JP 4102385 B2 2008.6.18

(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
トナーが、有機顔料と結着樹脂を少なくとも含有し、かつ式（Ｉ）：
１−Ｒ／Ａ ≦ ０．０１４Ｃ

（Ｉ）

（Ａはトナーを超臨界流体による抽出処理後の上澄み液についての分光透過率曲線を示す
グラフ（Ｘ軸：可視光領域（３８０〜７８０ｎｍ）、Ｙ軸：透過率（０〜１００％））の
全面積であり、Ｒは前記グラフにおける分光透過率曲線からレクタングラー法によって求
めた面積であり、Ｃはトナー中の有機顔料の濃度（重量％）である）を満たし、トナー中
に分散した有機顔料は、超臨界流体中で抽出処理された精製顔料であり、かつ、その粒径
が有機顔料の最大吸収波長の１／１０〜１／２（但し、イエロー有機顔料においては１／
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１０〜４／７）であり、かつ、トナーの曇り価が１６以下であることを特徴とする静電荷
像現像用トナー。
【請求項２】
超臨界流体が二酸化炭素である請求項１に記載の静電荷像現像用トナー。
【請求項３】
超臨界流体中で抽出処理された精製顔料である有機顔料と結着樹脂を少なくとも混合し
た混合物を溶融混練分散処理して混練物を形成する工程（ａ）と、前記混練物を粉砕し分
級し粒度分布を調整してトナー化する工程（ｂ）を備え、
上記工程（ａ）において、有機顔料の使用量が、上記結着樹脂と有機顔料との合計使用
量の８〜２０重量％であり、
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上記工程（ｂ）において、トナー中に分散させる有機顔料の粒径を有機顔料の最大吸収
波長の１／１０〜１／２（但し、イエロー有機顔料においては１／１０〜４／７）に、か
つ、トナーの曇り価を１６以下に設定することを特徴とする静電荷像現像用トナーの製造
方法。
【請求項４】
超臨界流体が二酸化炭素である請求項３に記載の静電荷像現像用トナーの製造方法。
【請求項５】
工程（ａ）が、結着樹脂のガラス転移温度の２倍以下の温度で、かつ、加熱用混練ロー
ルおよびこれとは逆方向に回転する冷却用混練ロールにて剪断力を付与して行なわれる請
求項３または４に記載の静電荷像現像用トナーの製造方法。
【発明の詳細な説明】
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【技術分野】
【０００１】
本発明は静電荷像現像用トナーおよびその製造方法に関し、さらに詳しくは彩度、透明
性等のトナー特性が向上した静電荷像現像用トナーおよびその製造方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
電子写真に用いられるトナーは、昨今の高精細画像の要求を満たすべく小粒径化方向に
あり、一般に平均粒径が５〜１５μｍ程度の微粒子として得られる。このような微粒子の
製造方法としては、樹脂や顔料等を機械的に混練した後、粉砕するいわゆる粉砕法が一般
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的である。しかし、粉砕法トナーは、小粒径になる程所望のトナーを得るまでの設備工程
が繁雑で、コスト面で割高になるばかりでなく、顔料が粒子表面に露出するため、帯電が
不安定であった。小粒径化に対応可能であり、生産性の面でも粉砕法より有利な方法とし
て懸濁重合法や乳化重合凝集法などの重合法がある。しかしながら、重合法によると樹脂
がアクリル樹脂に限定されるため、カラー化や低温定着性・耐オフセット性には不向きで
あった。
【０００３】
樹脂を限定せず、生産性の面でも粉砕法より有利な方法として液中乾燥法がある。液中
乾燥法で得られるトナーは、小粒径化に有利であり、顔料や樹脂を選択することで顔料の
露出もなくすことができる。
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しかしながら近年、トナーの消費量を低減させる観点から、トナー中の顔料濃度を高め
たトナーが要求されてきており、従来の顔料濃度ではあまり問題とならなかった有色の有
機顔料未反応物による透明性の悪化および色相のズレが現れてきた。さらに、有機顔料濃
度が高くなると有機顔料粒子同士が近接し、凝集を起こしやすくなり、有機顔料濃度を上
げただけの色濃度の増加も難しくなる。これらの問題は、有機顔料や樹脂・ワックスを選
択するだけでは限界があった。
【０００４】
また、一般的に顔料は、耐光性や耐水性が高いという利点があるが、その反面、透明性
にかけるという欠点を持っていた。
顔料が持っている耐光性と、染料が持っている鮮明な色調整や透明性をあわせもつカラ
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ートナーとして、特開平４−３３０４６２号公報（特許文献１）に記載のトナーが提案さ
れている。このトナーでは、反応染料と側鎖にアミノ基およびヒドロキシル基を有する重
合体とを反応させて得た着色剤を用いることにより、透明性が高く、耐候性も良い画像を
得ているが、該着色剤は水中で作製され、染料および吸湿性の高いポリマーを用いるため
、トナー粒子自体も吸湿性が高くなる。着色剤濃度が上がると、なおさらその影響を無視
できなくなる。
また、色材の分散性が良好で、透明性、発色性に優れるトナーとして、特開平１１−２
３１５７２号公報（特許文献２）に記載のトナーが提案されている。このトナーは、有機
もしくは無機顔料をシナージストと高分子分散剤とによって結着樹脂中に高分散させるこ
とで、高い透明性を得ている。しかし、シナージスト自体、顔料と骨格が似ており、芳香
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環および助色団を有して僅かに着色している場合が多い。さらに、該公報中にも記述され
ているように、シナージストは帯電性に影響を与える（帯電性が低くなる）おそれがある
ため多くは使用できない。顔料濃度が高くなると、シナージストもそれに応じて加えなけ
ればならないため、その悪影響が大きくなる。
また、彩度および発色性に優れたトナーとして、特開２０００−３３８７２２号公報（
特許文献３）に記載のトナーが提案されている。このトナーでは、結着樹脂中に高いシェ
アをかけることで、顔料を高分散させ透明性を高めているが、前述の顔料の未反応物がト
ナー内部に僅かに存在し、さらなる透明化を行うのには（特に高顔料濃度化においては）
不十分であった。
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【０００５】
【特許文献１】特開平４−３３０４６２号公報
【特許文献２】特開平１１−２３１５７２号公報
【特許文献３】特開２０００−３３８７２２号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
すなわち、静電荷像現像用トナーにおいて、有機顔料は、その構造上に吸収波長領域を
主に決定する発色団と、それのみでは発色しないが僅かに色相を変化させる助色団を含ん
でいる。有機顔料製造時に生ずる不純物としての未反応物や副生成物は、最終生成物であ
る有機顔料の構造の一部を有しているが、最終生成物の発色団または助色団が一部欠けた
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構造である。さらに、有機顔料は、耐候性を持たせるため分子量を大きく設計されており
、ベンゼン環などの環状構造を多く含んでおり、不純物も同様である。これら環状構造は
、紫外部に吸収領域を持つものが多く、発色団もしくは助色団の一部を有している不純物
は、可視領域に吸収波長がずれ込むため、その最大吸収波長は最終生成物である有機顔料
の最大吸収波長とは異なることが多い。つまり、トナー中に不純物を含むと、有機顔料全
体としての吸収波長域が増えてしまうため、暗色化、不透明化する。ただし、これらの現
象は、従来の一般的なトナー中の有機顔料の濃度（５重量％程度）ではあまり顕在化せず
問題とされていなかったが、トナー消費量低減のために顔料濃度を８重量％程度を越えた
ときにその影響が顕著となる。
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【０００７】
本発明は、上記従来技術の問題点を解決し、高画質化及び低トナー消費量に対応すべく
、トナー中の有機顔料の濃度が高くとも彩度および透明性が高い静電荷像現像用トナーお
よびその製造方法を提供することを課題とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
本発明の発明者等は、上記課題を解決するために鋭意研究を重ねた結果、トナー中の有
機顔料の濃度および顔料分散粒径の特定条件を満たすことにより、顔料濃度を高くしても
彩度および透明性に優れた静電荷像現像用トナーが得られることを意外にも見出し本発明
をするに至った。
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【０００９】
かくして、本発明によれば、トナーが、有機顔料と結着樹脂を少なくとも含有し、かつ式
（Ｉ）：
１−Ｒ／Ａ ≦ ０．０１４Ｃ

（Ｉ）

（Ａはトナーを超臨界流体による抽出処理後の上澄み液についての分光透過率曲線を示
すグラフ（Ｘ軸：可視光領域（３８０〜７８０ｎｍ）、Ｙ軸：透過率（０〜１００％））
の全面積であり、Ｒは前記グラフにおける分光透過率曲線からレクタングラー法によって
求めた面積であり、Ｃはトナー中の有機顔料の濃度（重量％）である）を満たし、トナー
中に分散した有機顔料は、超臨界流体中で抽出処理された精製顔料であり、かつ、その粒
径が有機顔料の最大吸収波長の１／１０〜１／２（但し、イエロー有機顔料においては１
／１０〜４／７）であり、かつ、トナーの曇り価が１６以下である静電荷像現像用トナー
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が提供される。
また、本発明は別の観点によれば、超臨界流体中で抽出処理された精製顔料である有機
顔料と結着樹脂を少なくとも混合した混合物を溶融混練分散処理して混練物を形成する工
程（ａ）と、前記混練物を粉砕し分級し粒度分布を調整してトナー化する工程（ｂ）を備
え、上記工程（ａ）において、有機顔料の使用量が、上記結着樹脂と有機顔料との合計使
用量の８〜２０重量％であり、上記工程（ｂ）において、トナー中に分散させる有機顔料
の粒径を有機顔料の最大吸収波長の１／１０〜１／２（但し、イエロー有機顔料において
は１／１０〜４／７）に、かつ、トナーの曇り価を１６以下に設定する静電荷像現像用ト
ナーの製造方法が提供される。
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【発明の効果】
【００１０】
本発明によれば、高画質化及び低トナー消費量に対応でき、トナー中の有機顔料の濃度
が高くとも彩度および透明性の高い静電荷像現像用トナーおよびその製造方法を提供する
ことができる。しかも、従来技術において着色剤濃度を高くした場合に、吸湿性が高くな
る（特許文献１）、シナージストの増加により帯電性が悪化する（特許文献２）および透
明化が不十分となる（特許文献３）といった問題も同時に解決することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１１】
本発明の静電荷像現像用トナーは、トナーが、有機顔料と結着樹脂を少なくとも含有し
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、かつ式（Ｉ）：
１−Ｒ／Ａ ≦ ０．０１４Ｃ

（Ｉ）

（Ａはトナーを超臨界流体による抽出処理後の上澄み液についての分光透過率曲線を示す
グラフ（Ｘ軸：可視光領域（３８０〜７８０ｎｍ）、Ｙ軸：透過率（０〜１００％））の
全面積であり、Ｒは前記グラフにおける分光透過率曲線からレクタングラー法によって求
めた面積であり、Ｃはトナー中の有機顔料の濃度（重量％）である）を満たし、トナー中
に分散した有機顔料の粒径が有機顔料の最大吸収波長の１／１０〜１／２（但し、イエロ
ー有機顔料においては１／１０〜４／７）であり、かつ、トナーの曇り価が１６以下であ
ることを特徴としている。
【００１２】
本発明において、上記分光透過率曲線を示すグラフとは、図１に示すような可視光領域
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（３８０〜７８０ｎｍ）と透過率（０〜１００％）の関係を表すグラフであり、このグラ
フの全面積が上記式（Ｉ）中のＡを意味する。また、グラフ中の分光透過率曲線を境にし
て一方側の面積をレクタングラー（Rectangular）法（積分法）で求めた値が式（Ｉ）中
のＲを意味する。そして、グラフ中の分光透過率曲線を境にして他方側の面積はＡ−Ｒ＝
Ｒ

（式１）で求めることができ、このＲ

の値は０に近づくほど上澄み液が全可視領域

において透過率１００％に近づくことを意味しているため、不純物が少ないといえる。つ
まり、面積Ａ（全可視領域で透過率０％であったときの分光透過率曲線からRectangular
法で導き出される面積）に対してＲ

の比率Ｒ

/ Ａ（式２）が小さいほど、トナーにお

ける有機顔料中の不純物量が少ないため好ましい。
また、上述したように、トナーの暗色化、不透明化はトナー中の有機顔料濃度と関係し
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ているため、上記式２に式１を代入し、さらに、有機顔料濃度Ｃとの関係が式（Ｉ）：１
−Ｒ／Ａ≦０．０１４Ｃの範囲内であれば、可視領域において、有機顔料本来の分光透過
率曲線を良く再現することができ、彩度および透過率が向上する。ここで、式（Ｉ）にお
いて、０．０１４は本発明のトナー濃度との積によって表された、該トナーが着色力、彩
度および透過率の点において良好であると判断できる係数である。
なお、トナーが上記式１を満たさない場合、彩度および透過率が悪化する傾向にあるた
め好ましくない。
【００１３】
さらに、一般的に有機顔料は、顔料分散粒径が、その最大吸収波長の１／２以下の粒径
であるときに透明性を発揮する。但し、イエロー有機顔料に関しては、吸収する光の波長
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が比較的短く（４００ｎｍ程度）、この波長の１／２以下に顔料分散粒径を制御すること
は技術的に困難であるため、イエロー有機顔料に限り顔料分散粒径が、その最大吸収波長
の１／１０〜４／７であるとき透明性を発揮するとする。透明性は、画質向上に貢献して
おり、特に色重ねにおいて顕著である。一方、トナーの顔料分散粒径が、最大吸収波長の
１／１０未満では、レイリー散乱領域であり、光の散乱がほとんどなくなるため発色性に
乏しくなり、１／２（イエロー有機顔料では４／７）を越えると透明性が悪化する。した
がって、トナー中に分散した有機顔料の粒径（顔料分散粒径）が、その有機顔料の最大吸
収波長の１／１０〜１／２程度であるとき、該有機顔料が最も良く発色することができ、
かつ、透明性も良好である。そのため、上記式（Ｉ）：１−Ｒ／Ａ≦０．０１４Ｃの条件
を満たしていても、顔料分散粒径が最適化していなければ、その効果を存分に発揮できな
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い。顔料分散粒径が、その有機顔料の最大吸収波長の１／１０〜１／２（イエロー有機顔
料では１／１０〜４／７）であるという条件をさらに満たすことで、より効率よく有機顔
料本来の発色が生かされると共に良好な透明性を確保することができる。なお、有機顔料
の最大吸収波長は、イエロー顔料では４１４ｎｍ程度、マゼンタ顔料では５３８ｎｍ程度
、シアン顔料では７１３ｎｍ程度である。
【００１４】
さらに、本発明のトナーは、有機顔料が上記濃度および粒径であることに加え、曇り価
が１６以下であることが好ましく、１５以下がさらに好ましい。また、トナーに外添剤を
添加したものであっても曇り価が１６以下であることが好ましい。曇り価が１６を越える
と透明性が満足のいくものではないため好ましくない。

20

【００１５】
つまり、本発明の静電荷像現像用トナーは、式（Ｉ）：１−Ｒ／Ａ≦０．０１４Ｃの条
件、有機顔料の分散粒径がその有機顔料の最大吸収波長の１／１０〜１／２であるという
条件およびトナーの曇り価が１６以下である条件を満たせばよいが、トナーの顔料濃度Ｃ
は８〜２０重量％、好ましくは８〜１６重量％、さらに好ましくは８〜１２重量％であり
、有機顔料分散粒径は２００〜３３０ｎｍ、好ましくは２０８〜３２５ｎｍ、さらに好ま
しくは２０８〜２９９ｎｍであり、曇り価は１６以下、さらに好ましくは１５以下である
。
【００１６】
上記超臨界流体は、拡散係数の高さと粘性の低さが気体並みであるため濃度均衡が早く
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進行し、密度は液体並みであるため溶解度が高い。したがって、超臨界流体による有機顔
料含有トナーの抽出処理（超臨界抽出）および有機顔料の精製処理において、抽出効率お
よび精製効率が高い。超臨界流体としては、例えば二酸化炭素、エチレン、プロパン、ト
ルエン、その他有機ガスが挙げられるが、臨界状態が31℃、7.38MPaと比較的穏やかで、
常温・常圧状態で気体であるため取り扱いやすいという点で二酸化炭素が好ましい。なお
、水は臨界状態が374.1℃、22.12MPaと比較的厳しく（臨界点の状態が高温・高圧であり
）、超臨界状態では結着樹脂などを分解してしまうおそれがあるため好ましくない。ただ
し、二酸化炭素などの超臨界流体に混合する抽出助溶媒として用いるのには適している。
抽出助溶媒としては、水の他に、低級アルコール（例えば、メタノールやエタノールなど
）が挙げられる。
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【００１７】
本発明において、有機顔料は、精製処理されていない市販品を用いることができるが、
予め超臨界流体による精製処理を施して不純物が除去された精製顔料を用いることが好ま
しい。つまり、有機顔料を精製処理し、未反応物や副生成物などの不純物（特に、導電性
不純物）を予め取り除くことにより、有機顔料を高濃度化したトナーであっても上記式（
Ｉ）の条件を満たしやすくなり、かつ、トナー自身の帯電特性を高く保つことができる。
以下に、本発明で使用される構成材料について説明する。
【００１８】
＜結着樹脂＞
本発明において用いられる結着樹脂として、特に代表的なもののみを例示するにとどめ
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れば、ビニル系樹脂、ポリエステル系樹脂、ポリウレタン系樹脂、ポリエーテルポリオー
ル系樹脂などであり、これらの１種単独での使用でも２種以上の併用であっても、あるい
はこれらの２種以上の変性物であっても良いことは勿論である。
これらの中でも、シャープメルト性を生かした低温定着化が可能で、透明性、二次色再
現性も優れ、カラートナーに適しているポリエステル系樹脂の使用が好ましい。ポリエス
テル系樹脂が、アニオン型のものであれば当該樹脂（共重合体）中の酸基の量、また、カ
チオン型のものであれば当該樹脂（共重合体）中の塩基の量としては、それぞれ、２０〜
５００ｍｇ当量／樹脂固形分１００ｇなる範囲内がよく、５０〜２５０ｍｇ当量／樹脂固
形分１００ｇなる範囲内が最適である。ポリエステル系樹脂のガラス転移点温度（Ｔｇ）
としては、トナーの熱定着性、保存安定性などの観点から５０〜９０℃が好ましく、５０
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〜７０℃がさらに好ましい。
さらに、ポリエステル樹脂の数平均分子量（Ｍｎ）としては、３０００〜１０００００
程度、好ましくは３２００〜６０００である。３０００未満である場合には粒子化が困難
であり、１０００００以上の場合には造粒の際に高粘度過ぎて効率が悪く、しかも３次元
構造や部分架橋なども行っている可能性が高いので透明性が悪化する。
【００１９】
＜顔料＞
本発明の静電荷像現像用トナーにおける有機顔料は以下のものが挙げられる。
黒色有機顔料としては、アニリン・ブラックが挙げられる。
黄色有機顔料としては、ナフトールイエローＳ、ハンザイエローＧ、ハンザイエロー１
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０Ｇ、ベンジジンイエローＧ、ベンジジンイエローＧＲ、キノリンイエローレーキ、パー
マネントイエローＮＣＧ、タートラジンレーキなどが挙げられる。
橙色有機顔料としては、パーマネントオレンジＧＴＲ、ピラゾロンオレンジ、バルカン
オレンジ、インダスレンブリリアントオレンジＲＫ、ベンジジンオレンジＧ、インダスレ
ンブリリアントオレンジＧＫなどが挙げられる。
赤色有機顔料としては、パーマネントレッド４Ｒ、リソールレッド、ピラゾロンレッド
、ウオッチングレッド、カルシウム塩、レーキレッドＣ、レーキレッドＤ、ブリリアント
カーミン６Ｂ、エオシンレーキ、ローダミンレーキＢ、アリザリンレーキ、アマランス、
ブリリアントカーミン３Ｂ、キナクリドンレッド、ナフトールレッドなどが挙げられる。
紫色有機顔料としては、ファストバイオレットＢ、メチルバイオレットレーキ、キナク
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リドンなどが挙げられる。
青色有機顔料としては、ビクトリアブルーレーキ、フタロシアニンブルー、無金属フタ
ロシアニンブルー、フタロシアニンブルー部分塩素化物、ファーストスカイブルー、イン
ダスレンブルーＢＣ、アンスラキノンなどが挙げられる。
緑色有機顔料としては、ピクメントグリーンＢ、マイカライトグリーンレーキ、ファイ
ナルイエローグリーンＧ、フタロシアニングリーンなどが挙げられる。
なお、本発明における顔料は主として有機顔料が用いられるが、本発明の効果が損なわ
れない程度に無機顔料を混合してもよい。無機顔料としては、カーボンブラック、酸化銅
、二酸化マンガン、活性炭、非磁性フェライト、磁性フェライト、マグネタイトなどの黒
色無機顔料、黄鉛、亜鉛黄、カドミウムイエロー、黄色酸化鉄、ニッケルチタンイエロー
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などの黄色無機顔料、赤色黄鉛、モリブデンオレンジなどの橙色無機顔料、ベンガラ、カ
ドミウムレッド、鉛丹、硫化水銀、カドミウムなどの赤色無機顔料、マンガン紫といった
紫色無機顔料、紺青、コバルトブルー、アルカリブルーレーキなどの青色無機顔料、クロ
ムグリーン、酸化クロムなどの緑色無機顔料、亜鉛華、酸化チタン、アンチモン白、硫化
亜鉛などの白色無機顔料が挙げられる。
また、負帯電用のトナーに用いる場合の顔料は、銅フタロシアニン、ペリレン、キナク
リドン、アゾ顔料のようにそれ自体が負帯電性であることが好ましい。
【００２０】
＜その他のトナー構成材料＞
本発明の静電荷像現像用トナー中には、上記したような結着樹脂および有機顔料以外に
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も、例えば、磁性粉、剥離剤、帯電制御剤、オフセット防止剤などの成分を必要に応じて
配合することができる。
磁性粉としては、マグネタイト、γ−ヘマタイト、あるいは各種フェライト等が挙げら
れる。
トナーの定着性向上のために用いられる剥離剤としては、各種ワックス、特に低分子量
ポリプロピレン、ポリエチレン、あるいは酸化型のポリプロピレン、ポリエチレン等のポ
リオレフィン系ワックスなどが挙げられる。
帯電制御剤としては、例えば４級アンモニウム塩化合物、ニグロシン系化合物、アルミ
、鉄、クロムなどの錯体からなる染料、トリフェニルメタン系有機顔料、サリチル酸の金
属錯体、カリックスアレン系のものなどが挙げられる。
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トナーの定着性改良などの目的で用いられるオフセット防止剤としては、一般的にトナ
ー用材料として用いられているものであれば特別の制限は無く、以下に示されるようなも
のが使用可能である。例えば、パラフィンワックス、酸化パラフィンワックス、マイクロ
クリスタリンワックスなどのような石油ワックス、モンタンワックスなどのような鉱物ワ
ックス、みつろう、カルナバワックスなどのような動植物ワックス、ポリオレフィンワッ
クス（ポリエチレン、ポリプロピレンなど）、酸化ポリオレフィンワックス、フィッシャ
ートロプシュワックスなどのような合成ワックス等が挙げられる。これらのオフセット防
止剤（離型剤）は単独で用いてもよいし、２種以上を併用してもよい。
【００２１】
（静電荷像現像用トナーの製造方法）
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本発明の静電荷像現像用トナーの製造方法は、有機顔料と結着樹脂を少なくとも混合し
た混合物を溶融混練分散処理して混練物を形成する工程（ａ）と、前記混練物を粉砕し分
級し粒度分布を調整する工程（ｂ）を有し、上記工程（ａ）において、上記結着樹脂と上
記有機顔料とを有機顔料濃度８〜２０重量％で溶融混練分散し、上記工程（ｂ）において
、分散粒径が有機顔料の最大吸収波長の１／１０〜１／２（但し、イエロー有機顔料にお
いては１／１０〜４／７）となるように有機顔料を微細化して曇り価１６以下のトナー粒
子を形成することにより、上述の式（Ｉ）を満たすトナーを得ることができる。
【００２２】
また、溶融混練分散処理する工程においては、結着樹脂のガラス転移温度の２倍以下の
温度で混合物を溶融混練分散処理することが、溶融時の樹脂粘度が下がりすぎないよう有
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機顔料や添加剤等を効率よく分散させることができる観点から好ましい。さらにこの工程
において、混合物が、加熱用混練ロールとこれとは逆方向に回転する冷却用混練ロールと
で剪断力を付与されて溶融混練分散処理されるようにすれば、高い剪断力を与えることが
でき、その結果、有機顔料の分散粒径がその有機顔料の最大吸収波長の１／１０〜１／２
（例えば２００〜３３０ｎｍ程度）であるという条件（但し、イエロー有機顔料では最大
吸収波長の１／１０〜４／７）を容易に満たせるだけ有機顔料を十分に微細化でき、かつ
、トナー中に高分散させることができ、有機顔料を高濃度化した分の着色力を発揮するこ
とができる。
なお、上記の溶融混練分散処理する工程に替えて、水溶液中あるいは溶剤中で粒子を生
成する懸濁法、乳化凝集法、液中乾燥法等のいわゆる重合法によってトナーを得ることも
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可能であるが、顔料、ワックス、電荷制御剤などを樹脂中に高分散させ、しかも帯電性に
影響するであろう分散剤や水がトナー粒子内部に存在しない観点から溶融混練分散処理す
ることが好ましい。
【００２３】
本発明の静電荷像現像用トナーの製造方法は、工程（ａ）の前に、有機顔料を精製処理
して有機顔料不純物を除去する工程をさらに含むことができる。精製有機顔料を用いるこ
とにより、上述のごとく有機顔料を高濃度化したトナーであっても上記式（Ｉ）の条件を
満たしやすくなり、かつ、トナー自身の帯電特性を高く保つことができるため好ましい。
有機顔料を精製処理する工程においては、有機顔料製造時に生じた有機顔料不純物とし
ての未反応物および／または副生成物を、上述の有機顔料不純物抽出用流体の超臨界状態
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において除去することが好ましい。
以下、各工程について詳しく説明する。
【００２４】
＜有機顔料精製工程＞
有機顔料精製工程は、例えば図２に示す精製処理装置を用いて行うことができる。先ず
、ポンプ１内に有機顔料不純物抽出用流体（例えば二酸化炭素ガス: 図２中の○印）を満
たし、かつ、抽出管３に有機顔料（図２中の●印）と親水性の抽出助溶剤（水もしくは低
級アルコール）を入れ、その後、弁２を開いて高圧に圧縮されて超臨界状態となった有機
顔料不純物抽出用流体（超臨界流体）を抽出管３に満たす。所定温度、所定時間で抽出を
行った後、弁４を開いて圧力を抜いき、抽出管３内から有機顔料を含む内容物を採取器５
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に取り出す。その後、内容物から有機顔料を分離し、洗浄乾燥することによって、有機顔
料未反応物や副生成物等の不純物が除去された精製有機顔料が得られる。
なお、本発明において、有機顔料精製工程は必ずしも必要ではないが、この工程を経て
得られた精製有機顔料を後工程で用いればトナー特性に優れたトナーを容易に製造するこ
とができる。
【００２５】
＜溶融混練分散工程＞
この工程では、先ず、結着樹脂と、有機顔料あるいは精製有機顔料または予め結着樹脂
中に有機顔料あるいは精製有機顔料を予備分散させたマスターバッチ組成物と、必要に応
じた添加剤（帯電制御剤、ワックス類、分散剤）とを混合機で乾式混合した後、熱溶融混

20

練して均一に分散させる。
混合機はヘンシェルミキサー（三井鉱山社製）、スーパーミキサー（川田社製）、メカ
ノミル（岡田精工社製）などのヘンシェルタイプの混合装置、オングミル（ホソカワミク
ロン社製）、ハイブリダイゼーションシステム（奈良機械製作所製）、コスモシステム（
川崎重工業社製）等の装置などを、混練機はＴＥＭ−１００Ｂ（東芝機械製）、ＰＣＭ−
６５／８７（池貝製）等の１軸もしくは２軸のエクストトルーダー、あるいはニーディッ
クス（三井鉱山社製）などのオープンロール方式のものを用いることができる。特に、溶
融混練操作においては、添加剤を効率よく分散させるために溶融時の樹脂粘度が下がりす
ぎないよう低温度での高シェア混練が望ましく、特にオープンロール方式の混練機を用い
ることが望ましい。
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【００２６】
（粉砕分級工程）
この工程では、例えばジェット気流を用いた衝突式気流粉砕機、機械式粉砕機等を用い
て粉砕し、風力等による分級を施して所定粒度に調整することができる。
粉砕分級工程を経て製造されたトナー粒子は、体積平均粒径が３〜１０μmで、かつ、
粒度分布はよりシャープな分布を有するものが好ましいが、通常の粉砕法で得られうる粒
度のものでも使用できる。具体的には、体積平均粒径Ｄ５０に対し、０．５×Ｄ５０以下
の粒子が２０体積％以下、２×Ｄ５０以上の粒子が２体積％以下であるように調整するこ
とが望ましい。
【００２７】
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なお、粉砕分級工程後、トナーに流動化剤、帯電調整・表面抵抗調製剤等の用途に応じ
た外添剤を添加してもよい。これらに使用する無機微粉体としては、例えばシリカ微粉体
、酸化チタン微粉体、アルミナ微粉体等が挙げられる。また無機微粉体は、必要に応じ、
疎水化、帯電性コントロールの目的でシリコーンワニス、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、シランカップリング剤、官能基を有するシ
ランカップリング剤、その他の有機ケイ素化合物の如き処理剤で処理されていることも好
ましい。処理剤は２種類以上使用してもよい。
他の添加剤としては、例えばテフロン（登録商標）、ステアリン酸亜鉛、ポリフッ化ビ
ニリデン、シリコーンオイル粒子（約４０％のシリカ含有）の如き滑剤が好適に用いられ
る。またトナー粒子と逆極性の白色微粒子を現像性向上剤として少量用いても良い。
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以下、実施例により本発明をさらに具体的に説明するが、本発明はこれらにより何ら限
定されるものではない。
【実施例】
【００２８】
（精製有機顔料の作製）
実施例の幾つかおよび比較例の幾つかに使用する精製有機顔料を、以下の方法で作製し
た。
【００２９】
［精製有機顔料ｓｃＹ］
市販のイエロー有機顔料（FAST YELLOW FGOK［山陽色素株式会社製］：C.I.ピグメント
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イエロー７４）を以下の条件で精製処理を行なったものを精製有機顔料ｓｃＹとした。
被精製物：イエロー有機顔料（FAST YELLOW FGOK［山陽色素株式会社製］）５０ｇ
抽出溶媒（有機顔料不純物抽出用流体）：二酸化炭素１３０ｇ
親水性助溶剤：メタノール２０ｇ
抽出管容量：２００ｍｌ
抽出圧力：２００ａｔｍ
抽出温度：５０℃
抽出時間：３０分
【００３０】
［精製有機顔料ｓｃＭ］
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市販のマゼンタ有機顔料（Toner Magennta E‑02［クラリアントジャパン株式会社製］
：C.I.ピグメントレッド１２２）を以下の条件で精製処理をおこなったものを精製有機顔
料ｓｃＭとした。
被精製物：マゼンタ有機顔料（Toner Magennta E‑02［クラリアントジャパン株式会社
製］）５０ｇ
抽出溶媒：二酸化炭素１３０ｇ
親水性助溶剤：メタノール２０ｇ
抽出管容量：２００ｍｌ
抽出圧力：２００ａｔｍ
抽出温度：５０℃
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抽出時間：３０分
【００３１】
［精製有機顔料ｓｃＣ］
市販のシアン有機顔料（Hostaperm Blue B2G［クラリアントジャパン株式会社製］：C.
I.ピグメントブルー１５：３）を以下の条件で精製処理をおこなったものを精製有機顔料
ｓｃＣとした。
被精製物：シアン有機顔料（Hostaperm Blue B2G［クラリアントジャパン株式会社製］
）５０ｇ
抽出溶媒：二酸化炭素１３０ｇ
親水性助溶剤：メタノール２０ｇ
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抽出管容量：２００ｍｌ
抽出圧力：２５０ａｔｍ
抽出温度：６０℃
抽出時間：３０分
【００３２】
（実施例１（参考例１））
ガラス転移温度Ｔｇ＝６０℃、１／２フロー軟化温度Ｔｍ＝１１０℃の結着樹脂、予め
結着樹脂中に４０重量％の濃度で精製処理されていない市販のシアン有機顔料（Hostaper
m Blue B2G［クラリアントジャパン株式会社製］：C.I.ピグメントブルー１５：３）を予
備混練分散させた有機顔料混練物（マスターバッチ組成物）および帯電制御剤をヘンシェ
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ルミキサーに投入し１０分間混合して、原材料混合物を得た。得ようとするトナーの有機
顔料濃度に応じて、各構成材料は下記に示す条件を満たす量をそれぞれ投入した。
トナー中有機顔料濃度Ｃ重量％のトナーを製造する場合の原材料投入量は、
結着樹脂（ ポリエステル樹脂 ）：（９８−Ｙ）重量部
有機顔料混練物：Ｙ重量部
帯電制御剤（ アルキルサリチル酸金属塩）：２重量部
但し、Ｃ／１００＝０．４×Ｙ／１００を満たす。本実施例１では、Ｃ＝８で行った。
【００３３】
次に、得られた原材料混合物を三井鉱山（株）製ニーディックスＭＯＳ140‑800で溶融
混練分散させた。本実施例１における混練条件は、フロントロールの供給側温度６０℃、

10

排出側温度３０℃、バックロールの供給、排出側温度ともに２０℃、フロントロール回転
数７５ｒｐｍ、バックロール回転数６０ｒｐｍ、原材料供給速度１０kg/hで行った。なお
、本実施例１と後述の実施例２〜１２および比較例１と３〜６において、溶融混練分散工
程における赤外線非接触温度計による混練材料の温度（混練温度）はいずれの混練ポイン
トにおいても１２０℃以下であった。
【００３４】
このように得られた混練物を冷却、粗砕の工程を経て、ジェット式粉砕機によって微粉
砕した後、風力分級を行い、コールターマルチサイザーIIで粒度を確認しながら、所定の
体積平均粒径Ｄ５０で、各々０.５×Ｄ５０以下の粒子が２０体積％以下、２×Ｄ５０以
上の粒子が２体積％以下の粒度分布を有するトナー粉末に調整した。

20

得られたトナー粒子１００重量部と、シランカップリング剤およびジメチルシリコーン
オイルで表面処理している疎水性シリカ微粉体（ＢＥＴ比表面積１２０ｍ2 ／ｇ）０．５
０重量部とを混合して、負摩擦帯電性のトナーを調製し、実施例１のトナー粒子ＹＯ‑０
８を得た。
【００３５】
（実施例２（参考例２））
精製処理されていない市販のマゼンタ有機顔料（Toner Magennta E‑02［クラリアント
ジャパン株式会社製］：C.I.ピグメントレッド１２２）を用いたこと以外は、実施例１と
同様にしてトナー粒子ＭＯ−０８を得た。
（実施例３（参考例３））
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精製処理されていない市販のシアン有機顔料（Hostaperm Blue B2G［クラリアントジャ
パン株式会社製］：C.I.ピグメントブルー１５：３）を用いたこと以外は、実施例１と同
様にしてトナー粒子ＣＯ−０８を得た。
【００３６】
（実施例４）
有機顔料に前述の超臨界流体で精製した有機顔料ｓｃＹを用いたこと以外は、実施例１
と同様にしてトナー粒子ＹＳＯ−０８を得た。
（実施例５）
有機顔料に前述の超臨界流体で精製した有機顔料ｓｃＹを用い、さらにトナー中の有機
顔料濃度Ｃ＝１２にしたこと以外は、実施例１と同様にしてトナー粒子ＹＳＯ−１２を得

40

た。
【００３７】
（実施例６）
有機顔料に前述の超臨界流体で精製した有機顔料ｓｃＹを用い、さらにトナー中の有機
顔料濃度Ｃ＝１６にしたこと以外は、実施例１と同様にしてトナー粒子ＹＳＯ−１６を得
た。
（実施例７）
有機顔料に前述の超臨界流体で精製した有機顔料ｓｃＭを用いたこと以外は、実施例１
と同様にしてトナー粒子ＭＳＯ−０８を得た。
【００３８】
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（実施例８）
有機顔料に前述の超臨界流体で精製した有機顔料ｓｃＭを用いて、さらにトナー中の有
機顔料濃度Ｃ＝１２にしたこと以外は、実施例１と同様にしてトナー粒子ＭＳＯ−１２を
得た。
（実施例９）
有機顔料に前述の超臨界流体で精製した有機顔料ｓｃＭを用いて、さらにトナー中の有
機顔料濃度Ｃ＝１６にしたこと以外は、実施例１と同様にしてトナー粒子ＭＳＯ−１６を
得た。
【００３９】
（実施例１０）
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有機顔料に前述の超臨界流体で精製した有機顔料ｓｃＣを用いたこと以外は、実施例１
と同様にしてトナー粒子ＣＳＯ−０８を得た。
（実施例１１）
有機顔料に前述の超臨界流体で精製した有機顔料ｓｃＣを用いて、さらにトナー中の有
機顔料濃度Ｃ＝１２にしたこと以外は、実施例１と同様にしてトナー粒子ＣＳＯ−１２を
得た。
（実施例１２）
有機顔料に前述の超臨界流体で精製した有機顔料ｓｃＣを用いて、さらにトナー中の有
機顔料濃度Ｃ＝１６にしたこと以外は、実施例１と同様にしてトナー粒子ＣＳＯ−１６を
得た。
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【００４０】
（比較例１）
精製処理されていない市販のイエロー有機顔料（FAST YELLOW FGOK［山陽色素株式会社
製］：C.I.ピグメントイエロー７４）を含むマスターバッチ組成物を作製し、混練分散工
程において二軸押出し機PCM‑35（池貝鉄工社製）を使用した以外は実施例１と同様にして
、トナー粒子Ｙ２−０８を得た。
（比較例２）
有機顔料を精製処理されていない市販のマゼンタ有機顔料（Toner Magenta E‑02［クラ
リアントジャパン株式会社製］ ：C.I.ピグメントレッド１２２）に変更した以外は、比
較例１と同様にして、トナー粒子Ｍ２−０８を得た。
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【００４１】
（比較例３）
有機顔料を精製処理されていない市販のシアン有機顔料（Hostaperm Blue B2G［クラリ
アントジャパン株式会社製］：C.I.ピグメントブルー１５：３）に変更した以外は、比較
例１と同様にして、トナー粒子Ｃ２−０８を得た。
（比較例４）
有機顔料を前述の超臨界流体で精製した有機顔料ｓｃＹに変更した以外は、比較例１と
同様にして、トナー粒子ＹＳＣ−０８を得た。
【００４２】
（比較例５）

40

有機顔料を前述の超臨界流体で精製した有機顔料ｓｃＭに変更した以外は、比較例１と
同様にして、トナー粒子ＭＳＣ−０８を得た。
（比較例６）
有機顔料を前述の超臨界流体で精製した有機顔料ｓｃＣに変更した以外は、比較例１と
同様にして、トナー粒子ＣＳＣ−０８を得た。
【００４３】
実施例１〜１２および比較例１〜６で得られた各トナー粒子の物性評価（Ａ）〜（Ｄ）
を下記の方法で行い、その結果を表１に示した。なお、表１中、記号◎○△×はトナーの
総合評価を示し、◎は実用に最良であり、○は実用の範囲内であり、△は実用にはやや不
十分であり、×は非実用的であることを意味している。
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【００４４】
【表１】
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【００４５】
（Ａ）分光透過率曲線（１−Ｒ／Ａ）
トナーを図２に示した装置を用いて、以下の条件で抽出作業を行ない、抽出液の上澄み
液を得た。
（抽出条件）
被精製物：カラートナー

１０ｇ
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抽出溶媒：二酸化炭素
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６１ｇ

親水性助溶剤：メタノール

１２０ｇ

圧力：２５ａｔｍ
温度：４０℃
抽出管容量：２００ｍｌ
抽出時間：６０分
【００４６】
上記条件で得られた抽出液を1日間自然沈降させ、その上澄み液を用い３８０〜７８０
ｎｍの波長域における分光透過率を分光光度計Ｕ−３３００（日立製作所製）により測定
する。測定した分光透過率は、前述の図１の分光透過率曲線で表すことができる。図１に
おいて、Ｒは分光透過率曲線からRectangular法にて求めた白抜きの面積であり、Ｒ

10

は

黒ベタで表されている領域である。図１の全面積をＡとするとＲ'／Ａ＝１−Ｒ／Ａの関
係式が成り立つ。トナーについての分光透過率曲線の評価は、１−Ｒ／Ａで表され、この
値が０．０１４Ｃ（Ｃはトナー有機顔料濃度）以下であることが望ましい。
【００４７】
（Ｂ）有機顔料分散粒径
トナー中の有機顔料分散粒径は、ミクロトームを用いてトナー粒子を切断し、その薄
片状のサンプルを透過型電子顕微鏡（ＴＥＭ）にて１００００倍の写真を撮り、画像解析
機（オムニコン３５００：島津製作所製）で測定し、サンプルの長径と短径の平均値を採
用する。有機顔料の分散粒径は、有機顔料の最大吸収波長の１／１０〜１／２（イエロー
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有機顔料では１／１０〜４／７）であることが望ましく、各色の有機顔料の最大吸収波長
は、本実施例および比較例で用いた上記イエロー有機顔料は４１４ｎｍ、マゼンタ有機顔
料は５３８ｎｍ、シアン有機顔料は７１３ｎｍである。
【００４８】
（Ｃ）トナー粒径
トナー粒径は、島津製作所製のレーザー回折式粒子径測定装置SALD‑2000Aにて測定した体
積平均値である。
【００４９】
（Ｄ）透明性１
色度と彩度を最適化する現像、定着条件で得られたＯＨＰシート（シャープドキュメン

30

トシステム製：IJ188OHP）画像サンプルについて、ヘーズメーター（東京電色社製）を用
いて曇り価を測定した。曇り価は小さい程透明性がよいことを示しており、２０以下が良
好であり、１５以下は極めて透明性が高い。一方、曇り価が２５以上になればカラートナ
ーとしての実用性に欠ける。各色のカラートナーの彩度は、以下の表２にしたがって評価
した。
【００５０】
【表２】

40

【００５１】
次に、実施例１〜１２および比較例１〜６で得られたトナーについて、シリコンコート
された平均粒径60μｍフェライトコアキャリアにトナー濃度が５重量％となるように混合
調整し、２成分の現像剤を作製した。
次いで、シャープ社製AR‑C150を用いて、シャープ社製フルカラー専用紙（品番：PP106
A4C）上に所定のトナー付着量になるように調整して印字させ、外部定着機を用いて評価
画像サンプルを作成し、以下に示す方法で画像特性（Ｅ）〜（Ｇ）の評価を行い、その結
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果を表１に示した。なお、カラー有機有機顔料濃度を８重量％以上に高めた各色のカラー
トナーを同一のトナー付着量で現像し、同一の定着条件で定着すると、基本となるプロセ
スカラーからの色度の変化、彩度の劣化を生じる場合があるので、現像、定着条件には、
各色のカラー有機有機顔料濃度に応じた最適化が必要である。
【００５２】
（Ｅ）着色力
各色カラートナーの付着量を０．８０ｍｇ／ｃｍ2とする時の画像濃度（ＩＤ値）を、
濃度計ＲＤ−９１８（マクベス社製）を用いて測定し、その値で着色力を表３にしたがっ
て評価した。ＩＤ値が１．５以上であれば良好であり、２．０以上であれば高濃度印刷に
10

よる高品質画像が得られると評価する。
【００５３】
【表３】

【００５４】
（Ｆ）彩度
各色カラートナーが、プロセスカラーの基本色度に最も近く、かつ、最大の彩度が得ら

20

れるトナー付着量と定着条件を採用して画像サンプルを作製した。分光測色計Ｘ−Ｒｉｔ
ｅ（日本平版印刷機材社製）を用いて得られるＬ＊ａ＊ｂ＊表色系より彩度Ｃ＊を式（II
）により求めた。
Ｃ＊＝（ａ＊2＋ｂ＊2）1/2

（II）

各色カラーの彩度は、以下の表４にしたがって評価した。
【００５５】
【表４】
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【００５６】
（Ｇ）透明性２
外添剤を添加した各トナーについて、上記評価（Ｄ）と同様の方法により曇り価を測定
した。評価は上記表４に基いて行なった。
【００５７】
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実施例１〜１２は、１−Ｒ／Ａ≦０．０１４Ｃ（Ｃ＝８、１２または１６）の条件、有
機顔料の分散粒径が有機顔料の最大吸収波長の１／１０〜１／２（２００〜３３０ｎｍ）
（但し、イエロー有機顔料は１／１０〜４／７）である条件および曇り価が１６以下であ
る条件の全てを満たしている。実施例５〜１２は、着色度、彩度および透明性ともに最良
である。実施例１〜３では透明性がやや劣り、実施例１は着色力もやや劣るが、総合評価
ではいずれも実用範囲であった。実施例５〜１２と実施例１〜３を比較することにより、
精製有機顔料を用いることにより、より一層優れたトナー特性が得られることがわかる。
【００５８】
これら実施例に対し、比較例１〜３は２軸混練機で作製したトナーであり、十分なシェ
アが与えられず、それぞれ有機顔料分散粒径が大きく、着色力、彩度および透明性ともに
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良好な値が出せておらず、特に透明性が悪化している。比較例２にいたっては、混練時の
温度が１２０℃を超え、樹脂の粘度が低下し、さらにシェア不足となり、有機顔料分散粒
径が極端に大きくなっている。比較例４〜６は、それぞれ精製有機顔料を用いて２軸混練
機にて作製したトナーであるが、本発明の条件の一つである１−Ｒ／Ａ≦０．０１４Ｃは
満たしているものの、やはり、十分なシェアが与えられず、有機顔料分散粒径は実施例に
比して大きいため、特に着色力および彩度が実施例に比して劣っている。なお、比較例５
は有機顔料分散粒径が３２０ｎｍであり本発明の条件内であるが、曇り価が１６を越え透
明性が不十分である。
【００５９】
このように、実施例では、結着樹脂と有機顔料を有機顔料濃度８〜２０重量％で溶融混
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練分散し、有機顔料を分散粒径２００〜３３０ｎｍに微細化して曇り価１５以下のトナー
を形成することにより、着色力、彩度および透明性の高い、色彩鮮やかな画像を形成でき
るトナーを得ることができ、特に、精製有機顔料を用いることによりトナー特性をより優
れたものとすることができる。
【産業上の利用可能性】
【００６０】
本発明の静電荷像現像用トナーは、複写機あるいはプリンターに好適に用いることがで
きる。
【図面の簡単な説明】
【００６１】
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【図１】本発明の静電荷像現像用トナーのトナー抽出処理後の上澄み液についての分光透
過率曲線を示すグラフである。
【図２】本発明の静電荷像現像用トナーの製造に用いる精製処理装置を示す概略構成図で
ある。
【符号の説明】
【００６２】
１

ポンプ

２

弁

３

抽出管

４

弁

５

採取器
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【図１】

【図２】
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