合化されたマスターバッチとして使用してもよい。該樹脂とし
ては、特に制限はなく、目的に応じて公知のものの中から適宜選択することができ、例え
ば、スチレン又はその置換体の重合体、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、脂肪族炭化水素樹脂、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る。これらは、１種単独で使用してもよいし、２種以上
を併用してもよい。
【００４０】
　前記スチレン又はその置換体の重合体としては、例えば、ポリエステル樹脂、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が挙げられる。前記スチレン系共
重合体としては、例えば、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
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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等が
挙げられる。
【００４１】
　前記マスターバッチは、前記マスターバッチ用樹脂と、前記着色剤とを高せん断力をか
けて混合又は混練させて製造することができる。この際、着色剤と樹脂の相互作用を高め
るために、有機溶剤を添加することが好ましい。また、いわゆるフラッシング法も着色剤
のウエットケーキをそのまま用いることができ、乾燥する必要がない点で好適である。こ
のフラッシング法は、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又
は混練し、着色剤を樹脂側に移行させて水分及び有機溶剤成分を除去する方法である。前
記混合又は混練には、例えば、三本ロールミル等の高せん断分散装置が好適に用いられる
。
【００４２】
　前記離型剤としては、特に制限はなく、目的に応じて適宜選択することができるが、融
点が５０～１２０℃の低融点の離型剤が好ましい。低融点の離型剤は、前記樹脂と分散さ
れることにより、離型剤として効果的に定着ローラとトナー界面との間で働き、これによ
りオイルレス（定着ローラにオイルの如き離型剤を塗布しない）でもホットオフセット性
が良好である。
　前記離型剤としては、例えば、ロウ類、ワックス類等が好適に挙げられる。
　前記ロウ類及びワックス類としては、例えば、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；などの天然ワックスが挙げられる。また、これら天然ワックスのほか
、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；などが挙げられる。更に、１２－ヒド
ロキシステアリン酸アミド、ステアリン酸アミド、無水フタル酸イミド、塩素化炭化水素
等の脂肪酸アミド；低分子量の結晶性高分子樹脂である、ポリ－ｎ－ステアリルメタクリ
レート、ポリ－ｎ－ラウリルメタクリレート等のポリアクリレートのホモ重合体あるいは
共重合体（例えば、ｎ－ステアリルアクリレート－エチルメタクリレートの共重合体等）
；側鎖に長いアルキル基を有する結晶性高分子などを用いてもよい。
　これらは１種単独で使用してもよく、２種以上を併用してもよい。
　前記離型剤の融点としては、特に制限はなく、目的に応じて適宜選択することができる
が、５０～１２０℃が好ましく、６０～９０℃がより好ましい。
　前記融点が、５０℃未満であると、ワックスが耐熱保存性に悪影響を与えることがあり
、１２０℃を超えると、低温での定着時にコールドオフセットを起こし易いことがある。
　前記離型剤の溶融粘度としては、該ワックスの融点より２０℃高い温度での測定値とし
て、５～１０００ｃｐｓが好ましく、１０～１００ｃｐｓがより好ましい。
　前記溶融粘度が、５ｃｐｓ未満であると、離型性が低下することがあり、１，０００ｃ
ｐｓを超えると、耐ホットオフセット性、低温定着性への向上効果が得られなくなること
がある。
　前記離型剤の前記トナーにおける含有量としては、特に制限はなく、目的に応じて適宜
選択することができるが、０～４０質量％が好ましく、３～３０質量％がより好ましい。
　前記含有量が、４０質量％を超えると、トナーの流動性が悪化することがある。
【００４３】
　前記帯電制御剤としては、特に制限はなく、公知のもの中から目的に応じて適宜選択す
ることができ、例えば、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
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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、燐の単体又は
その化合物、タングステンの単体又はその化合物、フッ素系活性剤、サリチル酸の金属塩
、サリチル酸誘導体の金属塩等が挙げられる。これらは、１種単独で使用してもよいし、
２種以上を併用してもよい。
　前記帯電制御剤は、市販品を使用してもよく、該市販品としては、例えば、ニグロシン
系染料のボントロン０３、第四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）、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ＰＳＹ　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　ＶＰ２
０３６、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）、銅フタロシアニン、ペリレン、
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等が挙げられる。
　前記帯電制御剤の前記トナーにおける含有量としては、前記樹脂の種類、添加剤の有無
、分散方法等により異なり、一概に規定することができないが、例えば、前記結着樹脂１
００質量部に対し、０．１～１０質量部が好ましく、０．２～５質量部がより好ましい。
該含有量が、０．１質量部未満であると、帯電制御性が得られないことがあり、１０質量
部を超えると、トナーの帯電性が大きくなりすぎ、主帯電制御剤の効果を減退させて、現
像ローラとの静電的吸引力が増大し、現像剤の流動性低下や画像濃度の低下を招くことが
ある。
【００４４】
　前記無機微粒子は、トナー粒子に流動性、現像性、帯電性等を付与するための外添剤と
して使用することができる。
　前記無機微粒子としては、特に制限はなく、目的に応じて公知のものの中から適宜選択
することができ、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、ペンガラ、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る。これらは、１種単独で使用し
てもよいし、２種以上を併用してもよい。
　前記無機微粒子の一次粒子径としては、５ｎｍ～２μｍが好ましく、５ｎｍ～５００ｎ
ｍがより好ましい。また、前記無機微粒子のＢＥＴ法による比表面積としては、２０～５
００ｍ２／ｇが好ましい。
　前記無機微粒子の前記トナーにおける含有量としては、０．０１～５．０質量％が好ま
しく、０．０１～２．０質量％がより好ましい。
【００４５】
　前記流動性向上剤は、表面処理を行って、疎水性を上げ、高湿度下においても流動特性
や帯電特性の悪化を防止可能なものを意味し、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等が挙げ
られる。前記シリカ、前記酸化チタンは、このような流動性向上剤により表面処理行い、
疎水性シリカ、疎水性酸化チタンとして使用するのが特に好ましい。
【００４６】
　前記クリーニング性向上剤は、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
するために前記トナーに添加され、例えば、ステアリン酸亜鉛、ステアリン酸カルシウム
、ステアリン酸等の脂肪酸金属塩、ポリメチルメタクリレート微粒子、ポリスチレン微粒
子等のソープフリー乳化重合により製造されたポリマー微粒子などが挙げられる。該ポリ
マー微粒子は、比較的粒度分布が狭いものが好ましく、体積平均粒径が０．０１～１μｍ
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のものが好適である。
　前記磁性材料としては、特に制限はなく、目的に応じて公知のものの中から適宜選択す
ることができ、例えば、鉄粉、マグネタイト、フェライト等が挙げられる。これらの中で
も、色調の点で白色のものが好ましい。
【００４７】
（製造法）
　本発明のトナーとしては、懸濁重合法、乳化重合法、溶解懸濁法等の公知の方法を使用
して製造することができ、例えば、トナー材料の溶解乃至分散液を水系媒体中に乳化乃至
分散させて乳化乃至分散液を調製した後トナーを造粒することにより得ることができる。
　本発明のトナーの好ましい態様としては、活性水素基含有化合物と、該活性水素基含有
化合物と反応可能な重合体とを少なくとも含むトナー材料の溶解乃至分散液を、水系媒体
中に乳化乃至分散させ、該水系媒体中で、前記活性水素基含有化合物と、前記活性水素基
含有化合物と反応可能な重合体とを反応させて接着性基材を少なくとも含む粒子を生成さ
せて得られるトナーが挙げられる。
　ここで、本発明の前記トナーを製造する際の温度としては、例えば、１０～１００℃が
好ましく、２０～６０℃がより好ましい。前記製造温度が１００℃を超えると、加熱によ
り前記樹脂と前記可塑剤とが相溶し、低温定着性と耐熱保存性との両立を図ることができ
ないことがある。
【００４８】
　以下、本発明の好ましい態様のトナーについて説明する。
（トナー材料の溶解乃至分散液）
　前記トナー材料の溶解乃至分散液は、前記トナー材料を溶媒に溶解乃至分散させてなる
。
　前記トナー材料としては、トナーを形成可能である限り特に制限はなく、目的に応じて
適宜選択することができ、例えば、活性水素基含有化合物、及び該活性水素基含有化合物
と反応可能な重合体（プレポリマー）のいずれかを少なくとも含み、好ましくは前記可塑
剤を含み、更に必要に応じて、未変性ポリエステル樹脂や、離型剤、着色剤、帯電制御剤
等の上記その他の成分を含んでなる。
　前記トナー材料の溶解乃至分散液は、前記トナー材料を前記有機溶剤に溶解乃至分散さ
せて調製するのが好ましい。なお、前記有機溶剤は、トナーの造粒時乃至造粒後に除去す
るのが好ましい。
　前記有機溶剤としては、前記トナー材料を溶解乃至分散可能な溶媒であれば特に制限は
なく、目的に応じて適宜選択することができ、例えば、除去の容易性の点で沸点が１５０
℃未満の揮発性のものが好ましく、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等が挙げられるが、エステル系溶
剤であるのが好ましく、酢酸エチルが特に好ましい。これらは、１種単独で使用してもよ
いし、２種以上を併用してもよい。
　前記有機溶剤の使用量としては、特に制限はなく、目的に応じて適宜選択することがで
き、例えば、前記トナー材料１００質量部に対し、４０～３００質量部が好ましく、６０
～１４０質量部がより好ましく、８０～１２０質量部が更に好ましい。
【００４９】
　なお、本発明の前記好ましい態様のトナーの製造方法において、前記トナー材料の溶解
乃至分散液の調製は、前記有機溶剤中に、前記活性水素基含有化合物、前記活性水素基含
有化合物と反応可能な重合体、前記未変性ポリエステル樹脂、前記離型剤、前記着色剤、
前記帯電制御剤等のトナー材料を、溶解乃至分散させることにより行うことができ、前記
トナー材料の中で、前記活性水素基含有化合物と反応可能な重合体（プレポリマー）以外
の成分は、後述する水系媒体の調製において、該水系媒体中に添加混合してもよいし、あ
るいは、前記トナー材料の溶解乃至分散液を前記水系媒体に添加する際に、該溶解乃至分
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散液と共に前記水系媒体に添加してもよい。
【００５０】
（活性水素基含有化合物）
　前記活性水素基含有化合物は、前記水系媒体中で、前記活性水素基含有化合物と反応可
能な重合体が伸長反応、架橋反応等する際の伸長剤、架橋剤等として作用する。
　前記活性水素基含有化合物としては、活性水素基を有していれば特に制限はなく、目的
に応じて適宜選択することができ、例えば、前記活性水素基含有化合物と反応可能な重合
体が前記イソシアネート基含有ポリエステルプレポリマー（Ａ）である場合には、該イソ
シアネート基含有ポリエステルプレポリマー（Ａ）と伸長反応、架橋反応等の反応により
高分子量化可能な点で、前記アミン類（Ｂ）が好適である。
　前記活性水素基としては、特に制限はなく、目的に応じて適宜選択することができ、例
えば、水酸基（アルコール性水酸基又は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る。これらは、１種単独で使用してもよいし、２種以上を
併用してもよい。これらの中でも、アルコール性水酸基、が特に好ましい。
　前記アミン類（Ｂ）としては、特に制限はなく、目的に応じて適宜選択することができ
るが、例えば、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）、前記（Ｂ１）～（Ｂ５）のア
ミノ基をブロックしたもの（Ｂ６）等が挙げられる。
　これらは、１種単独で使用してもよいし、２種以上を併用してもよい。これらの中でも
、ジアミン（Ｂ１）、ジアミン（Ｂ１）と少量の３価以上のポリアミン（Ｂ２）との混合
物、が特に好ましい。
　前記ジアミン（Ｂ１）としては、例えば、芳香族ジアミン、脂環式ジアミン、脂肪族ジ
アミン等が挙げられる。該芳香族ジアミンとしては、例えば、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が挙げられる。該脂環式ジ
アミンとしては、例えば、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が挙げられる。該脂肪族ジアミンとし
ては、例えば、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
が挙げられる。
　前記３価以上のポリアミン（Ｂ２）としては、例えば、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る。
　前記アミノアルコール（Ｂ３）としては、例えば、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る。
　前記アミノメルカプタン（Ｂ４）としては、例えば、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る。
　前記アミノ酸（Ｂ５）としては、例えば、アミノプロピオン酸、アミノカプロン酸等が
挙げられる。
　前記（Ｂ１）～（Ｂ５）のアミノ基をブロックしたもの（Ｂ６）としては、例えば、前
記（Ｂ１）から（Ｂ５）のいずれか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等）から得られるケチミン化合物、オキサゾリゾン化合物等
が挙げられる。
【００５１】
　なお、前記活性水素基含有化合物と前記活性水素基含有化合物と反応可能な重合体との
伸長反応、架橋反応等を停止させるには、反応停止剤を用いることができる。該反応停止
剤を用いると、前記接着性基材の分子量等を所望の範囲に制御することができる点で好ま
しい。該反応停止剤としては、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、ラウリルアミン等）、又はこ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。
【００５２】
　前記アミン類（Ｂ）と、前記イソシアネート基含有ポリエステルプレポリマー（Ａ）と
の混合比率としては、前記イソシアネート基含有プレポリマー（Ａ）中のイソシアネート
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基［ＮＣＯ］と、前記アミン類（Ｂ）中のアミノ基［ＮＨｘ］の混合当量比（［ＮＣＯ］
／［ＮＨｘ］）が、１／３～３／１であるのが好ましく、１／２～２／１であるのがより
好ましく、１／１．５～１．５／１であるのが特に好ましい。
　前記混合当量比（［ＮＣＯ］／［ＮＨｘ］）が、１／３未満であると、低温定着性が低
下することがあり、３／１を超えると、前記ウレア変性ポリエステル樹脂の分子量が低く
なり、耐ホットオフセット性が悪化することがある。
【００５３】
（活性水素基含有化合物と反応可能な重合体）
　前記活性水素基含有化合物と反応可能な重合体（以下「プレポリマー」と称することが
ある）としては、前記活性水素基含有化合物と反応可能な部位を少なくとも有しているも
のであれば特に制限はなく、公知の樹脂等の中から適宜選択することができ、例えば、ポ
リオール樹脂、ポリアクリル樹脂、ポリエステル樹脂、エポキシ樹脂、これらの誘導体樹
脂等が挙げられる。
　これらは、１種単独で使用してもよいし、２種以上を併用してもよい。これらの中でも
、溶融時の高流動性、透明性の点で、ポリエステル樹脂が特に好ましい。
　前記プレポリマーにおける前記活性水素基含有化合物と反応可能な部位としては、特に
制限はなく、公知の置換基等の中から適宜選択することができるが、例えば、イソシアネ
ート基、エポキシ基、カルボン酸、酸クロリド基等が挙げられる。
　これらは、１種単独で含まれていてもよいし、２種以上が含まれていてもよい。これら
の中でも、イソシアネート基が特に好ましい。
　前記プレポリマーの中でも、高分子成分の分子量を調節し易く、乾式トナーにおけるオ
イルレス低温定着特性、特に定着用加熱媒体への離型オイル塗布機構のない場合でも良好
な離型性及び定着性を確保できる点で、ウレア結合生成基含有ポリエステル樹脂（ＲＭＰ
Ｅ）であるのが特に好ましい。
【００５４】
　前記ウレア結合生成基としては、例えば、イソシアネート基等が挙げられる。前記ウレ
ア結合生成基含有ポリエステル樹脂（ＲＭＰＥ）における該ウレア結合生成基が該イソシ
アネート基である場合、該ポリエステル樹脂（ＲＭＰＥ）としては、前記イソシアネート
基含有ポリエステルプレポリマー（Ａ）等が特に好適に挙げられる。
　前記イソシアネート基含有ポリエステルプレポリマー（Ａ）としては、特に制限はなく
、目的に応じて適宜選択することができ、例えば、ポリオール（ＰＯ）とポリカルボン酸
（ＰＣ）との重縮合物であり、かつ前記活性水素基含有ポリエステル樹脂をポリイソシア
ネート（ＰＩＣ）と反応させてなるもの等が挙げられる。
【００５５】
　前記ポリオール（ＰＯ）としては、特に制限はなく、目的に応じて適宜選択することが
でき、例えば、ジオール（ＤＩＯ）、３価以上のポリオール（ＴＯ）、ジオール（ＤＩＯ
）と３価以上のポリオール（ＴＯ）との混合物等が挙げられる。これらは、１種単独で使
用してもよいし、２種以上を併用してもよい。これらの中でも、前記ジオール（ＤＩＯ）
単独、又は前記ジオール（ＤＩＯ）と少量の前記３価以上のポリオール（ＴＯ）との混合
物等が好ましい。
【００５６】
　前記ジオール（ＤＩＯ）としては、例えば、アルキレングリコール、アルキレンエーテ
ルグリコール、脂環式ジオール、脂環式ジオールのアルキレンオキサイド付加物、ビスフ
ェノール類、ビスフェノール類のアルキレンオキサイド付加物等が挙げられる。
【００５７】
　前記アルキレングリコールとしては、炭素数２～１２のものが好ましく、例えば、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が挙げられる。前記アルキレンエーテ
ルグリコールとしては、例えば、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



(17) JP 4963910 B2 2012.6.27

10

20

30

40

50

メチレンエーテルグリコール等が挙げられる。前記脂環式ジオールとしては、例えば、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等が挙げられる。前記脂
環式ジオールのアルキレンオキサイド付加物としては、例えば、前記脂環式ジオールに対
し、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等のアルキレンオ
キサイドを付加物したもの等が挙げられる。前記ビスフェノール類としては、例えば、ビ
スフェノールＡ、ビスフェノールＦ、ビスフェノールＳ等が挙げられる。前記ビスフェノ
ール類のアルキレンオキサイド付加物としては、例えば、前記ビスフェノール類に対し、
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等のアルキレンオキサ
イドを付加物したもの等が挙げられる。
　これらの中でも、炭素数２～１２のアルキレングリコール、ビスフェノール類のアルキ
レンオキサイド付加物等が好ましく、ビスフェノール類のアルキレンオキサイド付加物、
ビスフェノール類のアルキレンオキサイド付加物と炭素数２～１２のアルキレングリコー
ルとの混合物が特に好ましい。
【００５８】
　前記３価以上のポリオール（ＴＯ）としては、３～８価又はそれ以上のものが好ましく
、例えば、３価以上の多価脂肪族アルコール、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アルキレンオキサイド付加物等が挙げられる。
【００５９】
　前記３価以上の多価脂肪族アルコールとしては、例えば、グリセリン、トリメチロール
エタン、トリメチロールプロパン、ペンタエリスリトール、ソルビトール等が挙げられる
。前記３価以上のポリフェノール類としては、例えば、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等が挙げられる。前記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としては、例えば、前記３価以上のポリフェノール類に対
し、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等のアルキレンオ
キサイドを付加物したもの等が挙げられる。
【００６０】
　前記ジオール（ＤＩＯ）と前記３価以上のポリオール（ＴＯ）との混合物における、前
記ジオール（ＤＩＯ）と前記３価以上のポリオール（ＴＯ）との混合質量比（ＤＩＯ：Ｔ
Ｏ）としては、１００：０．０１～１０が好ましく、１００：０．０１～１がより好まし
い。
【００６１】
　前記ポリカルボン酸（ＰＣ）としては、特に制限はなく、目的に応じて適宜選択するこ
とができるが、例えば、ジカルボン酸（ＤＩＣ）、３価以上のポリカルボン酸（ＴＣ）、
ジカルボン酸（ＤＩＣ）と３価以上のポリカルボン酸との混合物等が挙げられる。
　これらは、１種単独で使用してもよいし、２種以上を併用してもよい。これらの中でも
、ジカルボン酸（ＤＩＣ）単独、又はＤＩＣと少量の３価以上のポリカルボン酸（ＴＣ）
との混合物が好ましい。
　前記ジカルボン酸としては、例えば、アルキレンジカルボン酸、アルケニレンジカルボ
ン酸、芳香族ジカルボン酸等が挙げられる。
【００６２】
　前記アルキレンジカルボン酸としては、例えば、コハク酸、アジピン酸、セバシン酸等
が挙げられる。前記アルケニレンジカルボン酸としては、炭素数４～２０のものが好まし
く、例えば、マレイン酸、フマール酸等が挙げられる。前記芳香族ジカルボン酸としては
、炭素数８～２０のものが好ましく、例えば、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が挙げられる。
　これらの中でも、炭素数４～２０のアルケニレンジカルボン酸、炭素数８～２０の芳香
族ジカルボン酸が好ましい。
【００６３】
　前記３価以上のポリカルボン酸（ＴＯ）としては、３～８価又はそれ以上のものが好ま
しく、例えば、芳香族ポリカルボン酸等が挙げられる。
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【００６４】
　前記芳香族ポリカルボン酸としては、炭素数９～２０のものが好ましく、例えば、トリ
メリット酸、ピロメリット酸等が挙げられる。
【００６５】
　前記ポリカルボン酸（ＰＣ）としては、前記ジカルボン酸（ＤＩＣ）、前記３価以上の
ポリカルボン酸（ＴＣ）、及び、前記ジカルボン酸（ＤＩＣ）と前記３価以上のポリカル
ボン酸との混合物、から選択されるいずれかの酸無水物又は低級アルキルエステル物を用
いることもできる。前記低級アルキルエステルとしては、例えば、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が挙げられる。
【００６６】
　前記ジカルボン酸（ＤＩＣ）と前記３価以上のポリカルボン酸（ＴＣ）との混合物にお
ける前記ジカルボン酸（ＤＩＣ）と前記３価以上のポリカルボン酸（ＴＣ）との混合質量
比（ＤＩＣ：ＴＣ）としては、特に制限はなく、目的に応じて適宜選択することができ、
例えば、１００：０．０１～１０が好ましく、１００：０．０１～１がより好ましい。
【００６７】
　前記ポリオール（ＰＯ）とポリカルボン酸（ＰＣ）とを重縮合反応させる際の混合比率
としては、特に制限はなく、目的に応じて適宜選択することができるが、例えば、前記ポ
リオール（ＰＯ）における水酸基［ＯＨ］と、前記ポリカルボン酸（ＰＣ）におけるカル
ボキシル基［ＣＯＯＨ］との当量比（［ＯＨ］／［ＣＯＯＨ］）が、通常、２／１～１／
１であるのが好ましく、１．５／１～１／１であるのがより好ましく、１．３／１～１．
０２／１であるのが特に好ましい。
　前記ポリオール（ＰＯ）の前記イソシアネート基含有ポリエステルプレポリマー（Ａ）
における含有量としては、特に制限はなく、目的に応じて適宜選択することができるが、
例えば、０．５～４０質量％が好ましく、１～３０質量％がより好ましく、２～２０質量
％が特に好ましい。
　前記含有量が、０．５質量％未満であると、耐ホットオフセット性が悪化し、トナーの
耐熱保存性と低温定着性とを両立させることが困難になることがあり、４０質量％を超え
ると、低温定着性が悪化することがある。
【００６８】
　前記ポリイソシアネート（ＰＩＣ）としては、特に制限はなく、目的に応じて適宜選択
することができるが、例えば、脂肪族ポリイソシアネート、脂環式ポリイソシアネート、
芳香族ジイソシアネート、芳香脂肪族ジイソシアネート、イソシアヌレート類、これらの
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などが挙げられる。
【００６９】
　前記脂肪族ポリイソシアネートとしては、例えば、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ート、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が挙げられる。前記脂環式ポリイソシアネート
としては、例えば、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
ト等が挙げられる。前記芳香族ジイソシアネートとしては、例えば、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、１，５－ナフチレンジイソシアネート、ジ
フェニレン－４，４'－ジイソシアネート、４，４'－ジイソシアナト－３，３'－ジメチ
ルジフェニル、３－メチルジフェニルメタン－４，４'－ジイソシアネート、ジフェニル
エーテル－４，４'－ジイソシアネート等が挙げられる。前記芳香脂肪族ジイソシアネー
トとしては、例えば、α，α，α’，α’－テトラメチルキシリレンジイソシアネート等
が挙げられる。前記イソシアヌレート類としては、例えば、トリス－イソシアナトアルキ
ル－イソシアヌレート、トリイソシアナトシクロアルキル－イソシアヌレート等が挙げら
れる。
　これらは、１種単独でも使用することができ、２種以上を併用してもよい。
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【００７０】
　前記ポリイソシアネート（ＰＩＣ）と、前記活性水素基含有ポリエステル樹脂（例えば
水酸基含有ポリエステル樹脂）とを反応させる際の混合比率としては、該ポリイソシアネ
ート（ＰＩＣ）におけるイソシアネート基［ＮＣＯ］と、該水酸基含有ポリエステル樹脂
における水酸基［ＯＨ］との混合当量比（［ＮＣＯ］／［ＯＨ］）が、通常、５／１～１
／１であるのが好ましく、４／１～１．２／１であるのがより好ましく、３／１～１．５
／１であるのが特に好ましい。
　前記イソシアネート基［ＮＣＯ］が、５を超えると、低温定着性が悪化することがあり
、１未満であると、耐オフセット性が悪化することがある。
　前記ポリイソシアネート（ＰＩＣ）の前記イソシアネート基含有ポリエステルプレポリ
マー（Ａ）における含有量としては、特に制限はなく、目的に応じて適宜選択することが
できるが、例えば、０．５～４０質量％が好ましく、１～３０質量％がより好ましく、２
～２０質量％が更に好ましい。
　前記含有量が、０．５質量％未満であると、耐ホットオフセット性が悪化し、耐熱保存
性と低温定着性とを両立させることが困難になることがあり、４０質量％を超えると、低
温定着性が悪化することがある。
【００７１】
　前記イソシアネート基含有ポリエステルプレポリマー（Ａ）の１分子当たりに含まれる
イソシアネート基の平均数としては、１以上が好ましく、１．２～５がより好ましく、１
．５～４がより好ましい。
　前記イソシアネート基の平均数が、１未満であると、前記ウレア結合生成基で変性され
ているポリエステル樹脂（ＲＭＰＥ）の分子量が低くなり、耐ホットオフセット性が悪化
することがある。
【００７２】
　前記活性水素基含有化合物と反応可能な重合体の重量平均分子量（Ｍｗ）としては、テ
トラヒドロフラン（ＴＨＦ）可溶分のＧＰＣ（ゲルパーミエーションクロマトグラフィ）
による分子量分布で、３，０００～４０，０００が好ましく、４，０００～３０，０００
がより好ましい。該重量平均分子量（Ｍｗ）が、３，０００未満であると、耐熱保存性が
悪化することがあり、４０，０００を超えると、低温定着性が悪化することがある。
　前記ゲルパーミエーションクロマトグラフィ（ＧＰＣ）による分子量分布の測定は、例
えば、以下のようにして行うことができる。
　すなわち、まず、４０℃のヒートチャンバー中でカラムを安定させる。この温度でカラ
ム溶媒としてテトラヒドロフラン（ＴＨＦ）を毎分１ｍｌの流速で流し、試料濃度を０．
０５～０．６質量％に調整した樹脂のテトラヒドロフラン試料溶液を５０～２００μｌ注
入して測定する。前記試料における分子量の測定に当たっては、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
関係から算出する。前記検量線作成用の標準ポリスチレン試料としては、Ｐｒｅｓｓｕｒ
ｅ　Ｃｈｅｍｉｃａｌ　Ｃｏ．又は東洋ソーダ工業社製の分子量が６×１０２、２．１×
１０２、４×１０２、１．７５×１０４、１．１×１０５、３．９×１０５、８．６×１
０５、２×１０６、及び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ことが好ましい。なお、前記検出器としてはＲＩ（屈折率）検出
器を用いることができる。
【００７３】
（水系媒体）
　前記水系媒体としては、特に制限はなく、公知のものの中から適宜選択することができ
、例えば、水、該水と混和可能な溶剤、これらの混合物などが挙げられるが、これらの中
でも、水が特に好ましい。
　前記水と混和可能な溶剤としては、前記水と混和可能であれば特に制限はなく、例えば
、アルコール、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、低級ケトン
類などが挙げられる。
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　前記アルコールとしては、例えば、メタノール、イソプロパノール、エチレングリコー
ル等が挙げられる。前記低級ケトン類としては、例えば、アセトン、メチルエチルケトン
等が挙げられる。
　これらは、１種単独で使用してもよいし、２種以上を併用してもよい。
　前記水系媒体の調製は、例えば、前記樹脂微粒子を前記水系媒体に分散させることによ
り行うことができる。該樹脂微粒子の該水系媒体中の添加量としては、０．１～３質量％
が好ましい。
【００７４】
（乳化乃至分散）
　前記トナー材料の溶解乃至分散液の前記水系媒体中への乳化乃至分散は、前記トナー材
料の溶解乃至分散液を前記水系媒体中で攪拌しながら分散させるのが好ましい。該分散の
方法としては、特に制限はなく、目的に応じて適宜選択することができ、例えば、公知の
分散機などを用いて行うことができ、該分散機としては、前記低速せん断式分散機、前記
高速剪断式分散機などが挙げられる。
　本発明の前記好ましい態様のトナーの製造方法においては、前記乳化乃至分散の際、前
記活性水素基含有化合物と前記活性水素基含有化合物と反応可能な重合体とを伸長反応乃
至架橋反応させると、接着性基材（上記樹脂）が生成する。
【００７５】
（接着性基材）
　前記接着性基材は、紙等の記録媒体に対し接着性を示し、前記活性水素基含有化合物及
び該活性水素基含有化合物と反応可能な重合体を前記水系媒体中で反応させてなる接着性
ポリマーを少なくとも含み、更に公知の結着樹脂から適宜選択した結着樹脂を含んでいて
もよい。
【００７６】
　前記接着性基材の重量平均分子量としては、特に制限はなく、目的に応じて適宜選択す
ることができるが、例えば、３，０００以上が好ましく、５，０００～１，０００，００
０がより好ましく、７，０００～５００，０００が特に好ましい。
　前記重量平均分子量が、３，０００未満であると、耐ホットオフセット性が悪化するこ
とがある。
　前記接着性基材のガラス転移温度（Ｔｇ）としては、特に制限はなく、目的に応じて適
宜選択することができるが、例えば、３０～７０℃が好ましく、４０～６５℃がより好ま
しい。前記トナーでは、架橋反応、伸長反応したポリエステル樹脂が共存していることに
より、従来のポリエステル系トナーと比較してガラス転移温度が低くても良好な保存性を
示すものである。
　前記ガラス転移温度（Ｔｇ）が、３０℃未満であると、トナーの耐熱保存性が悪化する
ことがあり、７０℃を超えると、低温定着性が十分でないことがある。
　前記接着性基材の具体例としては、特に制限はなく、目的に応じて適宜選択することが
できるが、ポリエステル系樹脂などが特に好適に挙げられる。
　前記ポリエステル系樹脂としては、特に制限はなく、目的に応じて適宜選択することが
できるが、例えば、ウレア変性ポリエステル系樹脂などが特に好適に挙げられる。
　前記ウレア変性ポリエステル系樹脂は、前記活性水素基含有化合物としてのアミン類（
Ｂ）と、該活性水素基含有化合物と反応可能な重合体としてのイソシアネート基含有ポリ
エステルプレポリマー（Ａ）とを前記水系媒体中で反応させて得られる。
　前記ウレア変性ポリエステル系樹脂は、ウレア結合のほかに、ウレタン結合を含んでい
てもよく、この場合、該ウレア結合と該ウレタン結合との含有モル比（ウレア結合／ウレ
タン結合）としては、特に制限はなく、目的に応じて適宜選択することができるが、１０
０／０～１０／９０が好ましく、８０／２０～２０／８０がより好ましく、６０／４０～
３０／７０が特に好ましい。
　前記ウレア結合が１０未満であると、耐ホットオフセット性が悪化することがある。
　前記ウレア変性ポリエステル樹脂の好ましい具体例としては、以下（１）から（１０）
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、即ち、（１）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ポリエステルプレポリマーをイソホロ
ンジアミンでウレア化したものと、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、（２）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ポリエ
ステルプレポリマーをイソホロンジアミンでウレア化したものと、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、（３）ビスフェノ
ールＡエチレンオキサイド２モル付加物／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ポリエス
テルプレポリマーをイソホロンジアミンでウレア化したものと、ビスフェノールＡエチレ
ンオキサイド２モル付加物／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、（４）ビスフェノールＡエチレンオキサイド２モル付
加物／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ポリエステルプレポリマーをイソホロンジア
ミンでウレア化したものと、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、（５）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ポリエステ
ルプレポリマーを、ヘキサメチレンジアミンでウレア化したものと、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、（６）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ポリエステルプレポリマーをヘキサメチレンジアミンでウレア
化したものと、ビスフェノールＡエチレンオキサイド２モル付加物／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、（７）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ポリエステルプレポリマーをエチレンジアミンでウレア化し
たものと、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、（８）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ポリエステルプレポリマ
ーをヘキサメチレンジアミンでウレア化したものと、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、（９）ビスフェノールＡエチレ
ンオキサイド２モル付加物／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／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
と反応させたポリエステルプレポリマーをヘキサメチレンジアミンでウレア化したものと
、ビスフェノールＡエチレンオキサイド２モル付加物／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、（１０）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
トと反応させたポリエステルプレポリマーをヘキサメチレンジアミンでウレア化したもの
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
混合物等が好適に挙げられる。
【００７７】
（結着樹脂）
　前記結着樹脂としては、特に制限はなく、目的に応じて適宜選択することができ、例え
ば、ポリエステル樹脂等が挙げられるが、特に、未変性ポリエステル樹脂（変性されてい
ないポリエステル樹脂）が好ましい。
　前記未変性ポリエステル樹脂を前記トナー中に含有させると、低温定着性及び光沢性を
向上させることができる。
　前記未変性ポリエステル樹脂としては、前記ウレア結合生成基含有ポリエステル樹脂と
同様のもの、即ちポリオール（ＰＯ）とポリカルボン酸（ＰＣ）との重縮合物等が挙げら
れる。該未変性ポリエステル樹脂は、その一部が前記ウレア結合生成基含有ポリエステル
系樹脂（ＲＭＰＥ）と相溶していること、すなわち、互いに相溶可能な類似の構造である
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のが、低温定着性、耐ホットオフセット性の点で好ましい。
　前記未変性ポリエステル樹脂の重量平均分子量（Ｍｗ）としては、テトラヒドロフラン
（ＴＨＦ）可溶分のＧＰＣ（ゲルパーミエーションクロマトグラフィ）による分子量分布
で、１，０００～３０，０００が好ましく、１，５００～１５，０００がより好ましい。
前記重量平均分子量（Ｍｗ）が、１，０００未満であると、耐熱保存性が悪化することが
あるので、上述したように前記重量平均分子量（Ｍｗ）が１，０００未満である成分の含
有量は、８～２８質量％であることが必要である。一方、前記重量平均分子量（Ｍｗ）が
３０，０００を超えると、低温定着性が悪化することがある。
　前記未変性ポリエステル樹脂のガラス転移温度としては、３５～７０℃が好ましい。前
記ガラス転移温度が、３５℃未満であると、トナーの耐熱保存性が悪化することがあり、
７０℃を超えると、低温定着性が不十分となることがある。
　前記未変性ポリエステル樹脂の水酸基価としては、５ｍｇＫＯＨ／ｇが以上が好ましく
、１０～１２０ｍｇＫＯＨ／ｇがより好ましく、２０～８０ｍｇＫＯＨ／ｇが更に好まし
い。前記水酸基価が、５未満であると、耐熱保存性と低温定着性とが両立し難くなること
がある。
　前記未変性ポリエステル樹脂の酸価としては、通常、１．０～３０．０ｍｇＫＯＨ／ｇ
であり、５．０～２０．０ｍｇＫＯＨ／ｇが好ましい。一般に前記トナーに酸価をもたせ
ることによって負帯電性となり易くなる。
　前記未変性ポリエステル樹脂を前記トナーに含有させる場合、前記ウレア結合生成基含
有ポリエステル系樹脂（ＲＭＰＥ）と該未変性ポリエステル樹脂（ＰＥ）との混合質量比
（ＲＭＰＥ／ＰＥ）としては、５／９５～２５／７５が好ましく、１０／９０～２５／７
５がより好ましい。
　前記未変性ポリエステル樹脂（ＰＥ）の混合質量比が、９５を超えると、耐ホットオフ
セット性が悪化することがあり、７５未満であると、低温定着性や画像の光沢性が悪化す
ることがある。
　前記結着樹脂における前記未変性ポリエステル樹脂の含有量としては、例えば、５０～
１００質量％が好ましく、５５～９５質量％がより好ましい。該含有量が５０質量％未満
であると、低温定着性や定着画像強度、光沢性などが悪化することがある。
【００７８】
　前記接着性基材（例えば、前記ウレア変性ポリエステル樹脂）は、例えば、（１）前記
活性水素基含有化合物と反応可能な重合体（例えば、前記イソシアネート基含有ポリエス
テルプレポリマー（Ａ））を含む前記トナー材料の溶解乃至分散液を、前記活性水素基含
有化合物（例えば、前記アミン類（Ｂ））と共に、前記水系媒体中に乳化乃至分散させ、
前記油滴を形成し、該水系媒体中で両者を伸長反応乃至架橋反応させることにより生成さ
せてもよく、（２）前記トナー材料の溶解乃至分散液を、予め前記活性水素基含有化合物
を添加した前記水系媒体中に乳化乃至分散させ、前記油滴を形成し、該水系媒体中で両者
を伸長反応乃至架橋反応させることにより生成させてもよく、あるいは（３）前記トナー
材料の溶解乃至分散液を、前記水系媒体中に添加混合させた後で、前記活性水素基含有化
合物を添加し、前記油滴を形成し、該水系媒体中で粒子界面から両者を伸長反応乃至架橋
反応させることにより生成させてもよい。なお、前記（３）の場合、生成するトナー表面
に優先的に変性ポリエステル樹脂が生成され、該トナー粒子において濃度勾配を設けるこ
ともできる。
　前記乳化乃至分散により、前記接着性基材を生成させるための反応条件としては、特に
制限はなく、前記活性水素基含有化合物と反応可能な重合体と前記活性水素基含有化合物
との組合せに応じて適宜選択することができ、反応時間としては、１０分間～４０時間が
好ましく、２時間～２４時間がより好ましい。
　前記水系媒体中において、前記活性水素基含有化合物と反応可能な重合体（例えば、前
記イソシアネート基含有ポリエステルプレポリマー（Ａ））を含む前記分散体を安定に形
成する方法としては、例えば、前記水系媒体中に、前記活性水素基含有化合物と反応可能
な重合体（例えば、前記イソシアネート基含有ポリエステルプレポリマー（Ａ））、前記
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着色剤、前記離型剤、前記帯電制御剤、前記未変性ポリエステル樹脂等の前記トナー材料
を前記有機溶剤に溶解乃至分散させて調製した前記トナー材料の溶解乃至分散液を添加し
、剪断力により分散させる方法等が挙げられる。
　前記乳化乃至分散において、前記水系媒体の使用量としては、前記トナー材料１００質
量部に対し、５０～２，０００質量部が好ましく、１００～１，０００質量部がより好ま
しい。
　前記使用量が、５０質量部未満であると、前記トナー材料の分散状態が悪く、所定の粒
径のトナー粒子が得られないことがあり、２，０００質量部を超えると、生産コストが高
くなることがある。
　前記乳化乃至分散においては、必要に応じて、前記油滴を安定化させ、所望の形状を得
つつ粒度分布をシャープにする観点から、分散剤を用いることが好ましい。
【００７９】
　前記分散剤としては、前記樹脂微粒子を用いる他は特に制限はなく、目的に応じて適宜
選択することができ、例えば、界面活性剤、難水溶性の無機化合物分散剤、高分子系保護
コロイド等が挙げられる。これらは、１種単独で使用してもよいし、２種以上を併用して
もよい。これらの中でも、界面活性剤が好ましい。
【００８０】
　前記界面活性剤としては、例えば、陰イオン界面活性剤、陽イオン界面活性剤、非イオ
ン界面活性剤、両性界面活性剤等が挙げられる。
　前記陰イオン界面活性剤としては、例えば、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ものが
好適に挙げられる。該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、例え
ば、炭素数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－［オメガ－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－［オメガ－
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。該フルオロアルキル基を有する界面活性剤の市販品としては、例えば、サーフロン
Ｓ－１１１、Ｓ－１１２、Ｓ－１１３（旭硝子社製）；フロラードＦＣ－９３、ＦＣ－９
５、ＦＣ－９８、ＦＣ－１２９（住友３Ｍ社製）；ユニダインＤＳ－１０１、ＤＳ－１０
２（ダイキン工業社製）；メガファックＦ－１１０、Ｆ－１２０、Ｆ－１１３、Ｆ－１９
１、Ｆ－８１２、Ｆ－８３３（大日本インキ社製）；エクトップＥＦ－１０２、１０３、
１０４、１０５、１１２、１２３Ａ、１２３Ｂ、３０６Ａ、５０１、２０１、２０４（ト
－ケムプロダクツ社製）；フタージェントＦ－１００、Ｆ１５０（ネオス社製）等が挙げ
られる。
【００８１】
　前記陽イオン界面活性剤としては、例えば、アミン塩型界面活性剤、四級アンモニウム
塩型の陽イオン界面活性剤等が挙げられる。前記アミン塩型界面活性剤としては、例えば
、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
ゾリン等が挙げられる。前記四級アンモニウム塩型の陽イオン界面活性剤としては、例え
ば、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
ンゼトニウム等が挙げられる。該陽イオン界面活性剤の中でも、フルオロアルキル基を有
する脂肪族一級、二級又は三級アミン酸、パーフルオロアルキル（炭素数６～１０個）ス
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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四級アンモニウム塩、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などが挙げら
れる。該カチオン界面活性剤の市販品としては、例えば、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－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Ｅ
Ｆ－１３２（ト－ケムプロダクツ社製）；フタージェントＦ－３００（ネオス社製）等が
挙げられる。
【００８２】
　前記非イオン界面活性剤としては、例えば、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。
【００８３】
　前記両性界面活性剤としては、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、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。
【００８４】
　前記難水溶性の無機化合物分散剤としては、例えば、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。
【００８５】
　前記高分子系保護コロイドとしては、例えば、酸類、水酸基を含有する（メタ）アクリ
ル系単量体、ビニルアルコール又はビニルアルコールとのエーテル類、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、アミド化合物又はこれらのメチロール
化合物、クロライド類、窒素原子若しくはその複素環を有するもの等のホモポリマー又は
共重合体、ポリオキシエチレン系、セルロース類等が挙げられる。
【００８６】
　前記酸類としては、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、無水マレイン
酸等が挙げられる。前記水酸基を含有する（メタ）アクリル系単量体としては、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
プロビル、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等が挙げられる。前記ビニルアルコール又はビ
ニルアルコールとのエーテル類としては、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等が挙げられる。前記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としては、例えば、酢酸ビニル、プロピオン酸ビニル
、酪酸ビニル等が挙げられる。前記アミド化合物又はこれらのメチロール化合物としては
、例えば、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酸、又はこれ
らのメチロール化合物などが挙げられる。前記クロライド類としては、例えば、アクリル
酸クロライド、メタクリル酸クロライド等が挙げられる。前記窒素原子若しくはその複素
環を有するもの等ホモポリマー又は共重合体としては、例えば、ビニルビリジン、ビニル
ピロリドン、ビニルイミダゾール、エチレンイミン等が挙げられる。前記ポリオキシエチ
レン系としては、例えば、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が挙げられる。前記セ
ルロース類としては、例えば、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等が挙げられる。



(25) JP 4963910 B2 2012.6.27

10

20

30

40

50

【００８７】
　前記分散液の調製においては、必要に応じて分散安定剤を用いることができる。
　該分散安定剤としては、例えば、リン酸カルシウム塩等の酸、アルカリに溶解可能なも
の等が挙げられる。
　該分散安定剤を用いた場合は、塩酸等の酸によりリン酸カルシウム塩を溶解した後、水
洗する方法、酵素により分解する方法等によって、微粒子からリン酸カルシウム塩を除去
することができる。
　前記分散液の調製においては、前記伸長反応乃至前記架橋反応の触媒を用いることがで
きる。該触媒としては、例えば、ジブチルチンラウレート、ジオクチルチンラウレート、
等が挙げられる。
【００８８】
　前記乳化乃至分散により得られた乳化スラリーから、前記有機溶剤を除去する。
　前記有機溶剤の除去は、（１）反応系全体を徐々に昇温させて、前記油滴中の前記有機
溶剤を完全に蒸発除去する方法、（２）乳化分散体を乾燥雰囲気中に噴霧して、油滴中の
非水溶性有機溶剤を完全に除去してトナー微粒子を形成し、併せて水系分散剤を蒸発除去
する方法等が挙げられる。
　前記有機溶剤の除去が行われると、トナー粒子が形成される。該トナー粒子に対し、洗
浄、乾燥等を行うことができ、更にその後、所望により分級等を行うことができる。該分
級は、例えば、液中でサイクロン、デカンター、遠心分離等により、微粒子部分を取り除
くことにより行うことができ、乾燥後に粉体として取得した後に分級操作を行ってもよい
。
　こうして、得られたトナー粒子を、前記着色剤、離型剤、前記帯電制御剤等の粒子と共
に混合したり、更に機械的衝撃力を印加することにより、該トナー粒子の表面から該離型
剤等の粒子が脱離するのを防止することができる。
【００８９】
　前記機械的衝撃力を印加する方法としては、例えば、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て粒子同士又は複合化し
た粒子を適当な衝突板に衝突させる方法等が挙げられる。この方法に用いる装置としては
、例えば、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カを下げた装置、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）、自動乳鉢等が挙げられる。
【００９０】
（懸濁重合法）
　以下に懸濁重合法により製造されるトナーについて説明する。
　前記懸濁重合法により製造されるトナーは、上述のとおり、トナー材料の溶解乃至分散
液を水系媒体中に乳化乃至分散（懸濁）させて乳化乃至分散液（懸濁液）を調製した後ト
ナーを造粒することにより得ることができる。
【００９１】
（トナー材料の溶解乃至分散液）
　前記懸濁重合法においては、前記トナー材料の溶解乃至分散液は、重合性単量体、油溶
性重合開始剤中に必要に応じて着色剤、離型剤、帯電制御剤等のその他の成分を溶解乃至
分散させてなる。なお、例えば、後述する重合反応で生成される重合体の粘度を低下させ
るために、有機溶剤、高分子重合体、分散剤等を適宜添加してもよい。
【００９２】
（重合性単量体）
　前記重合性単量体には、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、マレイン酸又は無水マレイン酸
等の酸類；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、及びこれら
のメチロール化合物、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、メタクリル酸ジメチルアミノエチル等のアミノ基を有するアクリレート及びメ
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タクリレートなどを一部使用することにより、トナー粒子表面に官能基を導入することが
できる。なお、使用する分散剤として、酸基や塩基性基を有するものを適宜選択すること
によってもトナー粒子表面に分散剤を吸着残存させ、官能基を導入することができる。
　前記重合性単量体としては、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、ｐ－メトキシスチレン、ｐ－エチルスチレン等のスチレン系単量体；
アクリル酸メチル、アクリル酸エチル、アクリル酸ｎ－ブチル、アクリル酸イソブチル、
アクリル酸ｎ－プロピル、アクリル酸ｎ－オクチル、アクリル酸ドデシル、アクリル酸２
－エチルヘキシル、アクリル酸ステアリル、アクリル酸２－クロルエチル、アクリル酸フ
ェニル等のアクリル酸エステル類；メタクリル酸メチル、メタクリル酸エチル、メタクリ
ル酸ｎ－プロピル、メタクリル酸ｎ－ブチル、メタクリル酸イソブチル、メタクリル酸ｎ
－オクチル、メタクリル酸ドデシル、メタクリル酸２－エチルヘキシル、メタクリル酸ス
テアリル、メタクリル酸フェニル、メタクリル酸ジメチルアミノエチル、メタクリル酸ジ
エチルアミノエチル等のメタクリル酸エステル類；その他のアクリロニトリル、メタクリ
ロニトリル、アクリルアミドなどが挙げられる。
　また、前記重合性単量体に加えて樹脂を使用してもよい。例えば、前記重合性単量体で
は水溶性であるために水性懸濁液中で溶解してしまい乳化重合を行うことができないため
、アミノ基、カルボン酸基、水酸基、スルフォン基、グリシジル基、ニトリル基等の親水
性官能基含有重合性単量体をトナー中に導入したい場合には、これらとスチレン、エチレ
ン等のビニル化合物とのランダム共重合体、ブロック共重合体、グラフト共重合体などの
共重合体の形にした樹脂、あるいはポリエステル、ポリアミド等の重縮合体、ポリエーテ
ル、ポリイミン等の重付加重合体などの形にした樹脂を使用することができる。
【００９３】
　前記ポリエステル樹脂を形成するアルコール成分と酸成分としては、以下に示すものが
挙げられる。
　前記アルコール成分としては、例えば、エチレングリコール、プロピレングリコール、
１，３－ブタンジオール、１，４－ブタンジオール、２，３－ブタンジオール、ジエチレ
ングリコール、トリエチレングリコール、１，５－ペンタンジオール、１，６－ヘキサン
ジオール、ネオペンチルグリコール、２－エチル－１，３－ヘキサンジオール、シクロヘ
キサンジメタノール、ブテンジオール、オクテンジオール、シクロヘキセンジメタノール
、水素化ビスフェノールＡ等が挙げられる。また、グリセリン、ペンタエリスリトール、
ソルビット、ソルビタン、ノボラック型フェノール樹脂のオキシアルキレンエーテル等の
多価アルコールを使用してもよい。
　前記酸成分としては、例えば、２価のカルボン酸として、フタル酸、テレフタル酸、イ
ソフタル酸、無水フタル酸等のベンゼンジカルボン酸又はその無水物；コハク酸、アジピ
ン酸、セバシン酸、アゼライン酸等のアルキルジカルボン酸又はその無水物；炭素数６～
１８のアルキル基若しくはアルケニル基で置換されたコハク酸又はその無水物；フマル酸
、マレイン酸、シトラコン酸、イタコン酸等の不飽和ジカルボン酸又はその無水物；など
が挙げられる。また、トリメリット酸、ピロメリット酸、１，２，３，４－ブタンテトラ
カルボン酸、ベンゾフェノンテトラカルボン酸、及びこれらの無水物等の多価カルボン酸
を使用してもよい。
　前記ポリエステル樹脂における、前記アルコール成分と前記酸成分との含有量としては
、前記アルコール成分が４５～５５モル％であり、前記酸成分が５５～４５モル％である
のが好ましい。
　得られるトナー粒子の物性に悪影響を及ぼさない限り、前記ポリエステル樹脂は２種以
上を併用してもよい。また、シリコーンやフルオロアルキル基含有化合物により変性する
等、物性を調整することもできる。
　ここで、このような極性官能基を含む高分子重合体を使用する際、該高分子重合体の平
均分子量としては、５，０００以上を好ましい。
【００９４】
　更に、前記重合性単量体に加えて、以下に示す樹脂を使用することができる。該樹脂と
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しては、例えば、ポリスチレン、ポリビニルトルエン等のスチレン及びその置換体の単重
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－アクリル酸ジメチルアミノエチル共重合体、スチレン－メタアク
リル酸メチル共重合体、スチレン－メタアクリル酸エチル共重合体、スチレン－メタアク
リル酸ブチル共重合体、スチレン－メタクリル酸ジメチルアミノエチル共重合体、スチレ
ン－ビニルメチルエーテル共重合体、スチレン－ビニルエチルエーテル共重合体、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－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
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、ポリ酢
酸ビニル、ポリエチレン、ポリプロピレン、ポリビニルブチラール、シリコン樹脂、ポリ
エステル樹脂、ポリアミド樹脂、エポキシ樹脂、ポリアクリル酸樹脂、ロジン、変性ロジ
ン、テルペン樹脂、フェノール樹脂、脂肪族又は脂環族炭化水素樹脂、芳香族系石油樹脂
などが挙げられる。これらは１種単独で使用してもよいし、２種以上を併用してもよい。
　これらの樹脂の添加量としては、例えば、前記重合性単量体１００質量部に対し、１～
２０質量部が好ましい。前記添加量が１質量部未満であると、添加によるトナー粒子の物
性調整の効果が発現しないことがあり、２０質量部を超えると、トナー粒子の物性設計が
困難になることがある。
また、前記重合性単量体を重合して得られるトナーの分子量範囲とは異なる分子量の重合
体を前記重合性単量体中に溶解して重合させることもできる。
【００９５】
（油溶性重合開始剤）
　前記油溶性重合開始剤は、重合反応時に半減期が０．５～３０時間のものを、前記重合
性単量体１００質量部に対し、０．５～２０質量部の添加量にて重合反応を行うと、分子
量１０，０００～１００，０００の間に極大を有する重合体を得ることができ、トナーに
望ましい強度と適度な溶解特性を付与することができる。
　前記油溶性重合開始剤としては、油溶性である限り特に制限はなく、目的に応じて適宜
選択することができ、例えば、２，２'－アゾビス－（２，４－ジメチルバレロニトリル
）、２，２'－アゾビスイソブチロニトリル、１，１'－アゾビス（シクロヘキサン－１－
カルボニトリル）、２，２'－アゾビス－４－メトキシ－２，４－ジメチルバレロニトリ
ル、アゾビスイソブチロニトリル等のアゾ系またはジアゾ系重合開始剤；ベンゾイルパー
オキサイド、メチルエチルケトンパーオキサイド、ジイソプロピルパーオキシカーボネー
ト、クメンヒドロパーオキサイド、２，４－ジクロロベンゾイルパーオキサイド、ラウロ
イルパーオキサイド、ｔ－ブチルパーオキシ２－エチルヘキサノエート等の過酸化物系重
合開始剤；などが挙げられる。
【００９６】
（その他の成分）
　前記その他の成分としては、特に制限はなく、目的に応じて適宜選択することができ、
例えば、着色剤、離型剤、帯電制御剤、架橋剤等が挙げられる。
　前記着色剤としては、特に制限はなく、公知のものの中から適宜選択することができ、
例えば、カーボンブラック、イエロー着色剤、マゼンタ着色剤、シアン着色剤が挙げられ
る。
　前記イエロー着色剤としては、例えば、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等が挙げられる
。具体的には、Ｃ．Ｉ．ピグメントイエロー１２、１３、１４、１５、１７、６２、７４
、８３、９３、９４、９５、１０９、１１０、１１１、１２８、１２９、１４７、１６８
、１８０等が特に好ましい。
　前記マゼンタ着色剤としては、例えば、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
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ンズイミダゾロン化合物、チオインジゴ化合物、ペリレン化合物等が挙げられる。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、１４６、１６６、１６９、１７７、１８４、１８５
、２０２、２０６、２２０、２２１、２５４等が特に好ましい。
　前記シアン着色剤としては、例えば、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等が挙げられる。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等
が特に好ましい。
　前記着色剤は、１種単独で使用してもよいし、２種以上を併用してもよく、固溶体の状
態で使用することができる。前記着色剤は、色相角、彩度、明度、耐候性、ＯＨＰ透明性
、トナー中への分散性等の観点から、選択することができる。
　前記着色剤の添加量としては、特に制限はなく、目的に応じて適宜選択することができ
、例えば、前記樹脂１００質量部に対し、１～２０質量部が好ましい。
【００９７】
　前記離型剤としては、例えば、パラフィンワックス、マイクロクリスタリンワックス、
ペトロラクタム等の石油系ワックス及びその誘導体；モンタンワックス及びその誘導体、
フィッシャートロプシュ法による炭化水素ワックス及びその誘導体、ポリエチレンに代表
されるポリオレフィンワックス及びその誘導体、カルナウバワックス、キャンデリラワッ
クス等の天然ワックス及びその誘導体；などが挙げられ、これらの誘導体には、酸化物や
、ビニル系モノマーとのブロック共重合物、グラフト変性物を含む。また、高級脂肪族ア
ルコール、ステアリン酸、パルミチン酸等の脂肪酸及びこれらの化合物、酸アミドワック
ス、エステルワックス、ケトン、硬化ヒマシ油及びその誘導体、植物系ワックス、動物性
ワックスなどを使用することもできる。
【００９８】
　前記帯電制御剤としては、特に制限はなく、公知のものの中から適宜選択することがで
きるが、トナーを直接重合法を用いて製造する場合には、重合阻害性が低く、水系媒体へ
の可溶化物が実質的にないものが特に好ましい。具体的には、ネガ系帯電制御剤としては
、例えば、サリチル酸、アルキルサリチル酸、ジアルキルサリチル酸、ナフトエ酸、ダイ
カルボン酸等の芳香族カルボン酸の金属化合物；アゾ染料あるいはアゾ顔料の金属塩又は
金属錯体、スルホン酸又はカルボン酸基を側鎖に有する高分子型化合物、ホウ素化合物、
尿素化合物、ケイ素化合物、カリックスアレーンなどが挙げられる。ポジ系帯電制御剤と
しては、例えば、四級アンモニウム塩、該四級アンモニウム塩を側鎖に有する高分子型化
合物、グアニジン化合物、ニグロシン系化合物、イミダゾール化合物等が挙げられる。
　前記帯電制御剤をトナーに含有させる方法としては、トナー母粒子内部に添加する方法
と外部添加する方法とがある。前記帯電制御剤の使用量としては、前記樹脂の種類、他の
添加剤の有無、分散方法を含めたトナーの製造方法によって定まり、一義的に限定される
ものではないが、前記内部添加する方法の場合には、前記樹脂１００質量部に対して、０
．１～１０質量部が好ましく、０．１～５質量部がより好ましい。前記外部添加する方法
の場合には、トナー１００質量部に対して、０．００５～１．０質量部が好ましく、０．
０１～０．３質量部がより好ましい。
【００９９】
　前記架橋剤としては、特に制限はなく、目的に応じて適宜選択することができるが、主
に２個以上の重合可能な二重結合を有する化合物を好適に使用することができ、例えば、
ジビニルベンゼン、ジビニルナフタレン等の芳香族ジビニル化合物；エチレングリコール
ジアクリレート、エチレングリコールジメタクリレート、１，３－ブタンジオールジメタ
クリレート等の二重結合を２個有するカルボン酸エステル；ジビニルアニリン、ジビニル
エーテル、ジビニルスルフィド、ジビニルスルホン等のジビニル化合物；３個以上のビニ
ル基を有する化合物などが挙げられる。これらは１種単独で使用してもよいし、２種以上
を併用してもよい。
　前記架橋剤の添加量としては、例えば、前記重合性単量体１００質量部に対し、０．０



(29) JP 4963910 B2 2012.6.27

10

20

30

40

50

０１～１５質量部が好ましい。
【０１００】
（水系媒体）
　前記水系媒体としては、特に制限はなく、目的に応じて適宜選択することができ、例え
ば、水が挙げられる。
　前記水系媒体は、前記樹脂微粒子の他に分散安定剤を含むのが好ましい。
　前記分散安定剤としては、例えば、公知の界面活性剤、有機分散剤、無機分散剤等を使
用することができるが、これらの中でも、有害な超微粒子が発生し難く、立体障害性によ
り分散安定性が得られるため、反応温度を変化させても安定な状態を保ち、洗浄も容易で
トナーに悪影響を与えない点で、無機分散剤が好ましい。
　前記無機分散剤としては、例えば、燐酸カルシウム、燐酸マグネシウム、燐酸アルミニ
ウム、燐酸亜鉛等の燐酸多価金属塩；炭酸カルシウム、炭酸マグネシウム等の炭酸塩、メ
タ硅酸カルシウム、硫酸カルシウム、硫酸バリウム等の無機塩、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、アルミナ等の無機酸化物
；などが挙げられる。
　前記無機分散剤は、そのまま使用することができるが、より細かい粒子を得るために、
前記水系媒体中にて前記無機分散剤粒子を生成させて使用してもよい。例えば、前記燐酸
カルシウムの場合、高速撹拌下、燐酸ナトリウム水溶液と塩化カルシウム水溶液とを混合
して、水不溶性の燐酸カルシウムを生成させることができ、より均一で細かな分散が可能
となる。このとき、同時に水溶性の塩化ナトリウム塩が副生するが、前記水系媒体中に水
溶性塩が存在すると、前記重合性単量体の水への溶解が抑制されて、乳化重合による超微
粒トナーが発生し難くなるため好ましい。しかし、重合反応終期に残存重合性単量体を除
去するときには障害となるため、水系媒体を交換するか、イオン交換樹脂で脱塩するのが
好ましい。なお、前記無機分散剤は、重合終了後に酸あるいはアルカリで溶解して、ほぼ
完全に取り除くことができる。
　前記無機分散剤は、前記重合性単量体１００質量部に対し、０．２～２０質量部を単独
で使用するのが好ましい。なお、前記無機分散剤を使用すると、超微粒子が発生し難いも
のの、小粒径のトナーが得られ難いため、界面活性剤を０．００１～０．１質量部併用す
るのが好ましい。
　前記界面活性剤としては、例えば、ドデシルベンゼン硫酸ナトリウム、テトラデシル硫
酸ナトリウム、ペンタデシル硫酸ナトリウム、オクチル硫酸ナトリウム、オレイン酸ナト
リウム、ラウリル酸ナトリウム、ステアリン酸ナトリウム、ステアリン酸カリウム等が挙
げられる。
【０１０１】
（懸濁）
　前記懸濁は、前記トナー材料が均一に溶解乃至分散した前記トナー材料の溶解乃至分散
液を前記水系媒体に乳化乃至分散させることにより行われる。このとき、高速撹拌機や超
音波分散機等の高速分散機を使用して一気に所望のトナー粒子のサイズに分散させると、
粒度分布がシャープなトナーが得られる。
　なお、前記油溶性重合開始剤は、前記重合性単量体中に他の添加剤を添加するのと同時
に加えてもよいし、前記水系媒体中に前記トナー材料の溶解乃至分散液を懸濁させる直前
に混合してもよい。また、トナーの造粒中、トナーの造粒直後、重合反応を開始する前、
に前記重合性単量体あるいは溶媒に溶解した前記油溶性重合開始剤を加えることもできる
。
【０１０２】
（造粒）
　前記造粒は、前記重合性単量体を重合反応させることにより行われる。
　前記重合反応における温度としては、例えば４０℃以上であり、一般的には５０～９０
℃である。該温度範囲で重合を行うと、トナー粒子内部に存在させるべき、前記離型剤、
前記ワックス等の類が、相分離により析出し、内包化を図ることができる。残存する重合



(30) JP 4963910 B2 2012.6.27

10

20

30

40

50

性単量体を消費するために、反応温度を９０～１５０℃に設定することがあるが、上述の
通り、前記可塑剤の融点以上に加熱すると、前記樹脂と前記可塑剤とが相溶するため、該
可塑剤の融点以下の温度で反応させることが必要であり、具体的には１００℃以下で反応
させるのが好ましい。
　なお、前記造粒においては、得られた重合粒子に更に前記重合性単量体を吸着させた後
、前記油溶性重合開始剤を用いて重合させるシード重合法を使用することもできる。この
とき、吸着させる重合性単量体中に、極性を有する化合物を溶解又は分散させて使用する
こともできる。
　前記重合反応の終了後は、通常の攪拌機を用いて、粒子状態が維持され、かつ粒子の浮
遊、沈降が防止させる程度の攪拌速度で攪拌を行うのが好ましい。
　前記重合反応終了後の重合粒子に対して、公知の方法により、濾過し、洗浄して余分な
前記界面活性剤を除去し、乾燥し、更に無機微粉体を混合し、粒子表面に付着させること
によりトナー粒子が得られる。このとき、分級を行うことにより、粗粉や微粉を除去する
のが好ましい。
【０１０３】
　本発明のトナーにおいては、流動化剤として、個数平均一次粒子径が４～８０ｎｍの無
機微粉末が添加されるのが好ましい。
　前記無機微粉末としては、例えば、シリカ、アルミナ、酸化チタン等が挙げられる。
　前記シリカとしては、例えば、ケイ酸微粉体として、ケイ素ハロゲン化物の蒸気相酸化
により生成されたいわゆる乾式法又はヒュームドシリカと称される乾式シリカ、水ガラス
等から製造されるいわゆる湿式シリカなどが挙げられる。これらの中でも、表面及びシリ
カ微粉体の内部にあるシラノール基が少なく、またＮａ２Ｏ、ＳＯ３－等の製造残滓の少
ない乾式シリカが好ましい。また、乾式シリカにおいては、例えば、塩化アルミニウム、
塩化チタン等の他の金属ハロゲン化合物をケイ素ハロゲン化合物と共に用いることにより
、前記シリカと他の金属酸化物との複合微粉末を得ることができ、該複合微粉末を使用す
ることもできる。
　前記無機微粉末は、トナーに良好な流動性を付与するために、窒素吸着によるＢＥＴ法
で測定した比表面積が、例えば、２０～３５０ｍ２／ｇであるのが好ましく、２５～３０
０ｍ２／ｇがより好ましい。
　前記比表面積は、ＢＥＴ法に従い、比表面積測定装置（「オートソーブ１」；湯浅アイ
オニクス社製）を用い、試料表面に窒素ガスを吸着させ、ＢＥＴ多点法を用いて算出する
ことができる。
　前記無機微粉末の含有量としては、例えば、トナー母体粒子に対して０．１～３．０質
量％が好ましい。前記添加量が０．１質量％未満であると、流動性が不十分となることが
あり、３．０質量％を超えると、定着性が悪くなることがある。
　前記無機微粉末の含有量は、例えば、蛍光Ｘ線分析を利用し、標準試料から作成した検
量線を用いて定量とすることができる。
【０１０４】
　また、前記無機微粉末は、高温高湿環境下でも優れた特性を維持することができる点で
、疎水化処理されてなるのが好ましい。
　前記疎水化処理における処理剤としては、例えば、シリコーンワニス、各種変性シリコ
ーンワニス、シリコーンオイル、各種変性シリコーンオイル、シラン化合物、シランカッ
プリング剤、その他有機硅素化合物、有機チタン化合物等が挙げられる。これらは１種単
独で使用してもよいし、２種以上を併用してもよい。
　前記疎水化処理の方法としては、例えば、第一段反応としてシリル化反応を行ないシラ
ノール基を化学結合により消失させた後、第二段反応としてシリコーンオイルにより表面
に疎水性の薄膜を形成させることにより疎水化する方法が挙げられる。
　前記シリコーンオイルの２５℃における粘度としては、例えば、１０～２００，０００
ｍｍ２／ｓが好ましく、３，０００～８０，０００ｍｍ２／ｓがより好ましい。
　前記粘度が１０ｍｍ２／ｓ未満であると、前記無機微粉末の性能が不安定となり、熱及
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び機械的な応力により、画質が劣化することがあり、２００，０００ｍｍ２／ｓを超える
と、均一な疎水化処理が困難になることがある。
　前記シリコーンオイルとしては、例えば、ジメチルシリコーンオイル、メチルフェニル
シリコーンオイル、α－メチルスチレン変性シリコーンオイル、クロルフェニルシリコー
ンオイル、フッ素変性シリコーンオイル等が好適に挙げられる。
　前記シリコーンオイルの使用方法としては、例えば、シラン化合物で処理されたシリカ
とシリコーンオイルとをヘンシェルミキサー等の混合機を用いて直接混合してもよいし、
シリカにシリコーンオイルを噴霧する方法を用いてもよく、適当な溶剤にシリコーンオイ
ルを溶解乃至分散させた後、シリカ微粉体を加え混合し溶剤を除去する方法を用いてもよ
い。これらの中でも、前記無機微粉末の凝集体の生成が比較的少ない点で、噴霧機を用い
る方法が好ましい。
　前記シリコーンオイルの処理量としては、例えば、前記シリカ１００質量部に対し、１
～４０質量部が好ましく、３～３５質量部がより好ましい。
【０１０５】
　トナー粒子の製造方法としては、上述のような水系媒体中で製造する他に前記着色剤、
離型剤、帯電制御剤、磁性材料等の原材料を、二本ロール、二軸押出し混練機、一軸押出
し混練機等の、公知の方法で混練し、これを機械式や気流式等の公知の粉砕、分級を行な
いトナー母体粒子を作成することができる。造粒法は、これら公知のものに限定されるも
のではない。
【０１０６】
（画像形成方法、画像形成装置）
　以下に本発明の画像形成方法、画像形成装置の実施形態を具体的に説明する。
　先ず、図１に基づいて本実施形態における画像形成方法、画像形成装置としてのタンデ
ム型のカラー複写機の構成及び動作の概要を説明する。カラー複写機（１）は、装置本体
中央部に位置する画像形成部（１Ａ）と、該画像形成部（１Ａ）の下方に位置する給紙部
（１Ｂ）と、画像形成部（１Ａ）の上方に位置する図示しない画像読取部を有している。
　画像形成部（１Ａ）には、水平方向に延びる転写面を有する中間転写体としての中間転
写ベルト（２）が配置されており、該中間転写ベルト（２）の上面には、色分解色と補色
関係にある色の画像を形成するための構成が設けられている。すなわち、補色関係にある
色のトナー（イエロー、マゼンタ、シアン、ブラック）による像を担持可能な像担持体と
しての感光体（３Ｙ）、（３Ｍ）、（３Ｃ）、（３Ｂ）が中間転写ベルト（２）の転写面
に沿って並置されている。
【０１０７】
　各感光体（３Ｙ）、（３Ｍ）、（３Ｃ）、（３Ｂ）はそれぞれ同じ方向（反時計回り方
向）に回転可能なドラムで構成されており、その周りには、回転過程において画像形成処
理を実行する帯電装置（４）、光書き込み手段としての書き込み装置（５）、現像装置（
６）、１次転写装置（７）、及びクリーニング装置（８）が配置されている。各符号に付
記しているアルファベットは、感光体（３）と同様、トナーの色別に対応している。各現
像装置（６）には、それぞれのカラートナーが収容されている。
　中間転写ベルト（２）は、駆動ローラ（９）と、従動ローラ（１０）に掛け回されて感
光体（３Ｙ）、（３Ｍ）、（３Ｃ）、（３Ｂ）との対峙位置において同方向に移動可能な
構成を有している。従動ローラ（１０）と対向する位置には、中間転写ベルト（２）の表
面をクリーニングするクリーニング装置（１１）が設けられている。
　感光体（３Ｙ）の表面が帯電装置（４）により一様に帯電され、画像読取部からの画像
情報に基づいて感光体（３Ｙ）上に静電潜像が形成される。該静電潜像はイエローのトナ
ーを収容した現像装置（６Ｙ）によりトナー像として可視像化され、該トナー像は所定の
バイアスが印加される１次転写装置（７Ｙ）により中間転写ベルト（２）上に１次転写さ
れる。他の感光体（３Ｍ）、（３Ｃ）、（３Ｂ）でもトナーの色が異なるだけで同様の画
像形成がなされ、それぞれの色のトナー像が中間転写ベルト（２）上に順に転写されて重
ね合わせられる。
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　転写後、感光体（３）上に残留したトナーはクリーニング装置（８）により除去され、
また、転写後図示しない除電ランプにより感光体（３）の電位が初期化され、次の作像工
程に備えられる。
【０１０８】
　駆動ローラ（９）の近傍には、定着装置（１２）が設けられている。定着装置（１２）
は、中間転写ベルト（２）上の画像としての未定着トナー像を転写される転写定着部材と
しての転写定着ローラ（１３）と、該転写定着ローラ（１３）とニップ（Ｎ）（以下、ニ
ップ又は転写ニップともいう）を形成する加圧部材又は対向部材としての加圧ローラ（１
４）を有している。転写定着ローラ（１３）はアルミニウム等の金属によりパイプ状に形
成されており、表面には離型層がコーティングされている。また、転写定着ローラ（１３
）の内部には転写定着ローラ（１３）上の画像を加熱する加熱手段としてのハロゲンヒー
タ（１５）が設けられている。加圧ローラ（１４）は、芯金（１４ａ）とゴム等の弾性層
（１４ｂ）を有している。
　給紙部（１Ｂ）は、記録媒体としての用紙（Ｐ）を積載収容する給紙トレイ（１６）と
、該給紙トレイ（１６）内の用紙（Ｐ）を最上のものから順に１枚ずつ分離して給紙する
給紙コロ（１７）と、給紙された用紙（Ｐ）を搬送する搬送ローラ対（１８）と、用紙（
Ｐ）が一旦停止され、斜めずれを修正された後転写定着ローラ（１３）上の画像の先端と
搬送方向の所定位置とが一致するタイミングでニップ（Ｎ）に向けて送り出されるレジス
トローラ対（１９）を有している。
　感光体（３Ｙ）、（３Ｍ）、（３Ｃ）、（３Ｂ）から中間転写ベルト（２）上に１次転
写されたトナー像（Ｔ）（以下、単にトナーともいう）は、図示しないバイアス印加手段
により駆動ローラ（９）に印加されるバイアス（ＡＣ、パルスなどの重畳を含む）により
転写定着ローラ（１３）に静電気力で２次的に転写される。
　図１に示すように、中間転写ベルト（２）と転写定着ローラ（１３）間の距離としての
ギャップ（ｇ）は、画像を形成するトナー層の厚み以下に設定されている。すなわち、ト
ナーＴを介した接触転写方式となっており、高画質化が図られている。この場合、非画像
部では非接触となる。
　中間転写ベルト（２）と転写定着ローラ（１３）がトナー（Ｔ）を介してしか接触しな
いため、中間転写ベルト（２）が転写定着ローラ（１３）により加熱されることを低減で
き、感光体（３Ｙ）、（３Ｍ）、（３Ｃ）、（３Ｂ）等の寿命を長くできる。ギャップ（
ｇ）をトナー層（Ｔ）の厚みよりも大きく設定してもよい。この場合、中間転写ベルト（
２）の加熱をさらに抑制でき、感光体（３Ｙ）、（３Ｍ）、（３Ｃ）、（３Ｂ）等の一層
の長寿命化を実現できる。図には示されてないが、この装置には、加熱手段としての温度
上昇手段、記録媒体加熱手段としてのヒータを設けることができる。
　また、中間転写ベルト（２）に熱を奪われないので省エネルギーとなる。但し、熱的に
は安定するが、トナー（Ｔ）の転写飛距離が長くなるため画質の低下を伴う懸念がある。
このため、実験等により最適値を設定することが望ましい。
【０１０９】
　図１に示すように、中間転写ベルト（２）と転写定着ローラ（１３）との間には、転写
定着ローラ（１３）から中間転写ベルト（２）への熱放射（熱移動）を抑制する熱遮蔽部
材又は熱移動抑止部材としての断熱プレート（２０）が設けられている。断熱プレート（
２０）は、中間転写ベルト（２）から転写定着ローラ（１３）への２次転写を阻害しない
状態で中間転写ベルト（２）への熱放射を極力抑えるように、開口部を有する形状に形成
されており、図示しない定着装置本体、画像形成装置本体のいずれの側に設けてもよい。
熱移動抑止部材としては、放射率の低い金属光沢を有する板状のものが好ましく、特に２
枚の金属シートを微小空隙又は断熱材を挟んで配置すると優れた効果が得られる。また、
ノートパソコンのＣＰＵ冷却用に用いられるマイクロヒートパイプ構造を内包する薄板を
用いた場合、熱移動抑止部材を低温に保ち熱移動を抑制することができる。
【０１１０】
　また、本実施形態では、中間転写ベルト（２）の転写定着ローラ（１３）に対する転写
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部（転写定着ローラ（１３）との対向部）と、最も上流側の感光体（３Ｂ）に対する転写
部との間に中間転写ベルト（２）の熱を奪う冷却部材としての冷却ローラ（２１０）が設
けられている。冷却ローラ（２１０）は熱伝導率の高い材料で形成されており、中間転写
ベルト（２）に接触して回転する。本実施形態では断熱プレート（２０）と冷却ローラ（
２１０）を同時に設ける構成としたが、いずれか一方を設ける構成としてもよい。本実施
形態によれば、中間転写体の温度を低減でき、中間転写体側の熱劣化を抑制できる。また
、転写定着部材の設計上の自由度を大きくすることができる。
　中間転写ベルト（２）から転写定着ローラ（１３）に転写されたトナー像ＴはニップＮ
で用紙（Ｐ）に定着されるまで、転写定着ローラ（１３）上において単独で加熱される。
トナー（Ｔ）のみを予め加熱する過程が十分に得られるので、トナー（Ｔ）と用紙（Ｐ）
を同時に加熱する従来方式に比べて加熱温度を低くできる。実験の結果、転写定着ローラ
（１３）の温度は１１０～１２０℃の低温でも十分な画質が得られることが確認された。
　上述のように、従来のカラー画像形成装置では十分な光沢を得るために用紙による温度
低下を考慮して白黒画像形成装置に比べて１．５倍ほどの熱量を与えていた。このため、
用紙が必要以上に加熱されるとともに、トナーと用紙の密着性も必要以上に高められてい
た。
　本実施形態では、用紙（Ｐ）を考慮せずに十分な光沢を得るための温度を独立に設定で
きるので、転写定着ローラ（１３）の温度（定着設定温度）を低くできる。また、用紙（
Ｐ）はニップ（Ｎ）のみで加熱されるので過剰に加熱されず、トナー（Ｔ）と用紙の密着
性も必要以上に高められることはない。
　本実施形態によれば、低温定着が可能でウォームアップ時間を短くでき、省エネルギー
性を向上させることができる。また、中間転写体への熱移動を抑制できるので耐久性を向
上させることができる。また、中間転写体の温度を低減でき、中間転写体側の熱劣化を抑
制できる。
　以上のように、本実施形態における定着装置（１２）はそれ自体が未定着トナー像の被
転写機能を有するものであり、未定着トナー像を保持した用紙を単に加熱・加圧する従来
の定着装置に対し、「転写型定着装置」として位置付けられるものである。
【０１１１】
（樹脂微粒子定量方法）
　トナー中に含まれる樹脂微粒子の定量は、熱分解ガスクロマトグラフ質量分析計、装置
：島津製作所社製、QP5000を用いた。
　条件は以下の方法によった。
　　＜熱分解温度＞600℃、
　　＜カラム＞Ultra ALLOY-FFAP 、L=60ｍ 、I.D=0.25ｍｍ、 Film=0.25μｍ
　　＜カラム温度＞40℃（保持2分）～ 180℃（10℃/min昇温）
　　＜キャリアガス圧力＞　111.1 kPa（保持2分）～ 120kPa（2 kPa昇圧）
　　＜検出器電圧＞1.20 V
　　＜イオン化法＞EI法 （70eV）
　定量計算各モノマーのイオンの検量線を引き、島津CLASS-5000 (Wiley229 Lib.)データ
処理装置によって定量計算を行った。
【実施例】
【０１１２】
　以下に、実施例により本発明を詳述する。
（トナーバインダー樹脂の合成） 
　冷却管、攪拌機およ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７２４部、イソフタル酸２７６部およびジブチルチンオキサイド２
部を入れ、常圧で２７０℃で１０時間反応させ、さらに１０～１５ｍｍＨｇの減圧で５時
間反応させた後、１６０℃まで冷却して、これに３２部の無水フタル酸を加えて２時間反
応させた。次いで、８０℃まで冷却し、酢酸エチル中にてイソホロンジイソシアネート１
８８部と２時間反応を行いイソシアネート含有プレポリマー（１）を得た。次いでプレポ
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リマー（１）２６７部とイソホロンジアミン１４部を５０℃で２時間反応させ、ピーク分
子量７８００のウレア変性ポリエステル樹脂（１）を得た。本樹脂のＴｇは６８℃であっ
た。 
　上記と同様にビスフェノールＡエチレンオキサイド２モル付加物７２４部、テレフタル
酸２７６部を常圧下、２５０℃で１０時間重縮合し、次いで１０～１５ｍｍＨｇの減圧で
５時間反応させて、ピーク分子量４５００の変性されていないポリエステル樹脂（ａ）を
得た。ウレア変性ポリエステル樹脂（１）１００部と変性されていないポリエステル樹脂
（ａ）９００部を酢酸エチル／ＭＥＫ（１／１）混合溶剤２０００部に溶解、混合し、ト
ナーバインダー樹脂（１）の酢酸エチル／ＭＥＫ溶液を得た。一部減圧乾燥し、トナーバ
インダー樹脂（１）を単離した。Ｔｇは６０℃であった。 
【０１１３】
（樹脂微粒子の作成）
　撹拌棒および温度計をセットした反応容器に、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１００部、アクリル酸ブチル３８部、メタクリル酸１３８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７５℃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部を加え、７５℃で５時間熟成してビニル系樹脂（スチレン－メタクリル
酸－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［樹脂微粒子分散液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、０．１４μｍであった。［樹脂微粒子分散液１］の一部を乾燥して樹脂分を
単離した。該樹脂分のＴｇは８７℃であった。
　前記［樹脂微粒子分散液１]合成の際の単量体としてスチレン１００部、アクリル酸ブ
チル７６部、メタクリル酸１００部とした他は同一条件で合成し［樹脂微粒子分散液２］
を得た。［微粒子分散液２］をLA-920で測定した体積平均粒径は、O．２１μｍであった
。［樹脂微粒子分散液２］の一部を乾燥して樹脂分を単離した。該樹脂分のＴｇは４５℃
であった。
【０１１４】
（トナーの作成） 
　ビーカー内に前記のトナーバインダー樹脂（１）の酢酸エチル／ＭＥＫ 溶液２４０部
、ペンタエリスリトールテトラベヘネート（融点８１℃、溶融粘度２５ｃｐｓ）２０部、
銅フタロシアニンブルー顔料４部を入れ、６０℃にてロボミックス（特殊機化社製）で１
００００ｒｐｍで攪拌し、均一に溶解、分散させた。ビーカー内にイオン交換水７０６部
、［樹脂微粒子分散液１］をトナー成分の重量に対し固形分で０．５重量％、ハイドロキ
シアパタイト１０％懸濁液（日本化学工業社製スーパタイト１０）２９４部、ドデシルベ
ンゼンスルホン酸ナトリウム０．５部を入れ均一に溶解した。次いで６０℃に昇温し、ロ
ボミックスで乳化時回転数を１４０００ｒｐｍで設定し、攪拌しながら、上記トナー材料
溶液を投入し１０分間攪拌した。ついでこの混合液を攪拌棒および温度計付のフラスコに
移し、４０℃まで昇温して減圧下で溶剤を完全に除去した。その後、濾別、洗浄、乾燥し
た後、風力分級し、母体トナー粒子を得た。  
　さらに、得られた母体着色粒子１００重量部に対して、一次粒径１０ｎｍの疎水性シリ
カ１．５重量部と一次粒子径２０ｎｍの酸化チタン１．０重量部と平均粒径１００ｎｍの
HMDS（ヘキサメチルジシラザン）疎水化処理のシリカ微粒子１．０重量部をヘンシェルミ
キサーにて混合しトナーａを得た。
【０１１５】
　以下の表の４条件（D4(μm, D4/D1, 平均円形度, 樹脂微粒子定量値(重量％)）のみ変
更した以外は上記と同様にしてトナーを作成した。
　トナーｇ、ｈ、ｉ、ｊはトナーｃを得た後に、さらに日鉄鉱業社製エルボージェット分
級機によって風力分級を施し粒度分布を調整した。
　表１にトナー作成条件及びトナー特性を示す。
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【０１１６】
【表１－１】

【０１１７】
【表１－２】
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（キャリアの作製）
　トルエン１００質量部に、シリコーン樹脂（「オルガノストレートシリコーン」１００
質量部、γ－（２－アミノエチル）アミノプロピルトリメトキシシラン５質量部、及びカ
ーボンブラック１０質量部を添加し、ホモミキサーで２０分間分散させて、コート層形成
液を調製した。該コート層形成液を流動床型コーティング装置を用い、粒径５０μｍの球
状マグネタイト１，０００質量部の表面にコーティングして磁性キャリアを作製した。
【０１１９】
（現像剤の作成）
　トナーａ～ｒ、９質量部と前記キャリア９１質量部とをボールミル混合し、各二成分現
像剤を作成した。
【０１２０】
（画像評価結果）
　それぞれのトナーからなる現像剤を図１で示した現像装置（６Ｃ）に入れ、画像出しを
行い、転写紙上の画像評価を行った。
［ドット均一性］
　600dpiの１ｂｙ１画像（1ドット間隔画像）を出力し、マイクロスコープで観察したと
きのドット再現性をランク見本を用いて５段階評価した。数値が大きいほど良好で、３以
上は合格である。
［転写ぬけ］
　専用チャート（画像面積率２０％）にて画像出しを行い、文字部をマイクロスコープで
観察したときのライン内部画像抜けをランク見本を用いて５段階評価した。数値が大きい
ほど良好で、３以上は合格である。
［細線再現性］
　写真画像の出力を行い、粒状性、鮮鋭性の度合を目視にて標準オフセット印刷画像と比
較して下記基準で評価した。
〔評価基準〕
　５：オフセット印刷並みである。
　４：オフセット印刷よりわずかに悪い程度である。
　３：オフセット印刷よりかなり悪い程度である。
　２：従来の電子写真画像程度。
　１：従来の電子写真画像よりも非常に悪い。
　画像評価結果を表２に示す。
【０１２１】
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【表２】

【０１２２】
　以上の結果を見てわかるように、重量平均粒子径が本願の範囲内であると画像品質（ド
ット均一性）は良好である。中でも粒子径分布が狭いほうが良い傾向にある。また転写ぬ
けや細線再現性は合格であるが最良ではない。
　トナーの形状が本願の範囲内であると上記の良好な特性に加え、さらに転写抜けが優れ
たトナーが得られている。
　さらに重量平均粒子径と樹脂微粒子付着量が本願の範囲内であると細線再現性が優れた
トナーが得られている。
【図面の簡単な説明】
【０１２３】
【図１】本発明の第１の実施形態における画像形成方法としてのカラー複写機の概要正面
図である。
【図２】本発明のトナーの断面写真（４万倍）である。
【図３】本発明のトナーの表面観察像（３万倍と１万倍）である。
【符号の説明】
【０１２４】
１　カラー複写機
１Ａ　画像形成部
１Ｂ　給紙部
２　中間転写体としての中間転写ベルト
３　感光体
３Ｙ、３Ｍ、３Ｃ、３Ｂ　感光体
４　帯電装置
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５　書き込み装置
６　現像装置
７　１次転写装置
８　クリーニング装置
９　駆動ローラ
１０　従動ローラ
１１　クリーニング装置
１２　定着装置
１３　転写定着部材としての転写定着ローラ
１４　加圧部材としての加圧ローラ
１４ａ　芯金
１４ｂ　弾性層
１５　熱源としてのハロゲンヒータ
１６　給紙トレイ
１７　給紙コロ
１８　搬送ローラ対
１９　レジストローラ対
２０　熱遮蔽部材としての断熱プレート
２１　加熱手段としての温度上昇手段
２５　記録媒体加熱手段としてのヒータ
３５　弾性層
４７　記録媒体加熱手段としてのヒータ
２１０　冷却ローラ
Ｐ　記録媒体としての用紙
Ｎ　ニップ
Ｔ　トナー
ｇ　ギャップ
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