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(57)【要約】
　三連子表示のシンジオタクティシティ（ｒｒ）が５８％以上であり、重量平均分子量が
５００００～１５００００であり、分子量２０００００以上の成分の含有量が０．１～１
０質量％であり、且つ分子量１５０００未満の成分の含有量が０．２～５質量％であるメ
タクリル樹脂（A）１００質量部と、好ましくはポリカーボネート樹脂１～１０質量部と
を含有するメタクリル樹脂組成物を成形することによってフィルムを得る。該フィルムか
らなる偏光子保護フィルムを得る。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　三連子表示のシンジオタクティシティ（ｒｒ）が５８％以上であり、
　重量平均分子量が５００００～１５００００であり、
　分子量２０００００以上の成分の含有量が０．１～１０％であり、且つ
　分子量１５０００未満の成分の含有量が０．２～５％である
メタクリル樹脂（A）を含んで成るフィルム。
【請求項２】
　前記メタクリル樹脂（A）は、メタクリル酸メチルに由来する構造単位の含有量が９９
質量％以上である、請求項１に記載のフィルム。
【請求項３】
　前記メタクリル樹脂（A）は、温度２３０℃、荷重３．８ｋｇで測定したメルトフロー
レートが０．１ｇ／１０分以上１０ｇ／１０分以下である、請求項１に記載のフィルム。
【請求項４】
　三連子表示のシンジオタクティシティ（ｒｒ）が５８％以上であり、
　重量平均分子量が５００００～１５００００であり、
　分子量２０００００以上の成分の含有量が０．１～１０％であり、且つ
　分子量１５０００未満の成分の含有量が０．２～５％であるメタクリル樹脂（A）１０
０質量部と、
　ポリカーボネート樹脂１～１０質量部とを含んで成るフィルム。
【請求項５】
　前記メタクリル樹脂（A）は、メタクリル酸メチルに由来する構造単位の含有量が９９
質量％以上である、請求項４に記載のフィルム。
【請求項６】
　前記メタクリル樹脂（A）は、温度２３０℃、荷重３．８ｋｇで測定したメルトフロー
レートが０．１ｇ／１０分以上１０ｇ／１０分以下である、請求項４に記載のフィルム。
【請求項７】
　請求項１～６のいずれかひとつに記載のフィルムからなる偏光子保護フィルム。
【請求項８】
　三連子表示のシンジオタクティシティ（ｒｒ）が５８％以上であり、
　重量平均分子量が５００００～１５００００であり、
　分子量２０００００以上の成分の含有量が０．１～１０％であり、且つ
　分子量１５０００未満の成分の含有量が０．２～５％であるメタクリル樹脂（A）
を含有するメタクリル樹脂組成物を成形することを含む、フィルムの製造方法。
【請求項９】
　アニオン重合法によってメタクリル樹脂（A）を得ることを更に含む、請求項８に記載
の製造方法。
【請求項１０】
　メタクリル樹脂（1）と、該樹脂（1）と異なるメタクリル樹脂（2）とを混合すること
によって、メタクリル樹脂（A）を得ることを更に含む、請求項８に記載の製造方法。
【請求項１１】
　アニオン重合法で製造されたメタクリル樹脂（I）と、ラジカル重合法で製造されたメ
タクリル樹脂（II）とを混合することによって、メタクリル樹脂（A）を得ることを更に
含む、請求項８に記載の製造方法。
【請求項１２】
　メタクリル樹脂（A）とポリカーボネート樹脂若しくはポリエステル樹脂とを溶融混練
して、前記メタクリル樹脂組成物を得ることをさらに含む、請求項８～１１のいずれかひ
とつに記載の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
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【０００１】
　本発明は、フィルムに関する。より詳細に、本発明は、透明性が高く、熱収縮率が小さ
く、厚さが均一で且つ表面平滑性に優れる、メタクリル樹脂を含んで成るフィルムに関す
る。
【背景技術】
【０００２】
　液晶表示装置には各種の樹脂製フィルムが使用されている。このうち偏光子保護フィル
ムには、トリアセチルセルロースが主に使用されている。しかしながら、トリアセチルセ
ルロースからなるフィルムは透湿度が高いため、薄膜化するにしたがって、偏光子の品質
低下を引き起こす傾向となる。偏光子保護フィルムの改良は液晶表示装置の薄型化におい
て課題となっている。
【０００３】
　そこで、新たな偏光子保護フィルムの材料としてメタクリル樹脂が検討されている。メ
タクリル樹脂からなるフィルムを延伸処理すると靭性が高まることが知られている（特許
文献１参照）。ところが、一般メタクリル樹脂のガラス転移温度は１１０℃程度と低いた
め、メタクリル樹脂からなる延伸フィルムは熱収縮しやすい。
【０００４】
　メタクリル樹脂は、シンジオタクティシティが高いほど、ガラス転移温度が高いことが
知られている。ジンジオタクティシティが高いメタクリル樹脂の製造方法としては、アニ
オン重合による方法が挙げられる（特許文献２、３参照）。しかしながら、これらの方法
で得られるメタクリル樹脂は成形加工性に劣るため、該メタクリル樹脂からなるフィルム
は表面平滑性に劣る傾向がある。分子量を低くすることで成形加工性を改善できることが
知られているが、得られるフィルムの力学強度が低下するという別の課題を生じる。この
ため、シンジオタクティシティが高いメタクリル樹脂からなるフィルムはいまだ実用化に
至っていない。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特公昭５７－３２９４２号公報
【特許文献２】特開平１０－２７３５０５号公報
【特許文献３】特開２００２－３２７０１２号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　本発明の目的は、透明性が高く、熱収縮率が小さく、厚さが均一で且つ表面平滑性に優
れる、メタクリル樹脂を含んで成るフィルムを提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　前記の目的を達成すべく検討した結果、以下の形態を包含する本発明を完成するに至っ
た。
〔１〕三連子表示のシンジオタクティシティ（ｒｒ）が５８％以上であり、重量平均分子
量が５００００～１５００００であり、分子量２０００００以上の成分の含有量が０．１
～１０％であり、且つ分子量１５０００未満の成分の含有量が０．２～５％であるメタク
リル樹脂（A）を含んで成るフィルム。
〔２〕前記メタクリル樹脂（A）は、メタクリル酸メチルに由来する構造単位の含有量が
９９質量％以上である、〔１〕に記載のフィルム。
〔３〕前記メタクリル樹脂（A）は、温度２３０℃、荷重３．８ｋｇで測定したメルトフ
ローレートが０．１ｇ／１０分以上１０ｇ／１０分以下である、〔１〕または〔２〕に記
載のフィルム。
【０００８】
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〔４〕三連子表示のシンジオタクティシティ（ｒｒ）が５８％以上であり、重量平均分子
量が５００００～１５００００であり、分子量２０００００以上の成分の含有量が０．１
～１０％であり、且つ分子量１５０００未満の成分の含有量が０．２～５％であるメタク
リル樹脂（A）１００質量部と、ポリカーボネート樹脂１～１０質量部とを含んで成るフ
ィルム。
〔５〕前記メタクリル樹脂（A）は、メタクリル酸メチルに由来する構造単位の含有量が
９９質量％以上である、〔４〕に記載のフィルム。
〔６〕前記メタクリル樹脂（A）は、温度２３０℃、荷重３．８ｋｇで測定したメルトフ
ローレートが０．１ｇ／１０分以上１０ｇ／１０分以下である、〔４〕または〔５〕に記
載のフィルム。
【０００９】
〔７〕前記〔１〕～〔６〕のいずれかひとつに記載のフィルムからなる偏光子保護フィル
ム。
【００１０】
〔８〕三連子表示のシンジオタクティシティ（ｒｒ）が５８％以上であり、重量平均分子
量が５００００～１５００００であり、分子量２０００００以上の成分の含有量が０．１
～１０％であり、且つ分子量１５０００未満の成分の含有量が０．２～５％であるメタク
リル樹脂（A）
を含有するメタクリル樹脂組成物を成形することを含む、フィルムの製造方法。
〔９〕アニオン重合法によってメタクリル樹脂（A）を得ることを更に含む、〔８〕に記
載の製造方法。
〔１０〕メタクリル樹脂（1）と、該樹脂（1）と異なるメタクリル樹脂（2）とを混合す
ることによって、メタクリル樹脂（A）を得ることを更に含む、〔８〕に記載の製造方法
。
〔１１〕アニオン重合法で製造されたメタクリル樹脂（I）と、ラジカル重合法で製造さ
れたメタクリル樹脂（II）とを混合することによって、メタクリル樹脂（A）を得ること
を更に含む、〔８〕に記載の製造方法。
〔１２〕メタクリル樹脂（A）とポリカーボネート樹脂若しくはポリエステル樹脂とを溶
融混練して、前記メタクリル樹脂組成物を得ることをさらに含む、〔８〕～〔１１〕のい
ずれかひとつに記載の製造方法。
【発明の効果】
【００１１】
　本発明のフィルムは、透明性が高く、熱収縮率が小さく、厚さが均一で且つ表面平滑性
に優れる。このような特長を有する本発明のフィルムは、偏光子保護フィルム、液晶保護
板、携帯型情報端末の表面材、携帯型情報端末の表示窓保護フィルム、導光フィルム、各
種ディスプレイの前面板用途などに好適である。
【発明を実施するための形態】
【００１２】
　本発明の一実施形態に係るフィルムは、メタクリル樹脂（A）を含んで成るものである
。
　本発明のフィルムを構成するメタクリル樹脂（A）は、三連子表示のシンジオタクティ
シティ（ｒｒ）の下限が、５８％、好ましくは５９％、より好ましくは６０％、さらに好
ましくは６２％、最も好ましくは６５％である。該メタクリル樹脂は、製膜性の観点から
、三連子表示のシンジオタクティシティ（ｒｒ）の上限が、好ましくは９９％、より好ま
しくは８５％、さらに好ましくは７７％、よりさらに好ましくは７６％、最も好ましくは
７５％である。シンジオタクティシティが上記範囲にあると、熱収縮率が抑制され、厚さ
が均一で且つ表面平滑性に優れ、表面硬度の大きいフィルムが得られやすい。
【００１３】
　ここで、三連子表示のシンジオタクティシティ（ｒｒ）（以下、単に「シンジオタクテ
ィシティ（ｒｒ）」と称することがある。）は、連続する３つの構造単位の連鎖（３連子
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、ｔｒｉａｄ）が有する２つの連鎖（２連子、ｄｉａｄ）が、ともにラセモ（ｒｒと表記
する）である割合である。なお、ポリマー分子中の構造単位の連鎖（２連子、ｄｉａｄ）
において立体配置が同じものをメソ（ｍｅｓｏ）、逆のものをラセモ（ｒａｃｅｍｏ）と
称し、それぞれｍ、ｒと表記する。
　メタクリル樹脂の三連子表示のシンジオタクティシティ（ｒｒ）（％）は、重水素化ク
ロロホルム中、３０℃で、1Ｈ-ＮＭＲスペクトルを測定し、そのスペクトルからＴＭＳを
０ｐｐｍとした際の、０．６～０．９５ｐｐｍの領域の面積（Ｘ）と０．６～１．３５ｐ
ｐｍの領域の面積（Ｙ）とを計測し、式：（Ｘ／Ｙ）×１００にて算出することができる
。
【００１４】
　本発明のフィルムを構成するメタクリル樹脂（A）は、重量平均分子量（以下、「Ｍｗ
」と称する。）が、好ましくは５００００～１５００００、より好ましくは６００００～
１２００００、さらに好ましくは６５０００～１０００００である。かかるＭｗが上記範
囲にあると、フィルムの厚さが均一で且つ表面平滑性、耐衝撃性および靭性に優れるフィ
ルムが得られやすい。
【００１５】
　本発明のフィルムを構成するメタクリル樹脂（A）は、Ｍｗと数平均分子量（以下、「
Ｍｎ」と称する。）の比（Ｍｗ／Ｍｎ：以下、この値を「分子量分布」と称する。）が、
好ましくは１．２～２．０、より好ましくは１．３～１．７である。分子量分布が上記範
囲にあると、表面平滑性に優れ、耐衝撃性および靭性に優れるフィルムが得られやすい。
なお、ＭｗおよびＭｎは、ゲルパーミエーションクロマトグラフィ（ＧＰＣ）で測定によ
って得られるクロマトグラムを標準ポリスチレンの分子量に換算した値である。
【００１６】
　本発明のフィルムを構成するメタクリル樹脂（A）は、分子量２０００００以上の成分
（高分子量成分）の含有量が、０．１～１０％、好ましくは０．５～５％である。また、
本発明のフィルムを構成するメタクリル樹脂（A）は、分子量１５０００未満の成分（低
分子量成分）の含有量が、０．２～５％、好ましくは１～４．５％である。また、分子量
２０００００以上の成分（高分子量成分）の含有量と分子量１５０００未満の成分（低分
子量成分）の含有量の和が０．３～１０％、さらに好ましくは２～６％である。メタクリ
ル樹脂が高分子量成分および低分子量成分を上記の範囲にて含有していることで、製膜性
が向上し、均一な膜厚のフィルムが得られやすい。
【００１７】
　分子量２０００００以上の成分の含有量は、ＧＰＣで測定されたクロマトグラムとベー
スラインとで囲まれる部分の面積のうちの、分子量２０００００の標準ポリスチレンの保
持時間より早い保持時間部分の面積の割合として算出する。分子量１５０００未満の成分
の含有量は、ＧＰＣで得られるクロマトグラムとベースラインとで囲まれる部分の面積の
うちの、分子量１５０００の標準ポリスチレンの保持時間より遅い保持時間部分の面積の
割合として算出する。
【００１８】
　なお、ＧＰＣ測定は、次のようにして行う。溶離液としてテトラヒドロフラン、カラム
として東ソー株式会社製のＴＳＫｇｅｌ　ＳｕｐｅｒＭｕｌｔｉｐｏｒｅ　ＨＺＭ－Ｍの
２本とＳｕｐｅｒＨＺ４０００を直列に繋いだものを用いる。検出装置として、示差屈折
率検出器（ＲＩ検出器）を備えた東ソー株式会社製のＨＬＣ－８３２０（品番）を使用し
た。試料は、メタクリル樹脂４ｍｇをテトラヒドロフラン５ｍｌに溶解させた溶液を用い
た。カラムオーブンの温度を４０℃に設定し、溶離液流量０．３５ｍｌ／分で、試料溶液
２０μｌを注入して、クロマトグラムを測定した。
【００１９】
　分子量が４００～５００００００の範囲の標準ポリスチレンを測定し、保持時間と分子
量との関係を示す検量線を作成した。クロマトグラムの高分子量側の傾きがゼロからプラ
スに変化する点と、低分子量側のピークの傾きがマイナスからゼロに変化する点を結んだ
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線をベースラインとした。クロマトグラムが複数のピークを示す場合は、最も高分子量側
のピークの傾きがゼロからプラスに変化する点と、最も低分子量側のピークの傾きがマイ
ナスからゼロに変化する点を結んだ線をベースラインとした。
【００２０】
　本発明のフィルムを構成するメタクリル樹脂（A）は、ＪＩＳ Ｋ７２１０に準拠して、
２３０℃、３．８ｋｇ荷重の条件において測定される、メルトフローレートが、好ましく
は０．１ｇ／１０分以上、より好ましくは０．１～３０ｇ／１０分、さらに好ましくは０
．５～２０ｇ／１０分、最も好ましくは１.０～１０ｇ／１０分である。
【００２１】
　本発明のフィルムを構成するメタクリル樹脂（A）は、メタクリル酸エステルに由来す
る構造単位を９０質量％以上含有することが好ましく、９５質量％以上含有することがよ
り好ましく、９８質量％以上含有することがさらに好ましく、９９質量％以上含有するこ
とが特に好ましく、１００質量％含有することが最も好ましい。かかるメタクリル酸エス
テルとしては、メタクリル酸メチル、メタクリル酸エチル、メタクリル酸ブチルなどのメ
タクリル酸アルキルエステル；メタクリル酸フェニルなどのメタクリル酸アリールエステ
ル；メタクリル酸シクロへキシル、メタクリル酸ノルボルネニルなどのメタクリル酸シク
ロアルキルエステル；が挙げられる。これらのうち、メタクリル酸アルキルエステルが好
ましく、メタクリル酸メチルが最も好ましい。また、上記したメタクリル酸エステルに由
来する構造単位のうち、メタクリル酸メチルに由来する構造単位の含有量は、９５質量％
以上であることがより好ましく、９８質量％以上であることがさらに好ましく、９９質量
％以上であることが特に好ましく、１００質量％であることが最も好ましい。また、本発
明のフィルムを構成するメタクリル樹脂（A）に含有するメタクリル酸メチルに由来する
構造単位の含有量は、好ましくは９９質量％以上、最も好ましくは１００質量％である。
【００２２】
　メタクリル酸エステルに由来する構造単位以外の構造単位としては、例えば、アクリル
酸メチル、アクリル酸エチル、アクリル酸プロピル、アクリル酸ブチル、アクリル酸２－
エチルへキシルなどのアクリル酸アルキルエステル；アクリル酸フェニルなどのアクリル
酸アリールエステル；アクリル酸シクロへキシル、アクリル酸ノルボルネニルなどのアク
リル酸シクロアルキルエステル；スチレン、α－メチルスチレンなどの芳香族ビニル化合
物；アクリルアミド；メタクリルアミド；アクリロニトリル；メタクリロニトリル；など
の一分子中に重合性の炭素－炭素二重結合を一つだけ有するビニル系単量体に由来する構
造単位が挙げられる。
【００２３】
　本発明のフィルムを構成するメタクリル樹脂（A）のガラス転移温度は、好ましくは１
２０℃以上、より好ましくは１２３℃以上、さらに好ましくは１２４℃以上である。該メ
タクリル樹脂（A）のガラス転移温度の上限は通常１３０℃以下である。ガラス転移温度
は、分子量やシンジオタクティシティ（ｒｒ）を調節することによって制御することがで
きる。ガラス転移温度がこの範囲にあると、得られるフィルムの熱収縮などの変形が起こ
り難い。なお、本発明のすべてのガラス転移温度は、実施例に記載の方法で測定した中間
点ガラス転移温度である。
【００２４】
　メタクリル樹脂（A）の製造方法に特に制限はない。例えば、ラジカル重合法、アニオ
ン重合法などの公知の重合法において、重合温度、重合時間、連鎖移動剤の種類や量、重
合開始剤の種類や量などを調整することによって、Ｍｗ、高分子量成分の割合、低分子量
成分の割合、シンジオタクティシティ（ｒｒ）などの特性が本発明の規定する範囲を満た
すメタクリル樹脂を製造することができる。
　例えば、ラジカル重合法の場合、重合温度を８０℃以下にすることが好ましく、７０℃
以下にすることがより好ましく、６０℃以下にすることがさらに好ましい。このように温
度を調整すると、シンジオタクティシティ（ｒｒ）を高くすることが容易である。耐熱分
解性が高く、異物が少なく、透明性が高いメタクリル樹脂が得られるという観点から、無
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用剤の連続ラジカル重合やアニオン重合法が好ましく、さらにはメタクリル酸エステルの
二量体や三量体が少なく成形体の外観が優れるという観点からは、アニオン重合法が好ま
しい。
【００２５】
　アニオン重合法の場合、重合開始剤として、ｎ－ブチルリチウム、ｓｅｃ－ブチルリチ
ウム、イソブチルリチウム、ｔｅｒｔ－ブチルリチウム等のアルキルリチウムを用いるこ
とが好ましい。また、生産性の観点から、有機アルミニウム化合物を共存させることが好
ましい。有機アルミニウムとしては、ＡｌＲ1Ｒ2Ｒ3　（式中、Ｒ1、Ｒ2およびＲ3はそれ
ぞれ独立して置換基を有してもよいアルキル基、置換基を有していてもよいシクロアルキ
ル基、置換基を有してもよいアリール基、置換基を有していてもよいアラルキル基、置換
基を有してもよいアルコキシル基、置換基を有してもよいアリールオキシ基またはＮ，Ｎ
－二置換アミノ基を表す。Ｒ2およびＲ3は、それらが結合してなる、置換基を有していて
もよいアリーレンジオキシ基であってもよい。）で示される化合物が挙げられる。有機ア
ルミニウムの具体例としては、イソブチルビス（２，６－ジ－ｔｅｒｔ－ブチル－４－メ
チルフェノキシ）アルミニウム、イソブチルビス（２，６－ジ－ｔｅｒｔ－ブチルフェノ
キシ）アルミニウム、イソブチル〔２，２’－メチレンビス（４－メチル－６－ｔｅｒｔ
－ブチルフェノキシ）〕アルミニウム等が挙げられる。
　また、アニオン重合法においては、重合反応を制御するために、エーテルや含窒素化合
物などを共存させることもできる。
【００２６】
　また、メタクリル樹脂（A）をアニオン重合法にて製造する場合、重合反応の途中で重
合開始剤の量より少ない量、具体的には、重合開始剤の量に対して好ましくは１モル％～
５０モル％、より好ましくは２モル％～２０モル％、さらに好ましくは５モル％～１０モ
ル％の重合停止剤を添加したり、または重合反応の途中で最初に添加した重合開始剤の量
に対して好ましくは１モル％～５０モル％、より好ましくは２モル％～２０モル％、さら
に好ましくは５モル％～１０モル％の重合開始剤を追加添加したりすることによって、分
子量２０００００以上の成分や、分子量１５０００未満の成分の含有量などが本発明の規
定する所定の範囲となるように調整できる。
【００２７】
　メタクリル樹脂（A）の別の製造方法として、Ｍｗ、高分子量成分の割合、低分子量成
分の割合、シンジオタクティシティなどの特性のいずれかが本発明の規定する範囲から外
れている複数種のメタクリル樹脂を適宜混合することによって、Ｍｗ、高分子量成分の割
合、低分子量成分の割合、シンジオタクティシティ（ｒｒ）などの特性が本発明の規定す
る範囲を満たすメタクリル樹脂を得る方法が挙げられる。かかる方法は、工程管理が容易
である。複数種のメタクリル樹脂の混合は、公知の方法、例えばニーダールーダー、押出
機、ミキシングロール、バンバリーミキサーなどの溶融混練装置を用いて行うことができ
る。混練時の温度は、使用するメタクリル樹脂の溶融温度に応じて適宜調節することがで
き、通常１５０℃～３００℃である。
【００２８】
　メタクリル樹脂（A）のさらに別の製造方法として、特性のいずれかが本発明の規定す
る範囲から外れているメタクリル樹脂の存在下で単量体を重合することによって、Ｍｗ、
高分子量成分の割合、低分子量成分の割合、シンジオタクティシティ（ｒｒ）などの特性
が本発明の規定する範囲を満たすメタクリル樹脂を製造する方法がある。かかる重合は上
記したラジカル重合法やアニオン重合法と同様にして行うことができる。規定外メタクリ
ル樹脂の存在下で単量体を重合することによる製造方法は、複数種のメタクリル樹脂を混
合することによって製造する方法に比べて、メタクリル樹脂に掛かる熱履歴が短くなるの
で、メタクリル樹脂の熱分解が抑制され、着色や異物の少ないフィルムが得られやすい。
【００２９】
　上記のようなメタクリル樹脂（A）の製造方法のうち、透明性が高く、耐熱分解性が高
いメタクリル樹脂（A）が容易に製造できるという観点から、アニオン重合法によって特
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性が規定範囲を満たすメタクリル樹脂（A）を製造する方法；アニオン重合法で製造され
たメタクリル樹脂（I）と、ラジカル重合法で製造されたメタクリル樹脂（II）を混合す
ることによって特性が規定範囲を満たすメタクリル樹脂（A）を製造する方法；およびア
ニオン重合法で製造されたメタクリル樹脂（I’）と、別のアニオン重合法で製造された
メタクリル樹脂（I”）とを混合することによって特性が規定範囲を満たすメタクリル樹
脂（A）を製造する方法が好ましく、アニオン重合法で製造されたメタクリル樹脂（I）と
、ラジカル重合法で製造されたメタクリル樹脂(II)を混合することによって特性が規定範
囲を満たすメタクリル樹脂（A）を製造する方法がより好ましい。
【００３０】
　本発明のフィルムには、メタクリル樹脂（A）以外に、必要に応じて各種の添加剤、例
えば、酸化防止剤、安定剤、紫外線吸収剤、滑剤、加工助剤、帯電防止剤、着色剤、蛍光
増白剤、耐衝撃助剤、発泡剤、充填剤、光拡散性微粒子、艶消し剤などが配合されていて
よい。メタクリル樹脂（A）、またはメタクリル樹脂（A）と前記添加剤とを含有する樹脂
組成物は、保存、運搬、または成形時の利便性を高めるために、ペレットなどの形態にす
ることができる。
【００３１】
　本発明の一実施形態に係るフィルムに含有するメタクリル樹脂（A）の量は、フィルム
の質量に対して、好ましくは８０質量％以上、より好ましくは８５質量％以上、さらに好
ましくは９０質量％以上、特に好ましくは９５質量％以上である。
【００３２】
　本発明のフィルムは、本発明の効果を損なわない範囲で、必要に応じて他の重合体を含
有してもよい。他の重合体としては、ポリエチレン、ポリプロピレン、ポリブテン－１、
ポリ－４－メチルペンテン－１、ポリノルボルネンなどのポリオレフィン樹脂；エチレン
系アイオノマー；ポリスチレン、スチレン－無水マレイン酸共重合体、ハイインパクトポ
リスチレン、ＡＳ樹脂、ＡＢＳ樹脂、ＡＥＳ樹脂、ＡＡＳ樹脂、ＡＣＳ樹脂、ＭＢＳ樹脂
などのスチレン系樹脂；メチルメタクリレート系重合体、メチルメタクリレート－スチレ
ン共重合体；ポリエチレンテレフタレート、ポリブチレンテレフタレートなどのポリエス
テル樹脂；ナイロン６、ナイロン６６、ポリアミドエラストマーなどのポリアミド；ポリ
カーボネート、ポリ塩化ビニル、ポリ塩化ビニリデン、ポリビニルアルコール、ポリビニ
ルブチラール、ポリビニルアセタール、エチレン－ビニルアルコール共重合体、ポリアセ
タール、ポリフッ化ビニリデン、ポリウレタン、変性ポリフェニレンエーテル、ポリフェ
ニレンスルフィド、シリコーン変性樹脂；アクリルゴム、アクリル系熱可塑性エラストマ
ー、シリコーンゴム；ＳＥＰＳ、ＳＥＢＳ、ＳＩＳなどのスチレン系熱可塑性エラストマ
ー；ＩＲ、ＥＰＲ、ＥＰＤＭなどのオレフィン系ゴムなどが挙げられる。これらの重合体
は１種を単独でまたは２種以上を併用してもよい。
　本発明のフィルムに含有してもよいこれら他の重合体の量は、フィルムの質量に対して
、好ましくは１０質量％以下、より好ましくは５質量％以下、最も好ましくは０質量％以
下である。
【００３３】
　本発明の別の一実施形態に係るフィルムは、ポリカーボネート樹脂もしくはポリエステ
ル樹脂と、メタクリル樹脂（A）とを含有するメタクリル樹脂組成物からなるものである
。このフィルムは、フィルムの位相差を所望の値に制御することが容易である。ポリカー
ボネート樹脂もしくはポリエステル樹脂の量は、メタクリル樹脂（A）１００質量部に対
して、好ましくは１～１０質量部、より好ましくは２～７質量部、さらに好ましくは３～
６質量部である。
【００３４】
　本発明の別の一実施形態に係るフィルムは、ポリカーボネート樹脂と、メタクリル樹脂
（A）とを含有するメタクリル樹脂組成物からなるものである。透明性に優れるフィルム
を得やすいという観点から、芳香族ポリカーボネート樹脂が好ましい。ポリカーボネート
樹脂は、多官能ヒドロキシ化合物と炭酸エステル形成性化合物との反応によって得られる
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重合体である。
【００３５】
　本発明に用いられる芳香族ポリカーボネート樹脂は、その製造方法によって特に限定さ
れない。例えば、ホスゲン法（界面重合法）、溶融重合法（エステル交換法）などが挙げ
られる。また、本発明に好ましく用いられる芳香族ポリカーボネート樹脂は、溶融重合法
で製造されたポリカーボネート樹脂に末端ヒドロキシ基量を調整するための処理を施した
ものであってもよい。
【００３６】
　ポリカーボネート樹脂を製造するための原料である多官能ヒドロキシ化合物としては、
置換基を有していてもよい４，４’－ジヒドロキシビフェニル類；置換基を有していても
よいビス（ヒドロキシフェニル）アルカン類；置換基を有していてもよいビス（４－ヒド
ロキシフェニル）エーテル類；置換基を有していてもよいビス（４－ヒドロキシフェニル
）スルフィド類；置換基を有していてもよいビス（４－ヒドロキシフェニル）スルホキシ
ド類；置換基を有していてもよいビス（４－ヒドロキシフェニル）スルホン類；置換基を
有していてもよいビス（４－ヒドロキシフェニル）ケトン類；置換基を有していてもよい
ビス（ヒドロキシフェニル）フルオレン類；置換基を有していてもよいジヒドロキシ－ｐ
－ターフェニル類；置換基を有していてもよいジヒドロキシ－ｐ－クォーターフェニル類
；置換基を有していてもよいビス（ヒドロキシフェニル）ピラジン類；置換基を有してい
てもよいビス（ヒドロキシフェニル）メンタン類；置換基を有していてもよいビス〔２－
（４－ヒドロキシフェニル）－２－プロピル〕ベンゼン類；置換基を有していてもよいジ
ヒドロキシナフタレン類；置換基を有していてもよいジヒドロキシベンゼン類；置換基を
有していてもよいポリシロキサン類；置換基を有していてもよいジヒドロパーフルオロア
ルカン類などが挙げられる。
【００３７】
　これらの多官能ヒドロキシ化合物の中でも、２，２－ビス（４－ヒドロキシフェニル）
プロパン、１，１－ビス（４－ヒドロキシフェニル）シクロヘキサン、ビス（４－ヒドロ
キシフェニル）ジフェニルメタン、１，１－ビス（４－ヒドロキシフェニル）－１－フェ
ニルエタン、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－３－フェニルフェニル）プロパン、４，４’－ジヒドロキシビフ
ェニル、ビス（４－ヒドロキシフェニル）スルホン、２，２－ビス（３，５－ジブロモ－
４－ヒドロキシフェニル）プロパン、３，３－ビス（４－ヒドロキシフェニル）ペンタン
、９，９－ビス（４－ヒドロキシ－３－メチルフェニル）フルオレン、ビス（４－ヒドロ
キシフェニル）エーテル、４，４’－ジヒドロキシベンゾフェノン、２，２－ビス（４－
ヒドロキシ－３－メトキシフェニル）１，１，１，３，３，３－ヘキサフルオロプロパン
、α，ω－ビス〔３－（２－ヒドロキシフェニル）プロピル〕ポリジメチルシロキサン、
レゾルシン、２，７－ジヒドロキシナフタレンが好ましく、特に２，２－ビス（４－ヒド
ロキシフェニル）プロパンが好ましい。
【００３８】
　炭酸エステル形成性化合物としては、ホスゲンなどの各種ジハロゲン化カルボニルや、
クロロホーメートなどのハロホーメート、ビスアリールカーボネートなどの炭酸エステル
化合物が挙げられる。この炭酸エステル形成性化合物の量は、多官能ヒドロキシ化合物と
の反応の化学量論比（当量）を考慮して適宜調整すればよい。
【００３９】
　重合反応は、通常、酸結合剤の存在下に溶媒中で行われる。酸結合剤としては、水酸化
ナトリウム、水酸化カリウム、水酸化リチウム、水酸化セシウムなどのアルカリ金属水酸
化物；炭酸ナトリウム、炭酸カリウムなどのアルカリ金属炭酸塩；トリメチルアミン、ト
リエチルアミン、トリブチルアミン、Ｎ，Ｎ－ジメチルシクロヘキシルアミン、ピリジン
、ジメチルアニリンなどの三級アミン；トリメチルベンジルアンモニウムクロライド、ト
リエチルベンジルアンモニウムクロライド、トリブチルベンジルアンモニウムクロライド
、トリオクチルメチルアンモニウムクロライド、テトラブチルアンモニウムクロライド、
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テトラブチルアンモニウムブロマイドなどの四級アンモニウム塩；テトラブチルホスホニ
ウムクロライド、テトラブチルホスホニウムブロマイドなどの四級ホスホニウム塩などが
挙げられる。さらに、所望により、この反応系に亜硫酸ナトリウムやハイドロサルファイ
ドなどの酸化防止剤を少量添加してもよい。酸結合剤の量は、反応の化学量論比（当量）
を考慮して適宜調整すればよい。具体的には、原料の多官能ヒドロキシ化合物の水酸基１
モル当たり、１当量もしくはそれより過剰な量、好ましくは１～５当量の酸結合剤を使用
すればよい。
【００４０】
　また、反応には、公知の末端停止剤や分岐剤を用いることができる。末端停止剤として
は、ｐ－ｔｅｒｔ－ブチル－フェノール、ｐ－フェニルフェノール、ｐ－クミルフェノー
ル、ｐ－パーフルオロノニルフェノール、ｐ－（パーフルオロノニルフェニル）フェノー
ル、ｐ－（パーフルオロキシルフェニル）フェノール、ｐ－ｔｅｒｔ－パーフルオロブチ
ルフェノール、１－（Ｐ－ヒドロキシベンジル）パーフルオロデカン、ｐ－〔２－（１Ｈ
，１Ｈ－パーフルオロトリドデシルオキシ）－１，１，１，３，３，３－ヘキサフルオロ
プロピル〕フェノール、３，５－ビス（パーフルオロヘキシルオキシカルボニル）フェノ
ール、ｐ－ヒドロキシ安息香酸パーフルオロドデシル、ｐ－（１Ｈ，１Ｈ－パーフルオロ
オクチルオキシ）フェノール、２Ｈ，２Ｈ，９Ｈ－パーフルオロノナン酸、１，１，１，
３，３，３－テトラフロロ－２－プロパノールなどが挙げられる。
【００４１】
　分岐剤としては、フロログリシン、ピロガロール、４，６－ジメチル－２，４，６－ト
リス（４－ヒドロキシフェニル）－２－ヘプテン、２，６－ジメチル－２，４，６－トリ
ス（４－ヒドロキシフェニル）－３－ヘプテン、２，４－ジメチル－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（２－ヒドロキシフェニル）
ベンゼン、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－ヒドロキシフェニル）エタン、トリス（４－ヒドロキシフェニル）フェニルメタ
ン、２，２－ビス〔４，４－ビス（４－ヒドロキシフェニル）シクロヘキシル〕プロパン
、２，４－ビス〔２－ビス（４－ヒドロキシフェニル）－２－プロピル〕フェノール、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、２－（４
－ヒドロキシフェニル）－２－（２，４－ジヒドロキシフェニル）プロパン、テトラキス
（４－ヒドロキシフェニル）メタン、テトラキス〔４－（４－ヒドロキシフェニルイソプ
ロピル）フェノキシ〕メタン、２，４－ジヒドロキシ安息香酸、トリメシン酸、シアヌル
酸、３，３－ビス（３－メチル－４－ヒドロキシフェニル）－２－オキソ－２，３－ジヒ
ドロインドール、３，３－ビス（４－ヒドロキシアリール）オキシインドール、５－クロ
ロイサチン、５，７－ジクロロイサチン、５－ブロモイサチンなどが挙げられる。
【００４２】
　ポリカーボネート樹脂は、ポリカーボネート単位以外に、ポリエステル、ポリウレタン
、ポリエーテルもしくはポリシロキサン構造などを有する単位を含有するものであっても
よい。
【００４３】
　位相差を所望の値に制御しやすく、透明性に優れるフィルムを得るという観点から、３
００℃、１．２ＫｇでのＭＶＲ値が、１～１０万ｃｍ3／１０分、好ましくは８０～４０
０ｃｍ3／１０分、より好ましくは１００～３００ｃｍ3／１０分、さらに好ましくは１３
０～２５０ｃｍ3／１０分、最も好ましくは１５０～２３０ｃｍ3／１０分であるポリカー
ボネート樹脂か、またはゲルパーミエーションクロマトグラフィ（ＧＰＣ）で測定したク
ロマトグラムを標準ポリスチレンの分子量に換算した重量平均分子量が、５０００～７５
０００、好ましくは１３０００～３２０００、より好ましくは１４０００～３００００、
さらに好ましくは１５０００～２８０００、最も好ましくは１８０００～２７０００であ
るポリカーボネート樹脂が好ましく用いられる。ポリカーボネート樹脂のＭＶＲ値または
分子量の調節は末端停止剤や分岐剤の量を調整することによって行うことができる。
【００４４】
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　本発明で用いられるポリカーボネート樹脂には、必要に応じて各種の添加剤、例えば、
酸化防止剤、安定剤、紫外線吸収剤、滑剤、加工助剤、帯電防止剤、着色剤、蛍光増白剤
、耐衝撃助剤、発泡剤、充填剤、光拡散性微粒子、艶消し剤などが配合されていてもよい
。上記の添加剤などが必要に応じて配合されていてもよいポリカーボネート樹脂は、保存
、運搬、または成形時の利便性を高めるために、ペレットなどの形態にすることができる
。
【００４５】
　本発明のフィルムを構成するメタクリル樹脂（A）とポリカーボネート樹脂とを含有す
るメタクリル樹脂組成物は、その調製方法によって特に制限されない。例えば、種々の添
加剤やポリカーボネート樹脂の存在下にメタクリル酸メチルを含む単量体混合物を重合し
てメタクリル樹脂（A）を生成させる方法や、メタクリル樹脂（A）とポリカーボネート樹
脂とを溶融混練する方法などが挙げられる。これらのうち溶融混練法は工程が単純である
ので、好ましい。混練は、例えば、ニーダールーダー、押出機、ミキシングロール、バン
バリーミキサーなどの既知の混合装置または混練装置を使用して行なうことができる。こ
れらのうち、二軸押出機が好ましい。混合・混練時の温度は、使用するメタクリル樹脂（
A）およびポリカーボネート樹脂の軟化温度などに応じて適宜調節することができるが、
好ましくは１１０℃～３００℃である。また混練時の剪断速度は、１０～５０００ｓｅｃ
-1の範囲内で調整可能である。またメタクリル樹脂（A）とポリカーボネート樹脂とを溶
融混練する場合、メタクリル樹脂（A）の溶融粘度（ηA ）と、ポリカーボネート系樹脂
の溶融粘度（ηB ）との相対粘度（ηB ／ηA ）が１．０以下になる条件で溶融混練する
ことが好ましい。
上記のような方法で調製されたメタクリル樹脂組成物は、ペレット、顆粒、粉末などの任
意の形態にして、フィルムに成形することができる。
【００４６】
　本発明に係るフィルムは、本発明の効果を損なわない範囲で、必要に応じてフィラーを
含んでいてもよい。フィラーとしては、炭酸カルシウム、タルク、カーボンブラック、酸
化チタン、シリカ、クレー、硫酸バリウム、炭酸マグネシウムなどが挙げられる。本発明
のフィルムに含有し得るフィラーの量は、好ましくは３質量％以下、より好ましくは１．
５質量％以下である。
【００４７】
　本発明に係るフィルムは、フィラー以外に、必要に応じて酸化防止剤、熱劣化防止剤、
紫外線吸収剤、赤外線吸収剤、光安定剤、滑剤、離型剤、高分子加工助剤、帯電防止剤、
難燃剤、染顔料、光拡散剤、有機色素、艶消し剤、耐衝撃性改質剤、蛍光体などの添加剤
を含有できる。
【００４８】
　酸化防止剤は、酸素存在下においてそれ単体で樹脂の酸化劣化防止に効果を有するもの
である。例えば、リン系酸化防止剤、ヒンダードフェノール系酸化防止剤、チオエーテル
系酸化防止剤などが挙げられる。これらの中、着色による光学特性の劣化防止効果の観点
から、リン系酸化防止剤やヒンダードフェノール系酸化防止剤が好ましく、リン系酸化防
止剤とヒンダードフェノール系酸化防止剤との併用がより好ましい。
　リン系酸化防止剤とヒンダードフェノール系酸化防止剤とを併用する場合、リン系酸化
防止剤／ヒンダードフェノール系酸化防止剤を質量比で０．２／１～２／１で使用するの
が好ましく、０．５／１～１／１で使用するのがより好ましい。
【００４９】
　リン系酸化防止剤としては、２，２－メチレンビス（４，６－ジｔ－ブチルフェニル）
オクチルホスファイト（ＡＤＥＫＡ社製；商品名：アデカスタブＨＰ－１０）、トリス（
２，４－ジｔ－ブチルフェニル）ホスファイト（ＢＡＳＦ社製；商品名：ＩＲＧＡＦＯＳ
１６８）、３，９－ビス（２，６－ジ－ｔｅｒｔ－ブチル－４－メチルフェノキシ）－２
，４，８，１０－テトラオキサー３，９－ジホスファスピロ［５．５］ウンデカン（ＡＤ
ＥＫＡ社製；商品名：アデカスタブＰＥＰ－３６）などが好ましい。
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【００５０】
　ヒンダードフェノール系酸化防止剤としては、ペンタエリスリチル－テトラキス〔３－
（３，５－ジｔ－ブチル－４－ヒドロキシフェニル）プロピオネート〕（ＢＡＳＦ社製；
商品名ＩＲＧＡＮＯＸ１０１０）、オクタデシル－３－（３，５－ジｔ－ブチル－４－ヒ
ドロキシフェニル）プロピオネート（ＢＡＳＦ社製；商品名ＩＲＧＡＮＯＸ１０７６）な
どが好ましい。
【００５１】
　熱劣化防止剤としては、実質上無酸素の状態下で高熱にさらされたときに生じるポリマ
ーラジカルを捕捉することによって樹脂の熱劣化を防止できるものである。
　該熱劣化防止剤としては、２－ｔ－ブチル－６－（３’－ｔ－ブチル－５’－メチル－
ヒドロキシベンジル）－４－メチルフェニルアクリレート（住友化学社製；商品名スミラ
イザーＧＭ）、２，４－ジｔ－アミル－６－（３’，５’－ジｔ－アミル－２’－ヒドロ
キシ－α－メチルベンジル）フェニルアクリレート（住友化学社製；商品名スミライザー
ＧＳ）などが好ましい。
【００５２】
　紫外線吸収剤は、紫外線を吸収する能力を有する化合物である。紫外線吸収剤は、主に
光エネルギーを熱エネルギーに変換する機能を有すると言われる化合物である。
　紫外線吸収剤としては、ベンゾフェノン類、ベンゾトリアゾール類、トリアジン類、ベ
ンゾエート類、サリシレート類、シアノアクリレート類、蓚酸アニリド類、マロン酸エス
テル類、ホルムアミジン類などが挙げられる。これらの中でも、ベンゾトリアゾール類、
トリアジン類、または波長３８０～４５０ｎｍにおけるモル吸光係数の最大値εmaxが１
２００ｄｍ3・ｍｏｌ-1ｃｍ-1以下である紫外線吸収剤が好ましい。
【００５３】
　ベンゾトリアゾール類は紫外線被照による着色などの光学特性低下を抑制する効果が高
いので、本発明のフィルムを光学用途に適用する場合に用いる紫外線吸収剤として好まし
い。ベンゾトリアゾール類としては、２－（２Ｈ－ベンゾトリアゾール－２－イル）－４
－（１，１，３，３－テトラメチルブチル）フェノール（ＢＡＳＦ社製；商品名ＴＩＮＵ
ＶＩＮ３２９）、２－（２Ｈ－ベンゾトリアゾール－２－イル）－４，６－ビス（１－メ
チル－１－フェニルエチル）フェノール（ＢＡＳＦ社製；商品名ＴＩＮＵＶＩＮ２３４）
、２，２’－メチレンビス［６－（２Ｈ－ベンゾトリアゾール－２－イル）－４－ｔｅｒ
ｔ－オクチルフェノール］（ＡＤＥＫＡ社製；ＬＡ－３１）などが好ましい。
【００５４】
　また、波長３８０～４５０ｎｍにおけるモル吸光係数の最大値εmaxが１２００ｄｍ3・
ｍｏｌ-1ｃｍ-1以下である紫外線吸収剤は、得られるフィルムの変色を抑制できる。この
ような紫外線吸収剤としては、２－エチル－２’－エトキシ－オキサルアニリド（クラリ
アントジャパン社製；商品名サンデユボアＶＳＵ）などが挙げられる。
　これら紫外線吸収剤の中、紫外線被照による樹脂劣化が抑えられるという観点からベン
ゾトリアゾール類が好ましく用いられる。
【００５５】
　また、波長３８０ｎｍ付近の波長を効率的に吸収したい場合は、トリアジン類の紫外線
吸収剤が好ましく用いられる。このような紫外線吸収剤としては、２，４，６－トリス（
２－ヒドロキシ－４－ヘキシルオキシ－３－メチルフェニル）－１，３，５－トリアジン
（ＡＤＥＫＡ社製；ＬＡ－Ｆ７０）や、その類縁体であるヒドロキシフェニルトリアジン
系紫外線吸収剤（ＢＡＳＦ社製；ＴＩＮＵＶＩＮ４７７やＴＩＮＵＶＩＮ４６０）などが
挙げられる。
【００５６】
　なお、紫外線吸収剤のモル吸光係数の最大値εmaxは、次のようにして測定する。シク
ロヘキサン１Ｌに紫外線吸収剤１０．００ｍｇを添加し、目視による観察で未溶解物がな
いように溶解させる。この溶液を１ｃｍ×１ｃｍ×３ｃｍの石英ガラスセルに注入し、日
立製作所社製Ｕ－３４１０型分光光度計を用いて、波長３８０～４５０ｎｍでの吸光度を
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測定する。紫外線吸収剤の分子量（ＭUV）と、測定された吸光度の最大値（Ａmax）とか
ら次式により計算し、モル吸光係数の最大値εmaxを算出する。
　εmax＝［Ａmax／（１０×１０-3）］×ＭUV

【００５７】
　光安定剤は、主に光による酸化で生成するラジカルを捕捉する機能を有すると言われる
化合物である。好適な光安定剤としては、２，２，６，６－テトラアルキルピペリジン骨
格を持つ化合物などのヒンダードアミン類が挙げられる。
【００５８】
　滑剤としては、例えば、ステアリン酸、ベヘニン酸、ステアロアミド酸、メチレンビス
ステアロアミド、ヒドロキシステアリン酸トリグリセリド、パラフィンワックス、ケトン
ワックス、オクチルアルコール、硬化油などが挙げられる。
【００５９】
　離型剤としては、成形品の金型からの離型を容易にする機能を有する化合物である。離
型剤としては、セチルアルコール、ステアリルアルコールなどの高級アルコール類；ステ
アリン酸モノグリセライド、ステアリン酸ジグリセライドなどのグリセリン高級脂肪酸エ
ステルなどが挙げられる。本発明においては、離型剤として、高級アルコール類とグリセ
リン脂肪酸モノエステルとを併用することが好ましい。高級アルコール類とグリセリン脂
肪酸モノエステルとを併用する場合、高級アルコール類／グリセリン脂肪酸モノエステル
の質量比が、２．５／１～３．５／１の範囲で使用するのが好ましく、２．８／１～３．
２／１の範囲で使用するのがより好ましい。
【００６０】
　高分子加工助剤としては、通常、乳化重合法によって製造することができる、０．０５
～０．５μｍの粒子径を有する重合体粒子である。該重合体粒子は、単一組成比および単
一極限粘度の重合体からなる単層粒子であってもよいし、また組成比または極限粘度の異
なる２種以上の重合体からなる多層粒子であってもよい。この中でも、内層に低い極限粘
度を有する重合体層を有し、外層に５ｄｌ／ｇ以上の高い極限粘度を有する重合体層を有
する２層構造の粒子が好ましいものとして挙げられる。高分子加工助剤としては、極限粘
度が３～６ｄｌ／ｇであることが好ましい。高分子加工助剤としては、三菱レイヨン社製
のメタブレンシリーズや、ロームアンドハース社製、ダウケミカル社製、呉羽化学社製の
パラロイドシリーズ等が挙げられる。本発明のフィルムに配合する高分子加工助剤の量は
、アクリル系樹脂に対して０．１質量部以上、５質量部以下であることが好ましい。配合
量が０．１質量部以下であると良好な加工特性が得られず、配合量が５質量部以上である
と表面性の悪化などの問題が生じる。
【００６１】
　耐衝撃性改質剤としては、アクリル系ゴムもしくはジエン系ゴムをコア層成分として含
むコアシェル型改質剤；ゴム粒子を複数包含した改質剤などが挙げられる。
　有機色素としては、樹脂に対しては有害とされている紫外線を可視光線に変換する機能
を有する化合物が好ましく用いられる。
　光拡散剤や艶消し剤としては、ガラス微粒子、ポリシロキサン系架橋微粒子、架橋ポリ
マー微粒子、タルク、炭酸カルシウム、硫酸バリウムなどが挙げられる。
　蛍光体として、蛍光顔料、蛍光染料、蛍光白色染料、蛍光増白剤、蛍光漂白剤などが挙
げられる。
【００６２】
　これらの添加剤は、１種を単独でまたは２種以上を組み合わせて用いてもよい。また、
これらの添加剤は、メタクリル樹脂を製造する際の重合反応液に添加してもよいし、製造
されたメタクリル樹脂や他の重合体に添加してもよいし、フィルムを製膜する際に添加し
てもよい。かかる添加剤の合計量は、フィルムの外観不良を抑制する観点から、メタクリ
ル樹脂（A）１００質量部に対して、好ましくは７質量部以下、より好ましくは５質量部
以下、さらに好ましくは４質量部以下である。
【００６３】
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　本発明のフィルムは、メタクリル樹脂（A）またはメタクリル樹脂組成物を公知の製膜
方法、例えば、溶液キャスト法、溶融流延法、押出成形法、インフレーション成形法、ブ
ロー成形法などで製膜することによって得られる。これらのうち、押出成形法が好ましい
。押出成形法によれば、透明性が高く、厚さが均一で且つ表面平滑性に優れたフィルムを
比較的高い生産性で得ることができる。押出機から吐出されるメタクリル樹脂（A）また
はメタクリル樹脂組成物の温度は好ましくは２００～３００℃、より好ましくは２３０～
２７０℃に設定する。また、異物除去の観点から押出機中の不純物をベントで除去できる
設備が付いており、更にポリマーフィルターを設置して製造すると良い。また、厚み精度
を高いものとするためにギアポンプを設置して製造すると良い。
【００６４】
　押出成形法のうち、良好な表面平滑性、良好な鏡面光沢、低ヘイズのフィルムが得られ
るという観点から、メタクリル樹脂（A）またはメタクリル樹脂組成物を溶融状態でＴダ
イから押出し、次いでそれを二つ以上の鏡面ロールまたは鏡面ベルトで挟持して成形する
ことを含む方法が好ましい。鏡面ロールまたは鏡面ベルトは、クロムメッキした金属製で
あることが好ましい。
【００６５】
　また、鏡面ロールまたは鏡面ベルトの表面温度は、メタクリル樹脂のガラス転移温度に
対して、プラス１５℃以内、マイナス４０℃以内であることが好ましい。更に好ましくは
、プラス５℃以内、マイナス３０℃以内である。プラス１５以上になるとロールからの剥
離マークが目立つようになり,マイナス４０℃以上だとフィルムの熱収縮が大きくなる。
【００６６】
　フィルム状に成形されたメタクリル樹脂（A）またはメタクリル樹脂組成物に、延伸処
理を施してもよい。延伸処理によって、機械的強度が高まり、ひび割れし難いフィルムを
得ることができる。延伸方法は特に限定されず、一軸延伸法、同時二軸延伸法、逐次二軸
延伸法、チュブラー延伸法などが挙げられる。延伸時の温度は、均一に延伸でき、高い強
度のフィルムが得られるという観点から、下限がメタクリル樹脂（A）のガラス転移温度
より１０℃高い温度であり、上限がメタクリル樹脂（A）のガラス転移温度より４０℃高
い温度である。延伸は、通常長さ基準で１００～５０００％／分で行われる。延伸の後、
熱固定を行うことによって、熱収縮の少ないフィルムを得ることができる。
　本発明のフィルムの厚さは１０～２００μｍであることが好ましい。
【００６７】
　本発明のフィルムは、厚さ１００μｍにおけるヘイズが好ましくは０．５％以下、より
好ましくは０．３％以下である。これにより、表面光沢や透明性に優れる。また、液晶保
護フィルムや導光フィルムなどの光学用途においては、光源の利用効率が高まり好ましい
。さらに、表面賦形を行う際の賦形精度に優れるため好ましい。
【００６８】
　本発明のフィルムは、種々の用途において使用することができる。例えば、本発明のフ
ィルムは、その表面に機能層を設けて各種用途に適用することができる。機能層としては
、ハードコート層、アンチグレア層、反射防止層、スティッキング防止層、拡散層、防眩
層、静電気防止層、防汚層、微粒子などの易滑性層等が挙げられる。
【００６９】
　また、本発明のフィルムは、その表面に接着剤層を設けて各種用途に適用することがで
きる。接着剤層を構成する接着剤として、例えば、水系接着剤、溶剤系接着剤、ホットメ
ルト系接着剤、活性エネルギー線硬化型接着剤などを用いることができる。これらのうち
、水系接着剤および活性エネルギー線硬化型接着剤が好適である。
【００７０】
　水系接着剤としては、特に限定されないが、例えば、ビニルポリマー系、ゼラチン系、
ビニル系ラテックス系、ポリウレタン系、イソシアネート系、ポリエステル系、エポキシ
系等を挙げることができる。このような水系接着剤には、必要に応じて、架橋剤や他の添
加剤、酸等の触媒も配合することができる。前記水系接着剤としては、ビニルポリマーを
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含有する接着剤などを用いることが好ましく、ビニルポリマーとしては、ポリビニルアル
コール系樹脂が好ましい。またポリビニルアルコール系樹脂には、ホウ酸やホウ砂、グル
タルアルデヒドやメラミン、シュウ酸などの水溶性架橋剤を含有することができる。特に
偏光子としてポリビニルアルコール系のポリマーフィルムを用いる場合には、ポリビニル
アルコール系樹脂を含有する接着剤を用いることが、接着性の点から好ましい。さらには
、アセトアセチル基を有するポリビニルアルコール系樹脂を含む接着剤が耐久性を向上さ
せる点からより好ましい。前記水系接着剤は、通常、水溶液からなる接着剤として用いら
れ、通常、０．５～６０重量％の固形分を含有してなる。
【００７１】
　活性エネルギー線硬化型接着剤としては、単官能および二官能以上の（メタ）アクリロ
イル基を有する化合物やビニル基を有する化合物を硬化性成分として用いる他、エポキシ
化合物やオキセタン化合物と光酸発生剤とを主体とする光カチオン型硬化成分を使用する
こともできる。
　活性エネルギー線としては、電子線や紫外線を用いることができる。
【００７２】
　本発明のフィルムは、透明性、耐熱性が高いため、偏光子保護フィルム、液晶保護板、
携帯型情報端末の表面材、携帯型情報端末の表示窓保護フィルム、導光フィルム、銀ナノ
ワイヤーやカーボンナノチューブを表面に塗布した透明導電フィルム、各種ディスプレイ
の前面板用途などに好適である。特に、メタクリル樹脂（A）とポリカーボネート樹脂と
を含むメタクリル樹脂組成物からなる本発明のフィルムは、所望の位相差を付与できるた
め、偏光子保護フィルム、位相差フィルム等の光学用途として好適である。
　本発明のフィルムは透明性、耐熱性が高いため、光学用途以外の用途として、IRカット
フィルムや、防犯フィルム、飛散防止フィルム、加飾フィルム、金属加飾フィルム、太陽
電池のバックシート、フレキシブル太陽電池用フロントシート、シュリンクフィルム、イ
ンモールドラベル用フィルムに使用することができる。
【００７３】
　本発明のフィルムを偏光子保護フィルムや位相差フィルムとして用いる場合、偏光子フ
ィルムの片面だけに積層しても良いし、両面に積層してもよい。偏光子フィルムと積層す
る際は、接着層や粘着層を介して積層することができる。偏光子フィルムとしては、ポリ
ビニルアルコール系樹脂とヨウ素からなる延伸フィルムを用いることができ、その膜厚は
1μｍ～１００μｍである。
【実施例】
【００７４】
　以下、実施例および比較例によって本発明を具体的に説明するが、本発明は下記実施例
に限定されない。なお、物性値等の測定は以下の方法によって実施した。
【００７５】
（重合転化率）
　島津製作所社製ガスクロマトグラフ　ＧＣ－１４Ａに、カラムとしてＧＬ　Ｓｃｉｅｎ
ｃｅｓ　Ｉｎｃ．製　Ｉｎｅｒｔ　ＣＡＰ　１（ｄｆ＝０．４μｍ、０．２５ｍｍＩ．Ｄ
．×６０ｍ）を繋ぎ、インジェクション温度を１８０℃に、検出器温度を１８０℃に、カ
ラム温度を６０℃（５分間保持）から昇温速度１０℃／分で２００℃まで昇温して、１０
分間保持する条件に設定して、測定を行い、この結果に基づいて重合転化率を算出した。
【００７６】
（Ｍｗ、分子量分布、高分子量成分および低分子量成分の含有量）
　各製造例、実施例および比較例で得られたメタクリル樹脂のＭｗおよび分子量分布は、
ゲルパーミエーションクロマトグラフィー（ＧＰＣ）にて下記の条件でクロマトグラムを
測定し、標準ポリスチレンの分子量に換算した値を算出した。ベースラインはＧＰＣチャ
ートの高分子量側のピークの傾きが保持時間の早い方から見てゼロからプラスに変化する
点と、低分子量側のピークの傾きが保持時間の早い方から見てマイナスからゼロに変化す
る点を結んだ線とした。検量線を用いて算出した積分分子量分布から、分子量１５０００
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未満の成分（低分子量成分）の割合と、分子量２０００００以上の成分（高分子量成分）
の割合を算出した。
　ＧＰＣ装置：東ソー株式会社製、ＨＬＣ－８３２０
　検出器：示差屈折率検出器
　カラム：東ソー株式会社製のＴＳＫｇｅｌ　ＳｕｐｅｒＭｕｌｔｉｐｏｒｅ　ＨＺＭ－
Ｍの２本とＳｕｐｅｒＨＺ４０００を直列に繋いだものを用いた。
　溶離剤： テトラヒドロフラン
　溶離剤流量： ０．３５ｍｌ／分
　カラム温度： ４０℃
　検量線：標準ポリスチレン１０点のデータを用いて作成
【００７７】
（三連子表示のシンジオタクティシティ（ｒｒ））
　メタクリル樹脂の1Ｈ－ＮＭＲスペクトルを、核磁気共鳴装置（Ｂｒｕｋｅｒ社製　Ｕ
ＬＴＲＡ　ＳＨＩＥＬＤ　４００　ＰＬＵＳ）を用いて、溶媒として重水素化クロロホル
ムを用い、室温、積算回数６４回の条件にて、測定した。そのスペクトルからＴＭＳを０
ｐｐｍとした際の０．６～０．９５ｐｐｍの領域の面積（Ｘ）と、０．６～１．３５ｐｐ
ｍの領域の面積（Ｙ）とを計測し、次いで、三連子表示のシンジオタクティシティ（ｒｒ
）を式：（Ｘ／Ｙ）×１００にて算出した。
【００７８】
（ガラス転移温度）
　メタクリル樹脂を、ＪＩＳ Ｋ７１２１に準拠して、示差走査熱量測定装置（島津製作
所製、ＤＳＣ－５０（品番））を用いて、２３０℃まで一度昇温し、次いで室温まで冷却
し、その後、室温から２３０℃までを１０℃／分で昇温させる条件にてＤＳＣ曲線を測定
した。２回目の昇温時に測定されるＤＳＣ曲線から求められる中間点ガラス転移温度を本
発明におけるガラス転移温度とした。
【００７９】
（メルトフローレート（ＭＦＲ））
　各実施例および比較例でフィルムの製造に用いたメタクリル樹脂を、ＪＩＳ Ｋ７２１
０に準拠して、２３０℃、３．８ｋｇ荷重、１０分間の条件で測定した。
【００８０】
（耐熱分解性）
　メタアクリル樹脂を熱重量測定装置（島津製作所製、ＴＧＡ－５０（品番））を用いて
、空気雰囲気下にて、２００℃から６００℃まで１０℃／分で昇温させる条件にて熱重量
減少を測定した。２００℃の重量を基準に１％重量が減少した温度Ｔd1を算出し、下記基
準によって耐熱分解性を評価した。
　　Ａ：Ｔd1が３１８℃以上
　　Ｂ：Ｔd1が３１８℃未満
【００８１】
（厚さ変動率）
　各実施例および比較例で得られた未延伸フィルムの最小厚さＤmin［ｍｍ］と最大厚さ
Ｄmax［ｍｍ］を求め、次式で定義される厚さ変動率を求めた。
　　フィルムの厚さ変動率（％）＝｛（Ｄmax－Ｄmin）／Ｄmin｝×１００
　下記基準によって厚さ変動率を評価した。
　　Ａ：厚さ変動率が５％未満である。
　　Ｂ：厚さ変動率が５％以上２０％以下である。
　　Ｃ：厚さ変動率が２０％を超える。
【００８２】
（表面平滑性）
　各実施例および比較例で得られた未延伸フィルムの表面を目視により観察し以下の基準
で表面平滑性を評価した。
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　　Ａ：表面が平滑である。
　　Ｂ：表面に凹凸がある。
【００８３】
（加熱収縮率）
　各実施例および比較例で得られた一軸延伸フィルムの表面に７０ｍｍの長さの直線を記
入し、１１０℃の温度に保たれた強制温風循環式恒温オーブン内で３０分間加熱後、記入
した直線の長さ（Ｌ（ｍｍ））をスケールで読取り、下記式により加熱収縮率を求めた。
　加熱収縮率（％）＝（７０－Ｌ）／７０ × １００
【００８４】
（全光線透過率）
　ＪＩＳ　Ｋ７３６１－１に準じて、ヘイズメータ（村上色彩研究所製、ＨＭ－１５０）
を用いて各実施例および比較例で得られた二軸延伸フィルムの全光線透過率を測定した。
【００８５】
（ヘイズ）
　ＪＩＳ  Ｋ７１３６に準拠して、ヘイズメータ（村上色彩研究所製、ＨＭ－１５０）を
用いて各実施例および比較例で得られた二軸延伸フィルムのヘイズを測定した。
【００８６】
（イエロインデックス）
　各実施例および比較例で得られた二軸延伸フィルムを、測色色差計（日本電色工業株式
会社製、ＺＥ－２０００）を用い、ＪＩＳ Ｚ８７２２に準拠して光路長４０μｍｍで測
定した。かかるイエロインデックス（ＹＩ）が１．０未満である場合の評価をＡ、１．０
以上である場合の評価をＢとした。
【００８７】
（膜厚方向の位相差（Ｒｔｈ））
　各実施例および比較例で得られた二軸延伸フィルムから４０ｍｍ×４０ｍｍの試験片を
切り出した。この試験片を、自動複屈折計（王子計測株式会社製 ＫＯＢＲＡ－ＷＲ）を
用いて、温度２３±２℃、湿度５０±５％において、波長５９０ｎｍ 、４０°傾斜方向
の位相差値から３次元屈折率ｎｘ 、ｎｙ、ｎｚを求め、厚み方向位相差 Ｒｔｈ＝（（ｎ
ｘ＋ｎｙ）／２－ｎｚ）×ｄを計算した。試験片の厚みｄは、デジマティックインジケー
タ（株式会社ミツトヨ製）を用いて測定し、屈折率ｎは、デジタル精密屈折計（カルニュ
ー光学工業株式会社　ＫＰＲ－２０）で測定した。
【００８８】
製造例１
　撹拌翼と三方コックが取り付けられた５Ｌのガラス製反応容器内を窒素で置換した。こ
れに、室温下にて、トルエン１６００ｇ、１，１，４，７，１０，１０－ヘキサメチルト
リエチレンテトラミン３．１９ｇ（１３．９ｍｍｏｌ）、濃度０．４５Ｍのイソブチルビ
ス（２，６－ジ－ｔ－ブチル－４－メチルフェノキシ）アルミニウムのトルエン溶液６８
．６ｇ（３９．６ｍｍｏｌ）、および濃度１．３Ｍのｓｅｃ－ブチルリチウムの溶液（溶
媒：シクロヘキサン９５質量％、ｎ－ヘキサン５質量％）７．９１ｇ（１３．２ｍｍｏｌ
）を仕込んだ。撹拌しながら、これに、２０℃にて、蒸留精製したメタクリル酸メチル５
５０ｇを３０分間かけて滴下した。適下終了後、２０℃で９０分間撹拌した。溶液の色が
黄色から無色に変わった。この時点におけるメタクリル酸メチルの重合転化率は１００％
であった。
　得られた溶液にトルエン１５００ｇを加えて希釈した。次いで、該希釈液をメタノール
１００ｋｇに注ぎ入れ、沈澱物を得た。得られた沈殿物を８０℃、１４０Ｐａにて２４時
間乾燥して、Ｍｗが５８９００で、分子量分布が１．０６で、シンジオタクティシティ（
ｒｒ）が７４％で、ガラス転移温度が１３０℃で、且つメタクリル酸メチルに由来する構
造単位の含有量が１００質量％であるメタクリル樹脂〔1〕を得た。
【００８９】
製造例２
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　撹拌翼と三方コックが取り付けられた５Ｌのガラス製反応容器内を窒素で置換した。こ
れに、室温下にて、トルエン１６００ｇ、１，１，４，７，１０，１０－ヘキサメチルト
リエチレンテトラミン２．４９ｇ（１０．８ｍｍｏｌ）、濃度０．４５Ｍのイソブチルビ
ス（２，６－ジ－ｔ－ブチル－４－メチルフェノキシ）アルミニウムのトルエン溶液５３
．５ｇ（３０．９ｍｍｏｌ）、および濃度１．３Ｍのｓｅｃ－ブチルリチウムの溶液（溶
媒：シクロヘキサン９５％、ｎ－ヘキサン５％）６．１７ｇ（１０．３ｍｍｏｌ）を仕込
んだ。撹拌しながら、これに、２０℃にて、蒸留精製したメタクリル酸メチル５５０ｇを
３０分間かけて滴下した。滴下終了後、２０℃で９０分間撹拌した。溶液の色が黄色から
無色に変わった。この時点におけるメタクリル酸メチルの重合転化率は１００％であった
。
　得られた溶液にトルエン１５００ｇを加えて希釈した。次いで、希釈液をメタノール１
００ｋｇに注ぎ入れ、沈澱物を得た。得られた沈殿物を８０℃、１４０Ｐａにて２４時間
乾燥して、Ｍｗが８１４００で、分子量分布が１．０８で、シンジオタクティシティ（ｒ
ｒ）が７３％で、ガラス転移温度が１３１℃で、且つメタクリル酸メチルに由来する構造
単位の含有量が１００質量％であるメタクリル樹脂〔2〕を得た。
【００９０】
製造例３
　撹拌翼と三方コックが取り付けられた５Ｌのガラス製反応容器内を窒素で置換した。こ
れに、室温下にて、トルエン１６００ｇ、１，１，４，７，１０，１０－ヘキサメチルト
リエチレンテトラミン２．４９ｇ（１０．８ｍｍｏｌ）、濃度０．４５Ｍのイソブチルビ
ス（２，６－ジ－ｔ－ブチル－４－メチルフェノキシ）アルミニウムのトルエン溶液５３
．５ｇ（３０．９ｍｍｏｌ）、および濃度１．３Ｍのｓｅｃ－ブチルリチウムの溶液（溶
媒：シクロヘキサン９５％、ｎ－ヘキサン５％）６．１７ｇ（１０．３ｍｍｏｌ）を仕込
んだ。撹拌しながら、これに、－２０℃にて、蒸留精製したメタクリル酸メチル５５０ｇ
を３０分間かけて滴下した。滴下終了後、－２０℃で１８０分間撹拌した。溶液の色が黄
色から無色に変わった。この時点におけるメタクリル酸メチルの重合転化率は１００％で
あった。
　得られた溶液にトルエン１５００ｇを加えて希釈した。次いで、希釈液をメタノール１
００ｋｇに注ぎ入れ、沈澱物を得た。得られた沈殿物を８０℃、１４０Ｐａにて２４時間
乾燥して、Ｍｗが９６１００で、分子量分布が１．０７で、シンジオタクティシティ（ｒ
ｒ）が８３％で、ガラス転移温度が１３３℃で、且つメタクリル酸メチルに由来する構造
単位の含有量が１００質量％であるメタクリル樹脂〔3〕を得た。
【００９１】
製造例４
　撹拌翼と三方コックが取り付けられた５Ｌのガラス製反応容器内を窒素で置換した。こ
れに、室温下にて、トルエン１６００ｇ、１，１，４，７，１０，１０－ヘキサメチルト
リエチレンテトラミン１．４５ｇ（６．３ｍｍｏｌ）、濃度０．４５Ｍのイソブチルビス
（２，６－ジ－ｔ－ブチル－４－メチルフェノキシ）アルミニウムのトルエン溶液３１．
２ｇ（１８．０ｍｍｏｌ）、および濃度１．３Ｍのｓｅｃ－ブチルリチウムの溶液（溶媒
：シクロヘキサン９５％、ｎ－ヘキサン５％）３．６０ｇ（６．０ｍｍｏｌ）を仕込んだ
。撹拌しながら、これに、０℃にて、蒸留精製したメタクリル酸メチル５５０ｇを３０分
間かけて滴下した。滴下終了後、０℃にて１２０分間撹拌した。溶液の色が黄色から無色
に変わった。この時点におけるメタクリル酸メチルの重合転化率は１００％であった。得
られた溶液にトルエン１５００ｇを加えて希釈した。次いで、希釈液をメタノール１００
ｋｇに注ぎ入れ、沈澱物を得た。得られた沈殿物を８０℃、１４０Ｐａにて２４時間乾燥
して、Ｍｗが１３１６００で、分子量分布が１．１０で、シンジオタクティシティ（ｒｒ
）が７８％で、ガラス転移温度が１３３℃で、且つメタクリル酸メチルに由来する構造単
位の含有量が１００質量％であるメタクリル樹脂〔4〕を得た。
【００９２】
製造例５
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　撹拌翼と三方コックが取り付けられた５Ｌのガラス製反応容器内を窒素で置換した。こ
れに、室温下にて、トルエン１６００ｇ、１，１，４，７，１０，１０－ヘキサメチルト
リエチレンテトラミン３．７７ｇ（１６．４ｍｍｏｌ）、濃度０．４５Ｍのイソブチルビ
ス（２，６－ジ－ｔ－ブチル－４－メチルフェノキシ）アルミニウムのトルエン溶液８１
．０ｇ（４６．８ｍｍｏｌ）、および濃度１．３Ｍのｓｅｃ－ブチルリチウムの溶液（溶
媒：シクロヘキサン９５％、ｎ－ヘキサン５％）９．３５ｇ（１５．６ｍｍｏｌ）を仕込
んだ。撹拌しながら、これに、０℃にて、蒸留精製したメタクリル酸メチル５５０ｇを３
０分間かけて滴下した。滴下終了後、０℃にて１２０分間撹拌した。溶液の色が黄色から
無色に変わった。この時点におけるメタクリル酸メチルの重合転化率は１００％であった
。得られた溶液にトルエン１５００ｇを加えて希釈した。次いで、希釈液をメタノール１
００ｋｇに注ぎ入れ、沈澱物を得た。得られた沈殿物を８０℃、１４０Ｐａにて２４時間
乾燥して、Ｍｗが４９３００で、分子量分布が１．１２で、シンジオタクティシティ（ｒ
ｒ）が７８％で、ガラス転移温度が１３２℃で、且つメタクリル酸メチルに由来する構造
単位の含有量が１００質量％であるメタクリル樹脂〔5〕を得た。
【００９３】
製造例６
　攪拌機および採取管が取り付けられたオートクレーブ内を窒素で置換した。これに、精
製されたメタクリル酸メチル１００質量部、２，２’－アゾビス（２－メチルプロピオニ
トリル（水素引抜能：１％、１時間半減期温度：８３℃）０．００５２質量部、およびｎ
－オクチルメルカプタン０．２８質量部を入れ、撹拌して、原料液を得た。かかる原料液
中に窒素を送り込み、原料液中の溶存酸素を除去した。
　オートクレーブと配管で接続された槽型反応器に容量の２／３まで原料液を入れた。温
度を１４０℃に維持して先ずバッチ方式で重合反応を開始させた。重合転化率が５５質量
％になったところで、平均滞留時間１５０分となる流量で、原料液をオートクレーブから
槽型反応器に供給し、且つ原料液の供給流量に相当する流量で、反応液を槽型反応器から
抜き出して、温度１４０℃に維持し、連続流通方式の重合反応に切り替えた。切り替え後
、定常状態における重合転化率は５５質量％であった。
【００９４】
　定常状態になった槽型反応器から抜き出される反応液を、平均滞留時間２分間となる流
量で内温２３０℃の多管式熱交換器に供給して加温した。次いで加温された反応液をフラ
ッシュ蒸発器に導入し、未反応単量体を主成分とする揮発分を除去して、溶融樹脂を得た
。揮発分が除去された溶融樹脂を内温２６０℃の二軸押出機に供給してストランド状に吐
出し、ペレタイザーでカットして、ペレット状の、Ｍｗが８２０００で、分子量分布が１
．８５で、シンジオタクティシティ（ｒｒ）が５２％で、ガラス転移温度が１２０℃で、
且つメタクリル酸メチルに由来する構造単位の含有量が１００質量％であるメタクリル樹
脂〔6〕を得た。
【００９５】
製造例７
　ｎ－オクチルメルカプタンの量を０．３０質量部に変更した以外は製造例６と同じ操作
を行って、Ｍｗが７６４００ｇ／ｍｏｌで、分子量分布（Ｍｗ／Ｍｎ）が１．８１で、シ
ンジオタクティシティ（ｒｒ）が５３％、ガラス転移温度が１１９℃で、且つメタクリル
酸メチルに由来する構造単位の含有量が１００質量％であるメタクリル樹脂〔7〕を得た
。
【００９６】
製造例８
　メタクリル酸メチル１００質量部をメタクリル酸メチル９９質量部およびアクリル酸メ
チル１質量部に変更し、且つｎ－オクチルメルカプタンの量を０．２６質量部に変更した
以外は製造例６と同じ操作を行って、Ｍｗが８８９００で、分子量分布が１．８８で、シ
ンジオタクティシティ（ｒｒ）が５１％で、ガラス転移温度が１１８℃で、且つメタクリ
ル酸メチルに由来する構造単位の含有量が９９．３質量％であるメタクリル樹脂〔8〕を
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得た。
【００９７】
製造例９
　２，２’－アゾビス（２－メチルプロピオニトリル）の量を０．００８０質量部に変更
し、ｎ－オクチルメルカプタンの量を０．４０質量部に変更し、槽型反応器の温度１２０
℃に変更し、且つ平均滞留時間を１２０分に変更した以外は製造例６と同じ操作を行って
、Ｍｗが５７８００で、分子量分布が１．８２で、シンジオタクティシティ（ｒｒ）が５
６％で、ガラス転移温度が１２２℃で且つメタクリル酸メチルに由来する構造単位の含有
量が１００質量％であるメタクリル樹脂〔9〕を得た。
【００９８】
製造例１０
　ｎ－オクチルメルカプタンの量を０．４２質量部に変更した以外は製造例６と同じ操作
を行って、Ｍｗが５５５００で、分子量分布が１．７６で、シンジオタクティシティ（ｒ
ｒ）が５０％で、ガラス転移温度が１１８℃で、且つメタクリル酸メチルに由来する構造
単位の含有量が１００質量％であるメタクリル樹脂〔10〕を得た。
【００９９】
製造例１１
　メタクリル酸メチル１００質量部をメタクリル酸メチル９３．７質量部およびアクリル
酸メチル６．３質量部に変更し、２，２’－アゾビス（２－メチルプロピオニトリル）の
量を０．００７５質量部に変更し、ｎ－オクチルメルカプタンの量を０．２５質量部に変
更し、槽型反応器の温度を１８０℃に変更し、且つ平均滞留時間を６０分に変更した以外
は製造例６と同じ操作を行って、Ｍｗが８４４００で、分子量分布が２．２６で、シンジ
オタクティシティ（ｒｒ）が４７％で、ガラス転移温度が１１５℃で、且つメタクリル酸
メチルに由来する構造単位の含有量が９５．０質量％であるメタクリル樹脂〔11〕を得た
。
【０１００】
製造例１２
　２，２’－アゾビス（２－メチルプロピオニトリル）の量を０．３２質量部に変更し、
ｎ－オクチルメルカプタンの量を０．３２質量部に変更し、槽型反応器の温度を６０℃に
変更し、且つ平均滞留時間を３００分に変更した以外は製造例６と同じ操作を行って、Ｍ
ｗが７８６００で、分子量分布が１．７９で、シンジオタクティシティ（ｒｒ）が６４％
で、ガラス転移温度が１２４℃で、且つメタクリル酸メチルに由来する構造単位の含有量
が１００質量％であるメタクリル樹脂〔12〕を得た。
【０１０１】
製造例１３
　ｎ－オクチルメルカプタンの量を０．２２５質量部に変更した以外は製造例６と同じ操
作を行って、Ｍｗが１０３６００で、分子量分布が１．８１で、シンジオタクティシティ
（ｒｒ）が５２％で、ガラス転移温度が１２０℃で、且つメタクリル酸メチルに由来する
構造単位の割合が１００質量％であるメタクリル樹脂〔50〕を得た。
【０１０２】
＜実施例１＞
　メタクリル樹脂〔1〕５０質量部およびメタクリル樹脂〔6〕５０質量部を混ぜ合わせ、
ラボプラストミル（東洋精機株式会社製）にて２３０℃で３分間溶融混練してメタクリル
樹脂〔13〕を製造した。メタクリル樹脂〔13〕の物性を表１に示す。表中、ＭＭＡユニッ
ト含有量は、メタクリル酸メチルに由来する構造単位の割合を意味する。
【０１０３】
　メタクリル樹脂〔13〕を、８０℃で１２時間乾燥させた。２０ｍｍφ単軸押出機（ＯＣ
Ｓ社製）を用いて、樹脂温度２６０℃にて、メタクリル樹脂〔13〕を１５０ｍｍ幅のＴダ
イから押し出し、それを表面温度８５℃のロールにて引き取り、幅１００ｍｍ、厚さ１８
０μｍの未延伸フィルムを得た。押出成形開始から１０分経過時と同３０分経過時との間
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に製造された未延伸フィルムについての厚さ変動率および表面平滑性の評価結果を表１に
示す。
【０１０４】
　前記の手法にて得られた未延伸フィルムを、５０ｍｍ×４０ｍｍに切り出し、チャック
間４０ｍｍになるように引張試験機（島津製作所製ＡＧ－ＩＳ　５ｋＮ）にセットし、ガ
ラス転移温度＋１５℃の延伸温度、５００％／分の延伸速度、一方向２倍の延伸倍率で延
伸し、１０秒間保持した後、急冷して厚さ１００μｍの一軸延伸フィルムを得た。得られ
た一軸延伸フィルムについて加熱収縮率の測定結果を表１に示す。
【０１０５】
　また、前記の手法にて得られた未延伸フィルムを、１００ｍｍ×１００ｍｍに切り出し
、パンタグラフ式二軸延伸試験機（東洋精機（株）製）により、ガラス転移温度＋１５℃
の延伸温度、一方向５００％／分の延伸速度、一方向２倍の延伸倍率で逐次二軸延伸し、
１０秒間保持した後、急冷して４０μｍの厚みの二軸延伸フィルムを得た。得られた二軸
延伸フィルムについての全光線透過率、ヘイズおよびイエロインデックスの測定結果を表
１に示す。
【０１０６】
【表１】

【０１０７】
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＜実施例２＞
　メタクリル樹脂〔1〕５０質量部、メタクリル樹脂〔6〕５０質量部、および加工助剤（
パラロイドＫ１２５－Ｐ；呉羽化学製）１質量部を混ぜ合わせ、ラボプラストミル（東洋
精機株式会社製）にて２３０℃で３分間溶融混練してメタクリル樹脂〔14〕を製造した。
メタクリル樹脂〔14〕の物性を表１に示す。
　メタクリル樹脂〔13〕の代わりにメタクリル樹脂〔14〕を用いた以外は実施例１と同じ
方法で未延伸フィルム並びに一軸延伸フィルムおよび二軸延伸フィルムを製造し、評価し
た。評価結果を表１に示す。
【０１０８】
＜実施例３＞
　メタクリル樹脂〔1〕５０質量部、メタクリル樹脂〔6〕５０質量部、および紫外線吸収
剤（アデカスタブＬＡ－３１；ＡＤＥＫＡ製）１質量部を混ぜ合わせ、ラボプラストミル
（東洋精機株式会社製）にて２３０℃で３分間溶融混練してメタクリル樹脂〔15〕を製造
した。メタクリル樹脂〔15〕の物性を表１に示す。
　メタクリル樹脂〔13〕の代わりにメタクリル樹脂〔15〕を用いた以外は実施例１と同じ
方法で未延伸フィルム並びに一軸延伸フィルムおよび二軸延伸フィルムを製造し、評価し
た。評価結果を表１に示す。
【０１０９】
＜実施例４～１２＞
　表１および表２に示すような配合とする以外は実施例１と同じ方法でメタクリル樹脂〔
16〕～〔24〕を製造した。メタクリル樹脂〔16〕～〔24〕の物性を表１および表２に示す
。
　メタクリル樹脂〔13〕の代わりにメタクリル樹脂〔16〕～〔24〕を用いた以外は実施例
１と同じ方法で未延伸フィルム並びに一軸延伸フィルムおよび二軸延伸フィルムを製造し
、評価した。評価結果を表１および表２に示す。
【０１１０】
＜実施例１３＞
　メタクリル樹脂〔2〕３３質量部、メタクリル樹脂〔4〕３３質量部、メタクリル樹脂〔
5〕３４質量部、および加工助剤（パラロイドＫ１２５－Ｐ；呉羽化学製）１質量部を混
ぜ合わせ、ラボプラストミル（東洋精機株式会社製）にて２３０℃で３分間溶融混練して
メタクリル樹脂〔25〕を製造した。メタクリル樹脂〔25〕の物性を表２に示す。
　メタクリル樹脂〔13〕の代わりにメタクリル樹脂〔25〕を用いた以外は実施例１と同じ
方法で未延伸フィルム並びに一軸延伸フィルムおよび二軸延伸フィルムを製造し、評価し
た。評価結果を表２に示す。
【０１１１】
＜実施例１４＞
　メタクリル樹脂〔12〕をラボプラストミル（東洋精機株式会社製）にて２３０℃で３分
間溶融混練したのち、８０℃で１２時間乾燥させた。
　メタクリル樹脂〔13〕の代わりに乾燥されたメタクリル樹脂〔12〕を用いた以外は実施
例１と同じ方法で未延伸フィルム並びに一軸延伸フィルムおよび二軸延伸フィルムを製造
し、評価した。評価結果を表２に示す。
【０１１２】
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【表２】

【０１１３】
＜比較例１～６＞
　メタクリル樹脂〔12〕の代わりに表３に示すメタクリル樹脂を用いた以外は実施例１４
と同じ方法で未延伸フィルム並びに一軸延伸フィルムおよび二軸延伸フィルムを製造し、
評価した。評価結果を表３に示す。
【０１１４】
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【表３】

【０１１５】
　以上の結果は、本発明のフィルムは、透明性が高く、熱収縮率が小さく、厚さが均一で
、かつ表面平滑性に優れることを示している。
【０１１６】
＜実施例１５～２３＞
　表４および表５に示す配合とする以外は実施例１と同じ方法でメタクリル樹脂〔26〕も
しくはメタクリル樹脂組成物〔27〕～〔34〕を製造した。メタクリル樹脂〔26〕もしくは
メタクリル樹脂組成物〔27〕～〔34〕の物性を表４および表５に示す。
　メタクリル樹脂〔13〕の代わりにメタクリル樹脂〔26〕もしくはメタクリル樹脂組成物
〔27〕～〔34〕を用いた以外は実施例１と同じ方法で未延伸フィルム並びに一軸延伸フィ
ルムおよび二軸延伸フィルムを製造し、評価した。評価結果を表４に示す。実施例１６～
２３については、ＭＭＡユニット含有量と三連表示のシンジオタクシティティを除いてメ
タクリル樹脂とポリカーボネート樹脂とを含有するメタクリル樹脂組成物での測定値を示
している。
【０１１７】
　なお、本実施例で用いたポリカーボネート樹脂は、以下の５種類である
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　ＰＣ１：三菱エンジニアリングプラスチックス社製、ユーピロンＨＬ－８０００（品番
）、ＭＶＲ（３００℃、１．２Ｋｇ）＝１３６ｃｍ3／１０分
　ＰＣ２：住化スタイロンポリカーボネート社製、ＳＤ ＰＯＬＹＣＡ　ＴＲ－２００１
（品番）、ＭＶＲ（３００℃、１．２Ｋｇ）＝２００ｃｍ3／１０分
　ＰＣ３：出光興産社製、タフロン　ＬＣ１７００（品番）、ＭＶＲ（３００℃、１．２
Ｋｇ）＝４０ｃｍ3／１０分
　ＰＣ４：三菱エンジニアリングプラスチックス社製、ＡＬ０７１；ＭＶＲ（３００℃、
１．２Ｋｇ）＝１０００ｃｍ3／１０分以上（流動性が高く正確な測定が困難であった）
、Ｍｖ＝５５００
　ＰＣ５：ＰＣ２の５０質量部とＰＣ４の５０質量部を混合したもの；ＭＶＲ（３００℃
、１．２Ｋｇ）＝１０００ｃｍ3／１０分以上（流動性が高く正確な測定が困難であった
）、Ｍｖ＝８５００
【０１１８】
＜比較例７＞
　メタクリル樹脂〔12〕の代わりにメタクリル樹脂〔50〕を用いた以外は実施例１４と同
じ方法で未延伸フィルム並びに一軸延伸フィルムおよび二軸延伸フィルムを製造し、評価
した。評価結果を表４に示す。
【０１１９】
＜比較例４＞
　上述の比較例４で得られた二軸延伸フィルムについて、さらに膜厚方向の位相差（Rth
）を評価した。評価結果を表４に示す。
【０１２０】
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【０１２１】
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【表５】

【０１２２】
　以上の結果は、ポリカーボネート樹脂を含有する樹脂組成物を用いて成る本発明のフィ
ルムは、ポリカーボネート樹脂の含有量により膜厚方向の位相差（Rth）の調整ができる
ことを示している。
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