
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　

一軸配向ポリエステルフィルムであって、
　有機または無機の微粒子を０．１５～５重量％の割合で含有し、
　フィルムの主配向方向の屈折率Ｎ y、該主配向方向に直角な方向の屈折率Ｎ x、およびフ
ィルム厚さ方向の屈折率Ｎ zの平均の値（Ｎ ave）が１．５８０～１．６１０の範囲であり
、
　（Ｎｙ－Ｎｘ）が０．０５０以上であり、
　マイクロ波透過型分子配向計で測定した配向主軸の最大歪みが７度以内であり、そして
、
　へイズが ～２０．０％である、
　一軸配向ポリエステルフィルム。
【請求項２】
　該主配向方向の屈折率Ｎ yの最大値と最小値との差が０．００７以下である、請求項１
に記載の一軸配向ポリエステルフィルム。
【請求項３】
　請求項１または２に記載の一軸配向ポリエステルフィルムでなる基材および粘着剤層を
有する表面保護フィルム。
【請求項４】
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液晶表示装置の偏光板または位相差板を、クロスニコルを用いて検査する際に、該偏光
板または位相差板の表面に貼付して用いられる
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　請求項１または２に記載の一軸配向ポリエステルフィルムでなる基材および離型層を有
する離型フィルム。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、合成樹脂板などの表面保護に用いられる一軸配向ポリエステルフィルムに関す
る。特に、液晶表示装置の構成部材である偏光板や位相差板の表面に粘着剤などを介して
粘着することにより、偏光板または位相差板の表面を保護する表面保護フィルムや離型フ
ィルムなどに好適に用いられる一軸配向ポリエステルフィルムに関する。本発明は、さら
に、該一軸配向ポリエステルフィルムを用いた表面保護フィルムおよび離型フィルムに関
する。
【０００２】
【従来の技術】
液晶表示装置は、典型的にはバックライト側から、偏光板、液晶セル、偏光板を順次積層
することにより作製される。更には、表示モードや視野角改善などのために、位相差板な
どの各種補償板がこの間に挿入される。この偏光板や位相差板の積層は、通常は粘着剤層
付きの偏光板または粘着剤層付きの位相差板を対象物に貼り合わせることにより行われる
。
【０００３】
上記の偏光板は、偏光膜をトリアセチルセルロースフィルムでサンドイッチした構成であ
り、通常、該偏光板の片面のトリアセチルセルロースフィルム上には貼り合わせ用の粘着
剤層が設けられ、その表面には通常、離型フィルムが設けられている。トリアセチルセル
ロースは耐擦傷性や耐湿性が劣るため、その保護を目的として、さらに取扱中および液晶
表示装置の作製工程中の損傷やほこりの付着を防ぐ目的で、偏光板の粘着剤層非形成面側
には表面保護フィルムが設けられている。
【０００４】
上記位相差板などの各種補償板の片面にも上記偏光板と同様に、貼り合わせ用の粘着剤層
が設けられ、離型フィルムが付与される。さらに、取扱中および液晶表示装置の作製工程
中の損傷やほこりの付着を防ぐ目的で、粘着剤層非形成面側には表面保護フィルムが設け
られる。実際に上記偏光板、位相差板などを液晶セルに貼り合わせる際には、上記表面保
護フィルムおよび離型フィルムは剥離除去される。
【０００５】
上記表面保護フィルムとしては、従来、ポリエチレンフィルム、エチレン－酢酸ビニル共
重合体フィルムなどの熱圧着タイプのフィルム、あるいは粘着剤層付きのポリエステルフ
ィルムのような感圧接着タイプのフィルムが使用されている。上記離型フィルムとしては
、従来では、ポリエステル、ポリプロピレンなどの二軸延伸されたフィルムの少なくとも
片面にシリコーンなどの離型剤が塗布されたフィルムが使用されている。
【０００６】
作製された液晶表示装置の各種構成部材は、表示能力、色相、コントラストなどの評価、
あるいは異物、キズの検品のために、適時に検査を行うのが通例である。検査の方法とし
ては、検光子を用いて検査対象の保護フィルムを有する偏光板とクロスニコルを形成する
ことにより行われる検査が挙げられる。このような検査では、偏光板上のキズおよび異物
などは、その部分を光が透過するため、輝点として検出される。従来より表面保護フィル
ムおよび離型フィルムとしては薄くて丈夫な二軸延伸フィルムが用いられている。しかし
、このような二軸延伸フィルムはその延伸、熱処理工程で発生するボーイング現象により
主配向の方向がバラつくために、クロスニコルを用いた検査の際にコントラストや明るさ
がバラついたり、あるいはフィルムの有するレターデーションに起因する干渉による着色
が観察され、異物の確認が困難になるという傾向があった。これを改善する方法として特
開平０４－３０１２０号公報には、保護フィルムとしてポリカーボネート、ポリアリレー
トなどの光等方性材料でなる基材フィルムを用いる試みがなされている。さらに、特開平
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６－１４８４３１号公報には、ポリエステル、ポリプロピレンなどでなる無配向フィルム
基材を用いた離型フィルムが提案されている。しかしながら、このようなフィルムは流延
法により製膜され、ほとんど配向しておらず非晶質に近い状態のフィルムであるため、耐
薬品性、耐擦傷性などの点で十分とはいえず、かつ、基材フィルム自体が高価であるため
ほとんど使われていないのが現状である。
【０００７】
特開平０８－２９４９８８号公報および特開平０９－３１４７８２号公報には光学異方性
が改善された二軸延伸フィルムが開示されている。しかしこのような二軸延伸フィルムも
、近年のＴＦＴ方式やＳＴＮ方式における偏光板、位相差板の更なる大型化、および生産
性向上に伴う更なる加工原反の広幅化により、幅方向での光学特性の安定ということにお
いては十分満足しうるものではない。特に大型複合偏光板を検品するにあたっては、全体
を見わたした際に複合偏光板の周辺部分は斜め方向から見ることになる。そのためこのよ
うな周辺部分は着色された状態で観察されることとなり、この部分の異物の確認が容易で
はないという問題があった。
【０００８】
このような問題を改善するために特開２０００－９４５６５号公報、特開２０００－１８
０６２８号公報、および特開２０００－２０６３２７号公報には一軸配向フィルムが開示
されている。これらのフィルムは、前述の偏光板などの大型化に伴う幅方向の光学特性に
おいては比較的良好である。しかし、このように一方向に強く配向したフィルムは、その
配向方向に沿って非常に裂けやすい。そのため、フィルムの生産工程において、工程内の
張力変動により破断が発生し、それによる歩留りの低下が問題となっている。さらに、離
型処理および粘着加工処理工程においてもフィルムの破断による歩留りの低下、ならびに
離型剤、粘着剤の飛散による生産機材の汚染などの問題が大きいため、実用化には至って
いないのが現状である。また、このような一軸配向フィルムを離型フィルムとして使用す
る場合、フィルム断裁時の切れ味が悪いと、この離型フィルムを貼付した偏光板などを液
晶基板に組み込む際に離型フィルムを剥がすときに、フィルムの切れ目部分からフィルム
が裂けて、粘着層上にフィルムの一部が残るという問題が生じる。
【０００９】
上記一軸配向フィルムを製造する際に、未延伸シートをテンター方式の延伸機を用いて延
伸および熱処理する通常の方法においては、主配向方向（幅方向）における主軸の歪が大
きく、光学的に満足できる一軸配向ポリエステルを得ること困難であった。それは、熱処
理工程内において生じる熱収縮応力によるフィルムの変形の異方性に起因する。すなわち
、フィルムの端部がクリップにより把持されているため、熱処理時に生じる熱収縮応力に
よるフィルムの変形は、フィルムの中央部で大きく、端部で小さくなり、結果として幅方
向の特性に分布ができることになる。熱処理工程前のフィルム面上に横方向に沿って直線
を描いておくと、熱処理工程から出たフィルムの面上の直線は、下流に向かってフィルム
のセンター部分が遅れる弓形となる。この現象は、ボーイング現象と称され、フィルムの
等方性および幅方向の均一性を乱す原因となっている。これは、ボーイング現象によって
、幅方向におけるポリエステル高分子の主鎖軸の配向度および配向角度に分布が生じるた
めである。一軸延伸ポリエステルフィルムは、長手方向に延伸されていないため、その方
向における収縮応力は長手方向にも延伸される二軸延伸ポリエステルフィルムよりも小さ
い。しかし、テンターによる一軸方向のみの延伸においても、その延伸方向と垂直方向に
延伸応力が生じ、これがボーイングを発生させる要因となる。
【００１０】
【発明が解決しようとする課題】
本発明は上記従来の課題を解決するものであり、その目的は、大型液晶表示装置の構成部
材などに貼り付けて使用することが可能であり、検査時に剥離を必要とせず、検査性が良
好で、かつ耐引き裂き性に優れ、低コストである表面保護フィルムおよび離型フィルムの
ための基材として有用な一軸配向ポリエステルフィルムを提供することにある。本発明の
他の目的は、そのような一軸配向ポリエステルフィルムを用いた表面保護フィルムおよび
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離型フィルムを提供することにある。
【００１１】
【課題を解決するための手段】
　本発明の一軸配向ポリエステルフィルムは、

有機または無機の微粒子を０．１５～５重量
％の割合で含有し、フィルムの主配向方向の屈折率Ｎ y、該主配向方向に直角な方向の屈
折率Ｎ x、およびフィルム厚さ方向の屈折率Ｎ zの平均の値（Ｎ ave）が１．５８０～１．
６１０の範囲であり、（Ｎｙ－Ｎｘ）が０．０５０以上であり、マイクロ波透過型分子配
向計で測定した配向主軸の最大歪みが７度以内であり、そして、へイズが ～２０
．０％である。
【００１２】
好適な実施態様においては、上記主配向方向の屈折率Ｎ yの最大値と最小値との差は、０
．００７以下である。
【００１４】
本発明の表面保護フィルムは、上記一軸配向ポリエステルフィルムでなる基材および粘着
剤層を有する。
【００１６】
本発明の離型フィルムは、上記一軸配向ポリエステルフィルムでなる基材および離型層を
有する。
【００１８】
【発明の実施の形態】
本発明の一軸配向ポリエステルフィルムにおいては、フィルムの主配向方向の屈折率Ｎ y
、該主配向方向に直角な方向の屈折率Ｎ x、およびフィルム厚さ方向の屈折率Ｎ zの平均の
値（以下、Ｎ aveともいう）が１．５８０～１．６１０の範囲にある。Ｎ aveは好ましくは
１．５８５～１．６０５、更に好ましくは１．５９０～１．６００の範囲にある。
【００１９】
Ｎ aveが１．５８０より小さい場合には、離型処理または粘着処理加工時における加熱に
よりフィルムが大きく伸縮し、平面性が悪化し、シワが発生するため好ましくない。Ｎ av
eが１．６１０よりも大きい場合には、結晶化度が高くなりフィルムの主配向方向に垂直
な方向の破断伸度が低下して、フィルム製造工程、および離型層または粘着層を設ける加
工工程においてフィルムの破断などの問題が生じる。
【００２０】
本発明の一軸配向ポリエステルフィルムにおいては、上記Ｎ yとＮ xとの差（Ｎｙ－Ｎｘ）
が０．０５０以上である。この値は好ましくは０．０７０以上、より好ましくは０．０９
０以上である。（Ｎｙ－Ｎｘ）が０．０５０より小さいときには、レターデーション値も
低くなる傾向にあり、クロスニコル検品時にフィルム端部が着色し、検品に支障をきたす
ことがある
【００２１】
本発明の一軸配向ポリエステルフィルムにおいては、マイクロ波透過型分子配向計で測定
した配向主軸の最大歪みが７度以下、好ましくは５度以下、さらに好ましくは４度以下で
ある。配向主軸の歪みが７度より大きい場合には、該フィルムを基材として用いた表面保
護フィルムを貼付した偏光板などの検査において、検光子を用いて検査対象の保護偏光板
とクロスニコルを形成した際に明暗の差が大きくなり、検品に支障をきたす。
【００２２】
さらに、本発明の一軸配向ポリエステルフィルムにおいては、主配向方向の屈折率Ｎ yの
最大値と最小値との差は好ましくは０．００７以下、さらに好ましくは０．００５以下、
より好ましくは０．００４以下の範囲である。主配向方向の屈折率Ｎ yの最大値と最小値
との差が０．００７より大きい場合、該フィルムを基材として用いた表面保護フィルムを
貼付した偏光板などの検品において、フィルム幅方向における明暗の差が大きくなり検品
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液晶表示装置の偏光板または位相差板を、
クロスニコルを用いて検査する際に、該偏光板または位相差板の表面に貼付して用いられ
る一軸配向ポリエステルフィルムであって、
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に支障をきたすことがある。
【００２３】
　本発明の一軸配向ポリエステルフィルムのヘイズは ～２０．０％の範囲

１８．０％ より好ましく ６．０ ある。ヘイズ
、クロスニコルを用いた検査時のコントラストが高くなり、全く真っ黒の状態に

なる。そのため、フィルム中の微小な異物、キズなどが光点となって検出され、かえって
検品効率を落としてしまう結果となり得る。逆にヘイズ値が２０．０％より大きい場合は
、透明性が悪いため、透過光による検品の精度が悪くなる傾向にある。
【００２４】
本発明の一軸配向ポリエステルフィルムを１０５℃で３０分保持したときの延伸方向およ
び垂直方向における熱収縮率は、好ましくは３．０％以下、より好ましくは２．０％以下
である。上記熱収縮率の値が３．０％より大きい場合には、離型層または粘着層を設ける
ための加工時における加熱によりフィルムが大きく収縮する。そのため平面性が悪化し、
シワ、カールなどが発生しやすくなる。
【００２５】
本発明の一軸配向ポリエステルフィルムの原料となるポリエステルは、芳香族ジカルボン
酸またはそのエステルとジオールとを重縮合させて得ることのできる結晶性ポリエステル
である。上記芳香族ジカルボン酸としては、代表的には、テレフタル酸、イソフタル酸、
およびナフタレン－２，６－ジカルボン酸が挙げられ、ジオールとしては、エチレングリ
コール、ジエチレングリコール、テトラメチレングリコール、ネオペンチルグリコールな
どが挙げられる。
【００２６】
上記のポリエステルは、芳香族ジカルボン酸とジオールとを直接重縮合させて得られる。
その他、芳香族ジカルボン酸ジアルキルエステルとジオールとをエステル交換反応させた
後に重縮合させる方法、あるいは芳香族ジカルボン酸のジグリコールエステルを重縮合さ
せる方法などによっても得られ得る。
【００２７】
このようなポリエステルの具体例としては、ポリエチレンテレフタレート、ポリエチレン
－２，６－ナフタレート、ポリテトラメチレンテレフタレート、ポリテトラメチレン－２
，６－ナフタレートなどが挙げられる。上記のポリエステルは、第３成分を含有した共重
合体であってもよい。かかる共重合体ポリエステルのジカルボン酸成分としては、イソフ
タル酸、フタル酸、２，６－ナフタレンジカルボン酸、セバシン酸、アジピン酸、テレフ
タル酸などが挙げられ、グリコール成分としては、エチレングリコール、ジエチレングリ
コール、プロピレングリコール、ブタンジオール、１，４－シクロヘキサンジメタノール
、ネオペンチルグリコールなどが挙げられる。これらのジカルボン酸成分およびグリコー
ル成分は、２種以上が併用されてもよい。
【００２８】
上記のような本発明のポリエステルフィルムの原料として用いることができるポリエステ
ル材料の中でも、特にポリエチレンテレフタレートは、不純物が少なく透明性、機械的性
質、表面平滑性、耐溶剤性、耐スクラッチ性、非透湿性、コストなどの総合性能から最も
好適に用いられる。
【００２９】
本発明のポリエステルフィルム中には本発明の効果が損なわれない範囲で各種の添加剤が
配合され得る。例えば酸化防止剤、耐熱安定剤、耐候安定剤、紫外線吸収剤、顔料、染料
、有機または無機の微粒子、充填剤、帯電防止剤、核剤などが用いられる。
【００３０】
上記有機または無機の微粒子は、ポリエステルフィルムに易滑性を付与するために配合さ
れる。この微粒子は、易滑性を付与するだけでなく、微粒子を含有させたポリエステル材
料を成膜して延伸した後に発生する該微粒子周辺の微小な配向ムラを利用して、クロスニ
コル状態下でのコントラストを調整する意味においても重要な役割を果たす。
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【００３１】
　添加される無機粒子としては、シリカ、コロイダルシリカ、アルミナ、アルミゾル、カ
オリン、タルク、マイカ、炭酸カルシウム、リン酸カルシウムなどが代表的な材料として
挙げられる。有機粒子としてはアクリル系、スチレン系、オレフィン系、イミド系粒子な
どを用いることができる。添加される粒子の平均粒径が０．０１μｍ以上、１０μｍ以下
であることが好ましく、より好ましくは０．０５μｍ以上、８μｍ以下、最も好ましくは
０．１μｍ以上、３μｍ以下である。ポリエステルフィルム中の粒子の含有量は、

重量％以上、５重量％以下であ 。
【００３２】
本発明の一軸配向ポリエステルフィルムの製造方法は特に限定されず、当該分野で通常用
いられる方法を用いることができる。例えば、押出法が好適に用いられ得る。押出法にお
いては、ポリエステル材料および必要に応じて上記添加剤を押出機に仕込み、これを押出
口金から溶融押出し、冷却ロールで冷却固化して未延伸シートを得る。この場合、シート
平面性を向上させる目的で、シートと回転冷却ドラムとの密着性を高めるために静電印加
密着法または液体塗布密着法を用いるのが好ましい。
【００３３】
次に上記の未延伸シートをテンター方式の延伸機によりテンターレールの幅を漸時広げる
ことにより横方向に延伸し、一軸配向ポリエステルフィルムを得る。使用されるテンター
の一例の概略図を図８に示す。上記工程は、例えばテンターの予熱ゾーン２１、延伸ゾー
ン２２、および熱固定ゾーン２３を経て行なわれ、最終的に幅Ｗのフィルムが調製される
。まず、前述の方法で得られた上記未延伸シートの両端部をクリップで把持し予熱ゾーン
２１へ導く。予熱ゾーン２１は所定の予熱温度に設定された１または２以上のゾーンより
なる。予熱ゾーン２１の温度は用いられるポリエステル材料のガラス転移温度以上かつ１
３０℃以下にするのが好ましい。
【００３４】
予熱後、引き続いてポリエステルフィルムは延伸ゾーン２２にて延伸される。延伸ゾーン
２２は、所定の延伸比となるように温度および延伸条件を設定した１または２以上のゾー
ンよりなる。延伸ゾーン２２におけるポリエステルフィルムの延伸速度は１５００～４０
００％／分の範囲であり、延伸倍率は２．０～６．０倍が好ましく、特に３．０～５．０
倍が好ましい。延伸ゾーン２２におけるテンターレールとフィルム中心部の走行方向のな
す角度φ（図８参照）は、１０°＜φ＜２５°であることが好ましく、より好ましくは１
２＜φ＜２０°である。角度φが１０°より小さい場合にはテンターの延伸ゾーン２２の
長さを長くとる必要があり、そのためテンター内の雰囲気温度やフィルム温度を長時間に
わたり安定して制御することが困難である。それと同時に、省エネルギー化の面において
もテンターの延伸ゾーン２２が長いことは好ましくない。角度φが２５°より大きい場合
には、延伸方向におけるフィルムの配向が極端に高くなるため、延伸方向に非常に裂け易
いフィルムとなる。
【００３５】
延伸ゾーン２２の温度は（Ｔｇ＋７０）～（Ｔｇ＋１０）℃の範囲であり、好ましくは（
Ｔｇ＋６５）～（Ｔｇ＋２５）℃の範囲である。ここでＴｇは用いられるポリエステル材
料のガラス転移温度である。延伸温度が（Ｔｇ＋１０）℃より低い場合は、厚みムラが大
きくなる傾向があり、そのため幅方向でのＮｙのバラつきの原因となる。延伸温度が（Ｔ
ｇ＋７０）℃より高い場合は、結晶化が進み、得られる一軸配向ポリエステルフィルムが
延伸方向に裂けやすくなる。
【００３６】
延伸後、続いてポリエステルフィルムは熱固定ゾーン２３にて熱固定される。熱固定ゾー
ン２３は、所定の緩和率となるように熱固定温度および緩和条件を設定した１または２以
上のゾーンよりなる。熱固定ゾーンの温度は、（Ｔｇ＋１３０）～（Ｔｇ＋３０）℃の範
囲であり、好ましくは（Ｔｇ＋１２０）～（Ｔｇ＋４０）℃の範囲である。熱固定ゾーン
２３の温度が（Ｔｇ＋３０）℃より低い場合は、得られる一軸配向ポリエステルフィルム
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の熱収縮率が高くなり、加工時のシワ、カールの原因となる。熱固定ゾーン２３の温度が
（Ｔｇ＋１３０）℃より高い場合は、結晶化が進み、得られるフィルムが延伸方向に裂け
やすくなり歩留りが低下する。
【００３７】
熱固定ゾーンにおける延伸方向の弛緩量は、横延伸条件により異なるが１～１０％程度で
あり、弛緩処理後のフィルムの１０５℃における熱収縮率が３％以下、好ましくは２％以
下となるように、弛緩量および熱固定温度を設定することが好ましい。熱固定ゾーンの温
度と延伸ゾーンの温度との差は２０～６０℃であることが好ましく、さらに好ましくは２
５～５０℃である。延伸ゾーンの温度と熱固定ゾーンの温度の差が２０℃より小さくなる
とほとんど熱固定の意味をなさない。温度差が６０℃より大きくなると、ボーイングによ
る主配向方向の歪みが大きくなり、その結果、クロスニコルを形成する検品においてコン
トラストや明るさがバラつき、安定した検品が行えない。
【００３８】
さらに、本発明の一軸延伸ポリエステルフィルムの製造工程において、上記延伸工程と熱
固定工程との間に冷却工程を設けて、ガラス転移温度以下にフィルムを一旦冷却してから
熱固定を行うこともできる。この方法は、ボーイング量をさらに低減することができるた
め好ましい。冷却工程の長さは下記［１］式を満足する長さであることが好ましい。
【００３９】
（Ｌ／Ｗ）≧　１．０　　　（１）
ここでＬは冷却工程の長さであり、これは工程の温度が冷却工程の前工程（すなわち延伸
工程）の温度より実質的に低くなるところから、該冷却工程の温度より実質的に高い次工
程（すなわち熱固定工程）の温度に到達するところまでの工程の距離を意味する。Ｗはフ
ィルム幅であり、これはテンター出口でのテンターのクリップ間距離を意味する。上記式
（１）において冷却工程の長さＬとフィルム幅Ｗとは同じ単位で表される。横延伸を行う
テンターと熱固定を行うテンターとは切り離されていてもよい。この場合、フィルムを大
気中で走行させることによってフィルムは冷却されるので、この大気中の走行距離を冷却
工程の長さＬとすることができる。この場合も冷却工程Ｌの長さとフィルム幅Ｗとの比が
上記式（１）を満足することが好ましい。
【００４０】
本発明の一軸配向ポリエステルフィルムは上記のような製造方法によって好適に製造され
得るが、当該分野で通常用いられるその他の方法で製造されてもよい。いかなる方法によ
って製造された一軸配向ポリエステルフィルムであっても、上述の所定の物性値が規定の
範囲内であるものは、本発明の範囲内である。
【００４１】
本発明の一軸配向ポリエステルフィルムには、当該フィルム上に形成される粘着剤層、離
型層、帯電防止層などの層との接着性、耐水性、耐薬品性などを改良するために、当該分
野で通常用いられる方法で表面処理が施されてもよい。このような表面処理としては、例
えば、コロナ放電処理（空気中、窒素中、炭酸ガス中など）や易接着処理が挙げられる。
易接着処理の方法としては通常用いられる各種の方法を利用することができ、例えば、フ
ィルム製造工程中、あるいは一軸または二軸延伸後のフィルムに当該分野で通常用いられ
る各種易接着剤を塗布する方法などが好適である。
【００４２】
本発明の一軸配向ポリエステルフィルムは、表面保護フィルムまたは離型フィルム用に使
用され得る。この表面保護フィルムまたは離型フィルムは、主として、液晶表示装置にお
ける偏光板または位相差板などの光学用部材の表面に貼着して使用される。
【００４３】
本発明の表面保護フィルムは、上記の本発明の一軸配向ポリエステルフィルムの片面に粘
着剤層を形成してなるフィルムである。
【００４４】
上記粘着剤層は光学用部材に対して粘着性を有する層であり、次の層（フィルム）が挙げ
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られる：ポリエステル系、ポリオレフィン系、ポリアミド系などの感熱接着樹脂からなる
層；アクリル系、ポリエステル系、ウレタン系、ポリエーテル系、ゴム系などの感圧接着
樹脂からなる層；飽和ポリエステル樹脂、ポリウレタン系樹脂、ポリブタジエンポリオー
ル、ポリオレフィンポリオール、官能基含有アクリル共重合体などの官能基を有する樹脂
に硬化剤を配合して製膜し、部分架橋または不完全架橋させて得られるフィルム；ポリ塩
化ビニルに可塑剤を例えば２０重量％以上配合した軟質ポリ塩化ビニルフィルム；飽和ポ
リエステル樹脂フィルム；アクリル系共重合体フィルム；ブチルゴム、ウレタンゴム、ブ
タジエン系ゴム（ポリブタジエンゴム、スチレン－ブタジエンゴム、スチレン－ブタジエ
ン－スチレンブロック共重合体など）、スチレン－イソプレン－スチレンゴムなどの合成
ゴムを製膜して得られたフィルム；低分子量ポリエチレン、アタクチックポリプロピレン
、塩素化ポリプロピレンなどのポリオレフィン系樹脂を製膜して得られたフィルム；エチ
レン－酢酸ビニル共重合体、エチレン－アクリル酸共重合体、エチレン－アクリル酸エス
テル共重合体などのエチレン系共重合体を製膜して得られたフィルムなど。
【００４５】
本発明の離型フィルムは、上記の本発明の一軸配向ポリエステルフィルムの片面に離型層
を形成してなるフィルムである。当該離型層は、シリコーン樹脂およびフッ素樹脂の中か
ら選ばれた１種以上を主成分として含有することが好ましい。
【００４６】
上記シリコーン樹脂としては、一般に離型剤に利用されているシリコーン樹脂を用いるこ
とができ、「シリコーン材料ハンドブック」（東レダウコーニング編、１９９３．８）な
どに記載の当該分野で一般に使用されるシリコーン樹脂の中から選んで使用することがで
きる。一般的には、熱硬化型または電離放射線硬化型のシリコーン樹脂（樹脂および樹脂
組成物を包含して言う）が用いられる。熱硬化型シリコーン樹脂としては、例えば縮合反
応型および付加反応型のシリコーン樹脂、電離放射線硬化型シリコーン樹脂としては、紫
外線もしくは電子線硬化型のシリコーン樹脂などを用いることができる。これらを、基材
であるフィルム上に塗布し、乾燥または硬化させることにより離型層が形成される。
【００４７】
上記縮合反応型のシリコーン樹脂としては、例えば、末端にＯＨ基を持つポリジメチルシ
ロキサンと末端が水素であるポリジメチルシロキサン（ハイドロジェンシラン）を有機錫
触媒（例えば、有機錫アシレート触媒）を用いて縮合反応させることにより、三次元架橋
構造を形成し得る組成物が挙げられる。
【００４８】
付加反応型のシリコーン樹脂としては、例えば、末端にビニル基を導入したポリジメチル
シロキサンとハイドロジェンシランを白金触媒を用いて反応さることにより、三次元架橋
構造を形成し得る組成物が挙げられる。
【００４９】
紫外線硬化型あるいは電子線硬化型のシリコーン樹脂としては、例えば最も基本的なタイ
プとして、通常のシリコーンゴム架橋と同様にラジカル反応により架橋し硬化する樹脂、
アクリル基の導入により光硬化する樹脂、紫外線でオニウム塩を分解して強酸を発生させ
、これによりエポキシ環が開裂して架橋する樹脂組成物、ビニルシロキサンへのチオール
の付加反応で架橋する樹脂組成物などが挙げられる。電子線は紫外線よりもエネルギーが
強いため、紫外線硬化の場合のように開始剤を用いなくてもラジカルによる架橋反応が起
こる。
【００５０】
上記硬化型シリコーン樹脂は、その硬化後の重合度が５０～２０万程度、特に１０００～
１０万程度であることが好ましく、これらの具体例としては、次の樹脂が挙げられる：信
越化学工業（株）製のＫＳ－７１８、ＫＳ－７７４、ＫＳ－７７５、ＫＳ－７７８、ＫＳ
－７７９Ｈ、ＫＳ－８３０、ＫＳ－８３５、ＫＳ－８３７、ＫＳ－８３８、ＫＳ－８３９
、ＫＳ－８４１、ＫＳ－８４３、ＫＳ－８４７、ＫＳ－８４７Ｈ、Ｘ－６２－２４１８、
Ｘ－６２－２４２２、Ｘ－６２－２１２５、Ｘ－６２－２４９２、Ｘ－６２－２４９４、
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Ｘ－６２－５０４８、Ｘ－６２－４７０、Ｘ－６２－２３６６、Ｘ－６２－６３０、Ｘ－
９２－１４０、Ｘ－９２－１２８、ＫＳ－７２３Ａ・Ｂ、ＫＳ－７０５Ｆ、ＫＳ－７０８
Ａ、ＫＳ－８８３、ＫＳ－７０９、ＫＳ－７１９；東芝シリコン（株）製のＴＰＲ－６７
０１、ＴＰＲ－６７０２、ＴＰＲ－６７０３、ＴＰＲ－３７０４、ＴＰＲ－６７０５、Ｔ
ＰＲ－６７２１、ＴＰＲ－６７２２、ＴＰＲ－６７００、ＸＳＲ－７０２９、ＹＳＲ－３
０２２、ＹＲ－３２８６；ダウコーニング（株）製のＤＫ－Ｑ３－２０２、ＤＫ－Ｑ３－
２０３、ＤＫ－Ｑ３－２０４、ＤＫ－Ｑ３－２０５、ＤＫ－Ｑ３－２１０、ＤＫ－Ｑ３－
２４０、ＤＫ－Ｑ３－３００３、ＤＫ－Ｑ３－３０５７、ＳＦＸＦ－２５６０；東レ・ダ
ウコ一ニング・シリコーン（株）製のＳＤ－７２２６、ＳＤ－７２２９、ＳＤ－７３２０
、ＢＹ－２４－９００、ＢＹ－２４－１７１、ＢＹ－２４－３１２、ＢＹ－２４－３７４
、ＳＲＸ－３７５、ＳＹＬ－ＯＦＦ２３、ＳＲＸ－２４４、ＳＥＸ－２９０；アイ・シー
・アイ・ジャパン（株）製のＳＩＬＣＯＬＥＡＳＥ４２５など。さらに、特開昭４７－３
４４４７号公報、特公昭５２－４０９１８号公報などに記載のシリコーン樹脂も用いるこ
とができる。これらの硬化型シリコーン樹脂は、１種を単独で用いてもよいし、２種以上
を併用してもよい。
【００５１】
フッ素樹脂としては、一般に離型剤に利用されているフッ素樹脂を用いることができる。
このようなフッ素樹脂としては、例えばフッ素含有ビニル重合性単量体からなる重合体（
オリゴマーを含む）またはその共重合体、フッ素含有ビニル重合性単量体とフッ素原子を
含有しないビニル重合性単量体との共重合体、または、これらの混合物であって、フッ素
原子を５～８０モル％有する樹脂が挙げられる。
【００５２】
上記フッ素含有ビニル重合性単量体からなる重合体としては、次の重合体が挙げられる：
ポリ［２－（パーフルオロノネニルオキシ）エチルメタクリレート］、ポリ［２－（パー
フルオロノネニルオキシ）エチルアクリレート］、ポリ［２－（パーフルオロノネニルオ
キシベンゾイルオキシ）エチルメタクリレート］、ポリ［２－（パーフルオロノネニルオ
キシベンゾイルオキシ）エチルアクリレート］、ポリ［２，２，２－トリフルオロエチル
メタクリレート］、ポリ［２，２，２－トリフルオロエチルアクリレート］、ポリ［２，
２，３，３，３－ペンタフルオロプロピルメタクリレート］、ポリ［２，２，３，３，８
－ペンタフルオロプロピルアクリレート］、ポリ［１－メチル－２，２，３，３，４，４
－ヘキサフルオロブチルメタクリレート］、ポリ〔１－メチル－２，２，３，３，４，４
－ヘキサフルオロブチルアクリレート］、ポリ［パーフルオロヘプチルエチルメタクリレ
ート］、ポリ［パーフルオロヘプチルエチルアクリレート］、ポリ［パーフルオロヘプチ
ルビニルエーテル］、ポリ［α，β，β－トリフルオロスチレン］、ポリフッ化ビニリデ
ン、ポリヘキサフルオロプロピレン、ポリテトラフルオロエチレンなど。
【００５３】
上記フッ素含有ビニル重合性単量体と共重合し得る、フッ素原子を含有しないビニル重合
性単量体としては、炭化水素系ビニル重合性単量体、炭化水素系非共役ジビニル重合性単
量体、官能基含有ビニル重合性単量体などが挙げられる。これらのうち炭化水素系ビニル
重合性単量体としては、次の化合物が挙げられるがこれらに限定されない：アクリル酸メ
チル、アクリル酸プロピル、アクリル酸ブチル、アクリル酸イソアミル、アクリル酸２－
エチルヘキシル、アクリル酸オクチル、アクリル酸オクタデシル、アクリル酸ラウリル、
アクリル酸Ｎ、Ｎ－ジエチルアミノエチル、メタクリル酸メチル、メタクリル酸プロピル
、メタクリル酸ブチル、メタクリル酸イソアミル、メタクリル酸２－エチルヘキシル、メ
タクリル酸オクチル、メタクリル酸オクタデシル、メタクリル酸ラウリル、メタクリル酸
Ｎ，Ｎ－ジエチルアミノエチル、酢酸ビニル、プロピオン酸ビニル、カプリン酸ビニル、
ラウリン酸ビニル、ステアリン酸ビニル、スチレン、α－メチルスチレン、ｐ－メチルス
チレン、塩化ビニル、臭化ビニル、塩化ビニリデン、ヘプタン酸アリル、酢酸アリル、カ
プリン酸アリル、カプロン酸アリル、ビニルメチルケトン、ビニルエチルケトン、１，３
－ブタジエン、２－クロロ－１，３－ブタジエン、２，３－ジクロロ－１，３－ブタジエ
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ン、イソプレンなど。炭化水素系非共役ジビニル重合性単量体としては、次の化合物が挙
げられるがこれらに限定されない：エチレングリコールジアクリレート、エチレングリコ
ールジメタクリレート、プロピレングリコールジアクリレート、プロピレングリコールジ
メタクリレート、ジエチレグリコールジアクリレート、ジエチレングリコールジメタクリ
レート、ポリエチレングリコールジアクリレート、ポリエチレングリコールジメタクリレ
ート、ジビニルベンゼン、ビニルアクリレート、ジブロモネオペンチルグリコールジメタ
クリレートなど。官能基含有ビニル重合性単量体としては、次の化合物が挙げられるが、
これらに限定されない：アクリル酸、メタクリル酸、アクリルアミド、メタクリルアミド
、Ｎ－メチロールアクリルアミド、Ｎ－ブトキシメチルアクリルアミド、ダイアセトンア
クリルアミド、メチロールダイアセトンアクリルアミド、２－ヒドロキシエチルアクリレ
ート、２－ヒドロキシエチルメタクリレート、ヒドロキシプロピルアクリレート、３－ク
ロロ－２－ヒドロキシプロピルメタクリレートなど。
【００５４】
離型層には、上記シリコーン樹脂やフッ素樹脂以外に、本発明の効果を損なわない範囲で
、当該分野で通常使用される添加剤が含有されていてもよい。それには例えば、消泡剤、
塗布性改良剤、増粘剤、帯電防止剤、酸化防止剤、紫外線吸収剤、磁化剤、染料などがあ
る。
【００５５】
上記離型層の厚みは、特に限定されないが、０．０５～５μｍの範囲が好ましい。塗膜の
厚みがこの範囲より薄くなると、離型性能が低下し、満足すべき性能が得られない場合が
ある。逆に、塗膜の厚みがこの範囲より厚くなると、キュアリングに時間がかかり生産性
が低下する場合がある。
【００５６】
さらに本発明の表面保護フィルムまたは離型フィルムには、静電気の発生を抑制する目的
で帯電防止層を設けることが好ましい。この帯電防止層は、基材フィルムに帯電防止樹脂
組成物を塗布することによって形成され得る。この帯電防止樹脂組成物に含まれる帯電防
止剤としては、例えば次のような物質が挙げられる：第４級アンモニウム塩、ピリジニウ
ム塩、脂肪族アミン塩などのカチオン性基を有する各種のカチオン性帯電防止剤；スルホ
ン酸塩基、硫酸エステル塩基、リン酸エステル塩基、ホスホン酸塩基などのアニオン性基
を有するアニオン系帯電防止剤；アミノ酸系、アミノ硫酸エステル系などの両性帯電防止
剤；アミノアルコール系、グリセリン系、ポリエチレングリコール系などのノニオン性の
帯電防止剤などの各種界面活性剤型帯電防止剤。上記のような帯電防止剤を高分子量化し
た高分子型帯電防止剤も用いられる。第３級アミノ基や第４級アンモニウム基を有し、電
離放射線により重合可能なモノマーやオリゴマー（例えば、Ｎ，Ｎ－ジアルキルアミノア
ルキル（メタ）アクリレートモノマー）ならびにそれらの第４級化合物などの重合性帯電
防止剤も使用できる。
【００５７】
上記帯電防止樹脂組成物は帯電防止剤の他に、帯電防止層の塗膜の強度、基材フィルムへ
の密着性、耐水性、耐溶剤性、ブロッキング性などの向上のためにバインダーを含有する
ことが好ましい。バインダーとしては、熱可塑性樹脂および／または熱硬化性樹脂のよう
な高分子化合物が好ましい。熱可塑性樹脂としては、熱可塑性ポリエステル樹脂、アクリ
ル樹脂、ポリビニル系樹脂などが、熱硬化性樹脂としては、熱硬化性アクリル樹脂、ウレ
タン樹脂、メラミン樹脂、エポキシ樹脂などが挙げられる。さらに上記帯電防止樹脂組成
物は、次のような化合物から選択される少なくとも１種の架橋剤を含有することが特に好
ましい：メチロール化あるいはアルキロール化したメラミン系化合物、尿素系化合物、グ
リオキザール系化合物、アクリルアミド系化合物、エポキシ化合物、ポリイソシアネート
など。
【００５８】
上記帯電防止層は基材フィルム表面に形成され、粘着剤層または離型層は、その反対面上
に形成される。あるいは、当該帯電防止層上に粘着剤層または離型層が形成される。好適
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には、帯電防止層と、粘着剤層または離型層とは反対面に設けられる。帯電防止層の上に
、例えば離型層を積層すると、帯電防止剤により雛型剤の塗布液がはじかれることがある
ためである。粘着剤層または離型層を帯電防止層と反対面に設ける場合には、該反対側の
表面についても上記表面固有抵抗値を示すような帯電防止剤を選択して帯電防止層を形成
することが好ましい。
【００５９】
帯電防止層の表面固有抵抗値は、使用する目的に応じ任意に設定することができる。例え
ば、帯電防止層の表面固有抵抗値が１×１０１ １ Ω／□以下にすることが好ましい。表面
固有抵抗値が１×１０１ １ Ω／□であれば、通常、ほこりは付着しない。
【００６０】
粘着剤層、離型層、および帯電防止層を、各々、基材フィルムである上記一軸配向ポリエ
ステルフィルム表面に形成させる方法としては、特に限定されないが、コーティング法が
好ましく用いられる。コーティング法としては、例えば、エアドクタコート法、ナイフコ
ート法、ロッドコート法、正回転ロールコート法、リバースロールコート法、グラビアコ
ート法、キスコート法、ビードコート法、スリットオリフェスコート法、キャストコート
法などが用いられる。異なる層同士を積層する場合も同様である。
【００６１】
上記一軸配向ポリエステルフィルムの表面に離型層を形成する場合には、例えば、上記方
法により、シリコーン樹脂あるいはフッ素樹脂を塗布した後、これを乾燥し、硬化させる
ことにより離型層が形成される。樹脂の硬化は、加熱、電離放射線照射などによりなされ
る。乾燥および硬化は、それぞれ個別にまたは同時に行うことができる。同時に行う場合
には、８０℃以上の温度で行うことが好ましい。乾燥および硬化の条件としては、８０℃
以上で１０秒以上が好ましい。乾燥温度が８０℃未満または硬化時間が１０秒未満では塗
膜の硬化が不完全であり、塗膜が脱落しやすくなる傾向にある。
【００６２】
このように、基材フィルム上に粘着剤層あるいは離型層が形成され、本発明の表面保護フ
ィルムあるいは離型フィルムが得られる。粘着剤層を有していない一軸配向ポリエステル
フィルムも、被接着面に粘着剤層を形成しておき、この表面に該フィルムを付与すること
により表面保護フィルムとすることが可能である。
【００６３】
本発明の表面保護フィルムの層構成の例を示す模式図を図１～図３に、本発明の離型フィ
ルムの層構成の例を示す模式図を図４～図６にそれぞれ示す。
【００６４】
図１に示すように、本発明の表面保護フィルム１０１は、一軸配向ポリエステルフィルム
でなる基材１の一方の面に粘着剤層２を有する。他の態様においては、本発明の表面保護
フィルム１０２は、図２に示すように、基材１の一方の面に粘着剤層２、そして他方の面
に帯電防止層３を有する。さらに他の態様においては、図３に示すように、本発明の表面
保護フィルム１０３は、基材１上に帯電防止層３および粘着剤層２が順次積層された構成
である。
【００６５】
図４に示すように、本発明の離型フィルム２０１は、一軸配向ポリエステルフィルムでな
る基材１の一方の面に離型層４を有する。他の態様においては、図５に示すように、離型
フィルム２０２は、基材１の一方の面に離型層４、そして他方の面に帯電防止層３を有す
る。さらに他の態様においては、図６に示すように、本発明の離型フィルム２０３は、基
材１上に帯電防止層３および離型層４が順次積層された構成である。
【００６６】
本発明の表面保護フィルムおよび離型フィルムは、光学用部材、例えば液晶表示装置の偏
光板または位相差板の表面に貼付される。図７に本発明の表面保護フィルムおよび離型フ
ィルムが光学用部材である偏光板３００に貼付された状態を模式図で示す。偏光板３００
は偏光膜１１の両面にトリアセチルセルロース（ＴＡＣ）フィルム１２を積層し、さらに
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ＴＡＣフィルム１２のうちの一方の上に貼り合わせ用の粘着剤層１３が積層された構成で
ある。この偏光板３００の粘着剤層非形成面側には、本発明の表面保護フィルム１０１が
その粘着剤層２をＴＡＣフィルム１２に接するように貼付されている。偏光板３００の粘
着剤層形成面側には本発明の離型フィルム２０１がその離型層１４を偏光板の粘着剤層１
３に接するように貼付されている。
【００６７】
本発明の一軸配向ポリエステルフィルムは、上述のように、該フィルムの主配向方向の屈
折率Ｎ y、該主配向方向に直角な方向の屈折率Ｎ x、およびフィルム厚さ方向の屈折率Ｎ z
の平均の値（Ｎ ave）が特定の関係にある。このような一軸配向ポリエステルフィルムは
、合成樹脂板などの基材表面の保護、あるいは粘着剤層表面の離型フィルムとして好適に
用いられる。特に、液晶表示装置の構成部材である偏光板や位相差板の表面に適用され、
表面保護フィルムや離型フィルムとして好適に用いられる。この表面保護フィルムや離型
フィルムは検査時に剥離を必要とせず、検査性が良好である。フィルムは耐引き裂き性に
優れ、低コストであり、特に大型液晶表示装置の構成部材などに貼り付けて好適に使用さ
れる。
【００６８】
【実施例】
次に実施例をあげて本説明をさらに説明する。但し、本発明は、その要旨を逸脱しない限
り以下の実施例に限定されない。以下の実施例および比較例におけるフィルムの物性の評
価方法は以下の通りである。
【００６９】
＜１０５℃におけるフィルムの熱収縮率＞
下記のように、長尺状のフィルムから延伸方向（横方向）の熱収縮率を測定するためのサ
ンプル（サンプル１）およびそれと垂直方向（長手方向）の熱収縮率を測定するためのサ
ンプル（サンプル２）を切り出す。これらのサンプルは長辺２００ｍｍ、短辺１０ｍｍの
短冊状である。まず、図９に示すように、フィルムの全幅（延伸方向の端から端まで）の
中央部を基準とし、長辺（図９においてａで示す）が延伸方向と平行、短辺（図９におい
てｂで示す）が垂直となるように、２００ｍｍの間隔（サンプル同士の短辺間の距離）で
複数個のサンプル１を切り出す。次に、長辺が延伸方向と垂直、短辺が平行となるように
、２００ｍｍの間隔（サンプルの中央部から中央部までの距離）で複数個のサンプル２を
切り出す。切り出した各々のサンプルの長手方向に沿って１５０ｍｍの間隔となるような
位置の２箇所に印をつける。このサンプルフィルムの長手方向に５ｇの張力をかけて、該
印間の間隔（長さ）Ａを測定する。続いて、このサンプルを１０５℃の雰囲気中のオーブ
ンに無荷重で３０分間放置し、サンプルをオーブンから取り出し室温まで冷却する。次に
、再び５ｇの張力を長手方向にかけて該印間の間隔（長さ）Ｂを測定する。以下の式より
熱収縮率を算出し、サンプル１についての平均値、およびサンプル２についての平均値を
求める。各実施例および比較例の結果を示す表１においては、延伸方向（サンプル１）の
熱収縮率を「熱収縮率ＴＤ」、それと垂直方向（サンプル２）の熱収縮率を「熱収縮率Ｍ
Ｄ」として示す。
【００７０】
１０５℃における熱収縮率（％）＝［（熱処理前の長さＡ－熱処理後の長さＢ）／熱処理
前の長さＡ］×１００（％）
【００７１】
＜ヘイズ＞
ＪＩＳ　Ｋ　７１３６に準拠し、サンプルフィルムを延伸方向に５等分して、その各々の
箇所で日本電色工業株式会社製濁度計（ＮＤＨ－３００Ａ）を用いてサンプリングおよび
測定を行ない、平均値を求める。
【００７２】
＜配向主軸の歪み＞
ロール状のフィルムから、長手方向に５００ｍｍ、幅方向には全幅の長方形のフィルムを
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切り出す。このフィルムの幅方向における中央部を基準とし、幅方向に３００ｍｍ間隔の
位置で１００ｍｍ四方の正方形のフィルムを複数個切り出す（図１０参照）。この正方形
のフィルムの辺は各々、長手方向および幅方向に平行になるようにする。切り出したサン
プルフィルムについて各々の分子配向方向（配向主軸）をマイクロ波透過型分子配向計で
測定する。フィルムの幅方向を０°とし、該分子配向角が、該幅方向を基準として４５°
より小さい時は０°からの差、４５°より大きい時は９０°からの差を求める。絶対値が
最も大きい分子配向角を最大値とし、これを配向主軸の最大歪みとする。マイクロ波透過
型分子配向計は、神崎製紙（株）製の分子配向計（ＭＯＡ－２００１Ａ）を用いる。
【００７３】
＜フィルム各方向の屈折率（Ｎｘ、Ｎｙ、Ｎｚ）の測定＞
以下に示すように、長尺状のフィルムから、長辺４０ｍｍ、短辺２０ｍｍの短冊状のサン
プルを複数個切り出す。フィルム全幅（延伸（横）方向の端から端まで）の中央部を基準
とし、短辺が延伸方向（横方向）に平行であり、サンプル間の距離（短冊状のサンプルの
中央部から中央部まで）が１００ｍｍ間隔となるように、延伸方向に沿ってサンプルを複
数個を切り出す（図１１参照）。このサンプルの、主配向方向の屈折率Ｎｙ、フィルム面
上で該主配向方向と垂直な方向の屈折率Ｎｘ、フィルム厚み方向の屈折率Ｎｚを測定する
。測定は（株）アタゴ製アッベ屈折計４Ｔを用いて、接眼レンズに偏光板を取り付け、偏
光板の向きおよびフィルムの向きをそれぞれ調整することによって行なう。中間液として
はジヨードメタンを用いる。上記複数個のサンプルについて、各方向の屈折率の値を平均
した値を平均屈折率とする。さらに、Ｎｙについては測定値の最大値と最小値との差を求
める。
【００７４】
＜製膜性＞
フィルムを連続運転によって製造したときに、１日（２４時間）あたり発生した破断の頻
度により、下記のように３段階で評価する。
◎：破断０回／日
○：破断１～２回／日
×：破断３回以上／日
【００７５】
＜加工特性＞
基材フィルムの表面にアクリル系粘着剤を２０μｍとなるように塗布することにより、粘
着加工処理を行なう。これとは別に基材フィルム表面に紫外線硬化型シリコーン樹脂（エ
ポキシ環の開環、架橋により硬化する）を塗布し、８０℃にて３０秒間加熱した後、ＵＶ
照射を行なうことにより、離型処理を行なう（離型層の厚み０．１μｍ）。粘着加工処理
時あるいは離型処理時の平面性の乱れおよびカールの発生を次の基準に従って評価する。
【００７６】
＜平面性の乱れ＞
粘着加工または離型加工後１日以内の製品（幅１ｍの長尺状）から長手方向にサンプルを
２ｍ切り出し、平面性検反台の上に離型面あるいは粘着面が上側となるように置く。転が
し棒を用い、検反台に上記サンプルを密着させる。３分間放置後、平面性の悪い部分が検
反台表面から浮き上がるので、この部分について下記のように評価する。
【００７７】
フィルムの幅方向の両端部におけるワカメ状欠点については、浮き上がり高さが３ｍｍ以
上となる箇所が３箇所以下の場合を◎、３～５箇所の場合を○、６箇所以上の場合を×と
する。フィルム全体において観察される膨らみ状の永久変形した欠点（熱による縦シワな
ど）については、上記ワカメ状欠点以外の部分で、浮き上がり高さが３ｍｍ以上となる箇
所が３箇所以下の場合を◎、３～５箇所の場合を○、６箇所以上の場合を×とする。
【００７８】
平面性の乱れの総合評価は、ワカメ状欠点および膨らみ状欠点が共に◎の場合を◎、一方
の評価が○でありもう一方の評価が○もしくは◎の場合を○、一方もしくは両方の評価が
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×の場合を×とする。
【００７９】
＜カールの発生＞
粘着加工または離型加工後１日以内の製品の幅方向における中央部において、幅方向およ
び長手方向にそれぞれ幅１０ｍｍ×長さ１００ｍｍとなるようにサンプルを切り出す。こ
のサンプルを離型面または粘着面が上となるように平面台の上に置き、サンプル端部の浮
き上がり高さを測定する。浮き上がり高さが１ｍｍ未満の場合を◎、１～３ｍｍとなる場
合を○、３ｍｍより大きい場合を×とする。
【００８０】
＜加工特性の総合評価＞
粘着加工時あるいは離型加工時における平面性の乱れおよびカールの発生についての評価
がすべて◎の場合を◎、１つでも×がある場合を×、それ以外の場合を○とする。離型加
工のみを行なっている場合については、該加工時について上記評価を行なう。
【００８１】
＜検品性＞
基材フィルムに必要に応じて粘着加工処理、離型加工処理、帯電防止処理などを施した後
、これを偏光板や位相差板の表面保護フィルムまたは離型フィルムとして用い、クロスニ
コル法によって検品する。検品の結果を、該フィルムに起因する過誤による不良品の発生
率によって、３段階で評価する。ここで過誤による不良品の発生とは、着色による検品不
可、明暗差（コントラスト差）による検品不可を意味する。保護フィルムまたは離型フィ
ルム用の原反の加工は幅１３００ｍｍ以上で行い、その後１５インチサイズに断裁してか
ら検品を実施する。検品は、原反の端部、中央部と偏りがないように全幅を均等に分けて
実施する。
◎：１％未満
○：１％～２％
×：３％以上
【００８２】
（実施例１）
平均粒径２．５μｍのシリカ粒子を０．１５重量％添加した極限粘度０．６５ｄｌ /ｇの
ポリエチレンテレフタレートペレットを常法により乾燥して押出機に供給した。このポリ
エチレンテレフタレート材料を２９０℃で溶融してフィルム形成ダイを通してシート状に
押出し、静電印加密着法を用いて、水冷却した回転急冷ドラム上に密着させて急冷し、厚
さ約１６０μｍの未延伸フィルムを作製した。この未延伸フィルムをテンター延伸機に導
き、予熱ゾーンにて９５℃で約６秒間予熱した後、延伸ゾーンにて、１２０℃、延伸倍率
４．０倍、延伸速度３８００％／分で幅方向に延伸した。このときのテンターレールとフ
ィルム中心部の走行方向のなす角度φは１５．０°であった。その後、フィルムをＬ／Ｗ
≧１．０となるように設定した冷却ゾーンを通して５０℃まで冷却し、次に熱固定ゾーン
にて、フィルムを１６０℃で熱処理し、その後、幅方向に３．０％の弛緩処理を行った。
フィルム温度をＴｇ以下に冷却した後にクリップから外した。耳部をカットした後に通常
のようにフィルムを巻き取り、幅約４０００ｍｍ、厚み約４０μｍの一軸配向ポリエチレ
ンテレフタレートフィルムを得た。
【００８３】
得られたフィルムの、１０５℃、３０分におけるフィルム長手方向（ＭＤ）の熱収縮率は
１．３％、フィルム幅方向（ＴＤ）の熱収縮率は１．０％、フィルム各方向の屈折率Ｎ x
、Ｎ y、Ｎ zの平均値（Ｎ ave）は１．５９５、（Ｎｙ－Ｎｘ）は０．０９５、フィルム全
幅における配向主軸の最大歪みは３°、主配向方向の屈折率Ｎ yの最大値と最小値との差
は０．００４、フィルムへイズは１３．３％であった。製膜性は◎であった。
【００８４】
上記のようにして得られた厚み４０μｍの一軸延伸ポリエチレンテレフタレートフィルム
の片面に接着剤層（接着剤としてアクリル系感圧性粘着剤を使用し、２０μｍの層厚みと
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した）を設けて、表面保護フィルムを得た。これとは別に、一軸延伸ポリエチレンテレフ
タレートフィルムの片面に、上記「加工特性」の評価の項に記載された条件により離型層
を設け、離型用フィルムを得た。フィルムに粘着剤層あるいは離型層を設けた際の加工特
性は◎であった。
【００８５】
上記表面保護フィルムを偏光板の一方の面に貼付し、そして離型フィルムを偏光板の他方
の面にアクリル系粘着剤を用いて貼付した。用いた偏光板は、厚み２０μｍのヨウ素染色
されたポリビニルアルコール（ＰＶＡ）フィルムを偏光膜として用い、これを厚み８０μ
ｍのＴＡＣフィルムで挟んでなる構成の直線偏光板である。この直線偏光板の吸収軸に対
し、一軸配向ポリエステルフィルムの主軸方向が垂直もしくは平行になるように上記表面
保護フィルムおよび離型フィルムを貼り付けた。得られた保護フィルムおよび離型フィル
ムを貼着した偏光板をクロスニコル法によって検品したところ、検品性は◎であった。以
上のように、この一軸延伸ポリエステルフィルムは偏光板の表面保護フィルムおよび離型
フィルム用の基材として好適であった。
【００８６】
（実施例２）
平均粒径２．５μｍのシリカ粒子を０．１５重量％添加した極限粘度０．６５ｄｌ /ｇの
ポリエチレンテレフタレートペレットを常法により乾燥して押出機に供給した。このポリ
エチレンテレフタレート材料を２９０℃で溶融してフィルム形成ダイを通してシート状に
押出し、静電印加密着法を用いて、水冷却した回転急冷ドラム上に密着させ急冷し、厚さ
約１６０μｍの未延伸フィルムを作製した。この未延伸フィルムをテンター延伸機に導き
、予熱ゾーンにて９５℃で約６秒間予熱した後、延伸ゾーンにて、９０℃、延伸倍率４．
０倍、延伸速度３４００％／分で幅方向に延伸した。このときのテンターレールとフィル
ム中心部の走行方向のなす角度φは１３．０°であった。続いて熱固定ゾーンにて、フィ
ルムを１５０℃で熱処理し、その後、幅方向に２．０％の弛緩処理を行った。フィルム温
度をＴｇ以下まで冷却した後にクリップから外した。耳部をカットした後に通常のように
フィルムを巻き取り、幅約４０００ｍｍ、厚み約４０μｍの一軸配向ポリエチレンテレフ
タレートフィルムを得た。
【００８７】
得られたフィルムの、１０５℃、３０分におけるフィルム長手方向（ＭＤ）の熱収縮率は
１．４％、フィルム幅方向（ＴＤ）の熱収縮率は１．２％、フィルム各方向の屈折率Ｎ x
、Ｎ y、Ｎ zの平均値（Ｎ ave）は１．５８４、（Ｎｙ－Ｎｘ）は０．１０５、フィルム全
幅における配向主軸の最大歪みは６°、主配向方向の屈折率Ｎ yの最大値と最小値との差
は０．００８、フィルムへイズは１３．５ %であった。製膜性は◎であった。
【００８８】
この一軸延伸ポリエチレンテレフタレートフィルムの片面に上記「加工特性」の評価の項
に記載された条件により離型層を設け、離型用フィルムを得た。実施例１に用いたのと同
様の偏光板の両面に接着層を設け、その一方の面に、上記一軸延伸ポリエチレンテレフタ
レートフィルムを表面保護フィルムとして貼着し、他方の面に上記離型フィルムをアクリ
ル系粘着剤を用いて貼付した。これらのフィルムは、偏光板の吸収軸に対し、一軸配向ポ
リエステルフィルムの主軸方向が垂直もしくは平行になるように貼付された。このように
して、保護フィルムおよび離型フィルムが貼着された偏光板を得た。離型フィルム調製時
の加工特性は◎であった。検品性は、若干コントラストの差があるものの○であった。以
上のように、この一軸延伸ポリエステルフィルムは偏光板の表面保護フィルムおよび離型
フィルム用の基材として好適であった。
【００８９】
　（ ）
　実施例１における平均粒径２．５μｍのシリカ粒子を平均粒径０．６μｍの炭酸カルシ
ウムにかえ、０．１０重量％添加したこと以外は同様の方法で幅約４０００ｍｍ、厚み約
４０μｍの一軸配向ポリエチレンテレフタレートフィルムを得た。
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【００９０】
得られたフィルムの、１０５℃、３０分におけるフィルム長手方向（ＭＤ）の熱収縮率は
１．４％、フィルム幅方向（ＴＤ）の熱収縮率は１．０％、フィルム各方向の屈折率Ｎ x
、Ｎ y、Ｎ zの平均値（Ｎ ave）は１．５９５、（Ｎｙ－Ｎｘ）は０．０９５、フィルム全
幅における配向主軸の最大歪みは３°、主配向方向の屈折率Ｎ yの最大値と最小値との差
は０．００４、フィルムへイズは４．８％であった。製膜性は◎であった。
【００９１】
実施例２と同様に偏光板の両面に接着層を設け、上記の一軸延伸ポリエチレンテレフタレ
ートフィルムを用いた保護フィルムおよび離型フィルムを貼着し、保護フィルムおよび離
型フィルムが貼着された偏光板を得た。離型フィルム調製時の加工特性は◎であった。検
品性は、コントラストが高すぎて過剰検品となるものが若干増加したものの○であった。
以上のように、この一軸延伸ポリエステルフィルムは、偏光板の表面保護フィルムおよび
離型用フィルム用の基材として好適であった。
【００９２】
（比較例１）
平均粒径２．５μｍのシリカ粒子を０．１５重量％添加した極限粘度０．６５ｄｌ /ｇの
ポリエチレンテレフタレートのペレットを常法により乾燥して押出機に供給した。このポ
リエチレンフタレート材料を２９０℃で溶融してフィルム形成ダイを通してシート状に押
出し、静電印加密着法を用いて、水冷却した回転急冷ドラム上に密着させ急冷し、厚さ約
１６０μｍの未延伸フィルムを作製した。この未延伸フィルムをテンター延伸機に導き、
予熱ゾーンにて９５℃で約６秒間予熱した後、延伸ゾーンにて、１５０℃、延伸倍率４．
０倍、延伸速度３８００％／分で幅方向に延伸した。このときのテンターレールとフィル
ム中心部の走行方向のなす角度φは１５．０°であった。引き続き、熱固定ゾーンにて、
フィルムを２０５℃で熱処理し、その後、幅方向に３．０％弛緩処理を行た。フィルム温
度をＴｇ以下まで冷却した後にクリップから外した。耳部をカットした後に通常のように
フィルムを巻き取り、幅約４０００ｍｍ、厚み約４０μｍの一軸配向ポリエチレンテレフ
タレートフィルムを得た。
【００９３】
得られたフィルムの、１０５℃、３０分におけるフィルム長手方向（ＭＤ）の熱収縮率は
１．０％、フィルム幅方向（ＴＤ）の熱収縮率は０．４％、フィルム各方向の屈折率Ｎ x
、Ｎ y、Ｎ zの平均値（Ｎ ave）は１．６１５、（Ｎｙ－Ｎｘ）は０．１１０、フィルム全
幅における配向主軸の最大歪みは７°、主配向方向の屈折率Ｎ yの最大値と最小値との差
は０．００４、フィルムへイズは１３．７％であった。このフィルムの製膜性は×であっ
た。
【００９４】
実施例２と同様に偏光板の両面に接着層を設け、上記の一軸延伸ポリエチレンテレフタレ
ートフィルムを用いた保護フィルムおよび離型フィルムを貼着し、保護フィルムおよび離
型フィルムが貼着された偏光板を得た。離型フィルム調製時の加工特性は◎であった。検
品性は若干コントラストの差があるものの○であった。
【００９５】
（比較例２）
平均粒径２．５μｍの粒子を０．１５重量％添加した極限粘度０．６５ｄｌ /ｇのポリエ
チレンテレフタレートのペレットを常法により乾燥して押出機に供給した。このポリエチ
レンテレフタレート材料を２９０℃で溶融してフィルム形成ダイを通してシート状に押出
し、静電印加密着法を用いて、水冷却した回転急冷ドラム上に密着させ急冷した。このフ
ィルムをテンター延伸機に導き、予熱ゾーンにて９５℃で約６秒間予熱した後、１００℃
、延伸倍率４．０倍、延伸速度１７９０％／分で幅方向に延伸した。このときのテンター
レールとフィルム中心部の走行方向のなす角度φは７．０°であった。続いて熱固定ゾー
ンにて、フィルムを１１０℃で熱処理し、その後、幅方向に２．０％弛緩処理を行った。
フィルム温度をＴｇ以下まで冷却した後にクリップから外した。耳部をカットした後に通
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常のようにフィルムを巻き取り、幅約４０００ｍｍ、厚み約４０μｍの一軸配向ポリエチ
レンテレフタレートフィルムを得た。
【００９６】
得られたフィルムの、１０５℃、３０分におけるフィルム長手方向（ＭＤ）の熱収縮率は
４．８％、フィルム幅方向（ＴＤ）の熱収縮率は４．０％、フィルム各方向の屈折率Ｎ x
、Ｎ y、Ｎ zの平均値（Ｎ ave）は１．５７０、（Ｎｙ－Ｎｘ）は０．０８１、フィルム全
幅における配向主軸の最大歪みは４°、主配向方向の屈折率Ｎ yの最大値と最小値との差
は０．００７、フィルムへイズは１３．４％であった。このフィルムの製膜性は◎であっ
た。
【００９７】
実施例２と同様に偏光板の両面に接着層を設け、上記の一軸延伸ポリエチレンテレフタレ
ートフィルムを用いた保護フィルムおよび離型フィルムを貼着し、保護フィルムおよび離
型フィルムが貼着された偏光板を得た。フィルムの加工特性は、離型フィルムの収縮によ
るカール、シワなどを生じたため×であった。検品性は○であった。このようにこの一軸
延伸ポリエステルフィルムは偏光板の表面保護フィルムおよび離型フィルム用の基材とし
ては好適ではなかった。
【００９８】
（比較例３）
平均粒径２．５μｍのシリカ粒子を０．０３重量％添加したポリエチレンテレフタレート
を押出し機に仕込み、水冷却した回転急冷ドラム上にフィルム形成ダイを通して押出して
、未延伸フィルムを作製した。この未延伸フィルムを長手方向に９０℃で３．２倍延伸し
た後、幅方向に１００℃で４．０倍、延伸速度３８００％／分で延伸した。このときのテ
ンターレールとフィルム中心部の走行方向のなす角度φは１５．０°であった。その後、
２２０℃で熱固定して、厚み４０μｍの二軸延伸ポリエチレンテレフタレートフィルムを
得た。
【００９９】
この二軸延伸ポリエチレンテレフタレートフィルムの１０５℃、３０分におけるフィルム
長手方向（ＭＤ）の熱収縮率は０．８％、フィルム幅方向（ＴＤ）の熱収縮率は０．２％
、フィルム各方向の屈折率Ｎ x、Ｎ y、Ｎ zの平均値 (Ｎ ave)は１．６１５、（Ｎｙ－Ｎｘ）
は０．０３９、フィルム全幅における配向主軸の最大歪みは２７°、主配向方向の屈折率
Ｎ yの最大値と最小値との差は０．００３、フィルムへイズは４．２％であった。このフ
ィルムの製膜性は◎であった。
【０１００】
実施例２と同様に偏光板の両面に接着層を設け、上記の一軸延伸ポリエチレンテレフタレ
ートフィルムを用いた保護フィルムおよび離型フィルムを貼着し、保護フィルムおよび離
型フィルムが貼着された偏光板を得た。離型フィルム調製時の加工特性は◎であった。検
品性は着色を生じて検査に過誤が生じたため×であった。以上のようにこの二軸延伸ポリ
エチレンテレフタレートフィルムは、偏光板の表面保護フィルムおよび離型フィルム用の
基材１としては好適ではなかった。
【０１０１】
【表１】
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【０１０２】
表１から、本願発明の一軸延伸ポリエチレンテレフタレートフィルムは、製膜性、加工特
性、および検品性に優れることがわかる。
【０１０３】
【発明の効果】
本発明によれば、このように、合成樹脂板などの表面保護あるいは粘着剤層表面の離型フ
ィルムの基材として好適に用いられ得る一軸配向ポリエステルフィルムが提供される。こ
の一軸配向ポリエステルフィルムは、特に、液晶表示装置の構成部材である偏光板や位相
差板の表面に適用され、表面保護フィルムや離型フィルムとして好適に用いられる。この
表面保護フィルムや離型フィルムは検査時に剥離を必要とせず、検査性が良好である。フ
ィルムは耐引き裂き性に優れ、低コストであり、特に大型液晶表示装置の構成部材などに
貼り付けて好適に使用される。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の表面保護フィルムの一例を示す模式断面図である。
【図２】本発明の表面保護フィルムの一例を示す模式断面図である。
【図３】本発明の表面保護フィルムの一例を示す模式断面図である。
【図４】本発明の離型フィルムの一例を示す模式断面図である。
【図５】本発明の離型フィルムの一例を示す模式断面図である。
【図６】本発明の離型フィルムの一例を示す模式断面図である。
【図７】本発明の表面保護フィルムおよび離型フィルムを偏光板表面に貼付した状態を示
す模式断面図である。
【図８】本発明の一軸配向ポリエステルフィルムの製造に用いられるテンターを示す概略
図である。
【図９】実施例および比較例において、長尺状のフィルムからのサンプルフィルムの切り
出しを示す概略図である。
【図１０】実施例および比較例において、長尺状のフィルムからのサンプルフィルムの切
り出しを示す概略図である。
【図１１】実施例および比較例において、長尺状のフィルムからのサンプルフィルムの切
り出しを示す概略図である。
【符号の説明】
１　一軸配向ポリエステルフィルム
２　粘着剤層
３　帯電防止層
４　離型層
１１　偏光膜
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１２　トリアセチルセルロース（ＴＡＣ）フィルム
１３　粘着剤層
２１　予熱ゾーン
２２　延伸ゾーン
２３　熱固定ゾーン
１０１、１０２、１０３　表面保護フィルム
２０１、２０２、２０３　離型フィルム
３００　偏光板

【 図 １ 】

【 図 ２ 】

【 図 ３ 】

【 図 ４ 】

【 図 ５ 】

【 図 ６ 】

【 図 ７ 】
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【 図 ８ 】 【 図 ９ 】

【 図 １ ０ 】 【 図 １ １ 】
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