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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　（Ａ）芳香族ポリカーボネート樹脂（Ａ成分）１００重量部に対し、（Ｂ）屈折率が１
．５３５以上であるブタジエン系ゴム質重合体を含有するラテックス、不飽和カルボン酸
アルキルエステル、および芳香族ビニル系単量体を乳化重合して得られた平均粒子径が１
００ｎｍ～１８０ｎｍであるグラフト共重合体（Ｂ成分）０．１～１０重量部並びに（Ｃ
）重量平均分子量が１２０，０００以下のＢ成分以外のスチレン系樹脂（Ｃ成分）５～４
０重量部を含んでなる樹脂成分１００重量部に対し、（Ｄ）有機リン系難燃剤（Ｄ成分）
５～２５重量部、（Ｅ）含フッ素滴下防止剤（Ｅ成分）０．０５～２重量部および（Ｆ）
摺動性付与剤（Ｆ成分）０．０１～０．４重量部を含んでなる難燃性芳香族ポリカーボネ
ート樹脂組成物。
【請求項２】
　Ｂ成分が、ゴム成分量が４０～９０重量％であるグラフト共重合体である請求項１記載
の難燃性芳香族ポリカーボネート樹脂組成物。
【請求項３】
　Ｃ成分が、ゴム成分量が０．１～３０重量％であるアクリロニトリル－ブタジエン－ス
チレン共重合体（ＡＢＳ樹脂）およびアクリロニトリル－スチレン共重合体（ＡＳ樹脂）
よりなる群より選ばれる少なくとも１種の共重合体である請求項１または２に記載の難燃
性芳香族ポリカーボネート樹脂組成物。
【請求項４】
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　Ｄ成分が下記式（１）で表される酸価が０．２ｍｇＫＯＨ／ｇ以下である有機リン系難
燃剤である請求項１～３のいずれか１項に記載の難燃性芳香族ポリカーボネート樹脂組成
物。
【化１】

（但し上記式中のＸは、ハイドロキノン、レゾルシノール、ビスフェノールＡ、およびジ
ヒドロキシジフェニルよりなる群より選ばれるジヒドロキシ化合物の水酸基を除去して得
られる二価の基を表し、Ｒ１、Ｒ２、Ｒ３、およびＲ４はそれぞれ独立し炭素数６～１２
のアリール基を表し、ｊ、ｋ、ｌ及びｍはそれぞれ独立して０または１であり、ｎは、０
～５の整数を表す。）
【請求項５】
　Ｆ成分がシリコーンオイルである請求項１～４のいずれか１項に記載の難燃性芳香族ポ
リカーボネート樹脂組成物。
【請求項６】
　Ｆ成分が下記式（２）で表されるシリコーンオイルである請求項５記載の難燃性芳香族
ポリカーボネート樹脂組成物。

【化２】

（但し、上記式中のｎは、７００～１,０５０の整数を表す。）
【請求項７】
　Ｆ成分が粘度平均分子量１０，０００以下のポリエチレンである請求項１～４のいずれ
か１項に記載の難燃性芳香族ポリカーボネート樹脂組成物。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、芳香族ポリカーボネート樹脂、特定のグラフト共重合体、特定の分子量範囲
のスチレン系樹脂、有機リン系難燃剤、含フッ素滴下防止剤および摺動性付与剤からなる
難燃性の改善された難燃性芳香族ポリカーボネート樹脂組成物に関する。さらに詳しくは
、本発明は特定の上記のグラフト共重合体、特定の分子量範囲のスチレン系樹脂、摺動性
付与剤を配合することにより、高い発色性、耐衝撃性、難燃性、耐擦傷性を有する成形品
を提供する難燃性芳香族ポリカーボネート樹脂組成物に関する。
【背景技術】
【０００２】
　芳香族ポリカーボネート樹脂は、優れた機械的特性、熱的特性、耐燃性を有しているた
め、工業的に広く利用されている。また芳香族ポリカーボネート樹脂と他の熱可塑性樹脂
やエラストマー等とのポリマーアロイも数多く開発され、ＯＡ機器分野、電気・電子機器
分野、自動車分野、その他雑貨などの分野に広く使用されている。
【０００３】
　近年、特に電気・電子分野における製品の軽量化、小型化は著しく芳香族ポリカーボネ
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ート樹脂が適用される成形品も薄肉化が進んでいる。こうした薄肉成形品においては、強
度特に衝撃強度を高めるためにゴム弾性重合体を衝撃改良剤として添加する場合が多い。
【０００４】
　また、使用済み製品のリサイクルが不可欠となってきており、様々な分野で樹脂製品の
リサイクルも試みられてきている。樹脂製品のリサイクルを容易とするため、従来塗装を
行っていた樹脂製品においても塗装を省き、樹脂に混合した着色剤のみで製品に求められ
る着色を行う樹脂製品が増加している。かかる樹脂製品では樹脂に対してより高い発色性
が求められる。特に芳香族ポリカーボネート樹脂にゴム弾性体を配合した場合、深みのあ
る黒色への着色性が劣る場合がある。例えば芳香族ポリカーボネート樹脂にポリオルガノ
シロキサン系複合ゴムのグラフト重合体を配合した樹脂組成物や芳香族ポリカーボネート
樹脂に小粒子径の肥大化ジエン系ゴムからなるグラフト重合体を配合した樹脂組成物が開
示されている（特許文献１、２）が、漆黒性が劣る問題がある。また、塗装工程を省くた
め、成形品表面の耐擦傷性向上の要求が高まっている。
【０００５】
　一方、ＯＡ機器、家電製品等の用途を中心に使用する樹脂材料のノンハロ難燃化の要望
が強く、これらの要望に応えるために芳香族ポリカーボネート樹脂とＡＢＳ樹脂とのポリ
マーアロイにおいて、特に安全規格であるＵＬ９４でＶ－０など薄肉難燃化の要求が高い
。例えば屈折率が高いゴムをグラフト重合したＡＢＳと芳香族ポリカーボネートを配合し
た樹脂組成物が開示されている（特許文献３）が、充分な耐衝撃強度と難燃性を両立した
難燃樹脂組成物を得ることが難しいという問題がある。
【０００６】
　すなわち、ゴム強化芳香族ポリカーボネート樹脂組成物においては、未だ薄肉難燃性を
有し、耐衝撃性、耐擦傷性、着色性（特に漆黒性）の良好な樹脂組成物が提案されていな
いのが現状である。
【０００７】
【特許文献１】特開平１０－１２０８９３号公報
【特許文献２】特開平１１－１４０２９５号公報
【特許文献３】特開２００７－２５４５０７号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　本発明の目的は、芳香族ポリカーボネート樹脂とスチレン系樹脂とのアロイ系材料にお
いて、有機リン系難燃剤を用い薄肉におけるＵＬ９４規格Ｖ－０試験を満足し、着色性、
耐衝撃性、耐擦傷性に優れた難燃性芳香族ポリカーボネート樹脂組成物を提供することに
ある。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　本発明者らは、かかる課題を解決するため鋭意検討した結果、特定の屈折率を持つゴム
弾性体を含有する特定粒径のグラフト共重合体、特定の分子量範囲のスチレン系樹脂およ
び摺動性付与剤の組合せが、上記の課題を解決する樹脂組成であることを見出し、更に検
討を進めて本発明を完成した。
【００１０】
　本発明によれば（Ａ）芳香族ポリカーボネート樹脂（Ａ成分）１００重量部に対し、（
Ｂ）屈折率が１．５３５以上であるブタジエン系ゴム質重合体を含有するラテックス、不
飽和カルボン酸アルキルエステル、および芳香族ビニル系単量体を乳化重合して得られた
平均粒子径が１００ｎｍ～１８０ｎｍであるグラフト共重合体（Ｂ成分）０．１～１０重
量部、並びに（Ｃ）重量平均分子量が１２０，０００以下のＢ成分以外のスチレン系樹脂
（Ｃ成分）５～４０重量部を含んでなる樹脂成分１００重量部に対し、有機リン系難燃剤
（Ｄ成分）５～２５重量部および含フッ素滴下防止剤（Ｅ成分）０．０５～２重量部およ
び摺動性付与剤（Ｆ成分）０．０１～０．４重量部を含んでなる難燃性芳香族ポリカーボ
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ネート樹脂組成物が提供される。
【００１１】
　以下、更に本発明の詳細について説明する。
（Ａ成分：芳香族ポリカーボネート）
　本発明のＡ成分である芳香族ポリカーボネート樹脂は、二価フェノールとカーボネート
前駆体とを反応させて得られるものである。反応の方法としては界面重縮合法、溶融エス
テル交換法、カーボネートプレポリマーの固相エステル交換法、および環状カーボネート
化合物の開環重合法などを挙げることができる。
【００１２】
　ここで使用される二価フェノールの代表的な例としては、ハイドロキノン、レゾルシノ
ール、４，４’－ビフェノール、１，１－ビス（４－ヒドロキシフェニル）エタン、２，
２－ビス（４－ヒドロキシフェニル）プロパン（通称ビスフェノールＡ）、２，２－ビス
（４－ヒドロキシ－３－メチルフェニル）プロパン、２，２－ビス（４－ヒドロキシフェ
ニル）ブタン、１，１－ビス（４－ヒドロキシフェニル）－１－フェニルエタン、１，１
－ビス（４－ヒドロキシフェニル）シクロヘキサン、１，１－ビス（４－ヒドロキシフェ
ニル）－３，３，５－トリメチルシクロヘキサン、２，２－ビス（４－ヒドロキシフェニ
ル）ペンタン、４，４’－（ｐ－フェニレンジイソプロピリデン）ジフェノール、４，４
’－（ｍ－フェニレンジイソプロピリデン）ジフェノール、１，１－ビス（４－ヒドロキ
シフェニル）－４－イソプロピルシクロヘキサン、ビス（４－ヒドロキシフェニル）オキ
シド、ビス（４－ヒドロキシフェニル）スルフィド、ビス（４－ヒドロキシフェニル）ス
ルホキシド、ビス（４－ヒドロキシフェニル）スルホン、ビス（４－ヒドロキシフェニル
）ケトン、ビス（４－ヒドロキシフェニル）エステル、ビス（４－ヒドロキシ－３－メチ
ルフェニル）スルフィド、９，９－ビス（４－ヒドロキシフェニル）フルオレンおよび９
，９－ビス（４－ヒドロキシ－３－メチルフェニル）フルオレンなどが挙げられる。好ま
しい二価フェノールは、ビス（４－ヒドロキシフェニル）アルカンであり、なかでも靭性
に優れる点からビスフェノールＡ（以下“ＢＰＡ”と略称することがある）が特に好まし
く、汎用されている。
【００１３】
　カーボネート前駆体としてはカルボニルハライド、炭酸ジエステルまたはハロホルメー
トなどが使用され、具体的にはホスゲン、ジフェニルカーボネートまたは二価フェノール
のジハロホルメートなどが挙げられる。
【００１４】
　上記二価フェノールとカーボネート前駆体を界面重合法によってポリカーボネート樹脂
を製造するに当っては、必要に応じて触媒、末端停止剤、二価フェノールが酸化するのを
防止するための酸化防止剤などを使用してもよい。また本発明のポリカーボネート樹脂は
三官能以上の多官能性芳香族化合物を共重合した分岐ポリカーボネート樹脂、芳香族また
は脂肪族（脂環式を含む）の二官能性カルボン酸を共重合したポリエステルカーボネート
樹脂、二官能性アルコール（脂環式を含む）を共重合した共重合ポリカーボネート樹脂、
並びにかかる二官能性カルボン酸および二官能性アルコールを共に共重合したポリエステ
ルカーボネート樹脂を含む。また、得られたポリカーボネート樹脂の２種以上を混合した
混合物であってもよい。
【００１５】
　分岐ポリカーボネート樹脂は、本発明の樹脂組成物の溶融張力を増加させ、かかる特性
に基づいて押出成形、発泡成形およびブロー成形における成形加工性を改善できる。結果
として寸法精度により優れた、これらの成形法による成形品が得られる。
【００１６】
　かかる分岐ポリカーボネート樹脂に使用される三官能以上の多官能性芳香族化合物とし
ては、４，６－ジメチル－２，４，６－トリス（４－ヒドロキジフェニル）ヘプテン－２
、２，４，６－トリメチル－２，４，６－トリス（４－ヒドロキシフェニル）ヘプタン、
１，３，５－トリス（４－ヒドロキシフェニル）ベンゼン、１，１，１－トリス（４－ヒ
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ドロキシフェニル）エタン、１，１，１－トリス（３，５－ジメチル－４－ヒドロキシフ
ェニル）エタン、２，６－ビス（２－ヒドロキシ－５－メチルベンジル）－４－メチルフ
ェノール、および４－｛４－［１，１－ビス（４－ヒドロキシフェニル）エチル］ベンゼ
ン｝－α，α－ジメチルベンジルフェノール等のトリスフェノールが好適に例示される。
その他多官能性芳香族化合物としては、フロログルシン、フロログルシド、テトラ（４－
ヒドロキシフェニル）メタン、ビス（２，４－ジヒドロキシフェニル）ケトン、１，４－
ビス（４，４－ジヒドロキシトリフェニルメチル）ベンゼン、並びにトリメリット酸、ピ
ロメリット酸、ベンゾフェノンテトラカルボン酸およびこれらの酸クロライド等が例示さ
れる。中でも１，１，１－トリス（４－ヒドロキシフェニル）エタンおよび１，１，１－
トリス（３，５－ジメチル－４－ヒドロキシフェニル）エタンが好ましく、特に１，１，
１－トリス（４－ヒドロキシフェニル）エタンが好ましい。
【００１７】
　分岐ポリカーボネート樹脂における多官能性芳香族化合物から誘導される構成単位は、
二価フェノールから誘導される構成単位とかかる多官能性芳香族化合物から誘導される構
成単位との合計１００モル部中、０．０３～１モル部、好ましくは０．０７～０．７モル
部、特に好ましくは０．１～０．４モル部である。
【００１８】
　また、かかる分岐構造単位は、多官能性芳香族化合物から誘導されるだけでなく、溶融
エステル交換反応時の副反応の如き、多官能性芳香族化合物を用いることなく誘導される
ものであってもよい。尚、かかる分岐構造の割合については１Ｈ－ＮＭＲ測定により算出
することが可能である。
【００１９】
　一方、脂肪族の二官能性のカルボン酸は、α，ω－ジカルボン酸が好ましく、その具体
例としては、セバシン酸（デカン二酸）、ドデカン二酸、テトラデカン二酸、オクタデカ
ン二酸、イコサン二酸等の直鎖飽和脂肪族ジカルボン酸並びにシクロヘキサンジカルボン
酸等の脂環族ジカルボン酸が挙げられる。二官能性アルコールとしては脂環族ジオールが
好適であり、例えば、シクロヘキサンジメタノール、シクロヘキサンジオール、トリシク
ロデカンジメタノール等が例示される。さらに、ポリオルガノシロキサン単位を共重合し
たポリカーボネート－ポリオルガノシロキサン共重合体の使用も可能である。
【００２０】
　Ａ成分は、二価フェノール成分の異なるポリカーボネート、分岐成分を含有するポリカ
ーボネート、各種のポリエステルカーボネート、ポリカーボネート－ポリオルガノシロキ
サン共重合体等を２種以上混合したものであってもよい。さらに、製造法の異なるポリカ
ーボネート、末端停止剤の異なるポリカーボネート等を２種以上混合したものを使用する
こともできる。本発明のポリカーボネート樹脂の製造方法である界面重合法、溶融エステ
ル交換法、カーボネートプレポリマーの固相エステル交換法、および環状カーボネート化
合物の開環重合法などの反応形式は、各種の文献および特許公報などで良く知られている
方法である。
【００２１】
　本発明のＡ成分の芳香族ポリカーボネートとしては、バージン原料だけでなく、使用済
みの製品から再生されたポリカーボネート樹脂、いわゆるマテリアルリサイクルされた芳
香族ポリカーボネートの使用も可能である。使用済みの製品としては防音壁、ガラス窓、
透光屋根材、および自動車サンルーフなどに代表される各種グレージング材、風防や自動
車ヘッドランプレンズなどの透明部材、水ボトルなどの容器、並びに光記録媒体などが好
ましく挙げられる。これらは多量の添加剤や他樹脂などを含むことがなく、目的の品質が
安定して得られやすい。殊に自動車ヘッドランプレンズや光記録媒体などは上記の粘度平
均分子量のより好ましい条件を満足するため好ましい態様として挙げられる。尚、上記の
バージン原料とは、その製造後に未だ市場において使用されていない原料である。
【００２２】
　芳香族ポリカーボネートの粘度平均分子量は、好ましくは１×１０４～５×１０４、よ
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り好ましくは１．４×１０４～３×１０４、更に好ましくは１．８×１０４～２．５×１
０４である。１．８×１０４～２．５×１０４の範囲においては、特に良好な耐衝撃性と
流動性との両立に優れる。最も好適には、１．９×１０４～２．４×１０４である。尚、
かかる粘度平均分子量はＡ成分全体として満足すればよく、分子量の異なる２種以上の混
合物によりかかる範囲を満足するものを含む。
【００２３】
　本発明でいう粘度平均分子量はまず次式にて算出される比粘度を塩化メチレン１００ｍ
ｌに芳香族ポリカーボネート０．７ｇを２０℃で溶解した溶液からオストワルド粘度計を
用いて求め、
　　　比粘度（ηＳＰ）＝（ｔ－ｔ０）／ｔ０

　　　［ｔ０は塩化メチレンの落下秒数、ｔは試料溶液の落下秒数］
求められた比粘度を次式にて挿入して粘度平均分子量Ｍを求める。
　　　ηＳＰ／ｃ＝［η］＋０．４５×［η］２ｃ（但し［η］は極限粘度）
　　　［η］＝１．２３×１０－４Ｍ０．８３

　　　ｃ＝０．７
【００２４】
（Ｂ成分：不飽和カルボン酸アルキルエステル－ブタジエン系ゴム－芳香族ビニル系単量
体グラフト共重合体）
　本発明で使用されるＢ成分は、屈折率が１．５３５以上であるブタジエン系ゴム質重合
体を含有するラテックス、不飽和カルボン酸アルキルエステル、および芳香族ビニル系単
量体を乳化重合して得られた平均粒子径が１００ｎｍ～１８０ｎｍである不飽和カルボン
酸アルキルエステル－ブタジエン系ゴム－芳香族ビニル系単量体グラフト共重合体であり
、好ましくはメチルメタクリレート－ブタジエン－スチレン共重合体（ＭＢＳ樹脂）であ
る。
【００２５】
　本発明のブタジエン系ゴム重合体を含有するラテックスとしては、ポリブタジエン、水
添（部分）ポリブタジエン、並びにブタジエン－スチレン共重合体、水添（部分）ブタジ
エン－スチレン共重合体、スチレン－ブタジエンブロック共重合体、水添（部分）スチレ
ン－ブタジエンブロック共重合体、ブタジエン－アクリロニトリル共重合体、およびブタ
ジエン－イソブチルアクリレートを主成分とするアクリル系ゴム共重合体等のブタジエン
とブタジエンと共重合し得る１種以上のビニル系単量体との共重合体等が挙げられ、その
なかでも１，３－ブタジエン５０～７５重量部と、１，３－ブタジエンと共重合し得る１
種以上のビニル系単量体２５～５０重量部とを共重合して得られるものが好ましい。
【００２６】
　上記ビニル系単量体としては、例えば、スチレン、α－メチルスチレン等の芳香族ビニ
ル；メチルメタクリレート、エチルメタクリレート等のメタクリル酸アルキルエステル；
エチルアクリレート、ｎ－ブチルアクリレート等のアクリル酸アルキルエステル；アクリ
ロニトリル、メタクリロニトリル等の不飽和ニトリル；メチルビニルエーテル、ブチルビ
ニルエーテル等のビニルエーテル；塩化ビニル、臭化ビニル等のハロゲン化ビニル；塩化
ビニリデン、臭化ビニリデン等のハロゲン化ビニリデン；グリシジルアクリレート、グリ
シジルメタクリレート、アリルグリシジルエーテル、エチレングリコールグリシジルエー
テル等のグリシジル基を有するビニル系単量体等を用いることができる。  
【００２７】
　更に、ジビニルベンゼン、ジビニルトルエン等の芳香族多官能ビニル化合物；エチレン
グリコールジメタクリレート、１，３－ブタンジオールジアクリレート等の多価アルコー
ル；トリメタクリル酸エステル、トリアクリル酸エステル、アクリル酸アリル、メタクリ
ル酸アリル等のカルボン酸アリルエステル、ジアリルフタレート、ジアリルセバケート、
トリアリルトリアジン等のジ及びトリアリル化合物等の架橋性単量体を併用することもで
きる。  
　なお、これらのビニル系単量体および架橋性単量体は、１種または２種以上で使用する
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ことができる。  
【００２８】
　本発明のブタジエン系ゴム重合体を含有するラテックスの屈折率は１．５３５以上であ
り、１．５３６以上が好ましく、１．５３８以上がより好ましい。屈折率が１．５３５未
満の場合、着色性（特に漆黒性）が劣る結果となる。なお、屈折率が１．５５０を超える
と衝撃性の向上効果が得られなくなるので好ましくない。ブタジエン系ゴム重合体を含有
するラテックスの屈折率はＪＩＳ　Ｋ　７１４２に従いアッベ屈折計を用いて測定するこ
とができる。具体的にはプレス成形により３００～６００μｍのフィルムを成形し測定し
たポリスチレン(ｎ＝１．５８９)、ブタジエンゴム（ｎ＝１.５１６）の屈折率の値を用
い、スチレン-ブタジエンゴムの配合率から計算により求めることができる。
【００２９】
　以上の様なブタジエン系ゴム質重合体を含有するラテックスには酸基含有共重合体を添
加することができ、それによりによりブタジエン系ゴム質重合体を含有するラテックスを
肥大化させることができる。酸基含有共重合体により肥大化されたものは大粒子径のもの
を多く含むため、得られるグラフト共重合体の耐衝撃能を向上でき、耐衝撃性に優れた樹
脂組成物を得ることができる。
【００３０】
　酸基含有共重合体としては、アルキルアクリレートと、アルキルアクリレートと共重合
可能な少なくとも１種以上の不飽和酸単量体とを含む混合物を、少なくとも１種の陰イオ
ン界面活性剤の存在下に重合して得られるｐＨ４以上のラテックスが好ましい。なお、ア
ルキル基の炭素数は１～１２が好ましい。
【００３１】
　アルキルアクリレートとしては、例えば、メチルアクリレート、エチルアクリレート、
プロピルアクリレート、ブチルアクリレート、オクチルアクリレート、２－エチルヘキシ
ルアクリレート、ラウリルアクリレート等が挙げられる。  
【００３２】
　不飽和酸単量体としては、アクリル酸、メタクリル酸、クロトン酸、イタコン酸、桂皮
酸、無水マレイン酸およびブテントリカルボン酸等が挙げられる。  
　酸基含有共重合体を製造する際に用いる乳化剤としてはアニオン、カチオン、ノニオン
乳化剤が挙げられ、陰イオン界面活性剤が好ましく、更に好ましくはリン酸エステル塩、
アルキルスルホコハク酸塩以外の陰イオン界面活性剤である。  
【００３３】
　以上の様に重合した酸基含有共重合体ラテックスをブタジエン系ゴム重合体ラテックス
に少量添加しただけで、ブタジエン系ゴム重合体の十分な肥大化を達成できる。酸基含有
共重合体の添加量は、ブタジエン系ゴム重合体１００重量部（固形分として）に対して、
十分な肥大化を実現するために固形分として０．０１重量部以上、０．５重量部以下が好
ましい。
【００３４】
　グラフト共重合体は、ブタジエン系ゴム重合体を酸基含有共重合体により肥大化して得
られるラテックスに、芳香族ビニル系単量体、不飽和カルボン酸アルキルエステルの１種
以上を含む単量体または単量体混合物をグラフト重合して得られる。
【００３５】
　本発明に使用される不飽和カルボン酸アルキルエステルとしてはメチルメタクリレート
、エチルメタクリレート、エチルアクリレート、ｎ－ブチルアクリレート等が挙げられ、
その中でもメチルメタクリレートが好ましい。
【００３６】
　本発明に使用される芳香族ビニル系単量体としては、スチレン、α－メチルスチレン、
各種ハロゲン置換およびアルキル置換スチレン等が挙げられ、その中でもスチレンが好ま
しい。
【００３７】
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　本発明のグラフト共重合体の重合方法は乳化重合であり、特に多段乳化重合が好ましい
。この多段乳化重合としては例えば特開２００３－２６１６２９に記載されている方法が
挙げられる。
【００３８】
　重合は重合開始剤の種類にもよるが４０～８０℃程度の範囲で行うことができる。すな
わち、ブタジエン系ゴム重合体を含有するラテックスにグラフトさせるモノマーを分割添
加、または連続添加する方式で重合することが好ましい。このような重合方式をとること
で、所望の構造を有するグラフト共重合体を比較的容易に得ることができる。なお、多段
乳化重合とする場合、初期に仕込むモノマー組成と、後から仕込むモノマー組成とを同一
にしても変更してもよい。グラフト共重合体におけるブタジエン系ゴム重合体を含有する
ラテックス、不飽和カルボン酸アルキルエステル、および芳香族ビニル系単量体の組成比
は４０～９０％：１０～６０％：０～６０％が好ましく、５０～８０％：１０～４０％：
１０～４０％がより好ましい。
【００３９】
　本発明におけるグラフト共重合体の平均粒子径は１００ｎｍ～１８０ｎｍであり、好ま
しくは、１２０ｎｍ～１７５ｎｍ、さらに好ましくは、１５０ｎｍ～１７０ｎｍである。
平均粒子径が１８０ｎｍを超えると、難燃樹脂組成物の全光線透過率が低下し、着色性が
悪化する原因となる。逆に平均粒子径が１００ｎｍ未満になると、充分な耐衝撃性が得ら
れない事がある。ここでいう平均粒子径は、粒子径ごとにそれより小さい粒子の積算量（
重量部）を測定した時、５０重量部の積算量に対応する粒子径である。この平均粒子径は
、グラフト共重合体をＯｓＯ４又はＲｕＯ４の溶液に浸漬することにより染色した後、透
過型電子顕微鏡で観察し、１０００個以上の粒子について測定された粒子径を平均するこ
とにより求められる。
【００４０】
　グラフト共重合体のゴム成分量は４０～９０重量％、好ましくは５０～８０重量％であ
る。
　Ｂ成分の含有量はＡ成分１００重量部に対し、０．１～１０重量部であり、１～８重量
部が好ましく、２～７重量部がより好ましい。含有量が１０重量部より大きい場合は難燃
性が低下する。
【００４１】
＜Ｃ成分：Ｂ成分以外のスチレン系樹脂＞
　本発明の難燃性芳香族ポリカーボネート樹脂は流動性の向上、耐擦傷性の向上を目的と
して、Ｃ成分として、重量平均分子量が１２０，０００以下のＢ成分以外のスチレン系樹
脂を含有する。Ｃ成分の重量平均分子量は１１５，０００以下が好ましく、１１０，００
０以下がより好ましい。重量平均分子量が１２０，０００を超えると充分な耐擦傷性が得
られず好ましくない。なお、重量平均分子量の下限は特に限定されないが、８０，０００
以上が好ましい。なお、重量平均分子量はＧＰＣにより標準ポリスチレン（Ｐｏｌｙｍｅ
ｒ Ｌａｂｏｒａｔｏｒｉｅｓ製）を用い、溶離時間と溶出量との関係を分子量と変換し
て求めることができる。
【００４２】
　本発明のスチレン系樹脂としては、具体的にはアクリロニトリル－アクリルゴム－スチ
レン共重合体（ＡＡＳ樹脂）、アクリロニトリル－エチレンプロピレン系ゴム－スチレン
共重合体（ＡＥＳ樹脂）、アクリロニトリル－ブタジエン－スチレン共重合体（ＡＢＳ樹
脂）、アクリロニトリル－スチレン共重合体（ＡＳ樹脂）等が挙げられ、その中でもＡＢ
Ｓ樹脂、ＡＳ樹脂が好ましい。以下、Ｃ成分として好ましいＡＢＳ樹脂、ＡＳ樹脂につい
て説明する。
【００４３】
　ＡＢＳ樹脂を形成するジエン系ゴム成分としては、例えばポリブタジエン及びスチレン
－ブタジエン共重合体、アクリロニトリル－ブタジエン等のガラス転移点が１０℃以下の
ゴムが用いられる。ジエン系ゴム成分にグラフトされるシアン化ビニル化合物としては、
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例えばアクリロニトリル、メタアクリロニトリル等を挙げることができ、またジエン系ゴ
ム成分にグラフトされる芳香族ビニル化合物としては、例えばスチレン、α－メチルスチ
レン及びｐ－メチルスチレン等の核置換スチレンを挙げることができる。
【００４４】
　本発明で使用するＡＢＳ樹脂においては、ＡＢＳ樹脂成分１００重量部中ジエンゴム成
分の割合が０．１～３０重量部であるのが好ましく、より好ましくは０．２～２５重量部
、特に好ましくは０．３～２０重量部である。
【００４５】
　ＡＢＳ樹脂においては、ゴム粒子径は重量平均粒子径において０．０５～５μｍが好ま
しく、０．１～２．０μｍがより好ましく、０．２～０．５μｍが更に好ましい。かかる
ゴム粒子径の分布は単一の分布であるもの及び２山以上の複数の山を有するもののいずれ
もが使用可能であり、更にそのモルフォロジーにおいてもゴム粒子が単一の相をなすもの
であっても、ゴム粒子の周りにオクルード相を含有することによりサラミ構造を有するも
のであってもよい。
【００４６】
　またＡＢＳ樹脂がジエン系ゴム成分にグラフトされないシアン化ビニル化合物及び芳香
族ビニル化合物の共重合体を含有することは従来からよく知られているところである。本
発明のＡＢＳ樹脂は、上記のとおりかかる重合の際に発生するフリーの重合体成分を含有
してよく、また芳香族ビニル化合物とシアン化ビニル化合物とを別途共重合して得られる
ビニル化合物重合体をブレンドしたものでもよい。尚、かかるフリーのＡＳ樹脂の割合は
、アセトンなどのかかるＡＳ樹脂の良溶媒にＡＢＳ樹脂を溶解し、その可溶分から採取す
ることが可能である。一方その不溶分（ゲル）が正味のＡＢＳ樹脂となる。
【００４７】
　ＡＢＳ樹脂においてジエン系ゴム成分にグラフトされたシアン化ビニル化合物及び芳香
族ビニル化合物の割合（ジエン系ゴム成分の重量に対するかかるグラフト成分の重量の割
合）、すなわちグラフト率（重量％）は２０～２００％が好ましく、より好ましくは２０
～８０％である。
　かかるＡＢＳ樹脂は塊状重合、溶液重合、懸濁重合、および乳化重合などのいずれの方
法で製造されたものでもよい。
【００４８】
　ＡＳ樹脂における各成分の割合としては、全体を１００重量部とした場合、アクリルニ
トリルが５～５０重量部、好ましくは１５～３５重量部、スチレン系樹脂が９５～５０重
量部、好ましくは８５～６５重量部である。更にスチレンに、スチレンと共重合可能な他
のビニル系化合物が共重合されたものでもよい。これらの含有割合は、ＡＳ樹脂中１５重
量部以下であるものが好ましい。また反応で使用する開始剤、連鎖移動剤等は必要に応じ
て、従来公知の各種のものが使用可能である。
【００４９】
　かかるＡＳ樹脂は塊状重合、溶液重合、懸濁重合、懸濁塊状重合、および乳化重合など
のいずれの方法で製造されたものでもよいが、好ましくは塊状重合によるものである。ま
た共重合の方法も一段での共重合、または多段での共重合のいずれであってもよい。　
　かかるＡＳ樹脂の還元粘度は、下記に記載の方法で求めた還元粘度（３０℃）が０．２
～１．０ｄｌ／ｇ、より好ましくは０．３～０．７ｄｌ／ｇであるものである。
【００５０】
　還元粘度は、ＡＳ樹脂０．２５ｇを精秤し、ジメチルホルムアミド５０ｍｌに２時間か
けて溶解させた溶液を、ウベローデ粘度計を用いて３０℃の環境で測定したものである。
なお、粘度計は溶媒の流下時間が２０～１００秒のものを用いる。還元粘度は溶媒の流下
秒数（ｔ０）と溶液の流下秒数（ｔ）から次式によって求める。
　　　　　　還元粘度（ηｓｐ／Ｃ）＝{（ｔ／ｔ０）－１}／０．５
Ｃ成分の含有量はＡ成分１００重量部に対し、５～４０重量部であり、１８～３８重量部
が好ましく、２０～３５重量部がより好ましい。含有量が５重量部より小さい場合は充分
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な耐擦傷性が発現せず、４０重量部より大きい場合は難燃性が著しく低下する。
【００５１】
（Ｄ成分：有機リン系難燃剤）
　本発明の有機リン系難燃剤（Ｄ成分）としては、下記式（１）で表されるリン酸エステ
ル化合物を挙げることができる。
【００５２】
【化１】

（但し上記式中のＸは、ハイドロキノン、レゾルシノール、ビスフェノールＡ、およびジ
ヒドロキシジフェニルよりなる群より選ばれるジヒドロキシ化合物の水酸基を除去して得
られる二価の基を表し、Ｒ１、Ｒ２、Ｒ３、およびＲ４はそれぞれ独立し炭素数６～１２
のアリル基を表し、ｊ、ｋ、ｌ及びｍはそれぞれ独立して０または１であり、ｎは、０～
５の整数を表す。）
【００５３】
　上記式（１）のリン酸エステル化合物は、異なるｎ数を有する化合物の混合物であって
もよく、かかる混合物の場合、平均のｎ数は好ましくは０．５～１．５、より好ましくは
０．８～１．２、更に好ましくは０．９５～１．１５、特に好ましくは１～１．１４の範
囲である。
【００５４】
　上記式中のＸは、ハイドロキノン、レゾルシノール、ビスフェノールＡ、およびジヒド
ロキシジフェニルよりなる群より選ばれるジヒドロキシ化合物から誘導される二価の基で
あり、中でも好ましくはレゾルシノール、ビスフェノールＡ、およびジヒドロキシジフェ
ニルから誘導される二価の基である。
【００５５】
　上記式中のＲ１、Ｒ２、Ｒ３、およびＲ４は、フェノール、クレゾール、キシレノール
、イソプロピルフェノール、ブチルフェノール、およびｐ－クミルフェノールなどのヒド
ロキシ化合物から誘導される一価の基が例示され、中でも好ましくはフェノール、および
２，６－ジメチルフェノールである。
【００５６】
　尚、かかる一価フェノールはハロゲン原子を置換してもよく、該一価フェノールから誘
導される基を有するホスフェート化合物の具体例としては、トリス（２，４，６－トリブ
ロモフェニル）ホスフェートおよびトリス（２，４－ジブロモフェニル）ホスフェート、
トリス（４－ブロモフェニル）ホスフェートなどが例示される。
【００５７】
　一方、ハロゲン原子を置換していないホスフェート化合物の具体例としては、トリフェ
ニルホスフェートおよびトリ（２，６－キシリル）ホスフェートなどのモノホスフェート
化合物、並びにレゾルシノールビスジ（２，６－キシリル）ホスフェート）を主体とする
ホスフェートオリゴマー、４，４－ジヒドロキシジフェニルビス（ジフェニルホスフェー
ト）を主体とするホスフェートオリゴマー、およびビスフェノールＡビス（ジフェニルホ
スフェート）を主体とするリン酸エステルオリゴマーが好適である（ここで主体とすると
は重合度の異なる他の成分を少量含んでよいことを示し、より好適には上記式（１）にお
けるｎ＝１の成分が８０重量部以上、より好ましくは８５重量部以上、更に好ましくは９
０重量部以上含有されることを示す。）。
【００５８】
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　リン酸エステル化合物の酸価は、０．２ｍｇＫＯＨ／ｇが好ましく、より好ましくは０
．１５ｍｇＫＯＨ／ｇ以下であり、更に好ましくは０．１ｍｇＫＯＨ／ｇ以下であり、特
に好ましくは０．０５ｍｇＫＯＨ／ｇ以下である。かかる酸価の下限は実質的に０とする
ことも可能であり、実用上０．０１ｍｇＫＯＨ／ｇ以上が好ましい。一方、ハーフエステ
ルの含有量は１．１重量部以下がより好ましく、０．９重量部以下が更に好ましい。下限
としては実用上０．１重量部以上が好ましく、０．２重量部以上がより好ましい。酸価が
０．２ｍｇＫＯＨ／ｇを超える場合、またはハーフエステル含有量が１．５ｍｇを超える
場合には、成形時の熱安定性に劣るようになり、芳香族ポリカーボネートの分解に伴い樹
脂組成物の耐加水分解性が低下する。上記Ｃ成分は異なる２種以上のリン酸エステル化合
物を混合することも可能である。
【００５９】
　Ｄ成分の含有量は、Ａ成分、Ｂ成分、およびＣ成分の合計１００重量部を基準として５
～２５重量部であり、６～２３重量部が好ましく、７～２０重量部が特に好ましい。かか
る好適な組成割合によって良好な難燃性を有する芳香族ポリカーボネート樹脂組成物が提
供される。
【００６０】
（Ｅ成分：含フッ素滴下防止剤）
　本発明で使用するＥ成分の含フッ素滴下防止剤とは、燃焼時の溶融滴下を防止し難燃性
を更に向上させるためのもので、フィブリル形成能を有するポリテトラフルオロエチレン
が好ましく使用される。尚、以下ポリテトラフルオロエチレンを単にＰＴＦＥと称するこ
とがある。フィブリル形成能を有するＰＴＦＥの分子量は極めて高い分子量を有し、せん
断力などの外的作用によりＰＴＦＥ同士を結合して繊維状になる傾向を示すものである。
その分子量は、標準比重から求められる数平均分子量において１００万～１０００万、よ
り好ましく２００万～９００万である。かかるＰＴＦＥは、固体形状の他、水性分散液形
態のものも使用可能である。またかかるフィブリル形成能を有するＰＴＦＥは樹脂中での
分散性を向上させ、更に良好な難燃性および機械的特性を得るために他の樹脂との混合形
態のＰＴＦＥ混合物を使用することも可能である。
【００６１】
　かかるフィブリル形成能を有するＰＴＦＥの市販品としては例えば三井・デュポンフロ
ロケミカル（株）のテフロン（登録商標）６Ｊ、ダイキン化学工業（株）のポリフロンＭ
ＰＡ　ＦＡ５００、およびＦ－２０１Ｌなどを挙げることができる。ＰＴＦＥの水性分散
液の市販品としては、旭アイシーアイフロロポリマーズ（株）製のフルオンＡＤ－１、Ａ
Ｄ－９３６、ダイキン工業（株）製のフルオンＤ－１、Ｄ－２、三井・デュポンフロロケ
ミカル（株）製のテフロン（登録商標）３０Ｊなどを代表として挙げることができる。
【００６２】
　混合形態のＰＴＦＥとしては、（１）ＰＴＦＥの水性分散液と有機重合体の水性分散液
または溶液とを混合し共沈殿を行い共凝集混合物を得る方法（特開昭６０－２５８２６３
号公報、特開昭６３－１５４７４４号公報などに記載された方法）、（２）ＰＴＦＥの水
性分散液と乾燥した有機重合体粒子とを混合する方法（特開平４－２７２９５７号公報に
記載された方法）、（３）ＰＴＦＥの水性分散液と有機重合体粒子溶液を均一に混合し、
かかる混合物からそれぞれの媒体を同時に除去する方法（特開平０６－２２０２１０号公
報、特開平０８－１８８６５３号公報などに記載された方法）、（４）ＰＴＦＥの水性分
散液中で有機重合体を形成する単量体を重合する方法（特開平９－９５５８３号公報に記
載された方法）、および（５）ＰＴＦＥの水性分散液と有機重合体分散液を均一に混合後
、更に該混合分散液中でビニル系単量体を重合し、その後混合物を得る方法（特開平１１
－２９６７９号などに記載された方法）により得られたものが使用できる。これらの混合
形態のＰＴＦＥ市販品としては、三菱レイヨン（株）の「メタブレン　Ａ３８００」（商
品名）、「メタブレン　Ａ３７００」（商品名）、およびＧＥスペシャリティーケミカル
ズ社製　「ＢＬＥＮＤＥＸ　Ｂ４４９」（商品名）などを挙げることができる。
【００６３】
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　混合形態におけるＰＴＦＥの割合としては、ＰＴＦＥ混合物１００重量部中、ＰＴＦＥ
が１～６０重量部であることが好ましく、より好ましくは５～５５重量部である。ＰＴＦ
Ｅの割合がかかる範囲にある場合は、ＰＴＦＥの良好な分散性を達成することができる。
Ｅ成分の含有量は、Ａ成分、Ｂ成分、およびＣ成分の合計１００重量部を基準として０．
０５～２重量部、好ましくは０．０５～１重量部、更に好ましくは０．１～０．６重量部
である。かかる好適な組成割合によって良好な難燃性を有する芳香族ポリカーボネート樹
脂組成物が提供される。
【００６４】
（Ｆ成分：摺動性付与剤）  
　本発明の難燃性芳香族ポリカーボネート樹脂は耐擦傷性の向上を目的としてＦ成分とし
て摺動性付与剤を含有する。本発明の摺動性付与剤としては、具体的にはシリコーンオイ
ル、シリコーン樹脂微粒子、ポリエチレン等が挙げられ、その中でもシリコーンオイル、
ポリエチレンが好ましい。以下、Ｆ成分として好ましいシリコーンオイル、ポリエチレン
について説明する。
【００６５】
（Ｆ－１：シリコーンオイル）
　本発明でＦ成分として用いるシリコーンオイルとしては直鎖状または環状のポリジメチ
ルシロキサンオイルやポリメチルフェニルシリコーンオイル、メチル基の一部に有機基を
導入した変性シリコーンオイル等が挙げられ、その中でも下記（２）で表されるポリオル
ガノポリシロキサンが好ましく使用される。  
【００６６】

【化２】

［式（２）中のｎは、７００～１,０５０整数を表す。］
【００６７】
　このようなシリコーンオイルの２５℃における動粘度は、８,０００～３５,０００ｍｍ
２／ｓ、好ましくは１０,０００～３０,０００ｍｍ２／ｓの範囲にあることが望ましい。
動粘度が低すぎると、樹脂組成物に混合した後、シリコーンオイルが成形体表面にブリー
ドしやすく、分子量が高すぎると、シリコーンオイルの樹脂中における分散性が悪くなっ
たり、耐擦傷性が悪くなったりすることがある。
【００６８】
(Ｆ－２：ポリエチレン)
　本発明でＦ成分として用いるポリエチレン樹脂は、通常市販されているものを用いるこ
とができるが、その粘度平均分子量が１０，０００以下であり、２，０００～７，０００
の範囲のものが好ましい。粘度平均分子量が１０，０００を越えるものでは成形品に層剥
離が生じやすくなり、外観が悪くなる。特に上記の範囲のポリエチレンを用いることによ
ってはじめて外観が優れ、衝撃強度やウェルド強度にも優れた成形品が得られる。かかる
ポリエチレン樹脂は、ポリカーボネート樹脂との親和性を増すために酸、エステル、酸無
水物基、エポキシド基のような極性基を導入して変性して用いることができ、こうするこ
とは好ましいことでもある。
【００６９】
　Ｆ成分の含有量はＡ成分、Ｂ成分、およびＣ成分の合計１００重量部を基準として、０
．０１～０．４重量部であり、０．０５～０．３重量部が好ましく、０．１～０．３がよ
り好ましい。含有量が０．０１重量部より小さい場合は充分な耐擦傷性が発現されず、０
．４重量部より大きい場合は発色性、難燃性が著しく低下する。
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【００７０】
（Ｇ成分：一価または多価アルコールの高級脂肪酸エステル）
　本発明におけるＧ成分は一価または多価アルコールと高級脂肪酸とのエステルの高級脂
肪酸である。高級脂肪酸は、好ましくは炭素数２０以上（より好ましくは炭素数２０～３
２、更に好ましくは炭素数２６～３２）の脂肪酸を６０重量部以上含有する。かかる高級
脂肪酸として、モンタン酸を主成分とする高級脂肪酸が好ましく例示される。かかる高級
脂肪酸は通常モンタンロウを酸化することにより製造される。一方、一価アルコールとし
ては、例えばドデカノール、テトラデカノール、ヘキサデカノール、オクタデカノール、
エイコサノール、テトラコサノール、セリルアルコール、およびトリアコンタノールなど
が例示される。　
【００７１】
　多価アルコールとしては、例えばグリセリン、ジグリセリン、ポリグリセリン（例えば
デカグリセリンなど）、ペンタエリスリトール、ジペンタエリスリトール、トリメチロー
ルプロパン、ジエチレングリコール、およびプロピレングリコールなどが挙げられる。Ｅ
成分におけるアルコール成分は、より好ましくは多価アルコールである。更にこれらの中
でもグリセリン、ペンタエリスリトール、ジペンタエリスリトール、およびトリメチロー
ルプロパンが好ましく、特にグリセリンが好ましい。
【００７２】
　モンタン酸を主成分とする高級脂肪酸と一価または多価アルコール（好ましくは多価ア
ルコール）とのエステルは、密度：０．９４～１．１０ｇ／ｃｍ３、酸価：１～２００、
鹸化価：５０～２００の範囲であることが好適である。
【００７３】
　Ｇ成分の含有量は、Ａ成分、Ｂ成分、およびＣ成分の合計１００重量部を基準として好
ましくは０．１～１重量部、より好ましくは０．１５～０．７重量部、更に好ましくは０
．３０～０．６５重量部である。かかる好適な組成割合によって良好な離型性を有する芳
香族ポリカーボネート樹脂組成物が提供される。
【００７４】
（その他の添加剤について）
　本発明のポリカーボネート樹脂組成物には、成形加工時の分子量や色相を安定化させる
ために各種安定剤や色材を使用することができる。かかる安定剤としては、リン系安定剤
、ヒンダードフェノール系安定剤、紫外線吸収剤、洗顔料、熱安定剤、帯電防止剤などが
挙げられる。
【００７５】
　（ｉ）リン系安定剤
　リン系安定剤としては、亜リン酸、リン酸、亜ホスホン酸、ホスホン酸およびこれらの
エステル、並びに第３級ホスフィンなどが例示される。
　具体的にはホスファイト化合物としては、例えば、トリフェニルホスファイト、トリス
（ノニルフェニル）ホスファイト、トリデシルホスファイト、トリオクチルホスファイト
、トリオクタデシルホスファイト、ジデシルモノフェニルホスファイト、ジオクチルモノ
フェニルホスファイト、ジイソプロピルモノフェニルホスファイト、モノブチルジフェニ
ルホスファイト、モノデシルジフェニルホスファイト、モノオクチルジフェニルホスファ
イト、トリス（ジエチルフェニル）ホスファイト、トリス（ジ－ｉｓｏ－プロピルフェニ
ル）ホスファイト、トリス（ジ－ｎ－ブチルフェニル）ホスファイト、トリス（２，４－
ジ－ｔｅｒｔ－ブチルフェニル）ホスファイト、トリス（２，６－ジ－ｔｅｒｔ－ブチル
フェニル）ホスファイト、ジステアリルペンタエリスリトールジホスファイト、ビス（２
，４－ジ－ｔｅｒｔ－ブチルフェニル）ペンタエリスリトールジホスファイト、ビス（２
，６－ジ－ｔｅｒｔ－ブチル－４－メチルフェニル）ペンタエリスリトールジホスファイ
ト、ビス（２，６－ジ－ｔｅｒｔ－ブチル－４－エチルフェニル）ペンタエリスリトール
ジホスファイト、ビス｛２，４－ビス（１－メチル－１－フェニルエチル）フェニル｝ペ
ンタエリスリトールジホスファイト、フェニルビスフェノールＡペンタエリスリトールジ
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ホスファイト、ビス（ノニルフェニル）ペンタエリスリトールジホスファイト、およびジ
シクロヘキシルペンタエリスリトールジホスファイトなどが挙げられる。
【００７６】
　更に他のホスファイト化合物としては二価フェノール類と反応し環状構造を有するもの
も使用できる。例えば、２，２’－メチレンビス（４，６－ジ－ｔｅｒｔ－ブチルフェニ
ル）（２，４－ジ－ｔｅｒｔ－ブチルフェニル）ホスファイト、２，２’－メチレンビス
（４，６－ジ－ｔｅｒｔ－ブチルフェニル）（２－ｔｅｒｔ－ブチル－４－メチルフェニ
ル）ホスファイト、および２，２’－メチレンビス（４，６－ジ－ｔｅｒｔ－ブチルフェ
ニル）オクチルホスファイトなどが例示される。
【００７７】
　ホスフェート化合物としては、トリブチルホスフェート、トリメチルホスフェート、ト
リクレジルホスフェート、トリフェニルホスフェート、トリクロルフェニルホスフェート
、トリエチルホスフェート、ジフェニルクレジルホスフェート、ジフェニルモノオルソキ
セニルホスフェート、トリブトキシエチルホスフェート、ジブチルホスフェート、ジオク
チルホスフェート、ジイソプロピルホスフェートなどを挙げることができ、好ましくはト
リフェニルホスフェート、トリメチルホスフェートである。
【００７８】
　ホスホナイト化合物としては、テトラキス（２，４－ジ－ｔｅｒｔ－ブチルフェニル）
－４，４’－ビフェニレンジホスホナイト、テトラキス（２，４－ジ－ｔｅｒｔ－ブチル
フェニル）－４，３’－ビフェニレンジホスホナイト、テトラキス（２，４－ジ－ｔｅｒ
ｔ－ブチルフェニル）－３，３’－ビフェニレンジホスホナイト、テトラキス（２，６－
ジ－ｔｅｒｔ－ブチルフェニル）－４，４’－ビフェニレンジホスホナイト、テトラキス
（２，６－ジ－ｔｅｒｔ－ブチルフェニル）－４，３’－ビフェニレンジホスホナイト、
テトラキス（２，６－ジ－ｔｅｒｔ－ブチルフェニル）－３，３’－ビフェニレンジホス
ホナイト、ビス（２，４－ジ－ｔｅｒｔ－ブチルフェニル）－４－フェニル－フェニルホ
スホナイト、ビス（２，４－ジ－ｔｅｒｔ－ブチルフェニル）－３－フェニル－フェニル
ホスホナイト、ビス（２，６－ジ－ｎ－ブチルフェニル）－３－フェニル－フェニルホス
ホナイト、ビス（２，６－ジ－ｔｅｒｔ－ブチルフェニル）－４－フェニル－フェニルホ
スホナイト、ビス（２，６－ジ－ｔｅｒｔ－ブチルフェニル）－３－フェニル－フェニル
ホスホナイト等があげられ、テトラキス（ジ－ｔｅｒｔ－ブチルフェニル）－ビフェニレ
ンジホスホナイト、ビス（ジ－ｔｅｒｔ－ブチルフェニル）－フェニル－フェニルホスホ
ナイトが好ましく、テトラキス（２，４－ジ－ｔｅｒｔ－ブチルフェニル）－ビフェニレ
ンジホスホナイト、ビス（２，４－ジ－ｔｅｒｔ－ブチルフェニル）－フェニル－フェニ
ルホスホナイトがより好ましい。かかるホスホナイト化合物は上記アルキル基が２以上置
換したアリール基を有するホスファイト化合物との併用可能であり好ましい。
【００７９】
　ホスホネイト化合物としては、ベンゼンホスホン酸ジメチル、ベンゼンホスホン酸ジエ
チル、およびベンゼンホスホン酸ジプロピル等が挙げられる。
【００８０】
　第３級ホスフィンとしては、トリエチルホスフィン、トリプロピルホスフィン、トリブ
チルホスフィン、トリオクチルホスフィン、トリアミルホスフィン、ジメチルフェニルホ
スフィン、ジブチルフェニルホスフィン、ジフェニルメチルホスフィン、ジフェニルオク
チルホスフィン、トリフェニルホスフィン、トリ－ｐ－トリルホスフィン、トリナフチル
ホスフィン、およびジフェニルベンジルホスフィンなどが例示される。特に好ましい第３
級ホスフィンは、トリフェニルホスフィンである。
【００８１】
　上記リン系安定剤は、１種のみならず２種以上を混合して用いることができる。上記リ
ン系安定剤の中でも、ホスホナイト化合物もしくは下記一般式（３）で表されるホスファ
イト化合物が好ましい。
【００８２】
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【化３】

（式（３）中、Ｒ５およびＲ６は炭素数６～３０のアルキル基または炭素数６～３０のア
リール基を表し、互いに同一であっても異なっていてもよい。）
【００８３】
　上記の如く、ホスホナイト化合物としてはテトラキス（２，４－ジ－ｔｅｒｔ－ブチル
フェニル）－ビフェニレンジホスホナイトが好ましく、該ホスホナイトを主成分とする安
定剤は、Ｓａｎｄｏｓｔａｂ　Ｐ－ＥＰＱ（商標、Ｃｌａｒｉａｎｔ社製）およびＩｒｇ
ａｆｏｓ　Ｐ－ＥＰＱ（商標、ＣＩＢＡ　ＳＰＥＣＩＡＬＴＹ　ＣＨＥＭＩＣＡＬＳ社製
）として市販されておりいずれも利用できる。
【００８４】
　また上記式（３）の中でもより好適なホスファイト化合物は、ジステアリルペンタエリ
スリトールジホスファイト、ビス（２，４－ジ－ｔｅｒｔ－ブチルフェニル）ペンタエリ
スリトールジホスファイト、ビス（２，６－ジ－ｔｅｒｔ－ブチル－４－メチルフェニル
）ペンタエリスリトールジホスファイト、およびビス｛２，４－ビス（１－メチル－１－
フェニルエチル）フェニル｝ペンタエリスリトールジホスファイトである。
【００８５】
　ジステアリルペンタエリスリトールジホスファイトは、アデカスタブＰＥＰ－８（商標
、旭電化工業（株）製）、ＪＰＰ６８１Ｓ（商標、城北化学工業（株）製）として市販さ
れておりいずれも利用できる。ビス（２，４－ジ－ｔｅｒｔ－ブチルフェニル）ペンタエ
リスリトールジホスファイトは、アデカスタブＰＥＰ－２４Ｇ（商標、旭電化工業（株）
製）、Ａｌｋａｎｏｘ　Ｐ－２４（商標、Ｇｒｅａｔ　Ｌａｋｅｓ社製）、Ｕｌｔｒａｎ
ｏｘ　Ｐ６２６（商標、ＧＥ　Ｓｐｅｃｉａｌｔｙ　Ｃｈｅｍｉｃａｌｓ社製）、Ｄｏｖ
ｅｒｐｈｏｓ　Ｓ－９４３２（商標、Ｄｏｖｅｒ　Ｃｈｅｍｉｃａｌ社製）、並びにＩｒ
ｇａｏｆｏｓ１２６および１２６ＦＦ（商標、ＣＩＢＡ　ＳＰＥＣＩＡＬＴＹ　ＣＨＥＭ
ＩＣＡＬＳ社製）などとして市販されておりいずれも利用できる。ビス（２，６－ジ－ｔ
ｅｒｔ－ブチル－４－メチルフェニル）ペンタエリスリトールジホスファイトはアデカス
タブＰＥＰ－３６（商標、旭電化工業（株）製）として市販されており容易に利用できる
。またビス｛２，４－ビス（１－メチル－１－フェニルエチル）フェニル｝ペンタエリス
リトールジホスファイトは、アデカスタブＰＥＰ－４５（商標、旭電化工業（株）製）、
およびＤｏｖｅｒｐｈｏｓ　Ｓ－９２２８（商標、Ｄｏｖｅｒ　Ｃｈｅｍｉｃａｌ社製）
として市販されておりいずれも利用できる。
【００８６】
　（ｉｉ）ヒンダードフェノール系酸化防止剤
　ヒンダードフェノール化合物としては、通常樹脂に配合される各種の化合物が使用でき
る。かかるヒンダードフェノール化合物としては、例えば、α－トコフェロール、ブチル
ヒドロキシトルエン、シナピルアルコール、ビタミンＥ、オクタデシル－３－（３，５－
ジ－ｔｅｒｔ－ブチル－４－ヒドロキシフェニル）プロピオネート、２－ｔｅｒｔ－ブチ
ル－６－（３’－ｔｅｒｔ－ブチル－５’－メチル－２’－ヒドロキシベンジル）－４－
メチルフェニルアクリレート、２，６－ジ－ｔｅｒｔ－ブチル－４－（Ｎ，Ｎ－ジメチル
アミノメチル）フェノール、３，５－ジ－ｔｅｒｔ－ブチル－４－ヒドロキシベンジルホ
スホネートジエチルエステル、２，２’－メチレンビス（４－メチル－６－ｔｅｒｔ－ブ
チルフェノール）、２，２’－メチレンビス（４－エチル－６－ｔｅｒｔ－ブチルフェノ
ール）、４，４’－メチレンビス（２，６－ジ－ｔｅｒｔ－ブチルフェノール）、２，２
’－メチレンビス（４－メチル－６－シクロヘキシルフェノール）、２，２’－ジメチレ
ン－ビス（６－α－メチル－ベンジル－ｐ－クレゾール）、２，２’－エチリデン－ビス
（４，６－ジ－ｔｅｒｔ－ブチルフェノール）、２，２’－ブチリデン－ビス（４－メチ



(16) JP 5378736 B2 2013.12.25

10

20

30

40

50

ル－６－ｔｅｒｔ－ブチルフェノール）、４，４’－ブチリデンビス（３－メチル－６－
ｔｅｒｔ－ブチルフェノール）、トリエチレングリコール－Ｎ－ビス－３－（３－ｔｅｒ
ｔ－ブチル－４－ヒドロキシ－５－メチルフェニル）プロピオネート、１，６－へキサン
ジオールビス［３－（３，５－ジ－ｔｅｒｔ－ブチル－４－ヒドロキシフェニル）プロピ
オネート］、ビス［２－ｔｅｒｔ－ブチル－４－メチル６－（３－ｔｅｒｔ－ブチル－５
－メチル－２－ヒドロキシベンジル）フェニル］テレフタレート、３，９－ビス｛２－［
３－（３－ｔｅｒｔ－ブチル－４－ヒドロキシ－５－メチルフェニル）プロピオニルオキ
シ］－１，１－ジメチルエチル｝－２，４，８，１０－テトラオキサスピロ［５，５］ウ
ンデカン、４，４’－チオビス（６－ｔｅｒｔ－ブチル－ｍ－クレゾール）、４，４’－
チオビス（３－メチル－６－ｔｅｒｔ－ブチルフェノール）、２，２’－チオビス（４－
メチル－６－ｔｅｒｔ－ブチルフェノール）、ビス（３，５－ジ－ｔｅｒｔ－ブチル－４
－ヒドロキシベンジル）スルフィド、４，４’－ジ－チオビス（２，６－ジ－ｔｅｒｔ－
ブチルフェノール）、４，４’－トリ－チオビス（２，６－ジ－ｔｅｒｔ－ブチルフェノ
ール）、２，２－チオジエチレンビス－［３－（３，５－ジ－ｔｅｒｔ－ブチル－４－ヒ
ドロキシフェニル）プロピオネート］、２，４－ビス（ｎ－オクチルチオ）－６－（４－
ヒドロキシ－３，５－ジ－ｔｅｒｔ－ブチルアニリノ）－１，３，５－トリアジン、Ｎ，
Ｎ’－ヘキサメチレンビス－（３，５－ジ－ｔｅｒｔ－ブチル－４－ヒドロキシヒドロシ
ンナミド）、Ｎ，Ｎ’－ビス［３－（３，５－ジ－ｔｅｒｔ－ブチル－４－ヒドロキシフ
ェニル）プロピオニル］ヒドラジン、１，１，３－トリス（２－メチル－４－ヒドロキシ
－５－ｔｅｒｔ－ブチルフェニル）ブタン、１，３，５－トリメチル－２，４，６－トリ
ス（３，５－ジ－ｔｅｒｔ－ブチル－４－ヒドロキシベンジル）ベンゼン、トリス（３，
５－ジ－ｔｅｒｔ－ブチル－４－ヒドロキシフェニル）イソシアヌレート、トリス（３，
５－ジ－ｔｅｒｔ－ブチル－４－ヒドロキシベンジル）イソシアヌレート、１，３，５－
トリス（４－ｔｅｒｔ－ブチル－３－ヒドロキシ－２，６－ジメチルベンジル）イソシア
ヌレート、１，３，５－トリス２［３（３，５－ジ－ｔｅｒｔ－ブチル－４－ヒドロキシ
フェニル）プロピオニルオキシ］エチルイソシアヌレート、テトラキス［メチレン－３－
（３，５－ジ－ｔｅｒｔ－ブチル－４－ヒドロキシフェニル）プロピオネート］メタン、
トリエチレングリコール－Ｎ－ビス－３－（３－ｔｅｒｔ－ブチル－４－ヒドロキシ－５
－メチルフェニル）プロピオネート、トリエチレングリコール－Ｎ－ビス－３－（３－ｔ
ｅｒｔ－ブチル－４－ヒドロキシ－５－メチルフェニル）アセテート、３，９－ビス［２
－｛３－（３－ｔｅｒｔ－ブチル－４－ヒドロキシ－５－メチルフェニル）アセチルオキ
シ｝－１，１－ジメチルエチル］－２，４，８，１０－テトラオキサスピロ［５，５］ウ
ンデカン、テトラキス［メチレン－３－（３－ｔｅｒｔ－ブチル－４－ヒドロキシ－５－
メチルフェニル）プロピオネート］メタン、１，３，５－トリメチル－２，４，６－トリ
ス（３－ｔｅｒｔ－ブチル－４－ヒドロキシ－５－メチルベンジル）ベンゼン、およびト
リス（３－ｔｅｒｔ－ブチル－４－ヒドロキシ－５－メチルベンジル）イソシアヌレート
などが例示される。
【００８７】
　上記化合物の中でも、本発明においてはテトラキス［メチレン－３－（３－ｔｅｒｔ－
ブチル－４－ヒドロキシ－５－メチルフェニル）プロピオネート］メタン、オクタデシル
－３－（３，５－ジ－ｔｅｒｔ－ブチル－４－ヒドロキシフェニル）プロピオネート、お
よび３，９－ビス［２－｛３－（３－ｔ－ブチル－４－ヒドロキシ－５－メチルフェニル
）プロピオニルオキシ｝－１，１－ジメチルエチル］－２，４，８，１０－テトラオキサ
スピロ［５，５］ウンデカンが好ましく利用される。特に３，９－ビス［２－｛３－（３
－ｔ－ブチル－４－ヒドロキシ－５－メチルフェニル）プロピオニルオキシ｝－１，１－
ジメチルエチル］－２，４，８，１０－テトラオキサスピロ［５，５］ウンデカンが好ま
しい。上記ヒンダードフェノール系酸化防止剤は、単独でまたは２種以上を組合せて使用
することができる。
【００８８】
　リン系安定剤およびヒンダードフェノール系酸化防止剤はいずれかが配合されることが
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好ましい。殊にリン系安定剤が配合されることが好ましく、トリオルガノホスフェート化
合物が配合されることがより好ましい。リン系安定剤およびヒンダードフェノール系酸化
防止剤の配合量は、それぞれＡ成分、Ｂ成分、およびＣ成分の合計１００重量部を基準と
して、好ましくは０．００５～１重量部、より好ましくは０．０１～０．３重量部である
。
【００８９】
　（ｉｉｉ）紫外線吸収剤
　本発明のポリカーボネート樹脂組成物は紫外線吸収剤を含有することができる。本発明
の樹脂組成物は、ゴム成分や難燃剤の影響によって耐候性に劣る場合があることから、か
かる劣化を防止するため紫外線吸収剤の配合は有効である。
【００９０】
　本発明の紫外線吸収剤としては、具体的にはベンゾフェノン系では、例えば、２，４－
ジヒドロキシベンゾフェノン、２－ヒドロキシ－４－メトキシベンゾフェノン、２－ヒド
ロキシ－４－オクトキシベンゾフェノン、２－ヒドロキシ－４－ベンジロキシベンゾフェ
ノン、２－ヒドロキシ－４－メトキシ－５－スルホキシベンゾフェノン、２－ヒドロキシ
－４－メトキシ－５－スルホキシトリハイドライドレイトベンゾフェノン、２，２’－ジ
ヒドロキシ－４－メトキシベンゾフェノン、２，２’，４，４’－テトラヒドロキシベン
ゾフェノン、２，２’－ジヒドロキシ－４，４’－ジメトキシベンゾフェノン、２，２’
－ジヒドロキシ－４，４’－ジメトキシ－５－ソジウムスルホキシベンゾフェノン、ビス
（５－ベンゾイル－４－ヒドロキシ－２－メトキシフェニル）メタン、２－ヒドロキシ－
４－ｎ－ドデシルオキシベンソフェノン、および２－ヒドロキシ－４－メトキシ－２’－
カルボキシベンゾフェノンなどが例示される。
【００９１】
　紫外線吸収剤としては、具体的に、ベンゾトリアゾール系では、例えば、２－（２－ヒ
ドロキシ－５－メチルフェニル）ベンゾトリアゾ－ル、２－（２－ヒドロキシ－５－ｔｅ
ｒｔ－オクチルフェニル）ベンゾトリアゾ－ル、２－（２－ヒドロキシ－３，５－ジクミ
ルフェニル）フェニルベンゾトリアゾール、２－（２－ヒドロキシ－３－ｔｅｒｔ－ブチ
ル－５－メチルフェニル）－５－クロロベンゾトリアゾール、２，２’－メチレンビス［
４－（１，１，３，３－テトラメチルブチル）－６－（２Ｈ－ベンゾトリアゾール－２－
イル）フェノール］、２－（２－ヒドロキシ－３，５－ジ－ｔｅｒｔ－ブチルフェニル）
ベンゾトリアゾ－ル、２－（２－ヒドロキシ－３，５－ジ－ｔｅｒｔ－ブチルフェニル）
－５－クロロベンゾトリアゾール、２－（２－ヒドロキシ－３，５－ジ－ｔｅｒｔ－アミ
ルフェニル）ベンゾトリアゾ－ル、２－（２－ヒドロキシ－５－ｔｅｒｔ－オクチルフェ
ニル）ベンゾトリアゾ－ル、２－（２－ヒドロキシ－５－ｔｅｒｔ－ブチルフェニル）ベ
ンゾトリアゾ－ル、２－（２－ヒドロキシ－４－オクトキシフェニル）ベンゾトリアゾ－
ル、２，２’－メチレンビス（４－クミル－６－ベンゾトリアゾールフェニル）、２，２
’－ｐ－フェニレンビス（１，３－ベンゾオキサジン－４－オン）、および２－［２－ヒ
ドロキシ－３－（３，４，５，６－テトラヒドロフタルイミドメチル）－５－メチルフェ
ニル］ベンゾトリアゾ－ル、並びに２－（２’－ヒドロキシ－５－メタクリロキシエチル
フェニル）－２Ｈ－ベンゾトリアゾールと該モノマーと共重合可能なビニル系モノマーと
の共重合体や２－（２’―ヒドロキシ－５－アクリロキシエチルフェニル）―２Ｈ―ベン
ゾトリアゾールと該モノマーと共重合可能なビニル系モノマーとの共重合体などの２－ヒ
ドロキシフェニル－２Ｈ－ベンゾトリアゾール骨格を有する重合体などが例示される。
【００９２】
　紫外線吸収剤としては、具体的に、ヒドロキシフェニルトリアジン系では、例えば、２
－（４，６－ジフェニル－１，３，５－トリアジン－２－イル）－５－ヘキシルオキシフ
ェノール、２－（４，６－ジフェニル－１，３，５－トリアジン－２－イル）－５－メチ
ルオキシフェノール、２－（４，６－ジフェニル－１，３，５－トリアジン－２－イル）
－５－エチルオキシフェノール、２－（４，６－ジフェニル－１，３，５－トリアジン－
２－イル）－５－プロピルオキシフェノール、および２－（４，６－ジフェニル－１，３
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，５－トリアジン－２－イル）－５－ブチルオキシフェノールなどが例示される。さらに
２－（４，６－ビス（２，４－ジメチルフェニル）－１，３，５－トリアジン－２－イル
）－５－ヘキシルオキシフェノールなど、上記例示化合物のフェニル基が２，４－ジメチ
ルフェニル基となった化合物が例示される。
【００９３】
　紫外線吸収剤としては、具体的に環状イミノエステル系では、例えば２，２’－ｐ－フ
ェニレンビス（３，１－ベンゾオキサジン－４－オン）、２，２’－（４，４’－ジフェ
ニレン）ビス（３，１－ベンゾオキサジン－４－オン）、および２，２’－（２，６－ナ
フタレン）ビス（３，１－ベンゾオキサジン－４－オン）などが例示される。
【００９４】
　また紫外線吸収剤としては、具体的にシアノアクリレート系では、例えば１，３－ビス
－［（２’－シアノ－３’，３’－ジフェニルアクリロイル）オキシ］－２，２－ビス［
（２－シアノ－３，３－ジフェニルアクリロイル）オキシ］メチル）プロパン、および１
，３－ビス－［（２－シアノ－３，３－ジフェニルアクリロイル）オキシ］ベンゼンなど
が例示される。
【００９５】
　さらに上記紫外線吸収剤は、ラジカル重合が可能な単量体化合物の構造をとることによ
り、かかる紫外線吸収性単量体および／またはヒンダードアミン構造を有する光安定性単
量体と、アルキル（メタ）アクリレートなどの単量体とを共重合したポリマー型の紫外線
吸収剤であってもよい。上記紫外線吸収性単量体としては、（メタ）アクリル酸エステル
のエステル置換基中にベンゾトリアゾール骨格、ベンゾフェノン骨格、トリアジン骨格、
環状イミノエステル骨格、およびシアノアクリレート骨格を含有する化合物が好適に例示
される。
【００９６】
　上記の中でも紫外線吸収能の点においてはベンゾトリアゾール系およびヒドロキシフェ
ニルトリアジン系が好ましく、耐熱性や色相（透明性）の点では、環状イミノエステル系
およびシアノアクリレート系が好ましい。上記紫外線吸収剤は単独であるいは２種以上の
混合物で用いてもよい。
【００９７】
　紫外線吸収剤の含有量は、Ａ成分、Ｂ成分、およびＣ成分の合計１００重量部を基準と
して好ましくは０．０１～２重量部、より好ましくは０．０３～２重量部、更に好ましく
は０．０２～１重量部、特に好ましくは０．０５～０．５重量部である。
【００９８】
　（ｉｖ）染顔料
　本発明のポリカーボネート樹脂組成物は更に各種の染顔料を含有し多様な意匠性を発現
する成形品を提供できる。
　本発明で使用する蛍光染料（蛍光増白剤を含む）としては、例えば、クマリン系蛍光染
料、ベンゾピラン系蛍光染料、ペリレン系蛍光染料、アンスラキノン系蛍光染料、チオイ
ンジゴ系蛍光染料、キサンテン系蛍光染料、キサントン系蛍光染料、チオキサンテン系蛍
光染料、チオキサントン系蛍光染料、チアジン系蛍光染料、およびジアミノスチルベン系
蛍光染料などを挙げることができる。これらの中でも耐熱性が良好でポリカーボネート樹
脂の成形加工時における劣化が少ないクマリン系蛍光染料、ベンゾピラン系蛍光染料、お
よびペリレン系蛍光染料が好適である。
【００９９】
　上記ブルーイング剤および蛍光染料以外の染料としては、ペリレン系染料、クマリン系
染料、チオインジゴ系染料、アンスラキノン系染料、チオキサントン系染料、紺青等のフ
ェロシアン化物、ペリノン系染料、キノリン系染料、キナクリドン系染料、ジオキサジン
系染料、イソインドリノン系染料、およびフタロシアニン系染料などを挙げることができ
る。更に本発明の樹脂組成物はメタリック顔料を配合してより良好なメタリック色彩を得
ることもできる。メタリック顔料としては、各種板状フィラーに金属被膜または金属酸化
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物被膜を有するものが好適である。
　上記の染顔料の含有量は、Ａ成分、Ｂ成分、およびＣ成分の合計１００重量部を基準と
して０．００００１～１重量部が好ましく、０．００００５～０．５重量部がより好まし
い。
【０１００】
　（ｖ）その他の熱安定剤
　本発明のポリカーボネート樹脂組成物には、上記のリン系安定剤およびヒンダードフェ
ノール系酸化防止剤以外の他の熱安定剤を配合することもできる。かかるその他の熱安定
剤は、これらの安定剤および酸化防止剤のいずれかと併用されることが好ましく、特に両
者と併用されることが好ましい。かかる他の熱安定剤としては、例えば３－ヒドロキシ－
５，７－ジ－ｔｅｒｔ－ブチル－フラン－２－オンとｏ－キシレンとの反応生成物に代表
されるラクトン系安定剤（かかる安定剤の詳細は特開平７－２３３１６０号公報に記載さ
れている）が好適に例示される。かかる化合物はＩｒｇａｎｏｘ　ＨＰ－１３６（商標、
ＣＩＢＡ　ＳＰＥＣＩＡＬＴＹ　ＣＨＥＭＩＣＡＬＳ社製）として市販され、該化合物を
利用できる。更に該化合物と各種のホスファイト化合物およびヒンダードフェノール化合
物を混合した安定剤が市販されている。例えば上記社製のＩｒｇａｎｏｘ　ＨＰ－２９２
１が好適に例示される。本発明においてもかかる予め混合された安定剤を利用することも
できる。ラクトン系安定剤の配合量は、Ａ成分、Ｂ成分、およびＣ成分の合計１００重量
部を基準として好ましくは０．０００５～０．０５重量部、より好ましくは０．００１～
０．０３重量部である。
【０１０１】
　またその他の安定剤としては、ペンタエリスリトールテトラキス（３－メルカプトプロ
ピオネート）、ペンタエリスリトールテトラキス（３－ラウリルチオプロピオネート）、
およびグリセロール－３－ステアリルチオプロピオネートなどのイオウ含有安定剤が例示
される。かかる安定剤は、樹脂組成物が回転成形に適用される場合に特に有効である。か
かるイオウ含有安定剤の配合量は、Ａ成分、Ｂ成分、およびＣ成分の合計１００重量部を
基準として好ましくは０．００１～０．１重量部、より好ましくは０．０１～０．０８重
量部である。
【０１０２】
　（ｖｉ）帯電防止剤
　本発明のポリカーボネート樹脂組成物には、帯電防止性能が求められる場合があり、か
かる場合帯電防止剤を含むことが好ましい。かかる帯電防止剤としては、例えば（１）ド
デシルベンゼンスルホン酸ホスホニウム塩に代表されるアリールスルホン酸ホスホニウム
塩、およびアルキルスルホン酸ホスホニウム塩などの有機スルホン酸ホスホニウム塩、並
びにテトラフルオロホウ酸ホスホニウム塩の如きホウ酸ホスホニウム塩が挙げられる。該
ホスホニウム塩の含有量はＡ成分、Ｂ成分、およびＣ成分の合計１００重量部を基準とし
て５重量部以下が適切であり、好ましくは０．０５～５重量部、より好ましくは１～３．
５重量部、更に好ましくは１．５～３重量部の範囲である。
【０１０３】
　帯電防止剤としては例えば、（２）有機スルホン酸リチウム、有機スルホン酸ナトリウ
ム、有機スルホン酸カリウム、有機スルホン酸セシウム、有機スルホン酸ルビジウム、有
機スルホン酸カルシウム、有機スルホン酸マグネシウム、および有機スルホン酸バリウム
などの有機スルホン酸アルカリ（土類）金属塩が挙げられる。かかる金属塩は前述のとお
り、難燃剤としても使用される。かかる金属塩は、より具体的には例えばドデシルベンゼ
ンスルホン酸の金属塩やパーフルオロアルカンスルホン酸の金属塩などが例示される。有
機スルホン酸アルカリ（土類）金属塩の含有量はＡ成分、Ｂ成分、およびＣ成分の合計１
００重量部を基準として０．５重量部以下が適切であり、好ましくは０．００１～０．３
重量部、より好ましくは０．００５～０．２重量部である。特にカリウム、セシウム、お
よびルビジウムなどのアルカリ金属塩が好適である。
【０１０４】
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　帯電防止剤としては、例えば（３）アルキルスルホン酸アンモニウム塩、およびアリー
ルスルホン酸アンモニウム塩などの有機スルホン酸アンモニウム塩が挙げられる。該アン
モニウム塩はＡ成分、Ｂ成分、およびＣ成分の合計１００重量部を基準として０．０５重
量部以下が適切である。帯電防止剤としては、例えば（４）ポリエーテルエステルアミド
の如きポリ（オキシアルキレン）グリコール成分をその構成成分として含有するポリマー
が挙げられる。該ポリマーはＡ成分、Ｂ成分、およびＣ成分の合計１００重量部を基準と
して５重量部以下が適切である。
【０１０５】
　（ｖｉｉ）その他の添加剤
　本発明のポリカーボネート樹脂組成物には、Ａ成分Ｂ成分及びＣ成分以外の熱可塑性樹
脂、その他の流動改質剤、抗菌剤、流動パラフィンの如き分散剤、光触媒系防汚剤、熱線
吸収剤およびフォトクロミック剤などを配合することができる。
　Ａ成分とＢ成分及びＣ成分以外の熱可塑性樹脂としては芳香族ポリエステル樹脂（ポリ
エチレンテレフタレート樹脂（ＰＥＴ樹脂）、ポリブチレンテレフタレート樹脂（ＰＢＴ
樹脂）、シクロヘキサンジメタノール共重合ポリエチレンテレフタレート樹脂（いわゆる
ＰＥＴ－Ｇ樹脂）、ポリエチレンナフタレート樹脂、およびポリブチレンナフタレート樹
脂など）、ポリメチルメタクリレート樹脂（ＰＭＭＡ樹脂）、環状ポリオレフィン樹脂、
ポリ乳酸樹脂、ポリカプロラクトン樹脂、熱可塑性フッ素樹脂（例えばポリフッ化ビニリ
デン樹脂に代表される）、並びにポリオレフィン樹脂（ポリエチレン樹脂、エチレン－（
α－オレフィン）共重合体樹脂、ポリプロピレン樹脂、およびプロピレン－（α－オレフ
ィン）共重合体樹脂など）が例示される。上記他の熱可塑性樹脂は、Ａ成分、Ｂ成分、お
よびＣ成分の合計１００重量部を基準として２０重量部以下、より好ましくは１０重量部
以下が好ましい。
【０１０６】
（ポリカーボネート樹脂組成物の製造）
　本発明の難燃性芳香族ポリカーボネート樹脂組成物の製造には、任意の方法が採用され
る。例えばＡ成分からＦ成分、および任意に他の添加剤を、Ｖ型ブレンダー、ヘンシェル
ミキサー、メカノケミカル装置、および押出混合機などの予備混合手段を用いて充分に混
合（いわゆるドライブレンド）した後、必要に応じて押出造粒器やブリケッティングマシ
ーンなどにより得られた予備混合物の造粒を行い、その後ベント式二軸押出機に代表され
る溶融混練機で溶融混練し、溶融混練後の組成物をペレタイザー等の機器によりペレット
化する方法が挙げられる。
【０１０７】
　他に、各成分をそれぞれ独立にベント式二軸押出機に代表される溶融混練機に供給する
方法や、各成分の一部を予備混合した後、残りの成分と独立に溶融混練機に供給する方法
なども挙げられる。予備混合する方法としては例えば、Ａ成分のパウダーの一部とＤ成分
及びＤ成分などの配合する添加剤とをドライブレンドして、パウダーで希釈された添加剤
のマスターバッチを作成する方法が挙げられる。更に一成分を独立に溶融押出機の途中か
ら供給する方法なども挙げられる。これら溶融混練に際しての加熱温度は、通常２５０～
３００℃の範囲で選ばれる。
【０１０８】
　尚、配合する成分に液状のものがある場合には、溶融押出機への供給にいわゆる液注装
置、または液添装置を使用することができる。かかる液注装置、または液添装置は加温装
置が設置されているものが好ましく使用される。特に本発明のＤ成分に含まれるリン酸エ
ステルオリゴマーは縮合度ｎの分布によっては固体状でなく液状となる。したがって押出
機への供給にいわゆる液注装置、または液添装置を使用する方法が採用される。そのため
、本発明で使用される押出機は、液体注入用の原料供給口を持つものが好ましく使用でき
る。また、かかるリン酸エステルオリゴマーの添加は、通常の押出機のバレルに設けたフ
ィード口から、ギアポンプ等の公知の液体運搬装置で押出機内の吐出圧以上の圧力で供給
する。なお、かかる供給時のリン酸エステルオリゴマーは２０℃～１００℃、好ましくは
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３０℃～９０℃、更に好ましくは４０℃～８０℃の温度に加熱されたものを用いる。２０
℃以下ではリン酸エステルの粘度が高すぎて定量精度の高い添加が難しく、１００℃以上
では、長期の製造においてリン酸エステルの揮発、分解、または劣化を引き起こす場合が
ある。
【０１０９】
　また押出された樹脂は、直接切断してペレット化するか、またはストランドを形成した
後かかるストランドをペレタイザーで切断してペレット化することができる。ペレット化
に際して外部の埃などの影響を低減する必要がある場合には、押出機周囲の雰囲気を清浄
化することが好ましい。得られたペレットの形状は、円柱、角柱、および球状など一般的
な形状を取り得るが、より好適には円柱である。かかる円柱の直径は好ましくは１～５ｍ
ｍ、より好ましくは１．５～４ｍｍ、さらに好ましくは２～３．３ｍｍである。一方、円
柱の長さは好ましくは１～３０ｍｍ、より好ましくは２～５ｍｍ、さらに好ましくは２．
５～３．５ｍｍである。
【０１１０】
　本発明の難燃性芳香族ポリカーボネート樹脂組成物は通常上記の如く製造されたペレッ
トを射出成形して成形品を得ることにより各種製品を製造することができる。かかる射出
成形においては、通常の成形方法だけでなく、射出圧縮成形、射出プレス成形、ガスアシ
スト射出成形、発泡成形（超臨界流体を注入する方法を含む）、インサート成形、インモ
ールドコーティング成形、断熱金型成形、急速加熱冷却金型成形、二色成形、サンドイッ
チ成形、および超高速射出成形などを挙げることができる。また成形はコールドランナー
方式およびホットランナー方式のいずれも選択することができる。
【０１１１】
　また本発明のポリカーボネート樹脂組成物は、押出成形により各種異形押出成形品、シ
ート、フィルムなどの形で使用することもできる。またシート、フィルムの成形にはイン
フレーション法や、カレンダー法、キャスティング法なども使用可能である。更に特定の
延伸操作をかけることにより熱収縮チューブとして成形することも可能である。また本発
明のポリカーボネート樹脂組成物を回転成形やブロー成形などにより成形品とすることも
可能である。
【０１１２】
　本発明の難燃性芳香族ポリカーボネート樹脂組成物が利用される成形品の具体的として
は、ＯＡ機器や家電製品の内部部品やハウジングなどへの応用に好適なものである。これ
らの製品としては例えば、複写機、プリンター、液晶テレビの筐体などの各種部品に本発
明の難燃性熱可塑性樹脂組成物から形成された樹脂製品を使用することができる。
【発明の効果】
【０１１３】
　本発明の難燃性芳香族ポリカーボネート樹脂組成物は、難燃性、機械的特性を低下させ
ることなく、高発色性、特に漆黒性を発現するため、複写機、プリンターなどのＯＡ分野
、家電分野等幅広い分野における成形材料として使用することができる。本発明の奏する
工業的効果は極めて大である。
【発明を実施するための最良の形態】
【０１１４】
　本発明者が現在最良と考える本発明の形態は、前記の各要件の好ましい範囲を集約した
ものとなるが、例えば、その代表例を下記の実施例中に記載する。もちろん本発明はこれ
らの形態に限定されるものではない。
【実施例】
【０１１５】
　評価は以下の方法で実施した。
（Ｉ）難燃性芳香族ポリカーボネート樹脂組成物の評価
（ｉ）シャルピー衝撃強さ
　ＩＳＯ　１７９に従い、ノッチ付きのシャルピー衝撃強度の測定を実施した。
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（ｉｉ）耐擦傷性試験
　本発明に係わる耐擦傷性試験方法を図１に基づいて説明する。測定は往復動摩擦摩耗試
験機［東測精密工業（株）製ＡＦＴ－１５－Ｍ］に直径１０ｍｍの円柱に試験布を装着し
たものを使用した。この装置を用い、特定の荷重をかけ、試験サンプルを５０往復させる
ことにより耐擦傷性試験を実施した。
　試験機器    ：往復動摩擦摩耗試験機
　試験布      ：帝人製あっちこっちふきん（商品名）（ポリエステル５０％ナイロン５
０％）
　回数　　    ：５０往復
　ストローク  ：１５ｍｍ
　速度        ：１０ｍｍ/s
　荷重        ：４００ｇ
　判定方法    ：２，０００～４，０００ｌｘの人工光源下(ＩＳＯ／ＦＤＩＳ　３６６
８に基づく)で３０ｃｍの距離から傷の有無を目視で判断した。
（ｉｉｉ）難燃性
　ＵＬ規格９４Ｖに従い、厚み１．８ｍｍで燃焼試験を実施した。
（ｉｖ）Ｌ値
　ＪＩＳ　Ｋ　７１０５に従い、Ｄ６５光源を用いて反射測定を実施した。色立体（色空
間）にはＬａｂといった表現の三次元の座標軸が使われている。表中Ｌ値はＬ明度(light
ness)を表し、Ｌ＝０が最も暗く（黒色）、Ｌ＝１００が最も明るい状態（白色）を表現
している。ΔＬ＝０～１．５ではわずかな明度差、ΔＬ＝１．５～３．０では感知し得る
明度差、ΔＬ＝３以上では目立つほどの明度差となる。なお、試験片の厚みは２．０ｍｍ
で実施した。Ｌ値はＭＢＳ無添加時（比較例１）の値と変わらないことが好ましい。
【０１１６】
　［実施例１～６、比較例１～１４］
　表１及び表２に示す組成で、Ｃ成分、Ｄ成分を除く成分からなる混合物を押出機の第１
供給口から供給した。かかる混合物は下記の（ｉ）の予備混合物と他の成分とをＶ型ブレ
ンダーで混合して得た。すなわち、（ｉ）はＥ成分（含フッ素滴下防止剤）とＡ成分の芳
香族ポリカーボネートとの混合物であってＥ成分がその２．５重量部となるようポリエチ
レン袋中で該袋全体を振り動かすことで均一に混合された混合物である。なお、Ｃ成分は
第２供給口からサイドフィーダーを用いて供給した。更にＤ成分は、８０℃に加熱した状
態で液注装置（富士テクノ工業（株）製ＨＹＭ－ＪＳ－０８）を用いてシリンダー途中の
第３供給口（第２供給口とベント排気口との間に位置）から、各々所定の割合になるよう
押出機に供給した。液注装置は一定量を供給する設定とし、その他の原料の供給量は計量
器［（株）クボタ製ＣＷＦ］により精密に計測された。押出は径３０ｍｍφのベント式二
軸押出機（（株）日本製鋼所ＴＥＸ３０α－３８．５ＢＷ－３Ｖ）を使用し、スクリュー
回転数２００ｒｐｍ、吐出量２０ｋｇ／ｈ、ベントの真空度３ｋＰａで溶融混練したペレ
ットを得た。なお、押出温度については、第１供給口からダイス部分まで２６０℃とした
。
　得られたペレットは８０～９０℃で６時間熱風循環式乾燥機にて乾燥した後、射出成形
機［住友重機械工業（株）製ＳＧ１５０Ｕ］により、シリンダー温度２４０℃、金型温度
６０℃の条件で評価用の試験片を成形した。
【０１１７】
　表１及び表２中記号表記の各成分は下記の通りである。
（Ａ成分）    
ＰＣ：芳香族ポリカーボネート樹脂［ビスフェノールＡとホスゲンから常法によって作ら
れた粘度平均分子量２２，４００のポリカーボネート樹脂粉末、帝人化成（株）製　パン
ライトＬ－１２２５ＷＰ］
（Ｂ成分）
ＩＭ－１：コア－シェルグラフト共重合体；コアがスチレン及びブタジエン系ゴム重合体
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を含有するラテックス、シェルがスチレンおよびメチルメタクリレートであるグラフト共
重合体。コア部分の屈折率（計算値）は１．５３８。グラフト重合体の平均粒子径は１６
０ｎｍである。（三菱レイヨン（株）製　メタブレン　Ｃ－２１５Ａ（商品名））
ＩＭ－２：コア－シェルグラフト共重合体；コアがスチレン及びブタジエン系ゴム重合体
を含有するラテックス、シェルがスチレンおよびメチルメタクリレートであるグラフト共
重合体。コア部分の屈折率（計算値）は１．５４５。グラフト重合体の平均粒子径は１０
０ｎｍである。
ＩＭ－３：コア－シェルグラフト共重合体；コアがスチレン及びブタジエン系ゴム重合体
を含有するラテックス、シェルがスチレンおよびメチルメタクリレートであるグラフト共
重合体。コア部分の屈折率（計算値）は１．５３１。グラフト重合体の平均粒子径は２０
０ｎｍである。
ＩＭ－４：コア－シェルグラフト共重合体；コアがスチレン及びブタジエン系ゴム重合体
を含有するラテックス、シェルがスチレンおよびメチルメタクリレートであるグラフト共
重合体。コア部分の屈折率（計算値）は１．５３８。グラフト重合体の平均粒子径は２０
０ｎｍである。
ＩＭ－５：コア－シェルグラフト共重合体；コアがスチレン及びブタジエン系ゴム重合体
を含有するラテックス、シェルがスチレンおよびメチルメタクリレートであるグラフト共
重合体。コア部分の屈折率（計算値）は１．５３８。グラフト重合体の平均粒子径は８０
ｎｍである。
（Ｃ成分）
ＡＳ－１：ＡＳ樹脂（日本Ａ＆Ｌ（株）製　ライタック－Ａ　ＢＳ２０７（商品名））乳
化重合ＡＳ樹脂。重量平均分子量は１０９，０００である。
ＡＳ－２：ＡＳ樹脂（ＣＨＥＩＬ　ＩＮＤＵＳＴＲＩＥＳ　ＩＮＣ．製：ＨＲ５３３０（
商品名））重量平均分子量は１２９，０００である。
ＡＳ－３：ＡＳ樹脂（ＣＨＥＩＬ　ＩＮＤＵＳＴＲＩＥＳ　ＩＮＣ．製：ＨＲ５３３０Ｓ
（商品名））重量平均分子量は１４７，０００である。
ＡＢＳ－１：ＡＢＳ樹脂（ＣＨＥＩＬ　ＩＮＤＵＳＴＲＩＥＳ　ＩＮＣ．製：ＣＨ－Ｔ（
商品名））重量平均分子量は６０，０００である。
ＡＢＳ－２：ＡＢＳ樹脂（電気化学工業（株）製ＧＴ－Ａ－２００（商品名））乳化重合
ＡＢＳ樹脂。重量平均分子量は１０１，０００である。
（Ｄ成分）
ＦＲ：ビスフェノールＡビス（ジフェニルホスフェート）を主成分とするリン酸エステル
（大八化学工業（株）製：ＣＲ－７４１（商品名））
（Ｅ成分）
ＰＴＦＥ１：ポリテトラフルオロエチレン（ダイキン工業（株）製　ポリフロンＭＰ　Ｆ
Ａ５００（商品名））
ＰＴＦＥ２：ポリテトラフルオロエチレン含有混合粉体（ 三菱レイヨン（株）製 メタブ
レン Ａ３７５０（商品名））
（Ｆ成分）
Ｓｉ：シリコーンオイル（信越化学（株）製　ＫＦ－９６－１万ｃｓ）
ＰＥ：ポリエチレン樹脂（三井石油化学（株）製　ハイワックス３１０ＭＰ（商品名））
粘度平均分子量３，０００である。
（Ｇ成分）
ＳＬ：脂肪酸エステル系離型剤（理研ビタミン（株）製；リケマールＳＬ９００（商品名
））
（その他の成分）
ＩＲＧ：フェノール系熱安定剤（Ｃｉｂａ　Ｓｐｅｃｉａｌｔｙ　Ｃｈｅｍｉｃａｌｓ　
Ｋ．Ｋ．製；ＩＲＧＡＮＯＸ１０７６（商品名））
ＣＢ：カーボンブラックマスター（越谷化成工業社製、ロイヤルブラック９０４Ｓ（商品
名））
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【０１１８】
【表１】
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【０１１９】
【表２】

【０１２０】
　上記表から本発明の特定のＭＢＳ樹脂を、特定量添加することにより、衝撃強度、難燃
性を低下させずに着色性、特に漆黒性を大きく改善できることがわかる。また、摺動性付
与剤を特定量添加することにより、耐擦傷性が改善されることがわかる。
【図面の簡単な説明】
【０１２１】
【図１】耐擦傷性試験に用いた装置の概略図である。
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