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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　画像表示装置の画像表示部に表示される画像を外部に透過させながら、前記画像表示部
を保護する画像表示装置用前面板であって、
　スチレン単位および／またはメタクリル酸メチル単位を構成単位として有する重合体を
主成分とし、
　前記重合体の全構成単位に占める、メタクリル酸メチル単位ならびに当該単位の誘導体
である環構造を含む構成単位の割合の合計が４５重量％以上であるか、またはスチレン単
位の割合が４５重量％以上であり、
　前記重合体は、ラクトン環構造およびＮ－置換マレイミド構造から選ばれる少なくとも
１種である環構造を主鎖に有し、
　前記重合体のガラス転移温度よりも３０℃高い温度における加熱収縮率が、２０％以上
７０％以下であり、
　ＪＩＳ　Ｋ７３６１－１の規定に準拠して測定した全光線透過率が９０％以上であり、
　厚さが０．５ｍｍ以上３ｍｍ以下であり、
　延伸樹脂シートである画像表示装置用前面板。
【請求項２】
　前記重合体がスチレン単位およびメタクリル酸メチル単位の双方を構成単位として有す
る請求項１に記載の画像表示装置用前面板。
【請求項３】
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　前記重合体のガラス転移温度が１１０℃以上である請求項１に記載の画像表示装置用前
面板。
【請求項４】
　表面粗さが、ＪＩＳ　Ｂ０６０１に規定するＲａ（算術平均粗さ）にして０．１μｍ以
下である請求項１に記載の画像表示装置用前面板。
【請求項５】
　画像表示装置の画像表示部に表示される画像を外部に透過させながら、前記画像表示部
を保護する画像表示装置用前面板の製造方法であって、
　厚さ０．６ｍｍ以上１０ｍｍ以下の樹脂シートを延伸して、厚さ０．５ｍｍ以上３ｍｍ
以下の延伸樹脂シートからなる前記画像表示装置用前面板を形成し、
　前記樹脂シートは、スチレン単位および／またはメタクリル酸メチル単位を構成単位と
して有する重合体を主成分とし、
　前記重合体の全構成単位に占める、メタクリル酸メチル単位ならびに当該単位の誘導体
である環構造を含む構成単位の割合の合計が４５重量％以上であるか、またはスチレン単
位の割合が４５重量％以上であり、
　前記重合体は、ラクトン環構造およびＮ－置換マレイミド構造から選ばれる少なくとも
１種である環構造を主鎖に有し、
　前記樹脂シートを延伸する際のシート温度が、前記重合体のガラス転移温度（Ｔｇ）を
基準として（Ｔｇ＋５）℃～（Ｔｇ＋２０）℃であり、
　形成した前記画像表示装置用前面板の、前記重合体のＴｇよりも３０℃高い温度におけ
る加熱収縮率が２０％以上７０％以下であり、ＪＩＳ　Ｋ７３６１－１の規定に準拠して
測定した全光線透過率が９０％以上である、画像表示装置用前面板の製造方法。
【請求項６】
　前記樹脂シートを一軸延伸または二軸延伸して、前記延伸樹脂シートからなる画像表示
装置用前面板を形成する、請求項５に記載の画像表示装置用前面板の製造方法。
【請求項７】
　前記樹脂シートの延伸により形成した前記延伸樹脂シートの表面粗さが、ＪＩＳ　Ｂ０
６０１に規定するＲａ（算術平均粗さ）にして０．１μｍ以下である、請求項５に記載の
画像表示装置用前面板の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、液晶表示装置などの画像表示装置において、外部の異物の接触、衝突などか
ら画像表示部を保護するために配置される画像表示装置用前面板と、その製造方法に関す
る。
【背景技術】
【０００２】
　液晶表示装置などの画像表示装置において、外部の異物の接触、衝突などから画像表示
部を保護するために、しばしば前面板が配置される。前面板は、画像表示装置における画
像表示部の外側（画像表示面に対して外部側）の任意の位置に配置することができるが、
画像表示装置の最外層への配置が一般的である。前面板には、外部の異物の接触、衝突な
どによっても容易に破壊されないだけの耐衝撃性が求められる。また、破壊されないまで
も、前面板の表面に傷がつくことでユーザーが視認する画像の品質が低下するため、でき
るだけ表面に傷がつかない特性、具体的には高い表面硬度、が求められる。即ち、前面板
には、高い耐衝撃性と表面硬度との両立が求められる。
【０００３】
　前面板が配置された場合、ユーザーは、画像表示部に表示された画像を前面板を通して
見ることになるために、前面板は光学的に透明な材料からなる必要がある。アクリル、ポ
リスチレン、ポリカーボネートなどの透明性ポリマーあるいはガラスが、前面板に使用す
る材料として考えられる。しかし、近年、前面板に要求される耐衝撃性および表面硬度の
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水準は高く、要求される水準を単独の材料で満たすことが困難になってきている。例えば
、ガラスは非常に高い表面硬度を有するが、耐衝撃性に劣り、そもそも重量の問題から採
用が困難であることが多い。アクリル樹脂は、高い表面硬度を有するものの耐衝撃性に劣
る。ポリカーボネートは、これとは逆に、高い耐衝撃性を有するものの表面硬度に劣る。
ポリスチレンは、いずれの特性も近年要求される水準を満たさない。
【０００４】
　このため、複数の材料を組み合わせた前面板が開発されている。特開2006-103169号公
報および特開2007-237700号公報には、ポリカーボネートからなる基層の表面に、共押出
しによってアクリル層を積層した前面板が開示されており、ポリカーボネート由来の高い
耐衝撃性と、アクリル由来の高い表面硬度との双方の特性の両立が図られている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開2006-103169号公報
【特許文献２】特開2007-237700号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかし、互いに異なる材料からなる複数の層の多層構造を有する前面板では、層の界面
において、波模様やスジ模様といった光学的な欠陥が発生することがある。また、このよ
うな多層構造の前面板は、通常、共押出しにより形成されるが、共押出成形装置における
樹脂の流路が通常の押出成形装置よりも複雑であるために、流路への樹脂の滞留が生じや
すく、滞留によって生成した樹脂の熱劣化物による光学的欠点の発生がしばしば見られる
。光学的な欠陥、欠点は、ユーザーが視認する画像の品質低下につながる。その他、製造
コストの点などからも、単純な押出成形装置で成形可能な単層構造をとることができなが
ら、耐衝撃性および表面硬度の双方の特性の両立がなされた画像表示装置用前面板が望ま
れる。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明の画像表示装置用前面板は、画像表示装置の画像表示部に表示される画像を外部
に透過させながら、前記画像表示部を保護する画像表示装置用前面板であって、スチレン
単位および／またはメタクリル酸メチル単位を構成単位として有する重合体を主成分とし
、前記重合体の全構成単位に占める、メタクリル酸メチル単位ならびに当該単位の誘導体
である環構造を含む構成単位の割合の合計が４５重量％以上であるか、またはスチレン単
位の割合が４５重量％以上であり、前記重合体は、ラクトン環構造およびＮ－置換マレイ
ミド構造から選ばれる少なくとも１種である環構造を主鎖に有し、前記重合体のガラス転
移温度よりも３０℃高い温度における加熱収縮率が２０％以上７０％以下であり、ＪＩＳ
　Ｋ７３６１－１の規定に準拠して測定した全光線透過率が９０％以上であり、厚さが０
．５ｍｍ以上３ｍｍ以下であり、延伸樹脂シートである。
【０００８】
　本発明の製造方法は、画像表示装置の画像表示部に表示される画像を外部に透過させな
がら、前記画像表示部を保護する画像表示装置用前面板の製造方法であって、厚さ０．６
ｍｍ以上１０ｍｍ以下の樹脂シートを延伸して、厚さ０．５ｍｍ以上３ｍｍ以下の延伸樹
脂シートからなる前記画像表示装置用前面板を形成し、前記樹脂シートは、スチレン単位
および／またはメタクリル酸メチル単位を構成単位として有する重合体を主成分とし、前
記重合体の全構成単位に占める、メタクリル酸メチル単位ならびに当該単位の誘導体であ
る環構造を含む構成単位の割合の合計が４５重量％以上であるか、またはスチレン単位の
割合が４５重量％以上であり、前記重合体は、ラクトン環構造およびＮ－置換マレイミド
構造から選ばれる少なくとも１種である環構造を主鎖に有し、前記樹脂シートを延伸する
際のシート温度が、前記重合体のガラス転移温度（Ｔｇ）を基準として（Ｔｇ＋５）℃～
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（Ｔｇ＋２０）℃であり、形成した前記画像表示装置用前面板の、前記重合体のＴｇより
も３０℃高い温度における加熱収縮率が２０％以上７０％以下であり、ＪＩＳ　Ｋ７３６
１－１の規定に準拠して測定した全光線透過率が９０％以上である。
【０００９】
　加熱収縮率とは、樹脂シートを室温から所定の温度に加熱したときに、当該樹脂シート
が収縮する程度を示す値であり、当該樹脂シートが延伸されているか（延伸樹脂シートで
あるか）否かの判断の基準となる。未延伸の樹脂シートでは、収縮がほとんど生じず、加
熱収縮率は－１％以上１％以下となる。加熱収縮率が大きいほど、加熱による収縮が大き
く、強い延伸を経て形成された延伸樹脂シートであると判断できる。本発明の画像表示装
置用前面板は、その加熱収縮率が２０％以上７０％以下になる程度に延伸された延伸樹脂
シートからなる。
【００１０】
　主成分とは、画像表示装置用前面板あるいは樹脂シートにおける含有率が最大の成分を
意味し、通常、その含有率は５０重量％以上、好ましくは６０重量％以上、より好ましく
は７０重量％以上である。
【発明の効果】
【００１１】
　本発明によれば、特定の構成単位を特定の含有率で有する重合体を主成分とする延伸樹
脂シートを用いることにより、単層構造をとることができながら、耐衝撃性および表面硬
度の双方の特性の両立がなされた画像表示装置用前面板が得られる。
【００１２】
　本発明の画像表示装置用前面板の厚さは０．５ｍｍ以上３ｍｍ以下である。また、本発
明の製造方法では、厚さ０．６ｍｍ以上１０ｍｍ以下の樹脂シートを延伸して、厚さ０．
５ｍ以上３ｍｍ以下の画像表示装置用前面板（延伸樹脂シート）を得ている。従来、薄い
樹脂フィルムの延伸は広く行われてきたが、このような厚い樹脂シートの延伸は行われて
こなかった。それは、（Ｉ）樹脂フィルムの場合には、その薄膜化が延伸の重要な目的の
一つである一方で、樹脂シートの場合、延伸によってシート厚を変化させなくても、成形
時にシート厚を容易に制御できること、即ち、厚い樹脂シートを延伸する動機が当業者に
ないこと、（II）延伸には延伸対象物の予熱ならびに延伸後の冷却が必要であるが、加熱
または冷却ロールに沿わせて搬送するだけで予熱または冷却が完了するフィルムとは異な
り、厚い樹脂シートは、その剛性の高さから、ロールに沿わせることが非常に困難であり
、フィルムの延伸装置を樹脂シートの延伸にそのまま流用できなかったこと、（III）光
学部材の分野では、フィルムの延伸により位相差フィルムを得ることが広く行われている
が、厚い樹脂シートを延伸して光学部材を形成することは、できるだけ薄い位相差フィル
ムを得ようとする当業者の技術的課題に反しており、誰も試みようとしなかったこと、な
どの理由による。本発明は、厚い樹脂シートを延伸して光学部材の一種である画像表示装
置用前面板を得るという、従来全く想定されなかった工程を実施することでなされたもの
である。
【発明を実施するための形態】
【００１３】
　本発明の画像表示装置用前面板は、スチレン単位および／またはメタクリル酸メチル単
位を構成単位として有する重合体（Ａ）を主成分とする。ただし、重合体（Ａ）の全構成
単位に占める、メタクリル酸メチル単位の割合と、当該単位の誘導体である環構造を含む
構成単位の割合との合計が４５重量％以上であるか、または、スチレン単位の割合が４５
重量％以上である。
【００１４】
　重合体（Ａ）は、構成単位に関するこれらの条件を満たすとともに、ＪＩＳ　７３６１
－１の規定に準拠して測定した全光線透過率が９０％以上の画像表示装置用前面板を形成
できる限り、特に限定されない。
【００１５】
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　なお、スチレン単位は、当該単位のホモポリマーであるポリスチレンが耐衝撃性および
表面硬度の双方の特性に劣ることからもわかるように、従来、画像表示装置用前面板を構
成する重合体の構成単位として好ましくなかった。これに対して本発明の画像表示装置用
前面板では、スチレン単位の含有率が４５重量％以上である場合にも、単層構造をとるこ
とができながら、耐衝撃性および表面硬度の双方の特性の両立が可能である。なお、この
ことは、画像表示装置用前面板の製造コストの観点からも有利となる。
【００１６】
　重合体（Ａ）がメタクリル酸メチル単位を構成単位として有する場合、重合体（Ａ）の
全構成単位に占める、メタクリル酸メチル単位の割合と、当該単位の誘導体である環構造
を含む構成単位の割合との合計は、５０重量％以上が好ましい。
【００１７】
　重合体（Ａ）は、スチレン単位およびメタクリル酸メチル単位の双方を構成単位として
有していてもよい。このような重合体（Ａ）の例は、スチレン－メタクリル酸メチル共重
合体である。
【００１８】
　重合体（Ａ）は、構成単位に関する上記条件を満たすとともに、全光線透過率に関して
上記条件を満たす画像表示装置用前面板を形成できる限り、スチレン単位およびメタクリ
ル酸メチル単位以外の構成単位を有していてもよい。このような構成単位は、例えば、メ
タクリル酸メチル単位以外の（メタ）アクリル酸エステル単位である。
【００１９】
　重合体（Ａ）は、主鎖に環構造を有していてもよい。主鎖に環構造を有することにより
、重合体（Ａ）のガラス転移温度（Ｔｇ）が上昇し、耐熱性に優れる画像表示装置用前面
板となる。環構造の種類および重合体（Ａ）における環構造の含有率にもよるが、主鎖に
環構造を有する重合体（Ａ）のＴｇは、例えば１１０℃以上、１１５℃以上、１２０℃以
上、さらには１３０℃以上となる。重合体（Ａ）のＴｇは、ＪＩＳ　Ｋ７１２１の規定に
準拠して、中点法により測定できる。
【００２０】
　また、重合体（Ａ）が主鎖に環構造を有することにより、より高い表面硬度を有する画
像表示装置用前面板となる。
【００２１】
　重合体（Ａ）が主鎖に有していてもよい環構造の具体例は、ラクトン環構造、無水マレ
イン酸構造およびＮ－置換マレイミド構造から選ばれる少なくとも一種である。これらの
環構造は、重合体（Ａ）の透明性（全光線透過率）をほとんど低下させず、また、メタク
リル酸メチル単位およびスチレン単位との共重合が容易である。環構造の種類によっては
、メタクリル酸メチル単位および／またはスチレン単位、ならびにこれらの構成単位との
共重合が容易な（メタ）アクリル酸エステル単位および／または（メタ）アクリル酸単位
を構成単位に有する共重合体に対して、脱アルコール環化縮合反応を進行させることによ
り、重合体（Ａ）を比較的容易に形成可能である。
【００２２】
　ラクトン環構造は特に限定されないが、例えば、以下の式（１）に示す構造である。
【００２３】
【化１】

【００２４】
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　式（１）におけるＲ1、Ｒ2およびＲ3は、互いに独立して、水素原子または炭素数１～
２０の有機残基である。有機残基は、酸素原子を含んでいてもよい。有機残基は、例えば
、メチル基、エチル基、プロピル基などのアルキル基；エテニル基、プロペニル基などの
不飽和脂肪族炭化水素基；フェニル基、ナフチル基などの芳香族炭化水素基；上記アルキ
ル基、上記不飽和脂肪族炭化水素基または上記芳香族炭化水素基における水素原子の一つ
以上が、ヒドロキシ基、カルボキシル基、エーテル基およびエステル基から選ばれる少な
くとも１種の基により置換された基；である。
【００２５】
　式（１）に示すラクトン環構造は、例えば、エステル基（カルボン酸エステル基）を有
する構成単位と、水酸基を有する構成単位とを有する共重合体に対して、脱アルコール環
化縮合反応を進行させて形成できる。このような共重合体は、例えば、（メタ）アクリル
酸エステル単位と、水酸基を有する（メタ）アクリル酸エステル単位との共重合体である
。このような共重合体の一例は、メタクリル酸メチル（ＭＭＡ）単位と２－（ヒドロキシ
）アクリル酸メチル（ＲＨＭＡ）単位とを有する共重合体である。このとき、式（１）に
示すラクトン環構造のＲ1はＨ、Ｒ2はＣＨ3、Ｒ3はＣＨ3となる。
【００２６】
　共重合体に対して脱アルコール環化縮合反応を進行させて重合体（Ａ）としたときに、
メタクリル酸メチル単位の含有率を４５重量％以上とすることが容易となることから、エ
ステル基を有する構成単位がＭＭＡ単位であることが好ましい。エステル基を有する構成
単位がＭＭＡ単位である場合、水酸基を有する構成単位とＭＭＡ単位との脱アルコール環
化縮合反応により形成された環構造は、ＭＭＡ単位の誘導体である。
【００２７】
　水酸基を有する構成単位は、例えば、２－（ヒドロキシメチル）アクリル酸メチル、２
－（ヒドロキシメチル）アクリル酸エチル、２－（ヒドロキシメチル）アクリル酸イソプ
ロピル、２－（ヒドロキシメチル）アクリル酸ｎ－ブチル、２－（ヒドロキシメチル）ア
クリル酸ｔ－ブチル、２－（ヒドロキシメチル）メタクリル酸メチル、２－（ヒドロキシ
メチル）メタクリル酸エチル、２－（ヒドロキシメチル）メタクリル酸イソプロピル、２
－（ヒドロキシメチル）メタクリル酸ｎ－ブチル、２－（ヒドロキシメチル）メタクリル
酸ｔ－ブチルの各単量体の重合により形成される構成単位である。
【００２８】
　以下の式（２）に、Ｎ－置換マレイミド構造および無水マレイン酸構造を示す。
【００２９】
【化２】

【００３０】
　上記式（２）におけるＲ4およびＲ5は、互いに独立して、水素原子またはメチル基であ
り、Ｘ1は、酸素原子または窒素原子である。Ｘ1が酸素原子のときＲ6は存在せず、Ｘ1が
窒素原子のとき、Ｒ6は、水素原子、炭素数１～６の直鎖アルキル基、シクロペンチル基
、シクロヘキシル基またはフェニル基である。
【００３１】
　Ｘ1が窒素原子のとき、式（２）に示す環構造はＮ－置換マレイミド構造となる。Ｎ－
置換マレイミド構造を主鎖に有する重合体（Ａ）は、例えば、Ｎ－置換マレイミドとメタ
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クリル酸メチルおよび／またはスチレンとを共重合して形成できる。
【００３２】
　Ｘ1が酸素原子のとき、式（２）に示す環構造は無水マレイン酸構造となる。無水マレ
イン酸構造を主鎖に有する重合体（Ａ）は、例えば、無水マレイン酸とメタクリル酸メチ
ルおよび／またはスチレンとを共重合して形成できる。
【００３３】
　重合体（Ａ）が主鎖に環構造を有するとき、重合体（Ａ）における環構造の含有率は、
画像表示装置用前面板として望む特性に応じて調整すればよいが、例えば５重量％以上８
０重量％未満であり、１０重量％以上６０重量％未満が好ましい。
【００３４】
　重合体（Ａ）における環構造の含有率は、公知の手法、例えば1Ｈ核磁気共鳴（1Ｈ－Ｎ
ＭＲ）あるいは赤外線分光分析（ＩＲ）により求めることができる。また、特開2008-133
462に記載の方法により求めることも可能である。
【００３５】
　本発明の画像表示装置用前面板は、その加熱収縮率が２０％以上７０％以下である。２
０％未満の場合、延伸樹脂シートとしての延伸の程度が不足しており、耐衝撃性と表面硬
度との両立が困難となる。７０％を超える場合、延伸樹脂シートとしての延伸の程度が過
度となり、そのような強い延伸が困難である割りには得られるメリットが少ない。
【００３６】
　本発明の画像表示装置用前面板の厚さは、０．５ｍｍ以上３ｍｍ以下である。
【００３７】
　本発明の画像表示装置用前面板の濁度（ヘイズ）は、ＪＩＳ　Ｋ７１３６の規定に準拠
して測定した値にして、１％以下が好ましい。
【００３８】
　本発明の画像表示装置用前面板における表面粗さは、表面処理の有無ならびに表面処理
が行われている場合にはその種類によっても異なるが、ＪＩＳ　Ｂ０６０１に規定するＲ
ａ（算術平均粗さ）にして０．１μｍ以下とすることができ、条件によっては、０．０５
μｍ以下ともなる。
【００３９】
　本発明の画像表示装置用前面板は、重合体（Ａ）が主成分であるとともに、ＪＩＳ　７
３６１－１の規定に準拠して測定した全光線透過率が９０％以上である限り、重合体（Ａ
）以外の材料を含んでいてもよい。このような材料は、例えば、弾性有機微粒子である。
【００４０】
　弾性有機微粒子の含有により、本発明の画像表示装置用前面板の耐衝撃性がさらに向上
する。弾性有機微粒子は、例えば、共役ジエン単量体の重合により形成される構成単位（
例えば、ブタジエン単位、イソプレン単位）と、（メタ）アクリル酸エステル単量体の重
合により形成される構成単位（例えば、アクリル酸ブチル単位、アクリル酸エチル単位）
とを有する弾性有機微粒子である。弾性有機微粒子として、特開2008-242421号公報に開
示の弾性有機微粒子を使用できる。弾性有機微粒子の製造方法は、当該公報に開示がある
。
【００４１】
　本発明の画像表示装置用前面板が弾性有機微粒子を含む場合、当該前面板における弾性
有機微粒子の含有率は、５～３０重量％が好ましい。弾性有機微粒子の含有率が過度に大
きい場合、耐衝撃性が向上するメリットよりも、弾性有機微粒子によって生じる前面板へ
の入射光の散乱によって、前面板の濁度（ヘイズ）が増大し、全光線透過率が低下したり
表面硬度が低下するデメリットの方が大きくなる。
【００４２】
　本発明の画像表示装置用前面板は、その表面にハードコート処理などの表面処理がなさ
れていてもよい。ハードコート処理によって、前面板の表面硬度がさらに向上する。表面
処理には、ハードコート処理以外にも、アンチグレア処理、帯電防止処理、反射防止処理
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などがある。具体的な表面処理の方法は、公知の方法に従えばよい。
【００４３】
　本発明の画像表示装置用前面板は、典型的には重合体（Ａ）を主成分とする、場合によ
っては重合体（Ａ）からなる樹脂組成物の単層構造を有するが、本発明の効果が得られる
限り、当該樹脂組成物からなる層以外の任意の層を有していてもよい。
【００４４】
　本発明の画像表示装置用前面板は、液晶表示装置など、任意の画像表示装置に使用でき
る。本発明の画像表示装置用前面板を画像表示装置における画像表示部の外側（画像表示
面の外部側）に配置することで、画像表示部に表示される画像を外部に透過させながら、
画像表示部を外部の異物の接触、衝突などから保護できる。また、本発明の画像表示装置
用前面板は単層構造をとることができるため、従来の多層構造を有する前面板に比べて、
層の界面における波模様やスジ模様といった光学的な欠陥となりうる干渉模様が発生する
ことがなく、製造時に熱劣化物が混入することによる光学的欠点の発生も少ない。また、
製造コスト的にも、複層構造を有する前面板に比べて有利である。
【００４５】
　本発明の画像表示装置用前面板は、例えば、本発明の画像表示装置用前面板の製造方法
により製造できる。
【００４６】
　本発明の製造方法では、厚さ０．６ｍｍ以上１０ｍｍ以下の樹脂シートを延伸して、厚
さ０．５ｍｍ以上３ｍｍ以下の延伸樹脂シートからなる画像表示装置用前面板を形成する
。ここで、延伸する樹脂シートは、スチレン単位および／またはメタクリル酸メチル単位
を構成単位として有する重合体（Ａ）を主成分とするシートである。重合体（Ａ）の全構
成単位に占める、メタクリル酸メチル単位の割合と、当該単位の誘導体である環構造を含
む構成単位の割合との合計が４５重量％以上であるか、またはスチレン単位の割合が４５
重量％以上である。また、延伸により形成した画像表示装置用前面板の全光線透過率（Ｊ
ＩＳ　７３６１－１の規定に準拠して測定した全光線透過率）が９０％以上である。画像
表示装置用前面板の上記全光線透過率は、重合体（Ａ）の組成ならびに樹脂シートにおけ
る重合体（Ａ）の含有率および重合体（Ａ）以外の成分の選択により調整できる。
【００４７】
　樹脂シートの延伸には、予熱方法を除き、一般的な延伸方法を応用できる。例えば、一
軸延伸または二軸延伸により樹脂シートを延伸して画像表示装置用前面板を形成すればよ
い。より高いレベルでの耐衝撃性および表面硬度の両立が可能となることから、樹脂シー
トを二軸延伸して、延伸樹脂シートからなる画像表示装置用前面板を形成することが好ま
しい。一軸延伸および二軸延伸には、予熱方法を除き、公知の延伸方法を応用できる。
【００４８】
　具体的な延伸には、例えば、樹脂シートを低速ロール、高速ロールの順に導入し、低速
側と高速側との搬送速度の差を利用する方法や、樹脂シートの端部を把持して引っ張る方
法を利用でき、これらを単独で用いたり、組み合わせることによって、樹脂シートの一軸
延伸、二軸延伸を実現できる。樹脂フィルムの主面に圧縮力を加えることで当該フィルム
を押し広げる方法も考えられるが、当該方法では、フィルムが広がる方向を制御すること
が難しく、シートの部位により収縮率にムラが生じる可能性があり、好ましくない。また
、得られるシートの形状も丸みを帯びた形となり、通常好まれる矩形状の製品を得るため
の方法として好ましくない。また、当該方法では、押出成形された帯状の未延伸シートの
連続的な延伸も不可能である。
【００４９】
　さらに当該方法では、通常、圧縮ダイを樹脂シートの主面に押しつけることで当該シー
トに圧縮力を加えるが、圧縮ダイの表面に存在する凹凸がシートに転写されるために、あ
るいはダイを大きな圧力でシートに押しつけた状態で、シートをダイに対して水平移動さ
せるために使用される易滑剤に起因する凹凸がシートに転写されるために、表面が平滑な
延伸樹脂シートが得られない。一方、一軸延伸または二軸延伸では、ＪＩＳ　Ｂ０６０１
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に規定するＲａ（算術平均粗さ）にして、０．１μｍ以下、条件によっては０．０５μｍ
以下の延伸樹脂シートが得られる。
【００５０】
　延伸時のシート温度は、例えば、重合体（Ａ）のＴｇを基準として（Ｔｇ＋３０）℃以
下であり、（Ｔｇ＋５）～（Ｔｇ＋２０）℃が好ましい。延伸倍率は、例えば、１．２～
４倍であり、１．２～３倍が好ましい。
【００５１】
　樹脂シートを延伸する際には、当該樹脂シートを延伸温度にまで予熱する必要がある。
従来の薄いフィルムの延伸では、加熱ロールをフィルムが通過する際に予熱を行うことが
可能であったが、本発明のように厚い樹脂シートを用いた場合、フィルムに比べて熱容量
が大きいことにより、また、そもそも加熱ロールへ樹脂シートを沿わせることが不可能で
あることにより、このような予熱の実施が不可能である。このため、樹脂シートの予熱に
は他の手段、例えば、熱風の導入あるいは赤外線の照射を用いることが好ましい。赤外線
を照射する場合、樹脂シートの双方の主面に赤外線を照射することが好ましい。同様に、
延伸後のシートの冷却には、冷却ロールにシートを沿わせることが不可能であることから
、他の手段、例えば、冷風の導入を用いることが好ましい。
【００５２】
　延伸する樹脂シートは、重合体（Ａ）を主成分とする樹脂組成物を押出成形するなど、
公知の成形法により形成できる。
【００５３】
　本発明の製造方法では、本発明の画像表示装置用前面板が得られる限り、樹脂シートを
延伸して樹脂延伸シートとする以外の任意の工程を、任意の時点で実施できる。
【実施例】
【００５４】
　以下、実施例により、本発明をより詳細に説明する。本発明は、以下に示す実施例に限
定されない。
【００５５】
　最初に、本実施例において作製した重合体および画像表示装置用前面板の評価方法を示
す。
【００５６】
　［重合反応率、重合体組成分析］
　重合体を作製する際の重合反応率は、得られた重合溶液に残留する未反応単量体の量か
ら算出した。未反応単量体の量は、ガスクロマトグラフィー（島津製作所製、ＧＣ１７Ａ
）により測定した。また、未反応単量体の量と、最初に重合系に加えた単量体の量とから
、重合体の組成を求めた。
【００５７】
　［重量平均分子量］
　重合体の重量平均分子量は、ゲルパーミエーションクロマトグラフィー（ＧＰＣ）を用
いて、ポリスチレン換算により求めた。測定に用いた装置および測定条件は、
　システム：東ソー製
　カラム：TSK-GEL SuperHZM-M 6.0×150　２本直列
　ガードカラム：TSK-GEL SuperHZ-L 4.6×35　１本
　リファレンスカラム：TSK-GEL SuperH-RC 6.0×150　２本直列
　溶離液：クロロホルム　流量０．６ｍＬ／分
　カラム温度：４０℃
である。
【００５８】
　［ガラス転移温度］
　重合体のガラス転移温度（Ｔｇ）は、ＪＩＳ　Ｋ７１２１に準拠して求めた。具体的に
は、示差走査熱量計（リガク製、ＤＳＣ－８２３０）を用い、窒素フロー（５０ｍＬ／分
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）雰囲気下、約１０ｍｇのサンプルを常温から２００℃まで昇温（昇温速度１０℃／分）
して得られたＤＳＣ曲線から、中点法により評価した。リファレンスには、α－アルミナ
を用いた。
【００５９】
　［全光線透過率］
　前面板の全光線透過率は、ＪＩＳ　Ｋ７３６１－１に準拠し、ヘーズメーター（日本電
色工業製、ＮＤＨ５０００）を用いて求めた。
【００６０】
　［表面粗さ］
　前面板の表面粗さとして、ＪＩＳ　Ｂ０６０１：２００１に規定されているＲａ（算術
平均粗さ）を、平面に拡張して求めた。測定は、レーザー顕微鏡（キーエンス製、ＶＫ－
９７００）を用い、測定面積を９５μｍ×７０μｍとして行った。なお、前面板における
表面粗さの測定部位は、前面板において、視認できる傷や汚れの無い部位を無作為に選択
した。
【００６１】
　［加熱収縮率］
　前面板の加熱収縮率は、以下のようにして求めた。
【００６２】
　作製した前面板から、８０ｍｍ×８０ｍｍのサイズの試験片を切り出し、当該試験片の
表面に、直径約５０ｍｍの円をマジックで描いた。このときの円の直径をΦ１とした。次
に、タルク粉をまんべんなく敷いたトレイに試験片を置き、さらに試験片の上にもタルク
粉を敷き、その上にステンレス製の板（１５０ｍｍ×１５０ｍｍ、重さ１８０ｇ）を置い
た。このステンレス製の板は、試験片の加熱時に、試験片がカールしたり波打ったりする
ことを抑制する目的で使用した。次に、前面板を構成する重合体のＴｇより３０℃高い温
度に保持した熱風オーブンに試験片ごとトレイを収容し、試験片を１時間加熱処理した。
加熱処理後、トレイをオーブンから取り出して室温まで冷却し、冷却した試験片の表面に
描かれた円の直径の最大値（Φ２ａ）と最小値（Φ２ｂ）とをノギスで測定した。式［Φ
１－（Φ２ａ＋Φ２ｂ）／２］／Φ１×１００（％）の値を加熱収縮率とし、３枚の試験
片に対して求めた加熱収縮率の平均値を測定結果とした。
【００６３】
　［耐衝撃性］
　前面板の耐衝撃性は、自由落下のダート法（ＪＩＳ　Ｋ７１２４、Ａ法）に準拠して評
価した。同じ前面板から切り出した３枚の試験片に対して、重量５０ｇの弾頭を用いて試
験を実施した。耐衝撃性の判定は、３枚の試験片全てで弾頭が貫通しなかった場合を合格
（○）、１枚の試験片でも弾頭が貫通した場合を不合格（×）とした。
【００６４】
　［耐擦傷性］
　前面板の耐擦傷性は、ＪＩＳ　Ｋ５６００－５－４に準拠して評価した。評価は、硬度
Ｈの鉛筆を用いて行い、前面板の表面に傷がつかなかった場合を合格（○）、傷がついた
場合を不合格（×）とした。
【００６５】
　（製造例１）
　攪拌装置、温度センサー、冷却管、および窒素導入管を備えた、内容積３０Ｌの反応釜
に、８ｋｇのメタクリル酸メチル（ＭＭＡ）、２ｋｇの２－（ヒドロキシメチル）アクリ
ル酸メチル（ＲＨＭＡ）、重合溶媒として１０ｋｇのメチルイソブチルケトン、調整剤と
して５ｇのｎ－ドデシルメルカプタンを仕込み、これに窒素を通じつつ、１０５℃まで昇
温させた。昇温に伴う還流が始まったところで、重合開始剤として５ｇのｔ－アミル－３
，５，５－トリメチルヘキサノエートを添加するとともに、２３０ｇのメチルイソブチル
ケトンにｔ－アミル－３，５，５－トリメチルヘキサノエート１０ｇを溶解させた溶液を
２時間かけて滴下しながら、約１０５～１２０℃の還流下で溶液重合を進行させ、さらに
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４時間の熟成を行った。
【００６６】
　次に、得られた重合溶液に、環化縮合反応の触媒（環化触媒）として、３０ｇのリン酸
ステアリル／リン酸ジステアリル混合物（堺化学工業製、Phoslex A-18）を加え、約９０
～１２０℃の還流下において５時間、ラクトン環構造を形成するための脱アルコール環化
縮合反応を進行させた。
【００６７】
　次に、このようにして得た重合溶液を、バレル温度２６０℃、回転速度１００ｒｐｍ、
減圧度１３．３～４００ｈＰａ（１０～３００ｍｍＨｇ）、リアベント数１個およびフォ
アベント数４個のベントタイプスクリュー二軸押出機（Φ＝２９．７５ｍｍ、Ｌ／Ｄ＝３
０）に、樹脂量換算で２．０ｋｇ／時の処理速度で導入し、押出機内でさらなる環化縮合
反応と脱揮とを実施して、ＭＭＡ単位と、当該単位の誘導体であるラクトン環構造を含む
構成単位とを有する重合体（１）を得た。得られた重合体（１）の重量平均分子量は１５
万、ガラス転移温度（Ｔｇ）は１３１℃であった。また、得られた重合体（１）における
ＭＭＡ単位と、当該単位の誘導体であるラクトン環構造を含む構成単位との含有率の合計
は、１００重量％であった。
【００６８】
　次に、作製した重合体（１）を、押出成形法により、厚さ４ｍｍのシート（１Ａ）およ
び厚さ５ｍｍのシート（１Ｂ）とした。押出成形には、東洋精機製作所製ラボプラストミ
ルに単軸押出ユニット（シリンダー径２０ｍｍ）およびコートハンガー型ダイ（幅１５０
ｍｍ）を取り付けた装置を用いた。得られたシート（１Ａ）、（１Ｂ）の加熱収縮率は－
１％～１％の間であり、それぞれ実質的に未延伸の状態であることが確認された。
【００６９】
　（実施例１）
　製造例１で作製した未延伸シート（１Ａ）を９７ｍｍ角に切断し、延伸機（東洋精機製
作所製、コーナーストレッチ式２軸延伸試験装置Ｘ６－Ｓ）にセットした。この延伸機は
、セットしたシートの４辺を各々１０個のチャックで把持して当該シートを延伸する機能
を有する。各チャックは連動して移動し、同時または逐次に、直交する２方向にシートを
延伸可能である。
【００７０】
　次に、セットしたシートを、１５０℃で３分間予熱した後（即ち、延伸温度が１５０℃
）、２０秒間で倍率１．５倍となるように１段目の延伸を行った。１段目の延伸が完了し
て１秒後に、１段目と直交する方向に２段目の延伸を、２０秒間で倍率１．５倍となるよ
うに行った。２段目の延伸完了後の状態を２０秒間維持した後、加熱炉を開放し、延伸後
のシートを冷却して、延伸シート（１）を得、これを前面板とした。なお、未延伸シート
（１Ａ）の中央部に５０ｍｍ角の四角形をマジックで描き、延伸に伴ってこの四角形がど
のように変化するかを確認したところ、１段目の延伸終了時には、およそ５０ｍｍ×７５
ｍｍの四角形であり、２段目の延伸終了時には、およそ７５ｍｍ×７５ｍｍの四角形であ
った。
【００７１】
　（実施例２）
　延伸倍率を、１段目および２段目ともに２．０倍とした以外は実施例１と同様にして、
延伸シート（２）を得、これを前面板とした。
【００７２】
　（実施例３）
　製造例１で作製した未延伸シート（１Ｂ）を用い、延伸倍率を、１段目および２段目と
もに３．０倍とした以外は実施例１と同様にして、延伸シート（３）を得、これを前面板
とした。
【００７３】
　（製造例２）
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　重合する単量体として、７ｋｇのＭＭＡ、２ｋｇのＭＨＭＡ、１ｋｇのスチレン（Ｓｔ
）を用いた以外は、製造例１と同様にして、Ｓｔ単位と、ＭＭＡ単位と、ＭＭＡ単位の誘
導体であるラクトン環構造を含む構成単位とを有する重合体（２）を得た。得られた重合
体（２）の重量平均分子量は１４．５万、ガラス転移温度（Ｔｇ）は１２７℃であった。
また、得られた重合体（２）におけるＭＭＡ単位と、当該単位の誘導体であるラクトン環
構造を含む構成単位との含有率の合計は、８９重量％であった。
【００７４】
　次に、作製した重合体（２）から、製造例１と同様にして、厚さ４ｍｍの未延伸シート
（２）を得た。
【００７５】
　（実施例４）
　製造例２で作製した未延伸シート（２）を用い、延伸温度を１４５℃、延伸倍率を、１
段目および２段目ともに２．０倍とした以外は実施例１と同様にして、延伸シート（４）
を得、これを前面板とした。
【００７６】
　（製造例３）
　攪拌装置、温度センサー、冷却管、および窒素導入管を備えた、内容積３０Ｌの反応釜
に、９ｋｇのＭＭＡ、１ｋｇのＮ－フェニルマレイミド（ＰＭＩ）、および重合溶媒とし
て１０ｋｇのトルエンを仕込み、これに窒素を通じつつ、１０５℃まで昇温させた。昇温
に伴う還流が始まったところで、重合開始剤として１２ｇのｔ－アミルパーオキシイソノ
ナノエートを添加するとともに、１３６ｇのトルエンにｔ－アミルパーオキシイソノナノ
エート２４ｇを溶解させた溶液を２時間かけて滴下しながら、約１０５～１１０℃の還流
下で溶液重合を進行させ、さらに４時間の熟成を行った。
【００７７】
　次に、このようにして得た重合溶液を、バレル温度２４０℃、回転速度１２０ｒｐｍ、
減圧度１３．３～４００ｈＰａ（１０～３００ｍｍＨｇ）、リアベント数１個およびフォ
アベント数４個のベントタイプスクリュー二軸押出機（Φ＝２９．７５ｍｍ、Ｌ／Ｄ＝３
０）に、樹脂量換算で２．０ｋｇ／時の処理速度で導入し、押出機内で脱揮を実施して、
ＭＭＡ単位と、Ｎ－フェニルマレイミド単位とを有する重合体（３）を得た。得られた重
合体（３）の重量平均分子量は１７万、ガラス転移温度（Ｔｇ）は１２７℃であった。ま
た、得られた重合体（３）におけるＭＭＡ単位の含有率は、９０重量％であった。
【００７８】
　次に、作製した重合体（３）から、製造例１と同様にして、厚さ４ｍｍの未延伸シート
（３）を得た。
【００７９】
　（実施例５）
　製造例３で作製した未延伸シート（３）を用い、延伸温度を１４５℃、延伸倍率を、１
段目および２段目ともに１．３倍とした以外は実施例１と同様にして、延伸シート（５）
を得、これを前面板とした。
【００８０】
　（製造例４）
　重合する単量体として、９．５ｋｇのＭＭＡ、０．５ｋｇのメタクリル酸（ＭＡ）を用
いた以外は、製造例３と同様にして、ＭＭＡ単位とＭＡ単位とを有する重合体（４）を得
た。得られた重合体（４）の重量平均分子量は１５．８万、ガラス転移温度（Ｔｇ）は１
０６℃であった。また、得られた重合体（４）におけるＭＭＡ単位の含有率は、９５重量
％であった。
【００８１】
　次に、作製した重合体（４）から、厚さを４ｍｍの未延伸シート（４）を得た。
【００８２】
　（参考例１）
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　製造例４で作製した未延伸シート（４）を用い、延伸温度を１２５℃、延伸倍率を、１
段目および２段目ともに２．０倍とした以外は実施例１と同様にして、延伸シート（６）
を得、これを前面板とした。
【００８３】
　（製造例５）
　重合する単量体として、８．８ｋｇのＭＭＡ、１ｋｇのＰＭＩ、０．２ｋｇのＳｔを用
いた以外は、製造例３と同様にして、ＭＭＡ単位とＭＡ単位とＳｔ単位とを有する重合体
（５）を得た。得られた重合体（５）の重量平均分子量は１６万、ガラス転移温度（Ｔｇ
）は１２６℃であった。また、得られた重合体（５）におけるＭＭＡ単位の含有率は、８
８重量％であった。
【００８４】
　次に、作製した重合体（５）から、製造例１と同様にして、厚さ４ｍｍの未延伸シート
（５）を得た。
【００８５】
　（実施例７）
　製造例５で作製した未延伸シート（５）を用い、延伸温度を１４５℃、延伸倍率を、１
段目および２段目ともに２．０倍とした以外は実施例１と同様にして、延伸シート（７）
を得、これを前面板とした。
【００８６】
　（製造例６）
　コンデンサー、攪拌機および２つの滴下ロートを備えた内容積３０Ｌの反応釜に、１．
８ｋｇのＳｔと９．１ｋｇのトルエンとを仕込み、これに窒素を通じつつ、１１４℃まで
昇温させた。１１４℃に達したところで、重合開始剤として２．５ｇのｔ－ブチルパーオ
キシイソプロピルカーボネートを添加するとともに、予め調製しておいた、５．８ｋｇの
ＰＭＩと３．８ｋｇのトルエンとからなる滴下液（Ｉ）、および４．４ｋｇのＳｔと、５
．０ｇのｔ－ブチルパーオキシイソプロピルカーボネートとからなる滴下液（II）を、そ
れぞれ別のルートから、３．５時間かけて均一な速度で反応釜に滴下しながら、環流状態
で重合を進行させた。滴下終了後、反応釜の内部をさらに１．５時間保温し続け、トルエ
ン５２重量％、スチレン５．１重量％およびマレイミド系共重合体４２．９重量％からな
る組成物を得た。マレイミド系共重合体におけるＮ－フェニルマレイミド単位の含有率は
５４．３重量％、スチレン単位の含有率は４５．７重量％であり、そのＴｇは２０６℃で
あった。
【００８７】
　次に、得られた組成物を、ギアポンプを用いてスタティックミキサー式熱交換機を通過
させることで２４０℃に加熱した後、ベントタイプ二軸同方向噛み合い型押出機（スクリ
ュー径（Ｄ）が６５ｍｍ、シリンダー長さ（Ｌ）が２６００ｍｍ、Ｌ／Ｄ＝４０、リアベ
ント１個、フォアベント３個）に連続して供給し、押出機内で脱揮処理を行った。このと
き、組成物の供給速度を１１０ｋｇ／時とし、バレル温度を２７０℃、スクリュー回転速
度を１２０ｒｐｍとした。また、各ベントの圧力は、リアベントが７００ｍｍＨｇ、第１
フォアベントが２５０ｍｍＨｇ、第２フォアベントが２０ｍｍＨｇ、第３フォアベントが
２０ｍｍＨｇとした。さらに、第２、第３フォアベント前段において、それぞれ供給速度
７ｋｇ／時で水を圧入した。このようにして得たマレイミド系共重合体（６）の重量平均
分子量は２３万であった。
【００８８】
　次に、作製した重合体（６）から、製造例１と同様にして、厚さ５ｍｍの未延伸シート
（６）を得た。
【００８９】
　（実施例８）
　製造例６で作製した未延伸シート（６）を用い、延伸温度を２２０℃、延伸倍率を、１
段目および２段目ともに１．８倍とした以外は実施例１と同様にして、延伸シート（８）
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【００９０】
　（製造例７）
　市販されているＭＭＡとＳｔとの共重合体（新日鐵化学製、ＭＳ－６００、ＭＭＡとＳ
ｔとの共重合比が重量比で６：４）を用い、製造例１と同様にして、厚さ５ｍｍの未延伸
シート（７）を得た。用いた共重合体のＴｇは１００℃であった。
【００９１】
　（参考例２）
　製造例７で作製した未延伸シート（７）を用い、延伸温度を１２０℃、延伸倍率を、１
段目および２段目ともに２．５倍とした以外は実施例１と同様にして、延伸シート（９）
を得、これを前面板とした。
【００９２】
　（製造例８）
　市販されているＭＭＡとＳｔとの共重合体（新日鐵化学製、ＭＳ－３００、ＭＭＡとＳ
ｔとの共重合比が重量比で３：７）を用い、製造例１と同様にして、厚さ６ｍｍの未延伸
シート（８）を得た。用いた共重合体のＴｇは９２℃であった。
【００９３】
　（参考例３）
　製造例８で作製した未延伸シート（８）を用い、延伸温度を１１０℃、延伸倍率を、１
段目および２段目ともに１．５倍とした以外は実施例１と同様にして、延伸シート（１０
）を得、これを前面板とした。
【００９４】
　（比較例１）
　製造例４で作製した未延伸シート（４）を、そのまま延伸することなく、前面板とした
。
【００９５】
　（比較例２）
　市販のポリカーボネートシート（住友ベークライト製、ポリカエースＥＣＫ１００、厚
さ２．０ｍｍ）を、そのまま前面板とした。
【００９６】
　実施例１～５，７～８、参考例１～３および比較例１～２で作製した前面板を構成する
重合体の、重合前のモノマー組成およびガラス転移温度（Ｔｇ）、ならびに作製した前面
板の特性評価結果を、以下の表１に示す。
【００９７】
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【表１】

【００９８】
　表１に示すように、実施例１～５，７～８および参考例１～３で作製した各前面板は、
単層構造でありながら、高い表面硬度および耐衝撃性を有していた。
【産業上の利用可能性】
【００９９】
　本発明の画像表示用前面板は、画像表示装置の種類を問わず、前面板として用いること
ができる。
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