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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　光学層および該光学層の少なくとも１面上に設けられた親水性層を有する光学用フィル
ムであって、
　該光学層は、アセチル基、ブチリル基およびプロピオニル基からなる群から選択される
１種またはそれ以上を有するエステル化α－１，４－グルカンの１種またはそれ以上から
なる、α－１，４－グルカン修飾物を含み、および
　該親水性層は、該光学層に含まれるα－１，４－グルカン修飾物を脱修飾させることに
よって得られたα－１，４－グルカンを含む、
光学用フィルム。
【請求項２】
　前記α－１，４－グルカン修飾物の置換度が２．５～３．０である、請求項１記載の光
学用フィルム。
【請求項３】
　前記α－１，４－グルカン修飾物の分子量が、１００ｋＤａ～６０００ｋＤａである、
請求項１または２記載の光学用フィルム。
【請求項４】
　前記光学用フィルムの透過率が９０～１００％である、請求項１～３いずれかに載の光
学用フィルム。
【請求項５】
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　偏光子保護フィルムである、請求項１～４いずれかに記載の光学用フィルム。
【請求項６】
　位相差フィルムである、請求項１～４いずれかに記載の光学用フィルム。
【請求項７】
　アセチル基、ブチリル基およびプロピオニル基からなる群から選択される１種またはそ
れ以上を有するエステル化α－１，４－グルカンの１種またはそれ以上からなるα－１，
４－グルカン修飾物を有機溶媒に溶解させる、溶液調製工程、
　該溶液を支持体上に流延する溶液流延工程、
　乾燥させてα－１，４－グルカン修飾物からなる光学層を得る乾燥工程、および
　得られたα－１，４－グルカン修飾物からなる光学層の少なくとも１面を、アルカリ溶
液、アルカリ触媒溶液またはこれらの混合物に接触させることによりα－１，４－グルカ
ン修飾物をけん化させて、親水性層を得る工程、
を包含する、光学層および親水性層を有する光学用フィルムの製造方法。
【請求項８】
　アセチル基、ブチリル基およびプロピオニル基からなる群から選択される１種またはそ
れ以上を有するエステル化α－１，４－グルカンの１種またはそれ以上からなるα－１，
４－グルカン修飾物を加熱し溶融させる、溶融工程、
　該溶融液を冷却ロール上に流延し、α－１，４－グルカン修飾物からなる光学層を得る
溶融液流延工程、および
　得られたα－１，４－グルカン修飾物からなる光学層の少なくとも１面を、アルカリ溶
液、アルカリ触媒溶液またはこれらの混合物に接触させることによりα－１，４－グルカ
ン修飾物をけん化させて、親水性層を得る工程、
を包含する、光学層および親水性層を有する光学用フィルムの製造方法。
【請求項９】
　請求項１～６いずれかに記載の光学用フィルムを配置した液晶表示装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、α－１，４－グルカン修飾物を含む光学用フィルムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　光学用フィルムは、現在、各種表示装置、音楽または映像用光ディスク、ミラー、写真
フィルムなど、幅広い用途に用いられている。これらの光学用フィルムに求められる性質
は、一般に、フィルムの透明性、強度、柔軟性、耐熱性、そしてフィルム製造時の製膜性
および加工性など多岐にわたっている。そして、液晶表示装置をはじめとする表示装置に
おいては、一般に、必要とされる性能を発現させるために、各種性質の異なる複数の光学
用フィルムを組み合わせて用いられている。
【０００３】
　表示装置に用いられる光学用フィルムの一例として、偏光子保護フィルムが挙げられる
。偏光子は一般に、ポリビニルアルコールのフィルムを延伸し、得られたフィルムをヨウ
素で染色したものである。一般に、このような偏光子の両面には偏光子保護フィルムが設
けられる。偏光子保護フィルムは、偏光子の強度を補強し、そして偏光子の表面を保護す
る役割を有する。
【０００４】
　このような偏光子保護フィルムには、高い透明性、高い強度などの特性が求められる。
そしてこの偏光子保護フィルムはさらに、複屈折率が低いことが求められる。偏光子保護
フィルムの複屈折率が高い場合は、光学的ひずみの原因となり、表示装置に表示される画
像などの悪化をもたらすからである。現在、偏光子保護フィルムとしてセルローストリア
セテートが広く用いられている。
【０００５】
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　また、表示装置に用いられる光学用フィルムの他の一例として、位相差フィルムが挙げ
られる。位相差フィルムは、液晶表示装置などにおいて、色補償または視野角拡大などを
目的として用いられている。現在、位相差フィルムとしては、各種合成ポリマーまたはセ
ルローストリアセテートなどのフィルムを延伸したフィルムなどが用いられている。
【０００６】
　上記のような偏光子保護フィルムまたは位相差フィルムなどの光学用フィルムとして、
これまでセルローストリアセテートが広く用いられてきた。これは、セルローストリアセ
テートのフィルムは、比較的透明性が高く複屈折が小さいという性質を有することに由来
する。
【０００７】
　セルローストリアセテートは、一般に、酸性触媒の存在下において、セルロースに無水
酢酸を反応させることにより製造される。この方法では、反応の度合いを示す置換度を一
旦３．０付近まで上昇させ、その後目的の置換度になるように脱アセチル化をするという
２段階の反応を経る必要がある。一方で、位相差フィルムとしてセルローストリアセテー
トを使用する場合、その置換度によって複屈折特性が変化することも知られている（特開
２０００－１３７１１６号公報、特許文献１）。上記の２段階の置換方法では置換度を厳
密に制御することは困難である。そのため、こうして得られるセルローストリアセテート
を用いる場合は、複屈折の問題を考慮する必要がある。
【０００８】
　またセルローストリアセテートは、光学用フィルムとしての強度は備えているものの、
柔軟性に乏しいという問題もある。セルローストリアセテートの柔軟性の乏しさは、位相
差フィルム製造の際における十分な延伸を困難とする。また、折り曲げに強い表示装置を
実現することも困難とする。セルローストリアセテートの柔軟性を改善する方法として、
可塑剤を添加して柔軟性を持たせる方法がある。しかし、可塑剤を加えることによって、
フィルムの光学特性が変化する恐れがある。さらに、フィルムに含まれる可塑剤が時間の
経過とともにフィルム表面に移行するという問題もある。
【０００９】
　セルローストリアセテートの他の問題として、天然物であるセルロースを原料としてい
る点が挙げられる。このような天然物は、精製を行っても依然として分子量の分布が広く
、そのため、光学的な面あるいは強度の面で十分な性能を発揮することが困難となる。
【００１０】
　一方、これらのセルローストリアセテートの代替素材としての、澱粉のトリアセテート
を用いる研究もなされている。しかしながら、このような澱粉のトリアセテートは、セル
ローストリアセテートと比較して柔軟性は高いものの、強度が低いという問題がある。こ
の強度の低さは、澱粉のトリアセテートをセルローストリアセテートの代替として用いる
ことを困難としている。そのため、澱粉のトリアセテートを光学用フィルムとして用いる
検討は、未だ十分にはなされていない。澱粉のトリアセテートの強度の低さは、澱粉が多
数の枝分かれを持つアミロペクチンと枝分かれがほとんどないアミロースの混合物である
こと、そして分子量分布も広いことなどが原因であると考えられる。
【００１１】
　本発明者らによる発明であるＷＯ０２／０６５０７号パンフレット（特許文献２）には
、酵素合成アミロース（α－１，４－グルカン）およびその修飾物からなるフィルムが開
示されている。しかしながら、この特許文献においては、光学用フィルムとしての利用に
ついては触れられていない。
【００１２】
【特許文献１】特開２０００－１３７１１６号公報
【特許文献２】ＷＯ０２／０６５０７号パンフレット
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１３】
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　本発明は上記従来の問題を解決するものであり、その目的とするところは、透明性、強
度および柔軟性などに優れ、さらに低複屈折性を有し、そして加工性に優れる、光学用フ
ィルム、特に偏光子保護フィルムまたは位相差フィルムを提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１４】
　本発明は、α－１，４－グルカン修飾物を含む光学用フィルムを提供するものであり、
これにより上記目的が達成される。
【００１５】
　上記α－１，４－グルカン修飾物の置換度が２．５～３．０であるのが好ましい。
【００１６】
　また、上記α－１，４－グルカン修飾物の分子量が、１００ｋＤａ～６０００ｋＤａで
あるのが好ましい。
【００１７】
　さらに、上記α－１，４－グルカン修飾物が、アセチル基、ブチリル基およびプロピオ
ニル基からなる群から選択される１種またはそれ以上を有するエステル化α－１，４－グ
ルカンを１種またはそれ以上含むのが好ましい。
【００１８】
　また、上記光学用フィルムの透過率が９０～１００％であるのが好ましい。
【００１９】
　本発明はまた、光学層およびこの光学層の少なくとも１面上に設けられた親水性層を有
する光学用フィルムであって、
　この光学層は、アセチル基、ブチリル基およびプロピオニル基からなる群から選択され
る１種またはそれ以上を有するエステル化α－１，４－グルカンを１種またはそれ以上含
む、α－１，４－グルカン修飾物を含み、および
　この親水性層は、この光学層に含まれるα－１，４－グルカン修飾物を脱修飾させるこ
とによって得られたα－１，４－グルカンを含む、
光学用フィルムも提供する。
【００２０】
　上記光学用フィルムの１態様として、偏光子保護フィルムが挙げられる。
【００２１】
　また、上記光学用フィルムの他の１態様として、位相差フィルムが挙げられる。
【００２２】
　本発明は、光学用フィルムの製造方法も提供する。製造方法の一例として、
α－１，４－グルカン修飾物を有機溶媒に溶解させる、溶液調製工程、
この溶液を支持体上に流延する溶液流延工程、および
乾燥工程、
を包含する方法が挙げられる。
【００２３】
　製造方法の他の一例として、
α－１，４－グルカン修飾物を加熱し溶融させる、溶融工程、および
この溶融液を冷却ロール上に流延する溶融液流延工程、
を包含する方法が挙げられる。
【００２４】
　本発明は、上記の光学用フィルムを配置した液晶表示装置も提供する。
【発明の効果】
【００２５】
　α－１，４－グルカン修飾物を含む光学用フィルムは、透過率が非常に高いという利点
を有する。さらに、幅広い種々の波長の光に対しても透過率が高いという利点も有する。
従って、本発明のα－１，４－グルカン修飾物を含む光学用フィルムは、光学用フィルム
に必要とされる基本的な性能である透明性に優れたフィルムである。このフィルムはさら
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に、光学的なひずみの原因となる複屈折性が低く、偏光成分に与える影響が少ないという
利点も有する。このため、α－１，４－グルカン修飾物を含む光学用フィルムは、偏光子
保護フィルムをはじめとした液晶表示装置用の光学用フィルムとして好適である。またフ
ィルムを延伸して表示装置用の位相差フィルムとする場合においても、フィルム本来の複
屈折性が低いために、目的とする性能を有する位相差フィルムをより容易に得ることがで
きるという利点を有する。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２６】
　用語「分散度Ｍｗ／Ｍｎ」とは、重量平均分子量Ｍｗに対する数平均分子量Ｍｎの比（
すなわち、Ｍｗ÷Ｍｎ）である。高分子化合物は、タンパク質のような特別の場合を除き
、その由来が天然または非天然のいずれであるかに関わらず、その分子量は単一ではなく
、ある程度の幅を持っている。そのため、高分子化合物の分子量の分散程度を示すために
、高分子化学の分野では通常、分散度Ｍｗ／Ｍｎが用いられている。この分散度は、高分
子化合物の分子量分布の幅広さの指標である。分子量が完全に単一な高分子化合物であれ
ばＭｗ／Ｍｎは１であり、分子量分布が広がるにつれてＭｗ／Ｍｎは１よりも大きな値に
なる。本明細書中で「分子量」という用語は、特に断りのない限り重量平均分子量（Ｍｗ
）を指す。
【００２７】
　用語「α－１，４－グルカン」とは、本明細書中で用いられる場合、Ｄ－グルコースを
構成単位とする糖であって、α－１，４－グルコシド結合のみによって連結された糖単位
を少なくとも２糖単位以上有する糖をいう。α－１，４－グルカンは、直鎖状の分子であ
る。α－１，４－グルカンは、直鎖状グルカンとも呼ばれる。１分子のα－１，４－グル
カンに含まれる糖単位の数を、重合度という。本明細書中で「重合度」という用語は、特
に断りのない限り重量平均重合度を指す。α－１，４－グルカンの場合、重量平均重合度
は、重量平均分子量を１６２で割ることによって算出される。
【００２８】
　用語「置換度」は、α－１，４－グルカン修飾物における、無水グルコース残基あたり
の平均置換水酸基数を表わす。無水グルコース残基の水酸基は３つあり、それがすべて化
学修飾によって置換された場合、置換度は３、平均して２個の水酸基が置換された場合は
置換度が２となる。化学修飾がアセチル化の場合、置換度２のものをジアセテート、３の
ものをトリアセテートと呼ぶが、前述のように、置換度はあくまでも平均値であり、その
中間の値も取り得る。
【００２９】
光学用フィルム
　本発明の光学用フィルムは、α－１，４－グルカン修飾物を含む。α－１，４－グルカ
ン修飾物を構成するα－１，４－グルカンは、グルコースが直鎖状に結合した構造のポリ
マーである。これは、当該分野で公知の方法で、天然澱粉から、あるいは酵素的な手法等
で製造することができる。
【００３０】
　天然澱粉からα－１，４－グルカンを得る方法としては、たとえば天然澱粉中に存在す
るアミロペクチンのα－１，６－グルコシド結合のみに、枝切り酵素として既知のイソア
ミラ－ゼやプルラナ－ゼを選択的に作用させ、アミロペクチンを分解することにより、ア
ミロ－スを得る方法（いわゆる澱粉酵素分解法）がある。別の例として、澱粉糊液からア
ミロ－ス／ブタノ－ル複合体を沈殿させて分離する方法がある。
【００３１】
　また公知の酵素合成法を用いて、α－１，４－グルカンを調製することもできる。酵素
合成法の例としては、スクロースを基質として、アミロスクラーゼ（ａｍｙｌｏｓｕｃｒ
ａｓｅ、ＥＣ　２．４．１．４）を作用させる方法がある。
【００３２】
　酵素合成法の別の例は、グルカンホスホリラーゼ（α－ｇｌｕｃａｎ　ｐｈｏｓｐｈｏ
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ｒｙｌａｓｅ、ＥＣ　２．４．１．１；通常、ホスホリラーゼといわれる）を用いる方法
が挙げられる。ホスホリラーゼは、加リン酸分解反応を触媒する酵素である。
【００３３】
　本発明では、酵素合成α－１，４－グルカンを用いるのが好ましく、グルカンホスホリ
ラーゼを用いて酵素合成されたα－１，４－グルカンを用いるのが特に好ましい。グルカ
ンホスホリラーゼを用いて酵素合成された酵素合成α－１，４－グルカンは次のような特
徴を有する：
（１）生物資源である糖質を原料として製造される；
（２）天然澱粉と同様にグルコース残基のみで構成されており、α－１，４－グルカンも
、その分解中間体も、そして最終分解物に至るまで環境および生体に対して毒性がない；
（３）分子量分布が狭く（Ｍｗ／Ｍｎが１．１以下）、製造条件を適切に制御することに
よって任意の重合度（約６０～約３７０００）を有するものが得られる；
（４）完全に直鎖であり、天然澱粉から分画したアミロースに認められるわずかな分岐構
造をも含まない；
（５）必要に応じて澱粉と同様の化学修飾が可能である。
【００３４】
　α－１，４－グルカン修飾物は、α－１，４－グルカンを化学修飾することにより得る
ことができる。化学修飾の方法としては、エステル化、エーテル化および架橋などが挙げ
られる。本発明の光学用フィルムに用いるα－１，４－グルカン修飾物としては、α－１
，４－グルカンをエステル化することにより得られるα－１，４－グルカン修飾物が好ま
しい。
【００３５】
　エステル化は、例えば、α－１，４－グルカンを各種溶媒中でまたは無溶媒で、エステ
ル化試薬（例えば、酸無水物、有機酸、酸塩化物、ケテンまたは他のエステル化試薬など
）と反応させることによって行うことができる。反応として、例えば、有機溶媒または水
性溶媒中あるいは無溶媒中での不均一反応、またはジメチルスルホキシドなどの溶媒に溶
解して反応させる均一反応が挙げられる。エステル化に用いる反応試薬としては、導入す
るエステルの種類に対応する酸無水物、有機酸、酸塩化物、ケテンまたは他のエステル化
試薬を使用することができる。このようなエステル化によって、例えば、酢酸エステル、
プロピオン酸エステルなどのアシル化エステル修飾物が得られる。エステル化によって、
α－１，４－グルカンを構成するグルコース残基に含まれる水酸基の水素を置換すること
ができるアシル基として、例えば、アセチル基、プロピオニル基、ブチリル基、イソブチ
リル基、バレリル基、イソバレリル基、ピバロイル基、ラウロイル基、ミリストイル基、
ベンゾイル基、アクリロイル基、メタクリロイル基などが挙げられる。
【００３６】
　本発明で用いられるα－１，４－グルカン修飾物は、アセチル基、ブチリル基およびプ
ロピオニル基からなる群から選択される１種またはそれ以上を有するエステル化α－１，
４－グルカンであるのが好ましい。これらのアセチル基、ブチリル基およびプロピオニル
基を有する化学修飾を、単独で、あるいは複数を組み合わせて行なうことができる。α－
１，４－グルカン修飾物が、アセチル基、ブチリル基またはプロピオニル基を有すること
によって、光学用フィルムの吸湿性を有意に低下させることができる。また、光学用フィ
ルムの寸法安定性および耐候性を有意に向上させることができる。さらに、光学用フィル
ムとして適した強度特性を有する光学用フィルムを得ることができる。なお、これらのエ
ステル化グルカンは、２種またはそれ以上の修飾グルコース残基からなるポリマー、つま
りコポリマーまたはターポリマーなど、であってもよい。
【００３７】
　本発明で用いられるα－１，４－グルカン修飾物は、α－１，４－グルカンを置換度２
．５～３．０の範囲で化学修飾したものであるのが好ましい。置換度が２．５～３．０で
あるα－１，４－グルカン修飾物は、透湿性が非常に低いという利点がある。このような
α－１，４－グルカン修飾物を含むフィルムを、例えば偏光子保護フィルムとして用いる
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ことによって、湿気の侵入を有効に防ぐことができ、そして耐湿熱性の向上も図ることが
できる。α－１，４－グルカン修飾物の置換度のより好ましい範囲は、２．７～３．０で
ある。
【００３８】
　α－１，４－グルカン修飾物の置換度は、反応試薬の量、反応時間、反応温度等を変化
させることにより０～３．０の範囲で容易に制御することが可能である。そのため１段階
の反応で目的の置換度の修飾物を得ることができる。また、必要に応じて、得られたα－
１，４－グルカン修飾物を脱修飾し、置換度を下げることも可能である。置換度を下げる
のに用いることができる試薬として、例えば水酸化ナトリウム、ナトリウムメトキシド等
のアルカリ性物質などが挙げられる。
【００３９】
　本発明で用いるα－１，４－グルカンの平均分子量は、１００ｋＤａ～６０００ｋＤａ
であるのが好ましく、３００～３０００ｋＤａであるのがより好ましく、３００～２００
０ｋＤａであるのがさらに好ましい。平均分子量が１００ｋＤａ以下では、単独で十分な
強度を持つフィルムを形成させることが困難となるおそれがある。また、６０００ｋＤａ
以上では、酵素合成の際の収率が低く、また粘度が高いために成型が困難となるおそれが
ある。ただし２種以上の重合度のα－１，４－グルカンを併用する場合はこの限りではな
く、例えば上記範囲以外の平均分子量を有する低分子量グルカンと高分子量グルカンとを
用いる場合、またはこれらと上記範囲内の平均分子量を有するグルカンとを用いる場合で
あっても、良好な形成性を得ることができる。また、他の機能を有する光学用フィルム上
に、本発明の光学用フィルムを、コーティング等の方法により直接形成させるような場合
は、上記範囲に限られず、例えば１００ｋＤａ以下のα－１，４－グルカン修飾物を用い
ることもできる。
【００４０】
　さらに、異なる分子量を有するα－１，４－グルカンを２種以上混合して用いることに
よって、光学用フィルムの偏光層の物性を制御することもできる。混合するα－１，４－
グルカンの分子量、または用いるα－１，４－グルカンの比率を変化させることによって
、得られるフィルムの柔軟性および伸びなどの物性をコントロールすることができる。
【００４１】
　本発明の光学用フィルムは、α－１，４－グルカン修飾物に加えて、可塑剤、柔軟化剤
、架橋剤、紫外線吸収剤、安定化剤等の種々の添加剤を含めてもよい。
【００４２】
　可塑剤の例として、例えばグリセリン、モノアセチン、ジアセチン、トリアセチン、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、ショ糖脂肪酸エス
テル、グリセリン脂肪酸エステル等が挙げられる。可塑剤を用いることによって、フィル
ムの成形性を高め、延伸を効果的に行うことができるという利点がある。
【００４３】
　柔軟化剤の例として、例えばグリセリン、モノアセチン、ジアセチン、トリアセチン等
のグリセリン誘導体、エチレングリコ－ル、ジエチレングリコ－ル、トリエチレングリコ
ール、ポリエチレングリコール等のエチレングリコ－ル誘導体、デキストリン、グルコー
ス、フラクトース、スクロース、マルトオリゴ糖等の糖類、ショ糖脂肪酸エステル、グリ
セリン脂肪酸エステル等の脂肪酸エステル類が挙げられる。柔軟化剤を用いることによっ
て、フィルムに柔軟性を与え、伸びを向上させることができる。
【００４４】
　また、α－１，４－グルカン修飾物と、他の高分子材料とを混合して、光学用フィルム
を調製してもよい。用いることができる他の高分子材料の例としては、多糖類としてプル
ラン、アルギン酸、カラギーナン、グアーガム、寒天、キトサン、セルロースおよびその
誘導体、デキストリン、デンプン類およびその誘導体など、またタンパク質、例えばゼラ
チン、グルテン、卵白、卵黄など、あるいはポリ乳酸やポリ－ε－カプロラクトン等のポ
リエステル類、ポリエチレングリコール等のポリエーテル類、ポリビニルアルコールやポ
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リエチレン等のポリオレフィン類、ポリアミド類、等の樹脂が挙げられる。特に従来光学
用フィルムとして用いられているセルロースアセテート等、セルロースの誘導体と混合す
ることにより、セルロースアセテートフィルムの物性や光学特性を改善することができる
。
【００４５】
　本発明の光学用フィルムは、フィルムの透過率が９０～１００％であるのが好ましく、
９０～９９．９％であるのがさらに好ましく、９４～９９．９％であるのがさらに好まし
い。そして本発明の光学用フィルムは、このように高い透過率を有するため、光学用途に
おいて特に有用なフィルムである。なお透過率は、電子工業会規格（ＬＤ－２０１）に準
じた方法で測定することができる。
【００４６】
　また、本発明の光学用フィルムは、フィルムの寸法変化率が０～４％であるのが好まし
く、０～３％であるのがさらに好ましい。本発明の光学用フィルムは、このように寸法変
化率が低く、光学用途において必要とされる高い寸法安定性を有するフィルムである。寸
法変化率は、吸水性試験前および試験後のフィルムの厚さを測定することにより、算出す
ることができる。
【００４７】
　α－１，４－グルカン修飾物を含む光学用フィルムは、透過率が非常に高いという利点
を有する。さらに、幅広い種々の波長の光に対しても透過率が高いという利点も有する。
従って、本発明のα－１，４－グルカン修飾物を含む光学用フィルムは、光学用フィルム
に必要とされる基本的な性能である透明性に優れたフィルムである。また光学的なひずみ
の原因となる複屈折性が低いために、偏光成分に与える影響が少ないという利点がある。
α－１，４－グルカン修飾物を含む光学用フィルムは、偏光子保護フィルムをはじめとし
た液晶表示装置用の光学用フィルムとして好適である。
【００４８】
　またフィルムを延伸して表示装置用の位相差フィルムとする場合においても、フィルム
本来の複屈折性が低いために、目的とする性能を有する位相差フィルムをより容易に得る
ことができるという利点を有する。
【００４９】
　α－１，４－グルカン修飾物を含む光学用フィルムは、高強度を有し、なおかつ柔軟性
に富んでいる。そのためにフィルムの変形に対する耐久性が優れている。また位相差フィ
ルムのように製造工程において延伸の過程を経る場合であっても、フィルムの伸び率が高
いために可塑剤を必要としないか、またはセルローストリアセテートに比べて使用量を低
減することができる。
【００５０】
　α－１，４－グルカン修飾物は、α－１，４－グルカンから１段階の反応で目的の置換
度の修飾物を得ることができる。そのため、セルローストリアセテートのような２段階の
反応を経るものに比べて、置換度の制御が容易であり、これにより光学的な性能を向上さ
せることができる。また２段階の反応を経ないことによって、反応中に生じうる分子鎖の
分解による強度の低下を抑えることもできる。
【００５１】
　本発明の光学用フィルムの原料である、直鎖の高分子であるα－１，４－グルカンは、
酵素合成によって得ることができる。そしてこのα－１，４－グルカンは、所望の分子量
を有するものを合成することが可能であり、かつその分子量分布は非常に狭いという特徴
を有する。そのため、光学用フィルムの強度低下および光学性能の低下をもたらす、澱粉
などにおける鎖分岐の問題、そしてセルロースなどにおける広範な分子量分布を有する問
題などが生じない。また、分子量を所望の値に制御することができるため、フィルム製造
時において重要である粘度調製が容易となる。さらに、原料であるα－１，４－グルカン
修飾物の溶解性、そして得られる光学用フィルムの物性を容易にコントロールすることが
可能である。
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【００５２】
　α－１，４－グルカン修飾物の上記のような性質を利用して、優れた光学用フィルムを
提供することができる。光学用フィルムとしては、液晶表示装置用の偏光子保護フィルム
または位相差フィルム、写真・映画用フィルム、音楽・映像用の光ディスク、ミラー等に
使用できる。また、フィルムとしての形態を取っていない光学素子としても使用すること
ができる。例えばレンズまたはプリズム、光ファイバー等の光学材料として利用すること
が可能である。
【００５３】
光学用フィルムの製造方法
　本発明の光学用フィルムの製造方法としては、キャスト法、押出し法、カレンダー法な
どを選択することができる。この中でも、キャスト法を用いるのが好ましい。キャスト法
によって調製された光学用フィルムは、成型時のひずみの発生が少なく、光学用途として
より好適であるからである。
【００５４】
　キャスト法として、主として溶液キャスト法、およびＴダイ法などの溶融キャスト法が
挙げられる。溶液キャスト法は、熱可塑性樹脂などの樹脂を、適した溶媒に溶解し、得ら
れた溶液を支持体表面にキャストし、次いで加熱してフィルムを乾燥させて、フィルムを
調製する方法である。こうして得られたフィルムを、支持体から剥離することにより、光
学用フィルムを得ることができる。また、溶融キャスト法は、加熱溶融された熱可塑性樹
脂を金型よりフィルム状に押出して支持体表面にキャスト（流延）して冷却し、製膜する
方法である。
【００５５】
　溶液キャスト法は、詳しくは、
　α－１，４－グルカン修飾物を有機溶媒に溶解させる、溶液調製工程、
該溶液を支持体上に流延する溶液流延工程、および
乾燥工程、
を包含する製造方法である。
【００５６】
　溶液キャスト法でα－１，４－グルカン修飾物を溶解するのに用いられる溶媒として、
種々の有機溶媒を用いることができる。用いることができる有機溶媒として、例えば、ト
ルエン、キシレンなどの芳香族系溶媒；メチルエチルケトン、アセトン、メチルイソブチ
ルケトン、シクロヘキサノンなどのケトン系溶媒；ジエチルエーテル、イソプロピルエー
テル、テトラヒドロフラン、ジオキサン、エチレングリコールジメチルエーテル、エチレ
ングリコールジエチルエーテル、ジエチレングリコールジメチルエーテル、ジエチレング
リコールジエチルエーテル、プロピレングリコールモノメチルエーテル、アニソール、フ
ェネトールなどのエーテル系溶媒；酢酸メチル、酢酸エチル、酢酸ブチル、酢酸イソプロ
ピル、酪酸エチル、乳酸エチル、エチレングリコールジアセテートなどのエステル系溶媒
；ジメチルホルムアミド、ジエチルホルムアミド、ジメチルスルホキシド、Ｎ－メチルピ
ロリドンなどのアミド系溶媒；メチルセロソルブ、エチルセロソルブ、ブチルセロソルブ
などのセロソルブ系溶媒；メタノール、エタノール、プロパノールなどのアルコール系溶
媒；ジクロロメタン、ジクロロエタン、クロロホルムなどのハロゲン系溶媒；などが挙げ
られる。これらの溶媒は単独で用いてもよく、また混合して用いてもよい。
【００５７】
　α－１，４－グルカン修飾物を溶媒に溶解する方法は特に制限はなく、例えばα－１，
４－グルカン修飾物を溶媒に一度に、または少しずつ添加し、撹拌することにより、溶液
を得ることができる。
【００５８】
　溶液キャスト法で用いられるα－１，４－グルカン修飾物の溶液に含まれる、α－１，
４－グルカン修飾物の濃度は、３～５０重量％であるのが好ましく、５～３０重量％であ
るのがより好ましい。α－１，４－グルカン修飾物の濃度が、３重量％より低い場合は、
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得られる光学用フィルムの表面性能が悪化する恐れがある。また、５０重量％より高い場
合は、溶液の粘度の経時変化が激しくなり、溶液の流延が困難になる恐れがある。
【００５９】
　次いで、得られた溶液を、支持体上に流延する。流延に使用されるコーターとしては、
溶液を支持体上に流延することができるものであれば特に制限されない。コーターとして
、例えばバーコーター、コンマコ－ター、グラビアコーター、マイヤバー、ロールコータ
ー、リップコーター、Ｔダイ、バー付きＴダイなどを用いることができる。
【００６０】
　使用する支持体は特に制限はなく、金属支持体やプラスチック支持体を用いることがで
きる。金属支持体の具体例としては、ステンレス、鉄、アルミニウム等の金属製の支持体
、およびこれらの金属表面をクロムメッキ処理したもの、鏡面仕上げしたものなどが挙げ
られる。プラスチック支持体の具体例としては、ポリエステル、ポリエチレンテレフタレ
ート、ポリエチレンテレナフタレート、ポリエチレン、ポリプロピレン、フッ素樹脂、シ
リコーン樹脂、ポリイミド樹脂など、そして化学的な表面処理を施したポリエステルなど
も使用することができる。
【００６１】
　光学用フィルムの膜厚は用途に応じて選択することができる。膜厚の範囲は、一般的に
は１０～５００μｍ、好ましくは２０～３００μｍ、より好ましくは３０～２００μｍで
ある。
【００６２】
　次いで、支持体上に流延された溶液を乾燥することにより、溶媒が取り除かれ、光学用
フィルムを得ることができる。フィルムの乾燥条件および方法は、残存溶媒量が５重量％
以下、好ましくは３重量％以下とすることができれば、特に制限ない。乾燥条件としては
、例えば室温条件下で放置する方法、３０～７０℃に加熱して、３～２０分間保持する方
法、得られたフィルムを減圧条件下におく方法などが挙げられる。加熱することなく乾燥
させるのがより好ましく、これによりひずみの発生を抑えることができる。
【００６３】
　溶融キャスト法は、
α－１，４－グルカン修飾物を加熱し溶融させる、溶融工程、および
この溶融液を冷却ロール上に流延する溶融液流延工程、
を包含する製造方法である。
【００６４】
　α－１，４－グルカン修飾物は、その分子量よって異なるが、一般に１５０～２５０℃
に加熱することにより、溶融させることができる。
【００６５】
　こうして得られた溶融液を、冷却ロール上に流延する。流延に使用されるダイとしては
、溶液を支持体上に流延することができるものであれば特に制限されない。ダイとして、
例えばＴダイ、バー付きＴダイなどを用いることができる。溶融液の押出時温度は１００
～２５０℃であるのが好ましい。
【００６６】
　使用する冷却ロールは特に制限はないが、主として金属製の冷却ロールが用いられる。
冷却ロールとして、例えばステンレス、鉄、アルミニウム等の金属製の冷却ロール、およ
びこれらの金属表面をクロムメッキ処理したもの、鏡面仕上げしたものなどが挙げられる
。冷却ロールの温度は、５～５０℃、好ましくは１０～３０℃の範囲とすることが好まし
い。
【００６７】
　本発明では、これらの方法により得られたフィルムに、必要に応じてアニーリング処理
などを行うこともできる。アニーリング処理などを行うことによって、フィルムのひずみ
を取り除くことができる。また、これらの方法により得られたフィルム、一般的な延伸機
を用いて、一軸、逐次二軸または同時二軸に延伸することもできる。
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【００６８】
　なお、本発明の光学用フィルムは、通常はα－１，４－グルカン修飾物を用いて、上記
方法により光学用フィルムを製造することができるが、他の方法として、あらかじめ未修
飾のα－１，４－グルカンをキャスト法等によりフィルムに形成し、その後に気相中ある
いは液相中で、フィルムに含まれるα－１，４－グルカンをエステル化など修飾し、α－
１，４－グルカン修飾物とすることもできる。このような場合において、フィルム形成に
溶媒が必要とされる場合は、水性溶媒を用いるのが好ましい。
【００６９】
　また、液晶表示装置等を構成する他のフィルム材料を支持体として、溶液キャスト法に
より直接フィルムを形成することもできる。このような方法を用いることにより、得られ
る光学用フィルムをあらかじめ複合化させることができる。このような方法でフィルムを
複合化することによって、表示装置の製造工程を簡略化することができる。またこうして
得られる複合フィルムは、必要な光学層のみを有するため、表示装置の薄型化または軽量
化を図ることができる。
【００７０】
　本発明の光学用フィルムの１態様として、光学層と親水性層とを有する光学用フィルム
が挙げられる。このような光学用フィルムは、疎水性層の少なくとも１面上に親水性層を
有している。そしてこの光学層は、アセチル基、ブチリル基およびプロピオニル基からな
る群から選択される１種またはそれ以上を有するエステル化α－１，４－グルカンを１種
またはそれ以上含む、α－１，４－グルカン修飾物を含む層である。一方、親水性層は、
光学層に含まれるα－１，４－グルカン修飾物を脱修飾させることによって得られたα－
１，４－グルカンを含む層である。
【００７１】
　本発明のα－１，４－グルカン修飾物を含む光学用フィルムは、そのままでは疎水的な
性質を有している。そのため、本発明の光学用フィルムを、親水的な接着剤または素材と
複合化する場合は、複合化が容易ではないなどの問題が生じる場合もある。このような場
合、光学用フィルムを構成する光学層の少なくとも一面を、親水的表面に改質することに
より、複合化をより容易とすることができる。なお、本明細書における「光学層」とは、
本発明の光学用フィルムに求められる性質を有する層という。例えば、本発明の光学用フ
ィルムが偏光子保護フィルムである場合、光学層は、偏光子保護層を意味する。
【００７２】
　光学層と親水性層とを有する光学用フィルムを調製する方法としては、α－１，４－グ
ルカン修飾物を含む層（光学層）から構成されるフィルムの少なくとも１面を、アルカリ
溶液、アルカリ触媒溶液、またはこれらの混合物に接触させて、けん化することにより調
製することができる。アルカリ溶液として、例えば水酸化ナトリウム水溶液（例えば１Ｎ
水酸化ナトリウム水溶液など）、水酸化カリウム水溶液（例えば１Ｎ水酸化カリウム水溶
液など）などが挙げられる。アルカリ触媒溶液として、例えばナトリウムメトキシドまた
はナトリウムエトキシドなどのアルカリ触媒とアルコールなどの有機溶媒とを含む溶液が
挙げられる。例えばアセチル化α－１，４－グルカンのフィルムの一面をガラスやプラス
チック基板に貼りつけて保護した後に、このフィルムをアルカリ溶液に接触させることに
よって、片面のみをけん化することができる。こうして、光学層の片面のみに親水性層を
有する光学用フィルムを得ることができる。またこれらの溶液に、α－１，４－グルカン
修飾物を含む層（光学層）から構成されるフィルムを、１～３０分間浸漬することによっ
て、光学層の両面に親水性層を有する光学用フィルムを得ることができる。
【００７３】
　上記各種方法により得られる本発明の光学用フィルムと、偏光子などの他の機能を有す
るフィルムとを、複合化することもできる。複合化の方法として、上記したように溶液キ
ャスト法を用いる方法、また異なる機能を有するフィルムとの貼りあわせなどが挙げられ
る。複数のフィルムを貼りあわせる際に用いられる接着剤は、当該分野で公知のものを任
意に選択することができる。さらに、α－１，４－グルカンおよび／またはその修飾物を
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接着剤として用いることもできる。他の方法として、偏光子などの他の機能を有するフィ
ルムの上に、α－１，４－グルカン修飾物の溶融液を塗布してフィルムを形成する方法な
どが挙げられる。
【００７４】
液晶表示装置
　本発明の液晶表示装置は、反射型、半透過型、透過型液晶表示装置等が含まれる。そし
て本発明の液晶表示装置は、本発明の光学用フィルムを有する。液晶表示装置は一般的に
、偏光フィルム、液晶セル、および必要に応じて位相差フィルム、反射層、光拡散層、バ
ックライト、フロントライト、光制御フィルム、導光板、プリズムシート、カラーフィル
ター等の部材から構成される。ここで偏光フィルムは、偏光子と偏光子保護フィルムとを
有するフィルムである。本発明においては、本発明の光学用フィルムを使用することを必
須とする点を除いて、上記部材は特に制限されるものではない。また本発明の光学用フィ
ルムの使用位置は特に制限はなく、また、１カ所でも複数カ所でもよい。
【００７５】
　液晶セルとしては特に制限されず、電極を備える一対の透明基板で液晶層を狭持したも
の等の一般的な液晶セルが使用できる。液晶セルを構成する透明基板としては、液晶層を
構成する液晶性を示す材料を特定の配向方向に配向させるものであれば特に制限はない。
また、液晶セルの電極は、公知のものが使用できる。液晶セルの電極は、通常、液晶層が
接する透明基板の面上に設けることができ、配向膜を有する基板を使用する場合は、基板
と配向膜との間に設けることができる。液晶層を形成する液晶性を示す材料としては、特
に制限されず、各種の液晶セルを構成し得る通常の各種低分子液晶物質、高分子液晶物質
およびこれらの混合物が挙げられる。また、これらに液晶性を損なわない範囲で色素やカ
イラル剤、非液晶性物質等を添加することもできる。
【００７６】
　液晶セルは、電極基板および液晶層の他に、後述する各種の方式の液晶セルとするのに
必要な各種の構成要素を備えていてもよい。液晶セルの方式としては、ＴＮ（Ｔｗｉｓｔ
ｅｄ Ｎｅｍａｔｉｃ）方式、ＳＴＮ（ＳｕｐｅｒＴｗｉｓｔｅｄ Ｎｅｍａｔｉｃ）方式
、ＥＣＢ（ＥｌｅｃｔｒｉｃａｌｌｙＣｏｎｔｒｏｌｌｅｄ Ｂｉｒｅｆｒｉｎｇｅｎｃ
ｅ）方式、ＩＰＳ（Ｉｎ－Ｐｌａｎｅ Ｓｗｉｔｃｈｉｎｇ）方式、ＶＡ（Ｖｅｒｔｉｃ
ａｌ Ａｌｉｇｎｍｅｎｔ）方式、ＭＶＡ（Ｍｕｌｔｉｄｏｍａｉｎ Ｖｅｒｔｉｃａｌ 
Ａｌｉｇｎｍｅｎｔ）方式、ＰＶＡ（Ｐａｔｔｅｒｎｅｄ Ｖｅｒｔｉｃａｌ Ａｌｉｇｎ
ｍｅｎｔ）方式、ＯＣＢ（Ｏｐｔｉｃａｌｌｙ Ｃｏｍｐｅｎｓａｔｅｄ Ｂｉｒｅｆｒｉ
ｎｇｅｎｃｅ）方式、ＨＡＮ（Ｈｙｂｒｉｄ Ａｌｉｇｎｅｄ Ｎｅｍａｔｉｃ）方式、Ａ
ＳＭ（Ａｘｉａｌｌｙ Ｓｙｍｍｅｔｒｉｃ Ａｌｉｇｎｅｄ Ｍｉｃｒｏｃｅｌｌ）方式
、ハーフトーングレイスケール方式、ドメイン分割方式、あるいは強誘電性液晶、反強誘
電性液晶を利用した表示方式等の各種の方式が挙げられる。また、液晶セルの駆動方式も
特に制限はなく、ＳＴＮ－ＬＣＤ等に用いられるパッシブマトリクス方式、並びにＴＦＴ
（Ｔｈｉｎ Ｆｉｌｍ Ｔｒａｎｓｉｓｔｏｒ）電極、ＴＦＤ（Ｔｈｉｎ Ｆｉｌｍ Ｄｉｏ
ｄｅ）電極等の能動電極を用いるアクティブマトリクス方式、プラズマアドレス方式等の
いずれの駆動方式であってもよい。また、カラーフィルターを使用しないフィールドシー
ケンシャル方式であってもよい。
【００７７】
　本発明の光学用フィルムは、反射型および半透過型液晶表示装置に好ましく用いられる
。反射型液晶表示装置は、反射板、液晶セルおよび偏光フィルムを、この順に積層した構
成を有する。位相差フィルムは、反射板と偏光フィルムとの間（反射板と液晶セルとの間
または液晶セルと偏光フィルムとの間）に配置される。反射板は、液晶セルと基板を共有
していてもよい。半透過反射型液晶表示装置は、電液晶セルと、該液晶セルより観察者側
に配置された偏光フィルムと、偏光フィルムと液晶セルの間に配置される少なくとも１枚
の位相差フィルムと、観察者から見て液晶層よりも後方に設置された半透過反射層を少な
くとも備え、さらに観察者から見て半透過反射層よりも後方に少なくとも１枚の位相差フ
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ィルムと偏光フィルムとを有す。このタイプの液晶表示装置では、バックライトを設置す
ることで反射モードと透過モード両方の使用が可能となる。
【００７８】
　このような液晶表示装置において、本発明の光学用フィルムの１種である位相差フィル
ム、そして本発明の光学用フィルムの１種である偏光子保護フィルムを含む偏光フィルム
などを用いることができる。本発明における液晶表示装置は、本発明の光学用フィルムを
、少なくとも一つ用いたものである。
【００７９】
　本発明の光学用フィルムは上記用途に限らず、その他の種々の用途に供することが出来
る。例えば、ホスト－ゲスト型液晶表示装置、タッチパネル、エレクトロルミネッセンス
（ＥＬ）素子などの反射防止膜、反射型偏光フィルムなどに用いることができる。
【実施例】
【００８０】
　以下の実施例により本発明をさらに具体的に説明するが、本発明はこれらに限定されな
い。実施例中、「部」および「％」は、ことわりのない限り、重量基準による。
【００８１】
重合度
　試験例において、馬鈴薯塊茎由来の精製グルカンホスホリラーゼの調製方法、Ｓｔｒｅ
ｐｔｏｃｏｃｃｕｓ　ｍｕｔａｎｓ由来スクロースホスホリラーゼの調製方法、α－１，
４－グルカンの収率（％）の計算方法、重量平均分子量（Ｍｗ）及び数平均分子量（Ｍｎ
）の測定方法は、特開２００２－３４５４５８号の記載により公知である方法に従った。
具体的に、合成したグルカンの分子量は次のように測定した。まず、合成したグルカンを
１Ｎ水酸化ナトリウムで完全に溶解し、適切な量の塩酸で中和した後、グルカン約３００
μｇ分を、示差屈折計と多角度光散乱検出器を併用したゲル濾過クロマトグラフィーに供
することにより重量平均分子量を求めた。詳しくは、カラムとしてＳｈｏｄｅｘ ＳＢ８
０６Ｍ－ＨＱ（昭和電工製）を用い、検出器としては多角度光散乱検出器（ＤＡＷＮ－Ｅ
ＯＳ、Ｗｙａｔｔ Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ社製）および示差屈折計（Ｓｈｏｄｅｘ ＲＩ－
７１、昭和電工製）をこの順序で連結して用いた。カラムを４０℃に保ち、溶離液として
は０．１Ｍ硝酸ナトリウム溶液を流速１ｍＬ／分で用いた。得られたシグナルを、データ
解析ソフトウェア（商品名ＡＳＴＲＡ、Ｗｙａｔｔ Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ社製）を用い
て収集し、同ソフトを用いて解析することにより、重量平均分子量、数平均分子量を求め
た。
【００８２】
置換度の測定
　アセチル化α－１，４－グルカンの置換度は、「澱粉・関連糖質実験法」（中村ら、１
９８６年、学会出版センター）の記載に従い、以下の方法で測定した。試料１ｇを３００
ｍｌの三角フラスコに精秤し、７５％のエタノール５０ｍｌを加え分散した。これに０．
５Ｎの水酸化ナトリウム水溶液を４０ｍｌ加え、密栓して４８時間室温で振盪した。過剰
のアルカリを０．５Ｎの塩酸で滴定し、ブランクとの差から置換度（ＤＳ）を求めた。置
換度（ＤＳ）は無水グルコース残基あたりの平均置換水酸基数である。
【００８３】
引張試験
　フィルムの引張強度は以下の方法で測定した。幅１２.７ｍｍ×長さ１５２.４ｍｍの大
きさの試験片を２６℃、相対湿度５５％の恒温恒湿室に１日静置したのち、同じ場所で引
張試験を行った。引張試験機（島津製作所製 オ－トグラフＡＧＳ－Ｈ）にあらかじめ厚
みを測定した試験片を、持ち手間距離が１００ｍｍになるように固定し、１０ｍｍ／ｍｉ
ｎの速度で破断するまで引張った。各試験片について５本の試験結果を平均し、持ち手内
部で切断した場合は除外した。引張強度は破断時の荷重をフィルムの断面積で割って求め
た。
【００８４】
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吸水率および寸法変化率
　フィルムの吸水性は、以下の方法で測定した厚み約１００μｍのサンプルフィルムを５
ｃｍ四方に切り取り、真空乾燥器で加熱乾燥して絶乾にし、重量を測定した。これを蒸留
水に２４時間浸漬し、表面の水をぬぐって再度重量を測定した。浸漬の前後の重量変化か
ら吸水率（％）を計算した。また吸水率測定において、浸漬前後のフィルムの厚みを測定
し、その変化から寸法変化率（％）を計算した。
【００８５】
透過率
　フィルムの透過率は、以下の方法で測定した。日本分光製の吸光度計Ｖ－５５０を用い
て、波長２００ｎｍから９００ｎｍの範囲で、１ｎｍ刻みで測定し、吸光度スペクトルを
得た。分光スペクトルの値から、電子工業会規格（ＬＤ－２０１）に準じた方法で、透過
率を求めた。
【００８６】
製造例１：α－１，４－グルカンの合成
　１５ｍＭリン酸緩衝液（ｐＨ７．０）、１０６ｍＭスクロース、及びマルトオリゴ糖混
合物（テトラップＨ、林原製）５．４ｍｇ／リットルを含有する反応液(１リットル)に、
馬鈴薯塊茎由来の精製グルカンホスホリラーゼ（１単位／ｍｌ）と、Ｓｔｒｅｐｔｏｃｏ
ｃｃｕｓ　ｍｕｔａｎｓ由来スクロースホスホリラーゼ（１単位／ｍｌ）を加えて３７℃
で１６時間保温し、反応終了後、生成したα－１，４－グルカンの収率（％）、重量平均
分子量（Ｍｗ）および分子量分布（Ｍｗ／Ｍｎ）を決定した。その結果、重量平均分子量
が１２５０ｋＤａ、分子量分布（Ｍｗ／Ｍｎ）が１．０３のα－１，４－グルカンを得た
。
【００８７】
製造例２：アセチル化α－１，４－グルカンの作製（置換度２．１）
　還流器付反応容器で、ピリジン１Ｌに、製造例１で得られたα－１，４－グルカンの濃
度が５重量％となるように加え、無水酢酸５０ｍｌを滴下して、１００℃において６０分
反応させた。反応後、エタノールを添加して生成物を析出させ、ろ過後、数回水で洗浄し
、精製した。得られたアセチル化α－１，４－グルカンの置換度は２．１であった。
【００８８】
製造例３：アセチル化α－１，４－グルカンの作製（置換度２．７）
　還流器付反応容器で、ピリジン１Ｌに、製造例１で得られたα－１，４－グルカンの濃
度が５重量％となるように加え、無水酢酸１００ｍｌを滴下して、１００℃において６０
分反応させた。反応後、エタノールを添加して生成物を析出させ、ろ過後、数回水で洗浄
し、精製した。得られたアセチル化α－１，４－グルカンの置換度は２．７であった。
【００８９】
製造例４：アセチル化α－１，４－グルカンの作製（置換度２．９）
　還流器付反応容器で、ピリジン１Ｌに、製造例１で得られたα－１，４－グルカンの濃
度が５重量％となるように加え、無水酢酸１６０ｍｌを滴下して、１００℃において６０
分反応させた。反応後、エタノールを添加して生成物を析出させ、ろ過後、数回水で洗浄
し、精製した。得られたアセチル化α－１，４－グルカンの置換度は２．９であった。
【００９０】
製造例５：アセチル化ハイアミローススターチの作製
　α－１，４－グルカンをハイアミローススターチに代えた以外は製造例４と同様な方法
で、無水酢酸１６０ｍｌを滴下する条件で、アセチル化を行なった。置換度が２．９のア
セチル化ハイアミローススターチが得られた。
【００９１】
参考例１：キャストフィルムの作製
　製造例３で得られたアセチル化α－１，４－グルカンを、クロロホルムに５重量％で溶
解した。これをポリエステル基板上に流延し、室温で乾燥させて、厚さ約１００μｍであ
る、置換度２．７のアセチル化α－１，４－グルカンのフィルムを得た。
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【００９２】
参考例２：キャストフィルムの作製
　製造例４で得られたアセチル化α－１，４－グルカンを、クロロホルムに５重量％で溶
解した。これをポリエステル基板上に流延し、室温で乾燥させて、厚さ約１００μｍであ
る、置換度２．９のアセチル化α－１，４－グルカンのフィルムを得た。
【００９３】
実施例３：親水性層を有するキャストフィルムの作製
　製造例４で得られたアセチル化α－１，４－グルカンを５重量％でクロロホルムに溶解
した。この溶液をポリエステルの基板上に流延し、室温で乾燥させて、厚さ約１００μｍ
のフィルムを得た。このフィルムを基板からはがさずに、３０℃の１Ｎ水酸化ナトリウム
溶液に１２分間浸漬してけん化をおこなった後、流水で洗浄した。５０℃の乾燥機で乾燥
後、基板からフィルムをはがして、片面がけん化された、親水性層を有するアセチル化α
－１，４－グルカンフィルムを得た。
【００９４】
比較例１：キャストフィルムの作製
　製造例２で得られたアセチル化α－１，４－グルカンを、アセトンに５重量％で溶解し
た。これをポリエステル基板上に流延し、室温で乾燥させて、厚さ約１００μｍである、
置換度２．１のアセチル化α－１，４－グルカンのフィルムを得た。
【００９５】
比較例２：キャストフィルムの作製
　製造例５で得られたアセチル化ハイアミローススターチを、クロロホルムに５重量％で
溶解した。これをポリエステル基板上に流延し、室温で乾燥させて、厚さ約１００μｍで
ある、置換度２．９のアセチル化ハイアミローススターチのフィルムを得た。
【００９６】
比較例３：キャストフィルムの作製
　和光純薬（株）から購入した置換度２．９のセルロースアセテートを用いて、比較例２
と同様にフィルムを作製し、セルロースアセテートのフィルムを得た。
【００９７】
　実施例および比較例で得られたフィルムの強度および伸びの結果を表１に示す。アセチ
ル化ハイアミローススターチやセルロースアセテートと比較して、アセチル化α－１，４
－グルカンは同等の強度であり、伸びでは大きく上回った。
【００９８】
【表１】

【００９９】
　実施例および比較例で得られたフィルムの吸水性および寸法変化率の測定結果を、表２
に示す。アセチル化α－１，４－グルカンの中では、置換度２．７および２．９のものが
、吸水率および寸法変化率が低い結果となった。
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【０１００】
【表２】

【０１０１】
　実施例および比較例で得られたフィルムの透過率の測定結果を、表３に示す。
【０１０２】
【表３】

【０１０３】
　実施例および比較例の結果から明らかであるように、実施例により得られた本発明の光
学用フィルムは、比較例のものと比べて強度、伸びおよび透過率が高く、そして吸水率お
よび寸法安定性が低いという、光学用フィルムとして好適なフィルムであることが確認さ
れた。
【産業上の利用可能性】
【０１０４】
　α－１，４－グルカン修飾物を含む光学用フィルムは、透過率が非常に高いという利点
を有する。さらに、幅広い種々の波長の光に対しても透過率が高いという利点も有する。
従って、本発明のα－１，４－グルカン修飾物を含む光学用フィルムは、光学用フィルム
に必要とされる基本的な性能である透明性に優れたフィルムである。さらに、光学的なひ
ずみの原因となる複屈折性が低いために、偏光成分に与える影響が少ないという利点があ
る。このため、α－１，４－グルカン修飾物を含む光学用フィルムは、偏光子保護フィル
ムをはじめとした液晶表示装置用の光学用フィルムとして好適である。またフィルムを延
伸して表示装置用の位相差フィルムとする場合においても、フィルム本来の複屈折性が低
いために、目的とする性能を有する位相差フィルムをより容易に得ることができるという
利点を有する。
【０１０５】
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　α－１，４－グルカン修飾物の上記のような性質を利用して、優れた光学用フィルムを
提供することができる。光学用フィルムとしては、液晶表示装置用の偏光子保護フィルム
または位相差フィルム、写真・映画用フィルム、音楽・映像用の光ディスク、ミラー等に
使用できる。また、フィルムとしての形態を取っていない光学素子としても使用すること
ができる。例えばレンズまたはプリズム、光ファイバー等の光学材料として利用すること
ができる。
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