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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
  脂肪族ポリエステル（Ａ成分）とカルボジイミド基を１個有しその第一窒素と第二窒素
とが結合基により結合されている環状構造を少なくとも含む化合物（Ｃ成分）を含む、カ
ード用基材シートであって、Ｃ成分が下記式（１）で表され、かつ、Ｑは、下記式（１－
１）、（１－２）または（１－３）で表される２～４価の結合基であるカード用基材シー
ト。
【化１】
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【化２】

（式中、Ａｒ１およびＡｒ２は各々独立に、２～４価の炭素数５～１５の芳香族基である
。Ｒ１およびＲ２は各々独立に、２～４価の炭素数１～２０の脂肪族基、２～４価の炭素
数３～２０の脂環族基またはこれらの組み合わせ、またはこれら脂肪族基、脂環族基と２
～４価の炭素数５～１５の芳香族基の組み合わせである。Ｘ１およびＸ２は各々独立に、
２～４価の炭素数１～２０の脂肪族基、２～４価の炭素数３～２０の脂環族基、２～４価
の炭素数５～１５の芳香族基、またはこれらの組み合わせである。ｓは０～１０の整数で
ある。ｋは０～１０の整数である。なお、ｓまたはｋが２以上であるとき、繰り返し単位
としてのＸ１、あるいはＸ２が、他のＸ１、あるいはＸ２と異なっていてもよい。Ｘ３は
、２～４価の炭素数１～２０の脂肪族基、２～４価の炭素数３～２０の脂環族基、２～４
価の炭素数５～１５の芳香族基、またはこれらの組み合わせである。但し、Ａｒ１、Ａｒ
２、Ｒ１、Ｒ２、Ｘ１、Ｘ２およびＸ３はヘテロ原子を含有していてもよい、また、Ｑが
２価の結合基であるときは、Ａｒ１、Ａｒ２、Ｒ１、Ｒ２、Ｘ１、Ｘ２およびＸ３は全て
２価の基である。Ｑが３価の結合基であるときは、Ａｒ１、Ａｒ２、Ｒ１、Ｒ２、Ｘ１、
Ｘ２およびＸ３の内の一つが３価の基である。Ｑが４価の結合基であるときは、Ａｒ１、
Ａｒ２、Ｒ１、Ｒ２、Ｘ１、Ｘ２およびＸ３の内の一つが４価の基であるか、二つが３価
の基である。）
【請求項２】
  Ｃ成分が、下記式（２）で表され、かつＱａは、下記式（２－１）、（２－２）または
（２－３）で表される２価の結合基である請求項１記載のカード用基材シート。

【化３】

【化４】

（式中、Ａｒａ
１、Ａｒａ

２、Ｒａ
１、Ｒａ

２、Ｘａ
１、Ｘａ

２、Ｘａ
３、ｓおよびｋは

、各々式（１－１）～（１－３）中のＡｒ１、Ａｒ２、Ｒ１、Ｒ２、Ｘ１、Ｘ２、Ｘ３、
ｓおよびｋと同じである。）
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【請求項３】
  Ｃ成分が、下記式（３）で表され、かつＱｂは、下記式（３－１）、（３－２）または
（３－３）で表される３価の結合基である請求項１記載のカード用基材シート。
【化５】

（式中、Ｙは、環状構造を担持する担体である。）
【化６】

（式中、Ａｒｂ
１、Ａｒｂ

２、Ｒｂ
１、Ｒｂ

２、Ｘｂ
１、Ｘｂ

２、Ｘｂ
３、ｓおよびｋは

、各々式（１－１）～（１－３）のＡｒ１、Ａｒ２、Ｒ１、Ｒ２、Ｘ１、Ｘ２、Ｘ３、ｓ
およびｋと同じである。但しこれらの内の一つは３価の基である。）
【請求項４】
  Ｙは、原子、原子団またはポリマーである請求項３記載のカード用基材シート。
【請求項５】
  Ｃ成分が、下記式（４）で表され、かつＱｃは、下記式（４－１）、（４－２）または
（４－３）で表される４価の結合基である請求項１記載のカード用基材シート。
【化７】

（式中、Ｚ１およびＺ２は、環状構造を担持する担体である。）
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【化８】

（式中、Ａｒｃ
１、Ａｒｃ

２、Ｒｃ
１、Ｒｃ

２、Ｘｃ
１、Ｘｃ

２、Ｘｃ
３、ｓおよびｋは

、各々式（１－１）～（１－３）の、Ａｒ１、Ａｒ２、Ｒ１、Ｒ２、Ｘ１、Ｘ２、Ｘ３、
ｓおよびｋと同じである。但し、これらの内の一つが４価の基であるか、二つが３価の基
である。）
【請求項６】
  Ｚ１およびＺ２は各々独立に、原子、原子団またはポリマーである請求項５記載のカー
ド用基材シート。
【請求項７】
  脂肪族ポリエステル（Ａ成分）がポリ乳酸系樹脂である、請求項１～６のいずれか記載
のカード用基材シート。
【請求項８】
  Ｔｇ８０℃以上である樹脂（Ｂ成分）を含む、請求項１～７のいずれか記載のカード用
基材シート。
【請求項９】
  Ｔｇ８０℃以上である樹脂（Ｂ成分）が非結晶性である、請求項８記載のカード用基材
シート。
【請求項１０】
  ポリカーボネート系樹脂を含む、請求項１～９のいずれか記載のカード用基材シート。
【請求項１１】
  弾性率３０００ＭＰａ以下である樹脂（Ｄ成分）を含む、請求項１～１０のいずれか記
載のカード用基材シート。
【請求項１２】
  弾性率３０００ＭＰａ以下である樹脂（Ｄ成分）が非結晶性である、請求項１１記載の
カード用基材シート。
【請求項１３】
  ＡＢＳ樹脂を含む、請求項１～１２のいずれか記載のカード用基材シート。
【請求項１４】
  弾性率３０００ＭＰａ以下である樹脂（Ｄ成分）がポリオレフィン系樹脂である、請求
項１１記載のカード用基材シート。
【請求項１５】
  ポリオレフィン系樹脂が弾性率５００ＭＰａ以下である、請求項１４記載のカード用基
材シート。
【請求項１６】
  脂肪族ポリエステル（Ａ成分）に由来する第一回昇温時の結晶化熱量（ΔＨｃ）が１０
Ｊ／ｇ以上である、請求項１～１５のいずれかに記載のカード用基材シート。
【請求項１７】
  １２０℃１０分間の熱処理をした後の脂肪族ポリエステル（Ａ成分）に由来する第一回
昇温時の結晶化熱量（ΔＨｃ）が３Ｊ／ｇ以下である、請求項１～１６のいずれかに記載
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のカード用基材シート。
【請求項１８】
  請求項１～１７のいずれか１項に記載のカード用基材シートを少なくとも１層含む積層
体からなるカード。
【請求項１９】
  曲げ強さ（ＪＩＳＸ６３０５－１）が１３～３５ｍｍである、請求項１８記載のカード
。
【請求項２０】
  ４５°の角度で立掛けた状態で９０℃５日間放置したあとのカードの反り（ＪＩＳＸ６
３０５－１）が３ｍｍ以下である、請求項１８～１９のいずれかに記載のカード。
【請求項２１】
  ４５°の角度で立掛けた状態で８５℃８５％ＲＨ、５日間放置したあとのカードの反り
（ＪＩＳＸ６３０５－１）が３ｍｍ以下である、請求項１８～２０のいずれかに記載のカ
ード。
【請求項２２】
  ８５℃８５％ＲＨ５日間放置したあとの破断強度が２０ＭＰａ以上である、請求項１８
～２１のいずれかに記載のカード。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、身分を証明するＩＤカード、会員カード、診察券、金銭的価値を有するキャ
ッシュカード、プリペイドカード等の情報記録媒体に用いられる樹脂組成物およびそれよ
りなるカード用基材シートに関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　プラスチックからなるカードは、身分を証明するＩＤカード、会員カード、診察券、金
銭的価値を有するキャッシュカード、クレジットカードなどに幅広く利用されている。こ
れらカード用の基材としてはポリ塩化ビニル樹脂や非結晶性のポリエステル系樹脂が使用
されている（特許文献１）。
【０００３】
　これらカードは、その利用者が使い終われば、通常廃棄される。一般的にその廃棄方法
は焼却または埋め立てであるが、塩化ビニル樹脂からなるカードを焼却する場合、ダイオ
キシンなどの有害物質発生の可能性が危惧され、非結晶性のポリエステル系樹脂からなる
カードの場合、焼却による有害物質の発生はないものの、埋め立てた場合、化学的安定性
が高いために半永久的に土中に残留する問題がある。また何よりもこれら樹脂は、有限資
源である石油を出発原料としているため、石油資源枯渇の問題が危惧されている。
【０００４】
　昨今、上記の問題を解決する材料としてポリ乳酸系重合体に代表される脂肪族ポリエス
テルが脚光を浴びており、実際多くの研究、開発がされている。しかしポリ乳酸系重合体
は、その化学構造に起因し、比較的容易に加水分解が起こり、その後土中の微生物により
無害な分解物となるため、土中に半永久的に残留する問題がない。またポリ乳酸系重合体
はその出発原料がトウモロコシなどの植物原料であることから、資源枯渇の問題も解消さ
れる。
【０００５】
　しかしながら、カードは耐久消費材的側面のある用途にも拘わらず、ポリ乳酸系重合体
の加水分解性が逆に仇となり、長期間経過した場合や高温・高湿環境下に放置された場合
に、分子量低下に起因した物性低下が起こり、実質上カードとしての機能を果たさなくな
る問題があった。
【０００６】
　一方、脂肪族ポリエステルの耐加水分解性を向上させるための技術として、カルボジイ
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ミド化合物を添加することが特開２００３－００３０５２号公報（特許文献２）に公開さ
れている。
【０００７】
　特許文献２において用いられているカルボジイミド化合物は、線状構造のカルボジイミ
ド化合物であるが、この線状カルボジイミド化合物を高分子化合物の末端封止剤として用
いると、カルボジイミド化合物が高分子化合物の末端に結合する反応に伴い、イソシアネ
ート基を有する化合物が遊離し、イソシアネート化合物の独特の臭いを発生し、作業環境
を悪化させることが問題となっていた。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００８】
【特許文献１】特開２０００－１９８２８８号公報
【特許文献２】特開２００３－００３０５２号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　本発明の目的は、上記した従来技術の問題を解決することにあり、耐加水分解性に優れ
、かつ環境にも配慮したカード用基材シートを良好な作業環境のもとで提供することので
きる樹脂組成物、およびカード用基材シートを提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
  本発明は、上記従来技術に鑑み、鋭意検討を重ねた結果、本発明に到達した。
  即ち、本発明の第１の目的は、
１．脂肪族ポリエステル（Ａ成分）とカルボジイミド基を１個有しその第一窒素と第二窒
素とが結合基により結合されている環状構造を少なくとも含む化合物（Ｃ成分）を含む、
カード用基材シートであって、Ｃ成分が下記式（１）で表され、かつ、Ｑは、下記式（１
－１）、（１－２）または（１－３）で表される２～４価の結合基であるカード用基材シ
ート、によって達成される。

【化１】

【化２】

（式中、Ａｒ１およびＡｒ２は各々独立に、２～４価の炭素数５～１５の芳香族基である
。Ｒ１およびＲ２は各々独立に、２～４価の炭素数１～２０の脂肪族基、２～４価の炭素
数３～２０の脂環族基またはこれらの組み合わせ、またはこれら脂肪族基、脂環族基と２
～４価の炭素数５～１５の芳香族基の組み合わせである。Ｘ１およびＸ２は各々独立に、
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２～４価の炭素数１～２０の脂肪族基、２～４価の炭素数３～２０の脂環族基、２～４価
の炭素数５～１５の芳香族基、またはこれらの組み合わせである。ｓは０～１０の整数で
ある。ｋは０～１０の整数である。なお、ｓまたはｋが２以上であるとき、繰り返し単位
としてのＸ１、あるいはＸ２が、他のＸ１、あるいはＸ２と異なっていてもよい。Ｘ３は
、２～４価の炭素数１～２０の脂肪族基、２～４価の炭素数３～２０の脂環族基、２～４
価の炭素数５～１５の芳香族基、またはこれらの組み合わせである。但し、Ａｒ１、Ａｒ
２、Ｒ１、Ｒ２、Ｘ１、Ｘ２およびＸ３はヘテロ原子を含有していてもよい、また、Ｑが
２価の結合基であるときは、Ａｒ１、Ａｒ２、Ｒ１、Ｒ２、Ｘ１、Ｘ２およびＸ３は全て
２価の基である。Ｑが３価の結合基であるときは、Ａｒ１、Ａｒ２、Ｒ１、Ｒ２、Ｘ１、
Ｘ２およびＸ３の内の一つが３価の基である。Ｑが４価の結合基であるときは、Ａｒ１、
Ａｒ２、Ｒ１、Ｒ２、Ｘ１、Ｘ２およびＸ３の内の一つが４価の基であるか、二つが３価
の基である。）
【００１１】
  また本発明には、以下も包含される。
２．Ｃ成分が、下記式（２）で表され、かつＱａは、下記式（２－１）、（２－２）また
は（２－３）で表される２価の結合基である上記１記載のカード用基材シート。
【化３】

【化４】

（式中、Ａｒａ
１、Ａｒａ

２、Ｒａ
１、Ｒａ

２、Ｘａ
１、Ｘａ

２、Ｘａ
３、ｓおよびｋは

、各々式（１－１）～（１－３）中のＡｒ１、Ａｒ２、Ｒ１、Ｒ２、Ｘ１、Ｘ２、Ｘ３、
ｓおよびｋと同じである。）
３．Ｃ成分が、下記式（３）で表され、かつＱｂは、下記式（３－１）、（３－２）また
は（３－３）で表される３価の結合基である上記１記載のカード用基材シート。

【化５】

（式中、Ｙは、環状構造を担持する担体である。）
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【化６】

（式中、Ａｒｂ
１、Ａｒｂ

２、Ｒｂ
１、Ｒｂ

２、Ｘｂ
１、Ｘｂ

２、Ｘｂ
３、ｓおよびｋは

、各々式（１－１）～（１－３）のＡｒ１、Ａｒ２、Ｒ１、Ｒ２、Ｘ１、Ｘ２、Ｘ３、ｓ
およびｋと同じである。但しこれらの内の一つは３価の基である。）
４．Ｙは、原子、原子団またはポリマーである上記３記載のカード用基材シート。
５．Ｃ成分が、下記式（４）で表され、かつＱｃは、下記式（４－１）、（４－２）また
は（４－３）で表される４価の結合基である上記１記載のカード用基材シート。

【化７】

（式中、Ｚ１およびＺ２は、環状構造を担持する担体である。）

【化８】

（式中、Ａｒｃ
１、Ａｒｃ

２、Ｒｃ
１、Ｒｃ

２、Ｘｃ
１、Ｘｃ

２、Ｘｃ
３、ｓおよびｋは

、各々式（１－１）～（１－３）の、Ａｒ１、Ａｒ２、Ｒ１、Ｒ２、Ｘ１、Ｘ２、Ｘ３、
ｓおよびｋと同じである。但し、これらの内の一つが４価の基であるか、二つが３価の基
である。）
６．Ｚ１およびＺ２は各々独立に、原子、原子団またはポリマーである上記５記載のカー
ド用基材シート。
７．脂肪族ポリエステル（Ａ成分）がポリ乳酸系樹脂である、上記１～６のいずれか記載
のカード用基材シート。
８．Ｔｇ８０℃以上である樹脂（Ｂ成分）を含む、上記１～７のいずれか記載のカード用
基材シート。
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９．Ｔｇ８０℃以上である樹脂（Ｂ成分）が非結晶性である、上記８記載のカード用基材
シート。
１０．ポリカーボネート系樹脂を含む、上記１～９のいずれか記載のカード用基材シート
。
１１．弾性率３０００ＭＰａ以下である樹脂（Ｄ成分）を含む、上記１～１０のいずれか
記載のカード用基材シート。
１２．弾性率３０００ＭＰａ以下である樹脂（Ｄ成分）が非結晶性である、上記１１記載
のカード用基材シート。
１３．ＡＢＳ樹脂を含む、上記１～１２のいずれか記載のカード用基材シート。
１４．弾性率３０００ＭＰａ以下である樹脂（Ｄ成分）がポリオレフィン系樹脂である、
上記１１記載のカード用基材シート。
１５．ポリオレフィン系樹脂が弾性率５００ＭＰａ以下である、上記１４記載のカード用
基材シート。
１６．脂肪族ポリエステル（Ａ成分）に由来する第一回昇温時の結晶化熱量（ΔＨｃ）が
１０Ｊ／ｇ以上である、上記１～１５のいずれかに記載のカード用基材シート。
１７．１２０℃１０分間の熱処理をした後の脂肪族ポリエステル（Ａ成分）に由来する第
一回昇温時の結晶化熱量（ΔＨｃ）が３Ｊ／ｇ以下である、上記１～１６のいずれかに記
載のカード用基材シート。
【００１２】
１８．上記１～１７のいずれか１項に記載のカード用基材シートを少なくとも１層含む積
層体からなるカード。
１９．曲げ強さ（ＪＩＳＸ６３０５－１）が１３～３５ｍｍである、上記１８記載のカー
ド。
２０．４５°の角度で立掛けた状態で９０℃５日間放置したあとのカードの反り（ＪＩＳ
Ｘ６３０５－１）が３ｍｍ以下である、上記１８～１９のいずれかに記載のカード。
２１．４５°の角度で立掛けた状態で８５℃８５％ＲＨ、５日間放置したあとのカードの
反り（ＪＩＳＸ６３０５－１）が３ｍｍ以下である、上記１８～２０のいずれかに記載の
カード。
２２．８５℃８５％ＲＨ５日間放置したあとの破断強度が２０ＭＰａ以上である、上記１
８～２１のいずれかに記載のカード。
【発明の効果】
【００１４】
　本発明によれば、耐加水分解性に優れ、かつ環境にも配慮した樹脂組成物、およびカー
ド用基材シートを良好な作業環境のもとで提供することが可能となる。
【発明を実施するための形態】
【００１５】
　以下、本発明を詳細に説明する。
＜カルボジイミド基を１個有しその第一窒素と第二窒素とが結合基により結合されている
環状構造を少なくとも含む化合物（Ｃ成分）＞
　まず、本発明において特徴的な成分である、カルボジイミド基を１個有しその第一窒素
と第二窒素とが結合基により結合されている環状構造を少なくとも含む化合物（Ｃ成分）
について説明する。Ｃ成分は環状構造を有する（以下、Ｃ成分を環状カルボジイミド化合
物と略記することがある。）。環状カルボジイミド化合物は、環状構造を複数有していて
もよい。
【００１６】
　ここで環状構造は、カルボジイミド基（－Ｎ＝Ｃ＝Ｎ－）を１個有しその第一窒素と第
二窒素とが結合基により結合されて形成している。一つの環状構造中には、１個のカルボ
ジイミド基のみを有するが、例えば、スピロ環など、分子中に複数の環状構造を有する場
合にはスピロ原子に結合するそれぞれの環状構造中に１個のカルボジイミド基を有してい
れば、化合物として複数のカルボジイミド基を有していてよいことはいうまでもない。環
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状構造中の原子数は、好ましくは８～５０、より好ましくは１０～３０、さらに好ましく
は１０～２０、特に、１０～１５が好ましい。
【００１７】
　ここで、環状構造中の原子数とは、環状構造を直接構成する原子の数を意味し、例えば
、８員環であれば８、５０員環であれば５０である。環状構造中の原子数が８より小さい
と、環状カルボジイミド化合物の安定性が低下して、保管、使用が困難となる場合がある
ためである。また反応性の観点よりは環員数の上限値に関しては特別の制限はないが、５
０を超える原子数の環状カルボジイミド化合物は合成上困難となり、コストが大きく上昇
する場合が発生するためである。かかる観点より環状構造中の原子数は好ましくは、１０
～３０、より好ましくは１０～２０、特に好ましくは１０～１５の範囲が選択される。
【００１８】
  環状構造は、下記式（１）で表される構造である。
【化９】

【００１９】
　式中、Ｑは、それぞれヘテロ原子ならびに置換基を含んでいてもよい、脂肪族基、脂環
族基、芳香族基またはこれらの組み合わせである２～４価の結合基である。ヘテロ原子と
はこの場合、Ｏ、Ｎ、Ｓ、Ｐを指す。この結合基の価のうち２つの価は環状構造を形成す
るために使用される。Ｑが３価あるいは４価の結合基である場合、単結合、二重結合、原
子、原子団を介して、ポリマーあるいは他の環状構造と結合している。
【００２０】
　結合基は、それぞれヘテロ原子ならびに置換基を含んでいてもよい、２～４価の炭素数
１～２０の脂肪族基、２～４価の炭素数３～２０の脂環族基、２～４価の炭素数５～１５
の芳香族基またはこれらの組み合わせであり、上記で規定される環状構造を形成するため
の必要炭素数を有する結合基が選択される。組み合わせの例としては、アルキレン基とア
リーレン基が結合した、アルキレン－アリーレン基のような構造などが挙げられる。
【００２１】
  結合基（Ｑ）は、下記式（１－１）、（１－２）または（１－３）で表される２～４価
の結合基である。
【化１０】

【００２２】
　式中、Ａｒ１およびＡｒ２は各々独立に、それぞれヘテロ原子ならびに置換基を含んで
いてもよい、２～４価の炭素数５～１５の芳香族基である。
　芳香族基として、それぞれへテロ原子を含んで複素環構造を持っていてもよい、炭素数
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５～１５のアリーレン基、炭素数５～１５のアレーントリイル基、炭素数５～１５のアレ
ーンテトライル基が挙げられる。アリーレン基（２価）として、フェニレン基、ナフタレ
ンジイル基などが挙げられる。アレーントリイル基（３価）として、ベンゼントリイル基
、ナフタレントリイル基などが挙げられる。アレーンテトライル基（４価）として、ベン
ゼンテトライル基、ナフタレンテトライル基などが挙げられる。これらの芳香族基は置換
されていても良い。置換基として、炭素数１～２０のアルキル基、炭素数６～１５のアリ
ール基、ハロゲン原子、ニトロ基、アミド基、ヒドロキシル基、エステル基、エーテル基
、アルデヒド基などが挙げられる。
【００２３】
　Ｒ１およびＲ２は各々独立に、それぞれヘテロ原子ならびに置換基を含んでいてもよい
、２～４価の炭素数１～２０の脂肪族基、２～４価の炭素数３～２０の脂環族基、および
これらの組み合わせ、またはこれら脂肪族基、脂環族基と２～４価の炭素数５～１５の芳
香族基の組み合わせである。
【００２４】
　脂肪族基として、炭素数１～２０のアルキレン基、炭素数１～２０のアルカントリイル
基、炭素数１～２０のアルカンテトライル基などが挙げられる。アルキレン基として、メ
チレン基、エチレン基、プロピレン基、ブチレン基、ペンチレン基、ヘキシレン基、へプ
チレン基、オクチレン基、ノニレン基、デシレン基、ドデシレン基、へキサデシレン基な
どが挙げられる。アルカントリイル基として、メタントリイル基、エタントリイル基、プ
ロパントリイル基、ブタントリイル基、ペンタントリイル基、ヘキサントリイル基、ヘプ
タントリイル基、オクタントリイル基、ノナントリイル基、デカントリイル基、ドデカン
トリイル基、ヘキサデカントリイル基などが挙げられる。アルカンテトライル基として、
メタンテトライル基、エタンテトライル基、プロパンテトライル基、ブタンテトライル基
、ペンタンテトライル基、ヘキサンテトライル基、ヘプタンテトライル基、オクタンテト
ライル基、ノナンテトライル基、デカンテトライル基、ドデカンテトライル基、ヘキサデ
カンテトライル基などが挙げられる。これらの脂肪族基は置換されていても良い。置換基
として、炭素数１～２０のアルキル基、炭素数６～１５のアリール基、ハロゲン原子、ニ
トロ基、アミド基、ヒドロキシル基、エステル基、エーテル基、アルデヒド基などが挙げ
られる。
【００２５】
　脂環族基として、炭素数３～２０のシクロアルキレン基、炭素数３～２０のシクロアル
カントリイル基、炭素数３～２０のシクロアルカンテトライル基が挙げられる。シクロア
ルキレン基として、シクロプロピレン基、シクロブチレン基、シクロペンチレン基、シク
ロヘキシレン基、シクロへプチレン基、シクロオクチレン基、シクロノニレン基、シクロ
デシレン基、シクロドデシレン基、シクロへキサデシレン基などが挙げられる。アルカン
トリイル基として、シクロプロパントリイル基、シクロブタントリイル基、シクロペンタ
ントリイル基、シクロヘキサントリイル基、シクロヘプタントリイル基、シクロオクタン
トリイル基、シクロノナントリイル基、シクロデカントリイル基、シクロドデカントリイ
ル基、シクロヘキサデカントリイル基などが挙げられる。アルカンテトライル基として、
シクロプロパンテトライル基、シクロブタンテトライル基、シクロペンタンテトライル基
、シクロヘキサンテトライル基、シクロヘプタンテトライル基、シクロオクタンテトライ
ル基、シクロノナンテトライル基、シクロデカンテトライル基、シクロドデカンテトライ
ル基、シクロヘキサデカンテトライル基などが挙げられる。これらの脂環族基は置換され
ていても良い。置換基として、炭素数１～２０のアルキル基、炭素数６～１５のアリール
基、ハロゲン原子、ニトロ基、アミド基、ヒドロキシル基、エステル基、エーテル基、ア
ルデヒド基などが挙げられる。
【００２６】
　芳香族基として、それぞれへテロ原子を含んで複素環構造を持っていてもよい、炭素数
５～１５のアリーレン基、炭素数５～１５のアレーントリイル基、炭素数５～１５のアレ
ーンテトライル基が挙げられる。アリーレン基として、フェニレン基、ナフタレンジイル
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基などが挙げられる。アレーントリイル基（３価）として、ベンゼントリイル基、ナフタ
レントリイル基などが挙げられる。アレーンテトライル基（４価）として、ベンゼンテト
ライル基、ナフタレンテトライル基などが挙げられる。これら芳香族基は置換されていて
も良い。置換基として、炭素数１～２０のアルキル基、炭素数６～１５のアリール基、ハ
ロゲン原子、ニトロ基、アミド基、ヒドロキシル基、エステル基、エーテル基、アルデヒ
ド基などが挙げられる。
【００２７】
　上記式（１－１）、（１－２）においてＸ１およびＸ２は各々独立に、それぞれヘテロ
原子ならびに置換基を含んでいてもよい、２～４価の炭素数１～２０の脂肪族基、２～４
価の炭素数３～２０の脂環族基、２～４価の炭素数５～１５の芳香族基、またはこれらの
組み合わせである。
【００２８】
　脂肪族基として、炭素数１～２０のアルキレン基、炭素数１～２０のアルカントリイル
基、炭素数１～２０のアルカンテトライル基などが挙げられる。アルキレン基として、メ
チレン基、エチレン基、プロピレン基、ブチレン基、ペンチレン基、ヘキシレン基、へプ
チレン基、オクチレン基、ノニレン基、デシレン基、ドデシレン基、へキサデシレン基な
どが挙げられる。アルカントリイル基として、メタントリイル基、エタントリイル基、プ
ロパントリイル基、ブタントリイル基、ペンタントリイル基、ヘキサントリイル基、ヘプ
タントリイル基、オクタントリイル基、ノナントリイル基、デカントリイル基、ドデカン
トリイル基、ヘキサデカントリイル基などが挙げられる。アルカンテトライル基として、
メタンテトライル基、エタンテトライル基、プロパンテトライル基、ブタンテトライル基
、ペンタンテトライル基、ヘキサンテトライル基、ヘプタンテトライル基、オクタンテト
ライル基、ノナンテトライル基、デカンテトライル基、ドデカンテトライル基、ヘキサデ
カンテトライル基などが挙げられる。これらの脂肪族基は置換されていても良い。置換基
として、炭素数１～２０のアルキル基、炭素数６～１５のアリール基、ハロゲン原子、ニ
トロ基、アミド基、ヒドロキシル基、エステル基、エーテル基、アルデヒド基などが挙げ
られる。
【００２９】
　脂環族基として、炭素数３～２０のシクロアルキレン基、炭素数３～２０のシクロアル
カントリイル基、炭素数３～２０のシクロアルカンテトライル基が挙げられる。シクロア
ルキレン基として、シクロプロピレン基、シクロブチレン基、シクロペンチレン基、シク
ロヘキシレン基、シクロへプチレン基、シクロオクチレン基、シクロノニレン基、シクロ
デシレン基、シクロドデシレン基、シクロへキサデシレン基などが挙げられる。アルカン
トリイル基として、シクロプロパントリイル基、シクロブタントリイル基、シクロペンタ
ントリイル基、シクロヘキサントリイル基、シクロヘプタントリイル基、シクロオクタン
トリイル基、シクロノナントリイル基、シクロデカントリイル基、シクロドデカントリイ
ル基、シクロヘキサデカントリイル基などが挙げられる。アルカンテトライル基として、
シクロプロパンテトライル基、シクロブタンテトライル基、シクロペンタンテトライル基
、シクロヘキサンテトライル基、シクロヘプタンテトライル基、シクロオクタンテトライ
ル基、シクロノナンテトライル基、シクロデカンテトライル基、シクロドデカンテトライ
ル基、シクロヘキサデカンテトライル基などが挙げられる。これらの脂環族基は置換され
ていても良い。置換基として、炭素数１～２０のアルキル基、炭素数６～１５のアリール
基、ハロゲン原子、ニトロ基、アミド基、ヒドロキシル基、エステル基、エーテル基、ア
ルデヒド基などが挙げられる。
【００３０】
　芳香族基として、それぞれへテロ原子を含んで複素環構造を持っていてもよい、炭素数
５～１５のアリーレン基、炭素数５～１５のアレーントリイル基、炭素数５～１５のアレ
ーンテトライル基が挙げられる。アリーレン基として、フェニレン基、ナフタレンジイル
基などが挙げられる。アレーントリイル基（３価）として、ベンゼントリイル基、ナフタ
レントリイル基などが挙げられる。アレーンテトライル基（４価）として、ベンゼンテト
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ライル基、ナフタレンテトライル基などが挙げられる。これらの芳香族基は置換されてい
ても良い。置換基として、炭素数１～２０のアルキル基、炭素数６～１５のアリール基、
ハロゲン原子、ニトロ基、アミド基、ヒドロキシル基、エステル基、エーテル基、アルデ
ヒド基などが挙げられる。
【００３１】
　上記式（１－１）、（１－２）においてｓ、ｋは０～１０の整数、好ましくは０～３の
整数、より好ましくは０～１の整数である。ｓ及びｋが１０を超えると、環状カルボジイ
ミド化合物は合成上困難となり、コストが大きく上昇する場合が発生するためである。か
かる観点より整数は好ましくは０～３の範囲が選択される。なお、ｓまたはｋが２以上で
あるとき、繰り返し単位としてのＸ１、あるいはＸ２が、他のＸ１、あるいはＸ２と異な
っていてもよい。
【００３２】
　上記式（１－３）においてＸ３は、それぞれヘテロ原子ならびに置換基を含んでいても
よい、２～４価の炭素数１～２０の脂肪族基、２～４価の炭素数３～２０の脂環族基、２
～４価の炭素数５～１５の芳香族基、またはこれらの組み合わせである。
【００３３】
　脂肪族基として、炭素数１～２０のアルキレン基、炭素数１～２０のアルカントリイル
基、炭素数１～２０のアルカンテトライル基などが挙げられる。アルキレン基として、メ
チレン基、エチレン基、プロピレン基、ブチレン基、ペンチレン基、ヘキシレン基、へプ
チレン基、オクチレン基、ノニレン基、デシレン基、ドデシレン基、へキサデシレン基な
どが挙げられる。アルカントリイル基として、メタントリイル基、エタントリイル基、プ
ロパントリイル基、ブタントリイル基、ペンタントリイル基、ヘキサントリイル基、ヘプ
タントリイル基、オクタントリイル基、ノナントリイル基、デカントリイル基、ドデカン
トリイル基、ヘキサデカントリイル基などが挙げられる。アルカンテトライル基として、
メタンテトライル基、エタンテトライル基、プロパンテトライル基、ブタンテトライル基
、ペンタンテトライル基、ヘキサンテトライル基、ヘプタンテトライル基、オクタンテト
ライル基、ノナンテトライル基、デカンテトライル基、ドデカンテトライル基、ヘキサデ
カンテトライル基などが挙げられる。これら脂肪族基は置換基を含んでいてもよく、置換
基として、炭素数１～２０のアルキル基、炭素数６～１５のアリール基、ハロゲン原子、
ニトロ基、アミド基、ヒドロキシル基、エステル基、エーテル基、アルデヒド基などが挙
げられる。
【００３４】
　脂環族基として、炭素数３～２０のシクロアルキレン基、炭素数３～２０のシクロアル
カントリイル基、炭素数３～２０のシクロアルカンテトライル基が挙げられる。シクロア
ルキレン基として、シクロプロピレン基、シクロブチレン基、シクロペンチレン基、シク
ロヘキシレン基、シクロへプチレン基、シクロオクチレン基、シクロノニレン基、シクロ
デシレン基、シクロドデシレン基、シクロへキサデシレン基などが挙げられる。アルカン
トリイル基として、シクロプロパントリイル基、シクロブタントリイル基、シクロペンタ
ントリイル基、シクロヘキサントリイル基、シクロヘプタントリイル基、シクロオクタン
トリイル基、シクロノナントリイル基、シクロデカントリイル基、シクロドデカントリイ
ル基、シクロヘキサデカントリイル基などが挙げられる。アルカンテトライル基として、
シクロプロパンテトライル基、シクロブタンテトライル基、シクロペンタンテトライル基
、シクロヘキサンテトライル基、シクロヘプタンテトライル基、シクロオクタンテトライ
ル基、シクロノナンテトライル基、シクロデカンテトライル基、シクロドデカンテトライ
ル基、シクロヘキサデカンテトライル基などが挙げられる。これら脂環族基は置換基を含
んでいてもよく、置換基として、炭素数１～２０のアルキル基、炭素数６～１５のアリー
レン基、ハロゲン原子、ニトロ基、アミド基、ヒドロキシル基、エステル基、エーテル基
、アルデヒド基などが挙げられる。
【００３５】
　芳香族基として、それぞれへテロ原子を含んで複素環構造を持っていてもよい、炭素数
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５～１５のアリーレン基、炭素数５～１５のアレーントリイル基、炭素数５～１５のアレ
ーンテトライル基が挙げられる。アリーレン基として、フェニレン基、ナフタレンジイル
基などが挙げられる。アレーントリイル基（３価）として、ベンゼントリイル基、ナフタ
レントリイル基などが挙げられる。アレーンテトライル基（４価）として、ベンゼンテト
ライル基、ナフタレンテトライル基などが挙げられる。これらの芳香族基は置換されてい
ても良い。置換基として、炭素数１～２０のアルキル基、炭素数６～１５のアリール基、
ハロゲン原子、ニトロ基、アミド基、ヒドロキシル基、エステル基、エーテル基、アルデ
ヒド基などが挙げられる。
【００３６】
　また、Ａｒ１、Ａｒ２、Ｒ１、Ｒ２、Ｘ１、Ｘ２およびＸ３はヘテロ原子を含有してい
てもよい、また、Ｑが２価の結合基であるときは、Ａｒ１、Ａｒ２、Ｒ１、Ｒ２、Ｘ１、
Ｘ２およびＸ３は全て２価の基である。Ｑが３価の結合基であるときは、Ａｒ１、Ａｒ２

、Ｒ１、Ｒ２、Ｘ１、Ｘ２およびＸ３の内の一つが３価の基である。Ｑが４価の結合基で
あるときは、Ａｒ１、Ａｒ２、Ｒ１、Ｒ２、Ｘ１、Ｘ２およびＸ３の内の一つが４価の基
であるか、二つが３価の基である。
【００３７】
　本発明で用いる環状カルボジイミド化合物として、以下（ａ）～（ｃ）で表される化合
物が挙げられる。
【００３８】
［環状カルボジイミド化合物（ａ）］
　本発明で用いる環状カルボジイミド化合物として下記式（２）で表される化合物（以下
、「環状カルボジイミド化合物（ａ）」ということがある。）を挙げることができる。
【００３９】
【化１１】

【００４０】
　式中、Ｑａは、脂肪族基、脂環族基、芳香族基またはこれらの組み合わせである２価の
結合基であり、ヘテロ原子を含有していてもよい。脂肪族基、脂環族基、芳香族基は、式
（１）で説明したものと同じである。但し、式（２）の化合物においては、脂肪族基、脂
環族基、芳香族基は全て２価である。Ｑａは、下記式（２－１）、（２－２）または（２
－３）で表される２価の結合基であることが好ましい。
【００４１】
【化１２】

【００４２】
　式中、Ａｒａ

１、Ａｒａ
２、Ｒａ

１、Ｒａ
２、Ｘａ

１、Ｘａ
２、Ｘａ

３、ｓおよびｋは
、各々式（１－１）～（１－３）中のＡｒ１、Ａｒ２、Ｒ１、Ｒ２、Ｘ１、Ｘ２、Ｘ３、
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　かかる環状カルボジイミド化合物（ａ）としては、以下の化合物が挙げられる。
【００４３】
【化１３】

【００４４】
【化１４】

【００４５】

【化１５】

【００４６】
【化１６】

【００４７】
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【化１７】

【００４８】
【化１８】

【００４９】
【化１９】

【００５０】
【化２０】

【００５１】
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【化２１】

【００５２】
【化２２】

【００５３】

【化２３】

【００５４】

【化２４】

【００５５】
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【化２５】

【００５６】
【化２６】

【００５７】
［環状カルボジイミド化合物（ｂ）］
　さらに、本発明で用いる環状カルボジイミド化合物として下記式（３）で表される化合
物（以下、「環状カルボジイミド化合物（ｂ）」ということがある。）を挙げることがで
きる。
【００５８】

【化２７】

【００５９】
　式中、Ｑｂは、脂肪族基、脂環族基、芳香族基、またはこれらの組み合わせである３価
の結合基であり、ヘテロ原子を含有していてもよい。Ｙは、環状構造を担持する担体であ
る。脂肪族基、脂環族基、芳香族基は、式（１）で説明したものと同じである。但し、式
（３）の化合物においては、Ｑｂを構成する基の内一つは３価である。
　Ｑｂは、下記式（３－１）、（３－２）または（３－３）で表される３価の結合基であ
ることが好ましい。
【００６０】
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【化２８】

【００６１】
  式中、Ａｒｂ

１、Ａｒｂ
２、Ｒｂ

１、Ｒｂ
２、Ｘｂ

１、Ｘｂ
２、Ｘｂ

３、ｓおよびｋは
、各々式（１－１）～（１－３）のＡｒ１、Ａｒ２、Ｒ１、Ｒ２、Ｘ１、Ｘ２、Ｘ３、ｓ
およびｋと同じである。但しこれらの内の一つは３価の基である。
  Ｙは、原子、原子団またはポリマーであることが好ましい。Ｙは結合部であり、複数の
環状構造がＹを介して結合し、式（３）で表される構造を形成している。
  かかる環状カルボジイミド化合物（ｂ）としては、下記化合物が挙げられる。
【００６２】
【化２９】

【００６３】
【化３０】

【００６４】
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【化３１】

【００６５】
【化３２】

【００６６】
［環状カルボジイミド化合物（ｃ）］
　本発明で用いる環状カルボジイミド化合物として下記式（４）で表される化合物（以下
、「環状カルボジイミド化合物（ｃ）」ということがある。）を挙げることができる。
【００６７】

【化３３】

【００６８】
　式中、Ｑｃは、脂肪族基、脂環族基、芳香族基またはこれらの組み合わせである４価の
結合基であり、ヘテロ原子を保有していてもよい。Ｚ１およびＺ２は、環状構造を担持す
る担体である。Ｚ１およびＺ２は、互いに結合して環状構造を形成していてもよい。
　脂肪族基、脂環族基、芳香族基は、式（１）で説明したものと同じである。但し、式（
４）の化合物において、Ｑｃは４価である。従って、これらの基の内の一つが４価の基で
あるか、二つが３価の基である。
　Ｑｃは、下記式（４－１）、（４－２）または（４－３）で表される４価の結合基であ
ることが好ましい。
【００６９】
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【化３４】

【００７０】
  Ａｒｃ

１、Ａｒｃ
２、Ｒｃ

１、Ｒｃ
２、Ｘｃ

１、Ｘｃ
２、Ｘｃ

３、ｓおよびｋは、各々
式（１－１）～（１－３）の、Ａｒ１、Ａｒ２、Ｒ１、Ｒ２、Ｘ１、Ｘ２、Ｘ３、ｓおよ
びｋと同じである。但し、Ａｒｃ

１、Ａｒｃ
２、Ｒｃ

１、Ｒｃ
２、Ｘｃ

１、Ｘｃ
２および

Ｘｃ
３は、これらの内の一つが４価の基であるか、二つが３価の基である。Ｚ１およびＺ

２は各々独立に、原子、原子団またはポリマーであることが好ましい
。Ｚ１およびＺ２は結合部であり、複数の環状構造がＺ１およびＺ２を介して結合し、式
（４）で表される構造を形成している。
  かかる環状カルボジイミド化合物（ｃ）としては、下記化合物を挙げることができる。
【００７１】

【化３５】

【００７２】
【化３６】

【００７３】
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【化３７】

【００７４】
［環状カルボジイミド化合物の製造方法］
　本発明において、環状カルボジイミド化合物の製造方法は特に限定無く、従来公知の方
法により製造することができる。例として、アミン体からイソシアネート体を経由して製
造する方法、アミン体からイソチオシアネート体を経由して製造する方法、アミン体から
トリフェニルホスフィン体を経由して製造する方法、アミン体から尿素体を経由して製造
する方法、アミン体からチオ尿素体を経由して製造する方法、カルボン酸体からイソシア
ネート体を経由して製造する方法、ラクタム体を誘導して製造する方法などが挙げられる
。
【００７５】
　また、本発明の環状カルボジイミド化合物は、以下の文献に記載された方法を組み合わ
せ、あるいは目的とする化合物に応じて適切に改変、組み合わせすることにより製造する
ことができる。
【００７６】
　Ｔｅｔｒａｈｅｄｒｏｎ　Ｌｅｔｔｅｒｓ，Ｖｏｌ．３４，Ｎｏ．３２，５１５－５１
５８，１９９３．
Ｍｅｄｉｕｍ－ａｎｄ　Ｌａｒｇｅ－Ｍｅｍｂｅｒｅｄ　Ｒｉｎｇｓ　ｆｒｏｍ　Ｂｉｓ
（ｉｍｉｎｏｐｈｏｓｐｈｏｒａｎｅｓ）：Ａｎ　Ｅｆｆｉｃｉｅｎｔ　Ｐｒｅｐａｒａ
ｔｉｏｎ　ｏｆ　Ｃｙｃｌｉｃ　Ｃａｒｂｏｄｉｉｍｉｄｅｓ，　Ｐｅｄｒｏ　Ｍｏｌｉ
ｎａ　ｅｔａｌ．
　Ｊｏｕｒｎａｌ　ｏｆ　Ｏｒｇａｎｉｃ　Ｃｈｅｍｉｓｔｒｙ，Ｖｏｌ．６１，Ｎｏ．
１３，４２８９－４２９９，１９９６．
　Ｎｅｗ　Ｍｏｄｅｌｓ　ｆｏｒ　ｔｈｅ　Ｓｔｕｄｙ　ｏｆ　ｔｈｅ　Ｒａｃｅｍｉｚ
ａｔｉｏｎ　Ｍｅｃｈａｎｉｓｍ　ｏｆ　Ｃａｒｂｏｄｉｉｍｉｄｅｓ．Ｓｙｎｔｈｅｓ
ｉｓ　ａｎｄ　Ｓｔｒｕｃｔｕｒｅ（Ｘ－ｒａｙ　Ｃｒｙｓｔａｌｌｏｇｒａｐｈｙ　ａ
ｎｄ　１Ｈ　ＮＭＲ）　ｏｆ　Ｃｙｃｌｉｃ　Ｃａｒｂｏｄｉｉｍｉｄｅｓ，　Ｐｅｄｒ
ｏ　Ｍｏｌｉｎａ　ｅｔａｌ．
　Ｊｏｕｒｎａｌ　ｏｆ　Ｏｒｇａｎｉｃ　Ｃｈｅｍｉｓｔｒｙ，Ｖｏｌ．４３，Ｎｏ８
，１９４４－１９４６，１９７８．
　Ｍａｃｒｏｃｙｃｌｉｃ　Ｕｒｅａｓ　ａｓ　Ｍａｓｋｅｄ　Ｉｓｏｃｙａｎａｔｅｓ
，　Ｈｅｎｒｉ　Ｕｌｒｉｃｈ　ｅｔａｌ．
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　Ｊｏｕｒｎａｌ　ｏｆ　Ｏｒｇａｎｉｃ　Ｃｈｅｍｉｓｔｒｙ，Ｖｏｌ．４８，Ｎｏ．
１０，１６９４－１７００，１９８３．
　Ｓｙｎｔｈｅｓｉｓ　ａｎｄ　Ｒｅａｃｔｉｏｎｓ　ｏｆ　Ｃｙｃｌｉｃ　Ｃａｒｂｏ
ｄｉｉｍｉｄｅｓ，Ｒ．Ｒｉｃｈｔｅｒｅｔａｌ．
Ｊｏｕｒｎａｌ　ｏｆ　Ｏｒｇａｎｉｃ　Ｃｈｅｍｉｓｔｒｙ，Ｖｏｌ．５９，Ｎｏ．２
４，７３０６－７３１５，１９９４．
　Ａ　Ｎｅｗ　ａｎｄ　Ｅｆｆｉｃｉｅｎｔ　Ｐｒｅｐａｒａｔｉｏｎ　ｏｆ　Ｃｙｃｌ
ｉｃ　Ｃａｒｂｏｄｉｉｍｉｄｅｓ　ｆｒｏｍ　Ｂｉｓ（ｉｍｉｎｏｐｈｏｓｐｈｏｒａ
ｎｅａ）ａｎｄ　ｔｈｅ　Ｓｙｓｔｅｍ　Ｂｏｃ２Ｏ／ＤＭＡＰ，Ｐｅｄｒｏ　Ｍｏｌｉ
ｎａ　ｅｔａｌ．
【００７７】
　製造する化合物に応じて、適切な製法を採用すればよいが、例えば、（１）下記式（ａ
－１）で表されるニトロフェノール類、下記式（ａ－２）で表されるニトロフェノール類
および下記式（ｂ）で表される化合物を反応させ、下記式（ｃ）で表されるニトロ体を得
る工程、
【化３８】

【化３９】

（２）得られたニトロ体を還元して下記式（ｄ）で表わされるアミン体を得る工程、
【化４０】

（３）得られたアミン体とトリフェニルホスフィンジブロミドを反応させ下記式（ｅ）で
表されるトリフェニルホスフィン体を得る工程、および
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【化４１】

（４）得られたトリフェニルホスフィン体を反応系中でイソシアネート化した後、直接脱
炭酸させることによって製造したものは、本願発明に用いる環状カルボジイミド化合物と
して好適に用いることができる。
（上記式中、Ａｒ１およびＡｒ２は各々独立に、炭素数１～６のアルキル基またはフェニ
ル基で置換されていてもよい芳香族基である。Ｅ１およびＥ２は各々独立に、ハロゲン原
子、トルエンスルホニルオキシ基およびメタンスルホニルオキシ基、ベンゼンスルホニル
オキシ基、ｐ－ブロモベンゼンスルホニルオキシ基からなる群から選ばれる基である。Ａ
ｒａは、フェニル基である。Ｘは、下記式（ｉ－１）から（ｉ－３）の結合基である。）
【００７８】
【化４２】

【化４３】

【化４４】

【００７９】
　なお、環状カルボジイミド化合物は、高分子化合物の酸性基を有効に封止することがで
きるが、本発明の主旨に反しない範囲において、所望により、例えば、従来公知のポリマ
ーのカルボキシル基封止剤を併用することができる。かかる従来公知のカルボキシル基封
止剤としては、特開２００５－２１７４号公報記載の剤、例えば、エポキシ化合物、オキ
サゾリン化合物、オキサジン化合物、などが例示される。
【００８０】
＜脂肪族ポリエステル（Ａ成分）＞
  本発明において、脂肪族ポリエステル（Ａ成分）としては、脂肪族ヒドロキシカルボン
酸を主たる構成成分とする重合体、脂肪族多価カルボン酸またはそのエステル形成性誘導
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体と脂肪族多価アルコールを主成分として重縮合してなる重合体やそれらの共重合体が例
示される。
【００８１】
　脂肪族ヒドロキシカルボン酸を主たる構成成分とする重合体としては、グリコール酸、
乳酸、ヒドロキシプロピオン酸、ヒドロキシ酪酸、ヒドロキシ吉草酸、ヒドロキシカプロ
ン酸などの重縮合体、もしくは共重合体などを例示することができ、なかでもポリグリコ
ール酸、ポリ乳酸、ポリ３－ヒドロキシカルボン酪酸、ポリ４－ポリヒドロキシ酪酸、ポ
リ３－ヒドロキシヘキサン酸またはポリカプロラクトン、ならびにこれらの共重合体など
が好ましく挙げられ、特にポリ乳酸が好ましく、ポリＬ－乳酸、ポリＤ－乳酸および、ス
テレオコンプレックス結晶を形成しうるステレオコンプレックスポリ乳酸、ラセミポリ乳
酸が好適である。
【００８２】
　本発明に好適に用いられるポリ乳酸に代表される脂肪族ポリエステルは、他樹脂とのブ
レンドなどによりカードとして使用する場合に必要な耐熱性を有していれば特に結晶化し
ている必要はなく、クレジットカードなどに必要とされるエンボス加工性などの観点にお
いては非晶状態であることが好ましい場合もある。
【００８３】
　ポリＬ一乳酸およびポリＤ－乳酸は、従来公知の方法で製造することができる。例えば
、Ｌ－またはＤ－ラクチドを金属含有触媒の存在下加熱し、開環重合により製造すること
ができる。また、金属含有触媒を含有する低分子量のポリ乳酸を結晶化させた後、減圧下
または加圧化、不活性ガス気流下の存在下、あるいは非存在下、加熱・固相重合させ製造
することもできる。さらに、有機溶媒の存在／非存在下で、乳酸を脱水縮合させる直接重
合法で製造することができる。
【００８４】
　重合反応は、従来公知の反応容器で実施可能であり、例えばヘリカルリボン翼等、高粘
度用撹拝翼を備えた縦型反応器あるいは横型反応器を単独、または並列して使用すること
ができる。また、回分式あるいは連続式あるいは半回分式のいずれでも良いし、これらを
組み合わせてもよい。
【００８５】
　重合開始剤としてアルコールを用いてもよい。かかるアルコールとしては、ポリ乳酸の
重合を阻害せず不揮発性であることが好ましく、例えばデカノール、ドデカノール、テト
ラデカノール、ヘキサデカノール、オクタデカノール等を好適に用いることができる。
【００８６】
　固相重合法では、前述した開環重合法や乳酸の直接重合法によって得られた比較的低分
子量（おおよそ１５～２００程度）のポリ乳酸をプレポリマーとして使用する。プレポリ
マーは、そのガラス転移温度以上融点未満の温度範囲で予め結晶化させることが、樹脂ペ
レット融着防止の面から好ましい。結晶化させたプレポリマーは固定された縦型あるいは
横型反応容器、またはタンブラーやキルンの様に容器自身が回転する反応容器（ロータリ
ーキルン等）中に充填され、プレポリマーのガラス転移温度以上融点未満の温度範囲に加
熱される。重合温度は、重合の進行に伴い段階的に昇湿させても何ら問題はない。また、
固相重合中に生成する水を効率的に除去する目的で前記反応容器類の内部を減圧すること
や、加熱された不活性ガス気流を流通する方法も好適に併用される。
【００８７】
　ポリ乳酸の重合時に使用された金属含有触媒は、使用に先立ち従来公知の失活剤で不活
性化しておくことが、ポリ乳酸、およびフィルムを形成するための樹脂組成物の熱、水分
に対する安定性を向上できるため好ましい。
　かかる失活剤としてはイミノ基を有し且つ重合金属触媒に配位し得るキレート配位子の
群からなる有機リガンドが挙げられる。
【００８８】
　またジヒドリドオキソリン（Ｉ）酸、ジヒドリドテトラオキソ二リン（ＩＩ，ＩＩ）酸
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、ヒドリドトリオキソリン（ＩＩＩ）酸、ジヒドリドペンタオキソ二リン（ＩＩＩ）酸、
ヒドリドペンタオキソ二（ＩＩ，ＩＶ）酸、ドデカオキソ六リン（ＩＩＩ）酸、ヒドリド
オクタオキソ三リン（ＩＩＩ，ＩＶ，ＩＶ）酸、オクタオキソ三リン（ＩＶ，ＩＩＩ，Ｉ
Ｖ）酸、ヒドリドヘキサオキソ二リン（ＩＩＩ，Ｖ）酸、ヘキサオキソ二リン（ＩＶ）酸
、デカオキソ四リン（ＩＶ）酸、へンデカオキソ四リン（ＩＶ）酸、エネアオキソ三リン
（Ｖ，ＩＶ，ＩＶ）酸等の酸価数５以下の低酸化数リン酸が挙げられる。
【００８９】
　また、式ｘＨ２Ｏ・ｙＰ２Ｏ５で表され、ｘ／ｙ＝３のオルトリン酸、２＞ｘ／ｙ＞１
であり、縮合度より二リン酸、三リン酸、四リン酸、五リン酸等と称せられるポリリン酸
およびこれらの混合物が挙げられる。
　また、ｘ／ｙ＝１で表されるメタリン酸、なかでもトリメタリン酸、テトラメタリン酸
、１＞ｘ／ｙ＞０で表され、五酸化リン構造の一部を残した網目構造を有するウルトラリ
ン酸（これらを総称してメタリン酸系化合物と呼ぶことがある。）が挙げられる。
　またこれらの酸の酸性塩、一価、多価のアルコール類、あるいはポリアルキレングリコ
ール類の部分エステル、完全エステル、ホスホノ置換低級脂肪族カルボン酸誘導体等が挙
げられる。
【００９０】
　メタリン酸系化合物は、３～２００程度のリン酸単位が縮合した環状のメタリン酸ある
いは立体網目状構造を有するウルトラ領域メタリン酸あるいはそれらの（アルカル金属塩
、アルカリ土類金属塩、オニウム塩）を包含する。なかでも環状メタリン酸ナトリウムや
ウルトラ領域メタリン酸ナトリウム、ホスホノ置換低級脂肪族カルボン酸誘導体のジへキ
シルホスホノエチルアセテート（以下ＤＨＰＡと略称することがある）等が好適に使用さ
れる。
【００９１】
　また、ステレオコンプレックス相結晶を形成しうるステレオコンプレックスポリ乳酸は
、下記式によりステレオコンプレックス結晶化度（Ｓ）が表される。
［数１］
　Ｓ＝［ΔＨｍｓ／（ΔＨｍｈ＋ΔＨｍｓ）］　×　１００
（但し、ΔＨｍｓはステレオコンプレックス相結晶の融解エンタルピー、ΔＨｍｈはホモ
相ポリ乳酸結晶の融解エンタルピー。）
【００９２】
　ステレオコンプレックスポリ乳酸結晶の形成を安定的且つ高度に進めるために特定の添
加物を配合する手法が好ましく適用される。すなわち、例えば、ステレオコンプレックス
結晶化促進剤として下記式で表されるリン酸金属塩を添加する手法が挙げられる。
【００９３】
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【化４５】

【００９４】
　式中、Ｒ１１は水素原子または炭素原子数１～４のアルキル基を表し、Ｒ１２、Ｒ１３

はそれぞれ独立に、水素原子、または炭素原子数１～１２のアルキル基を表し、Ｍ１はア
ルカリ金属原子、アルカリ土類金属原子、亜鉛原子またはアルミニウム原子を表し、ｐは
１または２を表し、ｑはＭ１がアルカリ金属原子、アルカリ土類金属原子、亜鉛原子のと
きは０を、アルミニウム原子の時は１または２を表す。
【００９５】
【化４６】

【００９６】
　式中Ｒ１４、Ｒ１５およびＲ１６は各々独立に、水素原子または炭素原子数１～１２の
アルキル基を表し、Ｍ２はアルカリ金属原子、アルカリ土類金属原子、亜鉛原子またはア
ルミニウム原子を表し、ｐは１または２を表し、ｑはＭ２がアルカリ金属原子、アルカリ
土類金属原子、亜鉛原子のときは０を、アルミニウム原子の時は１または２を表す。
【００９７】
　上記二つの式において表されるリン酸金属塩のＭ１、Ｍ２は、Ｎａ、Ｋ、Ａｌ、Ｍｇ、
Ｃａ、Ｌｉが好ましく、特に、Ｋ、Ｎａ、Ａｌ、ＬｉなかでもＬｉ、Ａｌが最も好適に用
いることができる。
　これらのリン酸金属塩は、（株）ＡＤＥＫＡ製の商品名、「アデカスタブ」ＮＡ－１１
、ＮＡ－７１等が好適な剤として例示される。
【００９８】
　ポリ乳酸に対して、リン酸金属塩は０．００１～２ｗｔ％、好ましくは０．００５～１
ｗｔ％、より好ましくは０．０１～０．５ｗｔ％さらに好ましくは０．０２～０．３ｗｔ
％用いることが好ましい。少なすぎる場合には、ステレオコンプレックス結晶化度（Ｓ）
を向上する効果が小さく、多すぎるとステレオコンプレックス結晶融点を低下させるので
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好ましくない。
【００９９】
　さらに所望により、リン酸金属塩の作用を強化するため、公知の結晶化核剤を併用する
ことができる。なかでも珪酸カルシウム、タルク、カオリナイト、モンモリロナイト、ア
ミド系有機化合物が好ましくは選択される。
　結晶化核剤の使用量は、ポリ乳酸に対し０．０３～５ｗｔ％、より好ましくは０．０４
～２ｗｔ％、さらに好ましくは０．０５～１ｗｔ％の範囲が選択される。
【０１００】
　ポリ乳酸にはその製造上、カルボン酸基が含まれてくることがあるが、その含まれるカ
ルボン酸基の量は少ないほどよい。そのような理由から、たとえばラクチドから水以外の
開始剤を用いて開環重合したものや、重合後に化学的に処理をしてカルボン酸基を低減し
たポリマーを用いることは好ましい。
【０１０１】
　ポリ乳酸の重量平均分子量は、通常少なくとも５万、好ましくは少なくとも１０万、好
ましくは１０～３０万である。平均分子量が５万よりも低い場合にはフィルムの強度物性
が低下するため好ましくない。３０万を越える場合には溶融粘度が高くなりすぎ、溶融製
膜が困難になる場合がある。
【０１０２】
　また、本発明におけるポリ乳酸は、Ｌ－乳酸、Ｄ－乳酸の他にエステル形成能を有する
その他の成分を共重合した共重合ポリ乳酸であってもよい。共重合可能な成分としては、
グリコール酸、３－ヒドロキシ酪酸、４－ヒドロキシ酪酸、４－ヒドロキシ吉草酸、６－
ヒドロキシカプロン酸などのヒドロキシカルボン酸類の他、エチレングリコール、プロピ
レングリコール、ブタンジオール、ネオペンチルグリコール、ポリエチレングリコール、
グリセリン、ペンタエリスリトール等の分子内に複数の水酸基を含有する化合物類または
それらの誘導体、アジピン酸、セバシン酸、フマル酸等の分子内に複数のカルボン酸基を
含有する化合物類またはそれらの誘導体が挙げられる。
【０１０３】
＜Ｔｇが８０℃以上である樹脂（Ｂ成分）＞
　本発明で用いるＴｇが８０℃以上である樹脂（Ｂ成分）は、カード基材用シートをカー
ドとして使用する際に十分な耐熱性を付与することが目的であり、その材料は特に限定さ
れることなく、例えば、ポリカーボネート系樹脂、シクロオレフィン系樹脂、スチレン系
樹脂、アクリル樹脂、ポリアリレート樹脂、ポリフェニレンエーテル樹脂、セルロース系
樹脂、ポリアセタール樹脂、ポリスルホン樹脂などが挙げられる。なかでもポリカーボネ
ートは耐熱性、機械特性の観点で特に好適である。また、ポリカーボネートは一般的に透
明性を要求されるオーバーシートに好適であるため、コアシートにポリカーボネートを含
むことによりこれらのシートを熱圧着して積層した際に接着性に優れるという利点もある
。これら樹脂は必ずしも１種類で使用する必要は無く、複数種併用して使用することもで
きる。
【０１０４】
  これらの樹脂は非結晶性であることがエンボス加工性やカードの柔軟性の観点から好ま
しい。また結晶性樹脂を用いる場合であっても脂肪族ポリエステル（Ａ成分）とブレンド
して用いて成形されたカード基材あるいは積層されたカード状態で非結晶性であることが
好ましい。例えばＡ成分としてポリ乳酸を用いる場合には、カード基材シートを非結晶性
とするために光学純度の低いポリ乳酸を用いることも効果的である。その場合のポリ乳酸
の光学純度は９９％以下、より好ましくは９８％以下、さらに好ましくは９７％以下、最
も好ましくは９６％以下であるが、一般に高価なポリＤ－乳酸の使用比率が高くなるため
８０％以上としておくことが好ましい。ここでいう光学純度とは例えばポリＬ－乳酸の場
合にはＬ体の比率であり、例えばＨＰＬＣ（高速液体クロマトグラフィー）やせん光度な
どの公知の手法で測定できる。ただし、エンボス加工性や柔軟性に問題ない場合やそのよ
うな特性が重視されない用途であれば結晶状態であってもなんら問題はない。なお、本発
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明において、”非結晶性”とは、ＤＳＣ（示差走査熱量計）によって測定される第一回昇
温時の結晶融解に起因するピーク熱量が１０Ｊ／ｇ以下、より好ましくは５Ｊ／ｇ以下、
さらに好ましくは３Ｊ／ｇ以下、最も好ましくは１Ｊ／ｇ以下であることを意味する。
【０１０５】
　また、Ｔｇは、ＤＳＣ（示差走査熱量計）によって測定される値であり、耐熱性の観点
から、さらに好ましくは１００℃以上、特に好ましくは１２０℃以上である。
　なお、押出成型加工性や積層時の熱融着性の観点から、Ｔｇは２００℃以下としておく
ことが好ましい。
【０１０６】
＜弾性率３０００ＭＰａ以下である樹脂（Ｄ成分）＞
　本発明で用いる弾性率３０００ＭＰａ以下である樹脂（Ｄ成分）はカードと使用するに
十分な柔軟性を付与することが目的であり、その材料は特に限定されることなく、例えば
、スチレン系樹脂、オレフィン系樹脂、アクリル樹脂、ポリアリレート樹脂、ポリフェニ
レンエーテル樹脂などが挙げられる。特にスチレン系樹脂とは、スチレン構造単位、すな
わち芳香族ビニル単位を含有する重合体であれば任意であり、例えば、スチレン樹脂、α
－メチルスチレン樹脂、ポリブタジエン、ブタジエン／スチレン共重合体、ブタジエン／
アクリロニトリル共重合体などの共役ジエン系ゴムに、スチレン、α－メチルスチレン、
ジメチルスチレン、ビニルトルエンなどの芳香族ビニルおよびアクリロニトリル、メタク
リロニトリルなどのシアン化ビニル、必要に応じてメチルアクリレート、エチルアクリレ
ート、ブチルアクリレート、メチルメタクリレート、エチルメタクリレートおよびブチル
メタクリレートなどの他の重合性単量体をグラフト重合して得られるＡＢＳ樹脂、上記に
例示した芳香族ビニルとシアン化ビニルとが共重合されたＡＳ樹脂、上記に例示した共役
ジエン系ゴムと芳香族ビニルとが共重合されたハイインパクトポリスチレン樹脂、上記の
芳香族ビニルとジエンとのブロック共重合体などが挙げられる。なかでも特にポリオレフ
ィン系樹脂およびＡＢＳ樹脂が好ましい。ポリオレフィン系樹脂とは、炭素数２～２０の
オレフィンから選ばれるオレフィンの単独重合体または共重合体である。例えば、エチレ
ン構造、プロピレン構造からなる直鎖状もしくは分岐状のα－オレフィンなどが挙げられ
、スチレン基を導入したものなども用いることが出来る。
　他にもブタジエン系ゴム、ニトリル系ゴム、クロロピレン系ゴム、アクリル系ゴム、ウ
レタン系ゴムを用いることもできる。
【０１０７】
　また、弾性率は、ＪＩＳ－Ｋ７１７１に準拠した手法によって測定される値であり、カ
ードの柔軟性、具体的にはＪＩＳ－Ｘ６３０５－１で定義されるような曲げ強さの観点か
ら、さらに好ましくは２５００ＭＰａ以下、特に好ましくは２０００ＭＰａ以下、さらに
好ましくは１５００ＭＰａ以下、さらに好ましくは１０００ＭＰａ以下、さらに好ましく
は５００ＭＰａ以下、さらに好ましくは３００ＭＰａ以下である。カードとしての曲げ強
さが目的とする範囲にはいることが重要であるため、用いられる樹脂の弾性率はその添加
量により適宜調整される。
　なお、前述のＢ成分としての要求特性（Ｔｇ８０℃以上）と、Ｄ成分としての要求特性
（弾性率３０００ＭＰａ以下）を満たす樹脂を用いれば、一種の樹脂でＢ成分とＤ成分と
の両者として機能させることもできる。
【０１０８】
＜充填剤＞
　本発明のカード用基材シートは、特にコアシートにおいて隠蔽性を向上させる目的で充
填剤を含有してもよい。かかる充填剤としては、有機質微粉体、無機質微粉体等が挙げら
れる。有機質微粉体としては、木粉、パルプ粉等のセルロース系粉末や、ポリマービーズ
、ポリマー中空粒子等から選ばれた少なくとも１種が用いられることが好ましい。また、
無機質微粉体としては、炭酸カルシウム、炭酸マグネシウム、炭酸バリウム、硫酸マグネ
シウム、硫酸バリウム、硫酸カルシウム、酸化亜鉛、酸化マグネシウム、酸化カルシウム
、酸化チタン、アルミナ、水酸化アルミニウム、ヒドロキシアパタイト、シリカ、マイカ
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、タルク、カオリン、クレー、ガラス粉、アスベスト粉、ゼオライト、珪酸白土等から選
ばれた少なくとも１種が用いられることが好ましい。
　もちろん、無機質微粉体と有機質微粉体とを組み合わせて使用してもよい。また、充填
剤は複数種類を併用することができる。
【０１０９】
  シートの隠蔽効果を高くするという観点からは、シートを構成する脂肪族ポリエステル
（Ａ成分）との屈折率差が大きいものが好ましく、すなわち、無機質微粉体としては屈折
率が大きいものが好ましい。具体的には、屈折率が１．６以上である、炭酸カルシウム、
硫酸バリウム、酸化チタンおよび酸化亜鉛からなる群より選ばれる少なくとも１種を用い
ることが更に好ましく、これらの中でも酸化チタンを用いることが特に好ましい。酸化チ
タンを用いることにより、より少ない充填量でフィルムに高い隠蔽性を付与することがで
きる。また、充填剤の、脂肪族ポリエステル（Ａ成分）への分散性を向上させるために、
充填剤の表面に、シリコーン系化合物、多価アルコール系化合物、アミン系化合物、脂肪
酸、脂肪酸エステル等で表面処理を施したものを使用してもよい。
  表面処理剤としては、例えば、アルミナ、シリカ、ジルコニア等からなる群から選ばれ
た少なくとも１種の無機化合物、シロキサン化合物、シランカップリング剤、ポリオール
及びポリエチレングリコールからなる群から選ばれた少なくとも１種の有機化合物等を用
いることができる。また、これらの無機化合物と有機化合物とを組み合わせて用いてもよ
い。
【０１１０】
　本発明に用いられる充填剤は、その平均粒径に制限はないが、０．０５μｍ以上１５μ
ｍ以下であることが好ましく、より好ましくは０．１μｍ以上１０μｍ以下である。
　また、その添加量は樹脂組成物全体に対して１～２０％が好ましく、より好ましくは３
～１８％、さらに好ましくは５～１６％である。添加量が少ない場合は隠蔽性が悪くなり
、多い場合には柔軟性が悪くなってしまう。
【０１１１】
＜その他の添加剤等＞
　さらに本発明のカード基材用シートには、副次的添加剤を加えて色々な改質を行うこと
が出来る。副次的添加剤の例としては安定剤、酸化防止剤、紫外線吸収剤、顔料、静電剤
、導電剤、離型剤、可塑剤、滑剤、抗菌剤、核形成剤、充填剤、相溶化剤等その他類似の
ものが挙げられる。
【０１１２】
＜樹脂組成物＞
　本発明において樹脂組成物中の環状カルボジイミド化合物（Ｃ成分）の含有割合は、脂
肪族ポリエステル系樹脂（Ａ成分）の重量を基準にして、０．００１～５重量％であるこ
とが好ましい。Ｃ成分の量がこの範囲にあれば、樹脂組成物およびこれより得られるシー
トの、水分に対する安定性、耐加水分解安定性を好適に高めることができる。かかる観点
より環状カルボジイミド化合物（Ｃ成分）の含有割合は、より好ましくは０．０１～５重
量％、さらに好ましくは０．１～４重量％の範囲が選択される。この範囲より少量である
と環状カルボジイミド化合物（Ｃ成分）の効果が有効に認められないことがあり、また、
この範囲を超えて多量に適用しても、耐加水分解安定性の更なる向上は期待されない。
【０１１３】
  脂肪族ポリエステル（Ａ成分）がポリ乳酸を含む場合には、そのラクチド含有量は、脂
肪族ポリエステル（Ａ成分）の重量を基準にして、好ましくは０～１０００ｐｐｍ、より
好ましくは０～２００ｐｐｍ、さらに好ましくは０～１００ｐｐｍの範囲である。ラクチ
ドの含有量は少ないほうが樹脂組成物の色相、安定性等の物性の観点より好ましいが、過
剰に減少操作を適用しても、更なる物性の向上は期待されずまたコスト面よりも好ましく
ない場合が発生する。
【０１１４】
  また、樹脂組成物のカルボキシル基濃度は、脂肪族ポリエステル（Ａ成分）の重量を基
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準にして、好ましくは０～３０当量／ｔｏｎ、より好ましくは０～１０当量／ｔｏｎ，さ
らに好ましくは０～５当量／ｔｏｎの範囲、特に好ましくは０～１当量／ｔｏｎの範囲で
ある。カルボキシル基濃度の低減は環状カルボジイミド化合物（Ｃ成分）を使用すること
により、容易に達成できる。
【０１１５】
　本発明においてＴｇが８０℃以上である樹脂（Ｂ成分）を含む場合があるが、樹脂組成
物全体に対して０～８０重量％であることが好ましい。８０重量％を超える場合には、脂
肪族ポリエステルの比率が低くなり資源枯渇の問題解決という観点での植物由来の材料を
用いる意味が薄れてしまう。さらに好ましくは、１～７０重量％、特に好ましくは２～６
０重量％、最も好ましくは３～５０重量％である。
　同様の理由で弾性率３０００ＭＰａ以下である樹脂（Ｄ成分）を含む場合においても樹
脂組成物全体に対して０～８０重量％であることが好ましい。さらに好ましくは、１～７
０重量％、特に好ましくは２～６０重量％、最も好ましくは３～５０重量％である。
【０１１６】
  本願の樹脂組成物における発明において、樹脂組成物中の環状カルボジイミド化合物（
Ｃ成分）、脂肪族ポリエステル（Ａ成分）、Ｔｇが８０℃以上である樹脂（Ｂ成分）、弾
性率３０００ＭＰａ以下である樹脂（Ｄ成分）およびその他の充填剤などの添加剤の比率
はカードに必要とされる、耐熱性、柔軟性、エンボス加工性や基材シートの熱圧着性など
の観点から決定される。
【０１１７】
＜カード用基材シート＞
　本発明のカード用基材シートは身分を証明するＩＤカード、会員カード、診察券、金銭
的価値を有するキャッシュカード、プリペイドカード等の情報記録媒体に用いられる。
　一般に上記カードは、コアシートやオーバーシートなどのカード用基材シートを複数枚
重ねた積層体を熱圧着して構成される場合が多い。もちろん、コアシートのみの単層構成
でカードと使用することも可能である。さらに、コアシートおよびオーバーシートはそれ
ぞれ単層体であっても多層体であってもよい。本発明のカード用基材シートはコアシート
としてもオーバーシートとしても用いることができる。
【０１１８】
　本発明に係るカードの構成は以下（１）～（４）の何れかの構成が好ましい。
（１）：（Ｉ）
（２）：（Ｏ）／（Ｉ）／（Ｏ）
（３）：（Ｏ）／（Ｉ）／（Ｉ）／（Ｏ）
（４）：（Ｏ）／（Ｉ）／（Ｉ）／（Ｉ）／（Ｉ）／（Ｏ）
（ここで、（Ｉ）：コアシート、（Ｏ）：オーバーシートであり、上記構成はカード層構
成を簡易的に示したものであって、例えば、（１）はコアシート一層構成、（２）はコア
シートの両面にオーバーシートが積層されていることを示す。）
【０１１９】
　オーバーシートはコアシートに印刷したインキの保護や印刷物の視認性を確保するため
、両最外層に配置する。またオーバーシートに挟まれるコアシートは、基本的に何層にし
ても問題ないが、片面印刷する際には上記（２）の構成が好ましく、両面に印刷する場合
は、上記（２）の構成では１枚のシートに両面印刷を行う煩雑性を考えると上記（３）の
構成が好ましい。なお、コアシートを複数枚積層する際は、目的にあわせて適宜配合比を
変えてもよい。
【０１２０】
　またコアシートに流動性の異なるような機能が必要な場合（例えばカードの中央にＩＣ
チップを搭載した基盤を配するようなカード）は上記（４）の構成が好ましい。上記（４
）以上の多層構成は作業性や生産効率の点を考慮して適宜選択可能である。なお、本発明
のカード用基材シートがコアシート及びオーバーシートの両方に使用される場合には、こ
れらのカード用基材シートは同一でも異なっていてもよい。また、コアシートやオーバー
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シートに使用される本発明のカード用基材シート以外のシートとしては、公知のあらゆる
シートを用いることができる。
　カード用基材シートの厚みは、特に限定はないが、例えば３０～９００μｍの範囲で選
択されることができる。
　なお、カードの最表面にはハードコートや帯電防止の機能を有する層があってもよい。
【０１２１】
　また、本願のカード用基材シートは従来の塩ビカードの熱圧着条件で融着可能でありつ
つ、カードとした後は９０℃および８５℃８５％ＲＨでの耐久性に優れていることが特徴
である。
　例えば１２０℃５ＭＰａ１０分の条件で熱圧着可能とするにはカード基材シートは実質
的に非晶状態である必要がある。実質的に非晶状態であるとは、例えば脂肪族ポリエステ
ル樹脂（Ａ成分）がポリ乳酸である場合には、ＤＳＣ測定で（示差走査熱量計）、昇温速
度２０℃／分で求めた、第一回昇温時のポリ乳酸結晶の結晶化熱量（ΔＨｃ）が１０Ｊ／
ｇ以上、好ましくは１５Ｊ／ｇ以上、さらに好ましくは２０Ｊ／ｇ以上であることである
。
　上記式を満足しない場合には、熱圧着性が悪くなる。
【０１２２】
　また、熱圧着により形成されたカードにおいて優れた耐久性を得るには熱圧着処理によ
り結晶化することが好ましく、脂肪族ポリエステル樹脂（Ａ成分）がポリ乳酸である場合
には、１２０℃１０分の熱処理をした後でのＤＳＣ測定で（示差走査熱量計）、昇温速度
２０℃／分で求めた、第一回昇温時のポリ乳酸結晶のピーク熱量（ΔＨｃ）が３Ｊ／ｇ以
下、好ましくは２Ｊ／ｇ以下、さらに好ましくは１Ｊ／ｇ以下であり、結晶融解熱量（Δ
Ｈｍ）が１０Ｊ／ｇ以上、好ましくは１５Ｊ／ｇ以上、さらに好ましくは１８Ｊ／ｇ以上
、最も好ましくは２０Ｊ／ｇ以上であることである。上記条件を満足しない場合には、結
晶化が不十分であり、耐久性が悪くなる。
【０１２３】
＜コアシート＞
　コアシートの厚みは、特に限定はないが、例えば５０～９００μｍの範囲で選択される
ことができる。カードがコアシート１枚から構成される場合、３００～９００μｍ、２枚
から構成される場合、１５０～４５０μｍが好ましい。
【０１２４】
＜オーバーシート＞
　オーバーシートの厚みは、特に限定はないが、例えば５０～２００μｍの範囲で選択さ
れることができる。
　オーバーシートは透明であってもよく、透明の場合には、コアシートに印刷した図柄等
をカード表面から透かして見ることができる。その場合にはヘイズ値は３０％以下である
ことが好ましく、さらに好ましくは２０％以下であり最も好ましくは１０％以下である。
【０１２５】
＜シートの積層＞
　本発明において、コアシートとオーバーシートとを一体化する方法については特に限定
されるものではないが、例えば、熱融着、接着剤等を用いる方法等が挙げられる。本発明
においては、熱融着により一体化することが好ましい。なお、オーバーシートに、予め磁
気テープを貼っておいてもよい。
【実施例】
【０１２６】
　以下、本発明を実施例により更に具体的に説明するが、本発明は、これにより何ら限定
を受けるものではない。
【０１２７】
＜評価方法＞
（１）ポリマーの重量平均分子量（Ｍｗ）および数平均分子量（Ｍｎ）：
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　ポリマーの重量平均分子量および数平均分子量は、ゲルパーミエーションクロマトグラ
フィー（ＧＰＣ）により測定、標準ポリスチレンに換算した。ＧＰＣ測定機器は、検出器
；示差屈折計（（株）島津製作所製）ＲＩＤ－６Ａカラム；東ソ－（株）ＴＳＫｇｅｌＧ
３０００ＨＸＬ、ＴＳＫｇｅｌＧ４０００ＨＸＬ，ＴＳＫｇｅｌＧ５０００ＨＸＬとＴＳ
ＫｇｕａｒｄｃｏｌｕｍｎＨＸＬ－Ｌを直列に接続したもの、あるいは東ソ－（株）ＴＳ
ＫｇｅｌＧ２０００ＨＸＬ、ＴＳＫｇｅｌＧ３０００ＨＸＬとＴＳＫｇｕａｒｄｃｏｌｕ
ｍｎＨＸＬ－Ｌを直列に接続したものを使用した。
　クロロホルムを溶離液とし温度４０℃、流速１．０ｍｌ／ｍｉｎにて、濃度１ｍｇ／ｍ
ｌ（１％ヘキサフルオロイソプロパノールを含むクロロホルム）の試料を１０μｌ注入し
測定した。
【０１２８】
（２）ガラス転移点温度（Ｔｇ）、融点（Ｔｍ）、結晶化熱量（ΔＨｃ）、結晶融解熱量
（ΔＨｍ）：
　ＤＳＣ２９２０　Ｍｏｄｕｌａｔｅｄ　ＤＳＣ（ＴＡ　Ｉｎｓｔｒｕｍｅｎｔｓ社製）
を用いて、昇温速度２０℃／分の条件で測定した。
【０１２９】
（３）弾性率：
　ＪＩＳ　Ｋ７１７１に準拠して２ｍｍ／ｍｉｎの速度で測定した。
【０１３０】
（４）厚み測定：
　アンリツ社製の電子マイクロで測定した。
【０１３１】
（５）環状カルボジイミド構造の核磁気共鳴法（ＮＭＲ）による同定および組成物中の環
状カルボジイミドの定量：
　合成した環状カルボジイミド化合物は１Ｈ－ＮＭＲ、１３Ｃ－ＮＭＲによって確認した
。ＮＭＲは日本電子（株）製の商品名『ＪＮＲ－ＥＸ２７０』を使用した。溶媒は重クロ
ロホルムを用いた。
【０１３２】
（６）環状カルボジイミドのカルボジイミド骨格の赤外分光法（ＩＲ）による同定：
　合成した環状カルボジイミド化合物のカルボジイミド骨格の有無は、ＦＴ－ＩＲにより
カルボジイミドに特徴的な２１００～２２００ｃｍ－１の確認を行った。ＦＴ－ＩＲはサ
ーモニコレー（株）製の商品名『Ｍａｇｎａ－７５０』を使用した。
【０１３３】
（７）イソシアネートガス発生テスト：
　試料を、１６０℃で５分間加熱し、熱分解ＧＣ／ＭＳ分析によりイソシアネートガスの
発生有無を確認した。ＧＣ／ＭＳは日本電子（株）製ＧＣ／ＭＳ　Ｊｍｓ　Ｑ１０００Ｇ
Ｃ　Ｋ９を使用した。
【０１３４】
（８）耐加水分解性：
　カードを温度８５℃、湿度８５％ＲＨの環境下に２４時間放置し、外観不良や端面から
の剥離などの異常がないものは○、問題があるものは×とした。
【０１３５】
（９）総合評価：
　イソシアネートガスの発生テストにおいて、イソシアネートガス発生がなく、耐加水分
解性の評価結果が○のものを○とし、それ以外のものは×とした。
【０１３６】
＜脂肪族ポリエステル（Ａ成分）＞
（１）脂肪族ポリエステル（Ａ１（ポリＬ－乳酸）の製造：
　Ｌ－ラクチド（（株）武蔵野化学研究所製、光学純度１００％）１００重量部に対し、
オクチル酸スズを０．００５重量部加え、窒素雰囲気下、撹拌翼のついた反応機にて１８
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３．３Ｐａで残存するラクチドを減圧除去し、チップ化し、ポリＬ－乳酸（Ａ１）を得た
。得られたポリＬ－乳酸の重量平均分子量は１５．２万、ガラス転移点（Ｔｇ）は５５℃
、融点は１７５℃であった。
【０１３７】
（２）脂肪族ポリエステル（Ａ２（ポリＤ－乳酸））の製造：
　ＰＬＬＡ１の製造において、Ｌ－ラクチドをＤ－ラクチド（（株）武蔵野化学研究所製
、光学純度１００％）に変更したこと以外は同じ条件で重合を行い、ポリＤ－乳酸（Ａ２
）を得た。得られたポリＤ－乳酸の重量平均分子量（Ｍｗ）は１５．１万、ガラス転移点
（Ｔｇ）は５５℃、融点は１７５℃であった。
【０１３８】
（３）脂肪族ポリエステル（Ａ３（ステレオコンプレックスポリ乳酸））の製造：
　上記操作で得られたＡ１とＡ２とを各５０重量部およびリン酸金属塩（（株）ＡＤＥＫ
Ａ製「アデカスタブ」ＮＡ－７１：０．１重量部）を、２軸混練装置の第一供給口より供
給、シリンダー温度２５０℃で溶融混練し、ステレオコンプレックスポリ乳酸（Ａ３）を
得た。ガラス転移点（Ｔｇ）は５５℃、融点は２１６℃であった。
【０１３９】
＜カルボジイミド基を１個有しその第一窒素と第二窒素とが結合基により結合されている
環状構造を少なくとも含む化合物（Ｃ成分）＞
（１）Ｃ成分（Ｃ１）の製造：
　ｏ－ニトロフェノール（０．１１ｍｏｌ）とペンタエリトリチルテトラブロミド（０．
０２５ｍｏｌ）、炭酸カリウム（０．３３ｍｏｌ）、Ｎ，Ｎ－ジメチルホルムアミド２０
０ｍｌを撹拌装置及び加熱装置を設置した反応装置にＮ２雰囲気下仕込み、１３０℃で１
２時間反応後、ＤＭＦを減圧により除去し、得られた固形物をジクロロメタン２００ｍｌ
に溶かし、水１００ｍｌで３回分液を行った。有機層を硫酸ナトリウム５ｇで脱水し、ジ
クロロメタンを減圧により除去し、中間生成物Ｌ（ニトロ体）を得た。
【０１４０】
　次に中間生成物Ｌ（０．１ｍｏｌ）と５％パラジウムカーボン（Ｐｄ／Ｃ）（２ｇ）、
エタノール／ジクロロメタン（７０／３０）４００ｍｌを、撹拌装置を設置した反応装置
に仕込み、水素置換を５回行い、２５℃で水素を常に供給した状態で反応させ、水素の減
少がなくなったら反応を終了した。Ｐｄ／Ｃを回収し、混合溶媒を除去すると中間生成物
Ｍ（アミン体）が得られた。
【０１４１】
　次に撹拌装置及び加熱装置、滴下ロートを設置した反応装置に、Ｎ２雰囲気下、トリフ
ェニルホスフィンジブロミド（０．１１ｍｏｌ）と１，２－ジクロロエタン１５０ｍｌを
仕込み撹拌させた。そこに中間生成物Ｍ（０．０２５ｍｏｌ）とトリエチルアミン（０．
２５ｍｏｌ）を１，２－ジクロロエタン５０ｍｌに溶かした溶液を２５℃で徐々に滴下し
た。滴下終了後、７０℃で５時間反応させる。その後、反応溶液をろ過し、ろ液を水１０
０ｍｌで５回分液を行った。有機層を硫酸ナトリウム５ｇで脱水し、１，２－ジクロロエ
タンを減圧により除去し、中間生成物Ｎ（トリフェニルホスフィン体）が得られた。
【０１４２】
　次に、撹拌装置及び滴下ロートを設置した反応装置に、Ｎ２雰囲気下、ジ－ｔｅｒｔ－
ブチルジカーボネート（０．１１ｍｏｌ）とＮ，Ｎ－ジメチル－４－アミノピリジン（０
．０５５ｍｏｌ）、ジクロロメタン１５０ｍｌを仕込み撹拌させる。そこに、２５℃で中
間生成物Ｎ（０．０２５ｍｏｌ）を溶かしたジクロロメタン１００ｍｌをゆっくりと滴下
させた。滴下後、１２時間反応させる。その後、ジクロロメタンを除去し得られた固形物
を、精製することで、下記に示す構造を有するＣ成分（Ｃ１）を得た。Ｃ１の構造はＮＭ
Ｒ、ＩＲにより確認した。
【０１４３】
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【化４７】

【０１４４】
＜樹脂組成物＞
（１）樹脂組成物（Ｅ１）の製造：
　Ａ成分としてＮＡＴＵＲＥ　ＷＯＲＫＳ製ＰＬＡ樹脂４０４２Ｄ（Ａ４）を１００重量
部、Ｃ１を１重量部をブレンダーで混合、１１０℃、５時間真空乾燥した後、混練機の第
一供給口より供給し、シリンダー温度２３０℃、ベント圧１３．３Ｐａで真空排気しなが
ら溶融混練し、水槽中にストランド押し出し、チップカッターにてチップ化して樹脂組成
物（Ｅ１）を得た。
【０１４５】
（２）樹脂組成物（Ｅ２）の製造：
　Ａ成分としてＮＡＴＵＲＥ　ＷＯＲＫＳ製ＰＬＡ樹脂４０４２Ｄ（Ａ４）を６０重量部
、Ｃ１を０．８重量部、Ｂ成分としてＴｇ１５０℃である帝人化成（株）製ポリカーボネ
ート樹脂「パンライト」ＡＤ－５５０３（ＰＣ１）を４０重量部をブレンダーで混合、１
１０℃、５時間真空乾燥した後、混練機の第一供給口より供給し、シリンダー温度２３０
℃、ベント圧１３．３Ｐａで真空排気しながら溶融混練し、水槽中にストランド押し出し
、チップカッターにてチップ化して樹脂組成物（Ｅ２）を得た。
【０１４６】
（３）樹脂組成物（Ｅ３）の製造：
　Ａ２を４０重量部、Ｃ１を０．６重量部、Ｂ成分としてＴｇ１０４℃である日本ゼオン
（株）製シクロオレフィンポリマー樹脂「ＺＥＯＮＯＲ」１０２０Ｒ（ＡＰＯ１）を６０
重量部をブレンダーで混合、１００℃、５時間真空乾燥した後、混練機の第一供給口より
供給し、シリンダー温度２３０℃、ベント圧１３．３Ｐａで真空排気しながら溶融混練し
、水槽中にストランド押し出し、チップカッターにてチップ化して樹脂組成物（Ｅ３）を
得た。
【０１４７】
（４）樹脂組成物（Ｅ４）の製造：
　Ａ３を１００重量部、Ｃ１を１重量部をブレンダーで混合、１１０℃、５時間真空乾燥
した後、混練機の第一供給口より供給し、シリンダー温度２３０℃、ベント圧１３．３Ｐ
ａで真空排気しながら溶融混練し、水槽中にストランド押し出し、チップカッターにてチ
ップ化して樹脂組成物（Ｅ４）を得た。
【０１４８】
（５）樹脂組成物（Ｅ５）の製造：
　Ａ成分としてＮＡＴＵＲＥ　ＷＯＲＫＳ製ＰＬＡ樹脂４０４２Ｄ（Ａ４）を５５重量部
、Ｃ１を０．７重量部、Ｂ成分としてＴｇ１５０℃である帝人化成（株）製ポリカーボネ
ート樹脂「パンライト」ＡＤ－５５０３（ＰＣ１）を３５重量部、Ｄ成分として弾性率２



(36) JP 5607443 B2 2014.10.15

10

20

30

40

50

０００ＭＰａであるダイセルポリマー（株）製ＡＢＳ樹脂「セビアン」Ｖ３００（ＡＢＳ
１）を１０重量部をブレンダーで混合、１００℃、５時間真空乾燥した後、混練機の第一
供給口より供給し、シリンダー温度２３０℃、ベント圧１３．３Ｐａで真空排気しながら
溶融混練し、水槽中にストランド押し出し、チップカッターにてチップ化して樹脂組成物
（Ｅ５）を得た。
【０１４９】
（６）樹脂組成物（Ｅ６）の製造：
　Ａ成分としてＮＡＴＵＲＥ　ＷＯＲＫＳ製ＰＬＡ樹脂４０４２Ｄ（Ａ４）を６０重量部
、Ｂ成分としてＴｇ１５０℃である帝人化成（株）製ポリカーボネート樹脂「パンライト
」ＡＤ－５５０３（ＰＣ１）を４０重量部をブレンダーで混合、１１０℃、５時間真空乾
燥した後、混練機の第一供給口より供給し、シリンダー温度２３０℃、ベント圧１３．３
Ｐａで真空排気しながら溶融混練し、水槽中にストランド押し出し、チップカッターにて
チップ化して樹脂組成物（Ｅ６）を得た。
【０１５０】
（７）樹脂組成物（Ｅ７）の製造：
　Ａ１を１００重量部、日清紡ケミカル（株）製「カルボジライト」ＬＡ－１（ＬＡ１）
を１重量部をブレンダーで混合、１１０℃、５時間真空乾燥した後、混練機の第一供給口
より供給し、シリンダー温度２３０℃、ベント圧１３．３Ｐａで真空排気しながら溶融混
練し、水槽中にストランド押し出し、チップカッターにてチップ化して樹脂組成物（Ｅ７
）を得た。
【０１５１】
（８）樹脂組成物（Ｅ８）の製造：
　Ａ成分としてＮＡＴＵＲＥ　ＷＯＲＫＳ製ＰＬＡ樹脂４０４２Ｄ（Ａ４）を６０重量部
、Ｃ１を０．７重量部、Ｂ成分並びにＤ成分の二成分を兼用する成分として、Ｔｇ１０８
℃、弾性率２５００ＭＰａであるダイセルポリマー（株）製ＡＢＳ樹脂「セビアン」Ｖ５
００（ＡＢＳ２）４０重量部をブレンダーで混合、１００℃、５時間真空乾燥した後、混
練機の第一供給口より供給し、シリンダー温度２３０℃、ベント圧１３．３Ｐａで真空排
気しながら溶融混練し、水槽中にストランド押し出し、チップカッターにてチップ化して
樹脂組成物（Ｅ８）を得た。
【０１５２】
（９）樹脂組成物（Ｅ９）の製造：
　Ａ成分として１１０℃、５時間真空乾燥した（Ａ１）を７８重量部、Ｄ成分としてポリ
オレフィン系樹脂である日本ポリエチレン（株）製「カーネル」ＫＦ３６０Ｔ（ＯＲ１）
を１０重量部、Ｃ成分として（Ｃ１）を２重量部、その他の添加剤としてテイカ（株）製
酸化チタンＪＲ－４０５（Ｐ１）を１０重量部、をブレンダーで混合した後、混練機の第
一供給口より供給し、シリンダー温度２００℃、ベント圧１３．３Ｐａで真空排気しなが
ら溶融混練し、水槽中にストランド押し出し、チップカッターにてチップ化して樹脂組成
物（Ｅ９）を得た。
【０１５３】
（１０）樹脂組成物（Ｅ１０）の製造：
　Ａ成分として１１０℃、５時間真空乾燥した（Ａ１）を８３．２重量部、Ｄ成分として
ポリオレフィン系樹脂である日本ポリプロ（株）製「ＷＥＬＮＥＸ」ＲＦＸ４Ｖ（ＯＲ２
）を５重量部、Ｃ成分として（Ｃ１）を１．８重量部、その他の添加剤としてテイカ（株
）製酸化チタンＪＲ－４０５（Ｐ１）を１０重量部、をブレンダーで混合した後、混練機
の第一供給口より供給し、シリンダー温度２００℃、ベント圧１３．３Ｐａで真空排気し
ながら溶融混練し、水槽中にストランド押し出し、チップカッターにてチップ化して樹脂
組成物（Ｅ１０）を得た。
【０１５４】
（１１）樹脂組成物（Ｅ１１）の製造：
　Ａ成分として１１０℃、５時間真空乾燥した（Ａ４）を９６重量部、Ｄ成分としてポリ



(37) JP 5607443 B2 2014.10.15

10

20

30

40

50

オレフィン系樹脂である日本ポリエチレン（株）製「カーネル」ＫＦ３６０Ｔ（ＯＲ１）
を２．５重量部、Ｃ成分として（Ｃ１）を１．５重量部、をブレンダーで混合した後、混
練機の第一供給口より供給し、シリンダー温度２３０℃、ベント圧１３．３Ｐａで真空排
気しながら溶融混練し、水槽中にストランド押し出し、チップカッターにてチップ化して
樹脂組成物（Ｅ１１）を得た。
【０１５５】
＜カード基材用シートの作製＞
（コアシート）
（１）コアシート（Ｉ１）の製造：
　樹脂組成物（Ｅ１）を１００℃で５時間乾燥させた後、２３０℃で押出機にて溶融混練
し、ダイ温度１９５℃でＴダイよりフィルム状に溶融押し出し、４０℃の冷却ドラム表面
に密着、固化させコアシート（Ｉ１）を得た。膜厚は２８０μｍであった。当該シートの
製膜時にイソシアネート臭の発生は認められず、良好な作業環境のもとで製膜実施可能で
あった。
【０１５６】
（２）コアシート（Ｉ２）の製造：
　樹脂組成物（Ｅ２）を１００℃で５時間乾燥させた後、２３０℃で押出機にて溶融混練
し、ダイ温度２２０℃でＴダイよりフィルム状に溶融押し出し、１００℃の冷却ドラム表
面に密着、固化させコアシート（Ｉ２）を得た。膜厚は２８０μｍであった。当該シート
の製膜時にイソシアネート臭の発生は認められず、良好な作業環境のもとで製膜実施可能
であった。
【０１５７】
（３）コアシート（Ｉ３）の製造：
　樹脂組成物（Ｅ３）を１００℃で５時間乾燥させた後、２３０℃で押出機にて溶融混練
し、ダイ温度２２０℃でＴダイよりフィルム状に溶融押し出し、１００℃の冷却ドラム表
面に密着、固化させコアシート（Ｉ３）を得た。膜厚は２８０μｍであった。当該シート
の製膜時にイソシアネート臭の発生は認められず、良好な作業環境のもとで製膜実施可能
であった。
【０１５８】
（４）コアシート（Ｉ４）の製造：
　樹脂組成物（Ｅ５）を１００℃で５時間乾燥させた後、２３０℃で押出機にて溶融混練
し、ダイ温度２２０℃でＴダイよりフィルム状に溶融押し出し、８０℃の冷却ドラム表面
に密着、固化させコアシート（Ｉ４）を得た。膜厚は２８０μｍであった。当該シートの
製膜時にイソシアネート臭の発生は認められず、良好な作業環境のもとで製膜実施可能で
あった。
【０１５９】
（５）コアシート（Ｉ５）の製造：
　樹脂組成物（Ｅ６）を１００℃で５時間乾燥させた後、２３０℃で押出機にて溶融混練
し、ダイ温度２２０℃でＴダイよりフィルム状に溶融押し出し、１００℃の冷却ドラム表
面に密着、固化させコアシート（Ｉ５）を得た。膜厚は２８０μｍであった。
【０１６０】
（６）コアシート（Ｉ６）の製造：
　樹脂組成物（Ｅ７）を１００℃で５時間乾燥させた後、２３０℃で押出機にて溶融混練
し、ダイ温度２２０℃でＴダイよりフィルム状に溶融押し出し、１００℃の冷却ドラム表
面に密着、固化させコアシート（Ｉ６）を得た。膜厚は２８０μｍであった。当該シート
の製膜時にイソシアネート臭が認められた。
【０１６１】
（７）コアシート（Ｉ７）の製造：
　膜厚を３８０μｍにした以外はコアシート（Ｉ２）と同様の方法でコアシート（Ｉ７）
を得た。当該シートの製膜時にイソシアネート臭の発生は認められず、良好な作業環境の
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もとで製膜実施可能であった。
【０１６２】
（８）コアシート（Ｉ８）の製造：
　膜厚を３８０μｍにした以外はコアシート（Ｉ４）と同様の方法でコアシート（Ｉ８）
を得た。当該シートの製膜時にイソシアネート臭の発生は認められず、良好な作業環境の
もとで製膜実施可能であった。
【０１６３】
（９）コアシート（Ｉ９）の製造：
　樹脂組成物（Ｅ８）を９０℃で５時間乾燥させた後、２３０℃で押出機にて溶融混練し
、ダイ温度２２０℃でＴダイよりフィルム状に溶融押し出し、７０℃の冷却ドラム表面に
密着、固化させコアシート（Ｉ９）を得た。膜厚は２８０μｍであった。当該シートの製
膜時にイソシアネート臭の発生は認められず、良好な作業環境のもとで製膜実施可能であ
った。
【０１６４】
（１０）コアシート（Ｉ１０）の製造：
　樹脂組成物（Ｅ９）を１００℃で５時間乾燥させた後、２００℃で押出機にて溶融混練
し、ダイ温度１９５℃でＴダイよりフィルム状に溶融押し出し、５０℃の冷却ドラム表面
に密着、固化させコアシート（Ｉ１０）を得た。膜厚は２８０μｍであった。当該シート
の製膜時にイソシアネート臭の発生は認められず、良好な作業環境のもとで製膜実施可能
であった。なお、結晶化熱量（ΔＨｃ）は１９Ｊ／ｇであり、１２０℃１０分間熱処理を
した後の結晶化熱量（ΔＨｃ）は０Ｊ／ｇであり、結晶融解熱量（ΔＨｍ）は２４Ｊ／ｇ
であった。
【０１６５】
（１１）コアシート（Ｉ１１）の製造：
　樹脂組成物（Ｅ１０）を１００℃で５時間乾燥させた後、２００℃で押出機にて溶融混
練し、ダイ温度１９５℃でＴダイよりフィルム状に溶融押し出し、５０℃の冷却ドラム表
面に密着、固化させコアシート（Ｉ１１）を得た。膜厚は３８０μｍであった。当該シー
トの製膜時にイソシアネート臭の発生は認められず、良好な作業環境のもとで製膜実施可
能であった。なお、結晶化熱量（ΔＨｃ）は２１Ｊ／ｇであり、１２０℃１０分間熱処理
をした後の結晶化熱量（ΔＨｃ）は０Ｊ／ｇであり、結晶融解熱量（ΔＨｍ）は２６Ｊ／
ｇであった。
【０１６６】
（オーバーシート）
（１）オーバーシート（Ｏ１）の製造：
　帝人化成（株）製ポリカーボネート樹脂「パンライト」ＡＤ－５５０３（ＰＣ１）を１
００℃で５時間乾燥させた後、２４０℃で押出機にて溶融混練し、ダイ温度２４０℃でＴ
ダイよりフィルム状に溶融押し出し、１３０℃の冷却ドラム表面に密着、固化させオーバ
ーシート（Ｏ１）を得た。膜厚は１００μｍであった。
【０１６７】
（２）オーバーシート（Ｏ２）の製造：
　樹脂組成物（Ｅ４）を１００℃で５時間乾燥させた後、２３０℃で押出機にて溶融混練
し、ダイ温度２３０℃でＴダイよりフィルム状に溶融押し出し、４０℃の冷却ドラム表面
に密着、固化させオーバーシート（Ｏ２）を得た。膜厚は１００μｍであった。
【０１６８】
（３）オーバーシート（Ｏ３）の製造：
　樹脂組成物（Ｅ１１）を１００℃で５時間乾燥させた後、２３０℃で押出機にて溶融混
練し、Ｔダイよりフィルム状に溶融押し出し、５０℃の冷却ドラム表面に密着、固化させ
オーバーシート（Ｏ３）を得た。膜厚は１００μｍであった。なお、結晶化熱量（ΔＨｃ
）は２３Ｊ／ｇであり、１２０℃１０分間熱処理をした後の結晶化熱量（ΔＨｃ）は０Ｊ
／ｇであり、、結晶融解熱量（ΔＨｍ）は４７Ｊ／ｇであった。
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【０１６９】
（カードの成形）
　１００ｍｍ×３００ｍｍに断裁したコアシート、及びオーバーシートを（オーバーシー
ト／コアシート／コアシート／オーバーシート）の層構成になるように重ね合わせ、温度
：１２０℃、圧力１ＭＰａで１０分間加熱プレスを行い、その後室温まで冷却しカード用
の積層体を得た。また、オーバーシートを用いない場合は（コアシート／コアシート）の
層構成になるように重ね合わせ、温度：１２０℃、圧力１ＭＰａで１０分間加熱プレスを
行い、その後室温まで冷却しカード用の積層体を得た。
　該積層体を約８５．６×５４．０ｍｍのサイズで打ち抜いてカードを得た。
【０１７０】
［実施例１］
　コアシートＩ１とオーバーシートＯ１を用い、（カードの成形）の項で説明した方法で
カードを作成した。
【０１７１】
［実施例２］
　コアシートＩ２とオーバーシートＯ１を用い、（カードの成形）の項で説明した方法で
カードを作成した。
【０１７２】
［実施例３］
　コアシートＩ３とオーバーシートＯ１を用い、（カードの成形）の項で説明した方法で
カードを作成した。
【０１７３】
［実施例４］
　コアシートＩ２とオーバーシートＯ２を用い、（カードの成形）の項で説明した方法で
カードを作成した。
【０１７４】
［実施例５］
　コアシートＩ７のみを用い、（カードの成形）の項で説明した方法でカードを作成した
。
【０１７５】
［実施例６］
　コアシートＩ４とオーバーシートＯ１を用い、（カードの成形）の項で説明した方法で
カードを作成した。
【０１７６】
［実施例７］
　コアシートＩ８のみを用い、（カードの成形）の項で説明した方法でカードを作成した
。
【０１７７】
［実施例８］
　コアシートＩ９とオーバーシートＯ１を用い、（カードの成形）の項で説明した方法で
カードを作成した。
【０１７８】
［実施例９］
　コアシートＩ１０とオーバーシートＯ３を用い、（カードの成形）の項で説明した方法
でカードを作成した。
【０１７９】
［実施例１０］
　コアシートＩ１１のみを用い、（カードの成形）の項で説明した方法でカードを作成し
た。
【０１８０】
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［比較例１］
　コアシートＩ５とオーバーシートＯ１を用い、（カードの成形）の項で説明した方法で
カードを作成した。
【０１８１】
［比較例２］
　コアシートＩ６とオーバーシートＯ１を用い、（カードの成形）の項で説明した方法で
カードを作成した。
【０１８２】
　実施例および比較例に用いたコアシート、オーバーシートの組成および作製したカード
の構成およびその評価結果を表１、表２、表３に示す。表から脂肪族ポリエステル（Ａ成
分）とカルボジイミド基を１個有しその第一窒素と第二窒素とが結合基により結合されて
いる環状構造を少なくとも含む化合物（Ｃ成分）を含むカード基材シートを用いたカード
においては、イソシアネートガスの発生がなく耐加水分解性に優れるカードが得られるこ
とが分かった。
【０１８３】
　なお、実施例７記載のシートにおいてはＪＩＳ－Ｘ６３０５－１に規定された静的曲げ
強さの試験における変形量が２０ｍｍであり、従来公知の塩化ビニル樹脂により作製され
たカードとほぼ同等の曲げ強さを有し、かつ９０℃のオーブン内に４５°に立掛けて２４
時間経過させた後であっても変形がなく、基材シートのみからなる一層構成であっても優
れた特性を有するカードを得ることができた。
【０１８４】
　さらに、実施例９～１０においては、４５°の角度で立掛けた状態で９０℃および８５
℃８５％に５日間放置したあとのカードの反りをＪＩＳＸ６３０５－１のカードの反りの
試験方法に準拠して測定したところ、いずれも３ｍｍ以下でり、特に耐久性に優れたカー
ドを得ることが出来た。
【０１８５】
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【表１】

【０１８６】
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【表２】

【０１８７】
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【表３】
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