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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
アクリル系樹脂（Ａ）、及びアクリル系ゴム（Ｂ）を含む樹脂組成物を成形してなる光
学フィルムであって、
前記アクリル系樹脂（Ａ）が、下記式（１）で表されるメタクリレート単量体由来の繰
り返し単位、下記式（２）で表されるビニル芳香族単量体由来の繰り返し単位、下記式（
３）で表される芳香族基を有するメタクリレート単量体由来の繰り返し単位、及び下記式
（４）で表される環状酸無水物繰り返し単位を含有する耐熱アクリル系樹脂（Ａ−１）で
ある、請求項１記載の光学フィルム。
【化１】

（式中：Ｒ1は、水素、直鎖状または分岐状の炭素数１〜１２のアルキル基、炭素数５〜
１２のシクロアルキル基を表す。）
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【化２】

10
2

3

（式中：Ｒ 、Ｒ は、それぞれ同一でも、異なっていても良く、水素、ハロゲン、水酸基
、アルコキシ基、ニトロ基、直鎖状または分岐状の炭素数１〜１２のアルキル基を表す。
１は１〜３の整数を示す。）
【化３】

20

（式中：Ｒ4は、水素、ハロゲン、水酸基、アルコキシ基、ニトロ基、直鎖状または分岐
状の炭素数１〜１２のアルキル基を表す。ｍは１〜３の整数、ｎは０〜２の整数を示す。
）
【化４】

30

（式中：Ｒ5、Ｒ6は、それぞれ同一でも、異なっていても良く、水素、直鎖状または分岐
状の炭素数１〜１２のアルキル基を表す。）
【請求項２】
前記耐熱アクリル系樹脂（Ａ−１）が、ＧＰＣ測定法による重量平均分子量で１０，０
００〜４００，０００、分子量分布で１．８〜３．０の範囲にある請求項１に記載の光学
フィルム。
【請求項３】
前記耐熱アクリル系樹脂（Ａ−１）が、式（１）で表されるメタクリレート単量体由来
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の繰り返し単位：１０〜７０重量％、式（２）で表されるビニル芳香族単量体由来の繰り
返し単位：５〜４０重量％、式（３）で表される芳香族基を有するメタクリレート単量体
由来の繰り返し単位：０．１〜５重量％、式（４）で表される環状酸無水物繰り返し単位
：２０〜５０重量％からなることを特徴とする請求項１又は２に記載の光学フィルム。
【請求項４】
耐熱アクリル系樹脂（Ａ−１）が、メタクリレート単量体由来の繰り返し単位がメタク
リル酸メチル、ビニル芳香族単量体由来の繰り返し単位がスチレン、芳香族基を有するメ
タクリレート単量体由来の繰り返し単位がメタクリル酸ベンジル、環状酸無水物繰り返し
単位が無水マレイン酸からそれぞれ誘導されるものである請求項１〜３のいずれか１項に
記載の光学フィルム。
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【請求項５】
前記アクリル系樹脂（Ａ）が、さらに、芳香族ビニル系単量体を単量体成分として含ま
ないアクリル系樹脂（Ａ−２）を含み、アクリル系樹脂（Ａ−２）と耐熱アクリル系樹脂
（Ａ−１）の質量比（（Ａ−２）／（Ａ−１））が０．１／９９．９〜５０／５０である
請求項１に記載の光学フィルム。
【請求項６】
前記アクリル系樹脂（Ａ）１００重量部に対して、前記アクリル系ゴム（Ｂ）の含有量
が０．５重量部以上５０重量部以下である、請求項１〜５のいずれか１項に記載の光学フ
ィルム。
【請求項７】
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前記アクリル系ゴム（Ｂ）が多層構造粒子形態である、請求項１〜６のいずれか１項に
記載の光学フィルム。
【請求項８】
前記樹脂組成物のガラス転移温度（Ｔｇ）が１２０℃以上である、請求項１〜７のいず
れか１項に記載の光学フィルム。
【請求項９】
請求項１〜８のいずれか１項に記載の光学フィルムであって、少なくとも１軸方向に延
伸し、かつ、その延伸倍率が０．１〜３００％である光学フィルム。
【請求項１０】
請求項１〜９のいずれか１項に記載の光学フィルムからなる偏光板保護フィルム。
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【請求項１１】
請求項１〜９のいずれか１項に記載の光学フィルムからなる位相差フィルム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は、主に偏光板保護フィルムや位相差フィルムとして用いるための、新規な光学
フィルムに関する。
【背景技術】
【０００２】
近年、ディスプレイ市場の拡大に伴い、より鮮明に画像を見たいという要求が高まって
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おり、用いられる光学材料として、単に透明性を有しているだけでなく、より高度な光学
特性が付与された材料が必要とされてきている。そのような光学特性の一つとして、複屈
折性がある。一般に、高分子は分子主鎖方向とそれに垂直な方向とでは屈折率が異なるた
め、複屈折を生じる。光学材料としての用途によっては、この複屈折を厳密にコントロー
ルすることが求められている。例えば、液晶の偏光板に用いられる保護フィルムの場合は
、全光線透過率が同じであっても、複屈折がより小さい高分子材料成形体が必要とされる
。代表的なものとして、トリアセチルセルロースからなるフィルムが挙げられるが、トリ
アセチルセルロースフィルムは透湿度が高く、高温多湿の条件下での耐久性が劣るという
欠点を有している。
【０００３】

40

一方、複屈折を利用することにより、直線偏光を円偏光に変えたり（１／４波長板等）
、液晶が持つ複屈折を補償する（位相差フィルムなどの光学補償フィルム等）ことが可能
となる。このような複屈折性光学材料としてはポリカーボネートがよく知られている。最
近では液晶ディスプレイが大型化し、それに伴い位相差フィルムなどの高分子光学素子の
大型化も必要である。しかし、光学素子を大型化すると、外力の偏りが生じるため、光学
素子が外力による複屈折変化の生じやすい材料からなる場合、複屈折の分布が生じ、コン
トラストが不均一となるという問題点がある。外力による複屈折変化の生じやすさは光弾
性係数によって表されるが、前述のポリカーボネートは、光弾性係数が大きいため、これ
らに代わる光弾性係数の小さい複屈折性光学材料が切望されている。
【０００４】

50

(4)

JP 5142938 B2 2013.2.13

光弾性係数が小さく、負の複屈折性を持つ材料としてアクリル系樹脂が知られている。
しかし、アクリル系樹脂は、靭性（トリミング性）に劣るため脆くて割れやすく、フィル
ムの破断等の際には亀裂が生じ、生産性が乏しい。この問題を解決する為にアクリル系樹
脂に強靭性改良剤を含有させた組成物が開示されている（特許文献１）。しかし、強靭性
改良剤を大量に用いているために、延伸されたフィルムは透明性を失うという問題がある
。また、上記文献には、トリミング工程におけるマイクロクラックや亀裂発生の解決（ト
リミング性）に係わる記載は全く無い。
また、機械的強度の向上を目的として、アクリル系樹脂にスチレン系エラストマー、ス
チレン−ブタジエンゴム等を含有させる方法が開示されている（特許文献２）。しかし、
比較的スチレン系エラストマーが少量でかつ原反にも関らず、ヘイズ値が１．０％を超え
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る実施例が存在し、延伸したフィルムはさらにヘイズ値が高くなるという問題がある。ま
たスチレン−ブタジエンゴムを含有したアクリル系樹脂は明細書中に記載はあるが、実施
例がないためその効果は不明である。
【特許文献１】特開平５−１１９２１７号公報
【特許文献２】特開２００６−２８４８８１号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
本発明は、高い耐熱性及び優れたトリミング性を有し、かつ、延伸時においても光学特
性に優れる光学フィルムを提供することである。
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【課題を解決するための手段】
【０００６】
本発明は、アクリル系樹脂（Ａ）、及びアクリル系ゴム（Ｂ）を必須成分として含む樹
脂組成物を成形してなる光学フィルムにより、上記課題が解決できることを見出し完成さ
せたものである。
すなわち、本発明は以下の通りである。
＜１＞

アクリル系樹脂（Ａ）、及びアクリル系ゴム（Ｂ）を含む樹脂組成物を成形して

なる光学フィルムであって、
前記アクリル系樹脂（Ａ）が、下記式（１）で表されるメタクリレート単量体由来の繰
り返し単位、下記式（２）で表されるビニル芳香族単量体由来の繰り返し単位、下記式（
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３）で表される芳香族基を有するメタクリレート単量体由来の繰り返し単位、及び下記式
（４）で表される環状酸無水物繰り返し単位を含有する耐熱アクリル系樹脂（Ａ−１）で
ある、請求項１記載の光学フィルム。
【化１】

40
（式中：Ｒ1は、水素、直鎖状または分岐状の炭素数１〜１２のアルキル基、炭素数５〜
１２のシクロアルキル基を表す。）
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【化２】

10
2

3

（式中：Ｒ 、Ｒ は、それぞれ同一でも、異なっていても良く、水素、ハロゲン、水酸基
、アルコキシ基、ニトロ基、直鎖状または分岐状の炭素数１〜１２のアルキル基を表す。
１は１〜３の整数を示す。）
【化３】

20
（式中：Ｒ4は、水素、ハロゲン、水酸基、アルコキシ基、ニトロ基、直鎖状または分岐
状の炭素数１〜１２のアルキル基を表す。ｍは１〜３の整数、ｎは０〜２の整数を示す。
）
【化４】

30
（式中：Ｒ5、Ｒ6は、それぞれ同一でも、異なっていても良く、水素、直鎖状または分岐
状の炭素数１〜１２のアルキル基を表す。）
＜２＞

前記耐熱アクリル系樹脂（Ａ−１）が、ＧＰＣ測定法による重量平均分子量で１

０，０００〜４００，０００、分子量分布で１．８〜３．０の範囲にある＜１＞に記載の
光学フィルム。
＜３＞

前記耐熱アクリル系樹脂（Ａ−１）が、式（１）で表されるメタクリレート単量

体由来の繰り返し単位：１０〜７０重量％、式（２）で表されるビニル芳香族単量体由来
の繰り返し単位：５〜４０重量％、式（３）で表される芳香族基を有するメタクリレート
単量体由来の繰り返し単位：０．１〜５重量％、式（４）で表される環状酸無水物繰り返
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し単位：２０〜５０重量％からなることを特徴とする＜１＞又は＜２＞に記載の光学フィ
ルム。
＜４＞

耐熱アクリル系樹脂（Ａ−１）が、メタクリレート単量体由来の繰り返し単位が

メタクリル酸メチル、ビニル芳香族単量体由来の繰り返し単位がスチレン、芳香族基を有
するメタクリレート単量体由来の繰り返し単位がメタクリル酸ベンジル、環状酸無水物繰
り返し単位が無水マレイン酸からそれぞれ誘導されるものである＜１＞〜＜３＞のいずれ
かに記載の光学フィルム。
＜５＞

前記アクリル系樹脂（Ａ）が、さらに、芳香族ビニル系単量体を単量体成分とし

て含まないアクリル系樹脂（Ａ−２）を含み、アクリル系樹脂（Ａ−２）と耐熱アクリル
系樹脂（Ａ−１）の質量比（（Ａ−２）／（Ａ−１））が０．１／９９．９〜５０／５０
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である＜１＞に記載の光学フィルム。
＜６＞

前記アクリル系樹脂（Ａ）１００重量部に対して、前記アクリル系ゴム（Ｂ）の

含有量が０．５重量部以上５０重量部以下である、＜１＞〜＜５＞のいずれかに記載の光
学フィルム。
＜７＞

前記アクリル系ゴム（Ｂ）が多層構造粒子形態である、＜１＞〜＜６＞のいずれ

かに記載の光学フィルム。
＜８＞

前記樹脂組成物のガラス転移温度（Ｔｇ）が１２０℃以上である、＜１＞〜＜７

＞のいずれかに記載の光学フィルム。
＜９＞

上記＜１＞〜＜８＞のいずれかに記載の光学フィルムであって、少なくとも１軸

方向に延伸し、かつ、その延伸倍率が０．１〜３００％である光学フィルム。
＜１０＞
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上記＜１＞〜＜９＞のいずれかに記載の光学フィルムからなる偏光板保護フィ

ルム。
＜１１＞

上記＜１＞〜＜９＞のいずれかに記載の光学フィルムからなる位相差フィルム

。
【発明の効果】
【００１７】
本発明によって、耐熱性、及び優れたトリミング性を有し、かつ、延伸時においても透
明性が維持される光学フィルムを提供する。本発明の光学フィルムは、優れたトリミング
性を有しているため、トリミング工程におけるマイクロクラックや亀裂等の発生を低減す
ることが可能であり、光学フィルムの生産性を向上させることができる。また、本発明の
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光学フィルムは、一定の倍率で延伸された場合でも優れた透明性を維持するため、液晶デ
ィスプレイ等の位相差フィルムや偏光板保護フィルムとして好適に用いることができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１８】
以下、本発明を、好ましい実施の形態とともに詳細に説明するが、本発明はこれらの態
様に限定されるものではない。
本発明の光学フィルムは、必須成分として、アクリル系樹脂（Ａ）及びアクリル系ゴム
（Ｂ）を含有しているものである。
［アクリル系樹脂（Ａ）］
本発明において、アクリル系樹脂（Ａ）とは、アクリル酸、メタクリル酸及び／又はこ
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れらの誘導体（以下、これらを総称して「アクリル系単量体」ということがある。）を単
量体成分として含む重合体を意味する。アクリル系樹脂（Ａ）としては、特に限定されず
、例えば、メタクリル酸シクロヘキシル、メタクリル酸ｔ−ブチルシクロヘキシル、メタ
クリル酸メチル等のメタクリル酸アルキルエステル；アクリル酸メチル、アクリル酸エチ
ル、アクリル酸ブチル、アクリル酸イソプロピル、アクリル酸２−エチルヘキシル等のア
クリル酸アルキルエステルより選ばれる１種以上の単量体を重合したものが挙げられる。
なお、アクリル系樹脂（Ａ）には、アクリル系単量体と他の単量体成分を共重合したも
のも含まれるが、このような他の単量体成分の含量（共重合割合）は、アクリル系樹脂（
Ａ）に対して６０質量％未満であることが好ましく、より好ましくは５０質量％未満、さ
らに好ましくは４０質量％未満である。
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アクリル系樹脂（Ａ）としては、メタクリル酸メチルを単量体成分として含む重合体が
好ましい。
【００１９】
メタクリル酸メチルを単量体成分として含む重合体としては、メタクリル酸メチルの単
独重合体でも、メタクリル酸メチルと他の単量体との共重合体であってもよい。メタクリ
ル酸メチルと共重合可能な単量体としては、例えば、メタクリル酸メチル以外のメタクリ
ル酸アルキルエステル類；アクリル酸アルキルエステル類；スチレン、ｏ−メチルスチレ
ン、ｐ−メチルスチレン、２，４−ジメチルスチレン、エチルスチレン、ｐ−ｔｅｒｔ−
ブチルスチレン等のアルキル置換スチレンやα−メチルスチレン、α−メチル−ｐ−メチ
ルスチレン等のα−アルキル置換スチレン等の芳香族ビニル化合物類；アクリロニトリル
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、メタクリルニトリル等のシアン化ビニル類；Ｎ−フェニルマレイミド、Ｎ−シクロヘキ
シルマレイミド等のマレイミド類；無水マレイン酸等の不飽和カルボン酸無水物類；アク
リル酸、メタクリル酸、マレイン酸等の不飽和カルボン酸類等が挙げられる。これらの単
量体は、１種又は２種以上組み合わせて使用することもできる。このような他の単量体成
分の共重合割合は、メタクリル酸メチルに対して５０質量％以下である。
【００２０】
これらのメタクリル酸メチルと共重合可能な単量体の中でも、特にアクリル酸アルキル
エステル類が、これを共重合させて得られるアクリル系樹脂の耐熱分解性に優れ、成形加
工時の流動性が高くなる傾向にあるため好ましい。なお、ここでの耐熱分解性とは、高温
時でのアクリル系樹脂の分解のし難さを意味する。
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メタクリル酸メチルにアクリル酸アルキルエステル類を共重合させる場合のアクリル酸
アルキルエステル類の使用量は、耐熱分解性の観点から、単量体混合物全体に対して、０
．１質量％以上であることが好ましく、耐熱性の観点から１５質量％以下であることが好
ましい。０．２質量％以上１４質量％以下であることがより好ましく、１質量％以上１２
質量％以下であることがさらに好ましい。
【００２１】
アクリル酸アルキルエステル類の中でも、アクリル酸メチル及びアクリル酸エチルが、
少量のメタクリル酸メチルと共重合させるだけでも、前述の成形加工時の流動性に関して
著しい改善効果が得られるため好ましい。
アクリル系樹脂（Ａ）の重量平均分子量は、成形体の強度の観点から、好ましくは５万
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以上、より好ましくは７万以上であり、成形加工性、流動性の観点から、好ましくは２０
万以下、より好ましくは１５万以下である。なお、ここでの重量平均分子量は、アクリル
系樹脂（Ａ）が下記の２種以上の混合物である場合には、その平均値を意味する。
アクリル系樹脂（Ａ）としては、組成、分子量などの異なる２種以上のアクリル系樹脂
の混合物であってもよい。
【００２２】
また、アクリル系樹脂（Ａ）として、アイソタクチックポリメタクリル酸エステルとシ
ンジオタクチックポリメタクリル酸エステルを同時に用いることもできる。
アクリル系樹脂（Ａ）は、市販品をそのまま用いることもでき、市販品から公知の方法
で製造することもできる。アクリル系樹脂（Ａ）を製造する方法としては、例えばキャス
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ト重合、塊状重合、懸濁重合、溶液重合、乳化重合、アニオン重合等の一般に行われてい
る重合方法を用いることができる。中でも、光学用途としては不都合な微小異物の混入を
低減することが可能であるため、懸濁剤や乳化剤を用いない塊状重合や溶液重合が好まし
い。
【００２３】
溶液重合を行う場合には、単量体の混合物をトルエン、エチルベンゼン等の芳香族炭化
水素の溶媒に溶解して調製した溶液を用いることができる。塊状重合により重合させる場
合には、通常行われるように加熱により生じる遊離ラジカルや電離性放射線照射により重
合を開始させることができる。
重合反応に用いられる開始剤としては、ラジカル重合において用いられる任意の開始剤
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を使用することができ、例えば、アゾビスイソブチルニトリル等のアゾ化合物；ベンゾイ
ルパーオキサイド、ラウロイルパーオキサイド、ｔ−ブチルパーオキシ−２−エチルヘキ
サノエート等の有機過酸化物を用いることができる。
【００２４】
特に、９０℃以上の高温下で重合を行う場合には、溶液重合が一般的であるので、１０
時間半減期温度が８０℃以上で、かつ用いる有機溶媒に可溶である過酸化物、アゾビス開
始剤などが好ましい。具体的には、１，１−ビス（ｔ−ブチルパーオキシ）−３，３，５
−トリメチルシクロヘキサン、シクロヘキサンパーオキシド、２，５−ジメチル−２，５
−ジ（ベンゾイルパーオキシ）ヘキサン、１，１−アゾビス（１−シクロヘキサンカルボ
ニトリル）、２−（カルバモイルアゾ）イソブチロニトリル等を挙げることができる。こ
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れらの開始剤は、例えば、全体のモノマー１００質量％に対して、０．００５〜５質量％
の範囲で用いることが好ましい。
【００２５】
重合反応において、必要に応じて用いられる分子量調節剤としては、ラジカル重合にお
いて一般に用いられる任意のものが使用でき、例えば、ブチルメルカプタン、オクチルメ
ルカプタン、ドデシルメルカプタン、チオグリコール酸２−エチルヘキシル等のメルカプ
タン化合物が特に好ましいものとして挙げられる。これらの分子量調節剤は、アクリル系
樹脂（Ａ）の分子量が、上記の好ましい範囲内に制御されるような濃度範囲で添加する。
アクリル系樹脂（Ａ）の製造方法としては、特に限定されないが、例えば、特公昭６３
−１９６４号公報等に記載されている方法等を用いることができる。

10

また、アクリル系樹脂（Ａ）として、メタクリル酸アルキルエステル及び／又はアクリ
ル酸アルキルエステルと、他の１種類以上の単量体とを共重合させた３元以上の共重合体
を用いることができる。
【００２６】
メタクリル酸アルキルエステル及び／又はアクリル酸アルキルエステルと共重合させる
他の単量体成分としては、例えば、スチレン、α−メチルスチレン、ｏ−メチルスチレン
、ｐ−メチルスチレン、ｏ−エチルスチレン、ｐ−エチルスチレン及びｐ−ｔ−ブチルス
チレン等の芳香族ビニル化合物類；アクリロニトリル、メタクリロニトリル、エタクリロ
ニトリル等のシアン化ビニル類；Ｎ−メチルマレイミド、Ｎ−エチルマレイミド、Ｎ−シ
クロヘキシルマレイミド、Ｎ−フェニルマレイミド等のマレイミド類；アクリルアミド、
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メタクリルアミド、Ｎ−メチルアクリルアミド、ブトキシメチルアクリルアミド、Ｎ−プ
ロピルメタクリルアミド等の（メタ）アクリルアミド類；無水マレイン酸、無水イタコン
酸等の不飽和カルボン酸無水物類；アクリル酸、メタクリル酸、クロトン酸、α−置換ア
クリル酸、α−置換メタクリル酸、マレイン酸等の不飽和カルボン酸類；（メタ）アクリ
ル酸メチル、（メタ）アクリル酸エチル、（メタ）アクリル酸ｎ−プロピル、（メタ）ア
クリル酸ｎ−ブチル、（メタ）アクリル酸ｔ−ブチル、（メタ）アクリル酸ｎ−ヘキシル
、（メタ）アクリル酸シクロヘキシル、（メタ）アクリル酸クロロメチル、（メタ）アク
リル酸２−クロロエチル、（メタ）アクリル酸２−ヒドロキシエチル、（メタ）アクリル
酸３−ヒドロキシプロピル、（メタ）アクリル酸２，３，４，５，６−ペンタヒドロキシ
ヘキシル及び（メタ）アクリル酸２，３，４，５−テトラヒドロキシペンチル等の不飽和
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カルボン酸アルキルエステル類が挙げられる。
【００２７】
本発明の光学フィルムにおいて、アクリル系樹脂（Ａ）として、以下に記載する耐熱ア
クリル系樹脂（Ａ−１）を用いると光学フィルムの耐熱性が向上し、且つ、延伸時の光学
特性にも優れるため特に好ましい。
＜耐熱アクリル系樹脂（Ａ−１）＞
特に好ましい耐熱アクリル系樹脂（Ａ−１）は、下記式（１）で表されるメタクリレー
ト単量体由来の繰り返し単位、下記式（２）で表されるビニル芳香族単量体由来の繰り返
し単位、下記式（３）で表される芳香族基を有するメタクリレート単量体由来の繰り返し
単位、及び下記式（４）又は下記式（５）で表される環状酸無水物繰り返し単位からなる
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。
【００２８】
【化６】
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【００２９】
（式中：Ｒ１は、水素、直鎖状または分岐状の炭素数１〜１２のアルキル基、炭素数５〜
１２のシクロアルキル基を表す。）
【００３０】
【化７】

10

【００３１】
（式中：Ｒ２、Ｒ３は、それぞれ同一でも、異なっていても良く、水素、ハロゲン、水酸
基、アルコキシ基、ニトロ基、直鎖状または分岐状の炭素数１〜１２のアルキル基を表す
。ｌは１〜３の整数を示す。）
【００３２】
【化８】
20

【００３３】
（式中：Ｒ４は、水素、ハロゲン、水酸基、アルコキシ基、直鎖状または分岐状の炭素数
１〜１２のアルキル基を表す。ｍは１〜３の整数、ｎは０〜２の整数を示す。）
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【００３４】
【化９】

【００３５】
【化１０】

40

【００３６】
（式中：Ｒ５〜Ｒ８は、それぞれ同一でも、異なっていても良く、水素、直鎖状または分
岐状の炭素数１〜１２のアルキル基を表す。）

50

(10)

JP 5142938 B2 2013.2.13

【００３７】
該耐熱アクリル系樹脂（Ａ−１）において、式（１）で表される繰り返し単位は、メタ
クリル酸、及びメタクリル酸エステル単量体から誘導される。使用されるメタクリル酸エ
ステルとしては、例えば、メタクリル酸メチル、メタクリル酸エチル、メタクリル酸プロ
ピル、メタクリル酸イソプロピル、メタクリル酸ｎ−ブチル、メタクリル酸イソブチル、
メタクリル酸ｔ−ブチル、メタクリル酸２−エチルヘキシル、メタクリル酸シクロヘキシ
ル；などが挙げられる。メタクリル酸、及びメタクリル酸エステルは、単独で用いても２
種以上を併用してもよい。
これらメタクリル酸エステルのうち、アルキル基の炭素数が１〜７であるメタクリル酸
アルキルエステルが好ましく、得られた熱可塑性樹脂の耐熱性や透明性が優れることから
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、メタクリル酸メチルが特に好ましい。
【００３８】
式（１）で表される繰り返し単位の含有割合は、１０〜７０質量％、好ましくは２５〜
７０質量％、より好ましくは４０〜７０質量％である。
式（２）で表される繰り返し単位は、芳香族ビニル単量体から誘導される。使用される
単量体としては、例えば、スチレン、２−メチルスチレン、３−メチルスチレン、４−メ
チルスチレン、２，４−ジメチルスチレン、２，５−ジメチルスチレン、２−メチル−４
−クロロスチレン、２，４，６−トリメチルスチレン、α―メチルスチレン、ｃｉｓ−β
−メチルスチレン、ｔｒａｎｓ−β−メチルスチレン、４−メチル−α−メチルスチレン
、４−フルオロ−α−メチルスチレン、４−クロロ−α−メチルスチレン、４−ブロモ−
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α−メチルスチレン、４−ｔ−ブチルスチレン、２−フルオロスチレン、３−フルオロス
チレン、４−フルオロスチレン、２，４−ジフルオロスチレン、２−クロロスチレン、３
−クロロスチレン、４−クロロスチレン、２，４−ジクロロスチレン、２，６−ジクロロ
スチレン、２−ブロモスチレン、３−ブロモスチレン、４−ブロモスチレン、２，４−ジ
ブロモスチレン、α−ブロモスチレン、β−ブロモスチレン、２−ヒドロキシスチレン、
４−ヒドロキシスチレンなどが挙げられる。これらの芳香族ビニル単量体は、単独で用い
ても２種以上を併用してもよい。
これらの単量体のうち、共重合が容易なことから、スチレン、α−メチルスチレンが好
ましい。
【００３９】
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式（２）で表される繰り返し単位の含有割合は、５〜４０質量％、好ましくは５〜３０
質量％、より好ましくは５〜２０質量％である。
式（３）で表される繰り返し単位は、芳香族基を有するメタクリレート単量体から誘導
される。使用される単量体としては、例えば、メタクリル酸フェニル、メタクリル酸ベン
ジル、メタクリル酸１−フェニルエチルなどが挙げられる。これらの単量体は、単独で用
いても２種以上を併用してもよい。これらの単量体のうち、メタクリル酸ベンジルが特に
好ましい。
式（３）で示される繰り返し単位の含有割合は、０．１〜５質量％、好ましくは０．１
〜４質量％、より好ましくは０．１〜３質量％である。
式（４）で表される環状酸無水物繰り返し単位は、無置換及び／又は置換無水マレイン
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酸から誘導される。使用される単量体としては、例えば、無水マレイン酸、無水シトラコ
ン酸、ジメチル無水マレイン酸、ジクロロ無水マレイン酸、ブロモ無水マレイン酸、ジブ
ロモ無水マレイン酸、フェニル無水マレイン酸、ジフェニル無水マレイン酸などが挙げら
れる。これらの単量体のうち、共重合が容易なことから、無水マレイン酸が好ましい。
また、式（５）で表される環状酸無水物繰り返し単位は、後述する繰り返し単位間での
縮合環化反応により誘導され、例えば、無水グルタル酸単位などが挙げられる。
【００４０】
式（４）又は式（５）で示される環状酸無水物繰り返し単位の含有割合は、高い耐熱性
と高い光学的等方性を達成するために、２０〜５０質量％、好ましくは２０〜４５質量％
である。
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概耐熱アクリル系樹脂（Ａ−１）のＧＰＣ測定法によるＰＭＭＡ換算の重量平均分子量
（Ｍｗ）は、１０，０００〜４００，０００、好ましくは４０,０００〜３００,０００、
より好ましくは７０，０００〜２００，０００であり、その分子量分布（Ｍｗ／Ｍｎ）は
１．８〜３．０、好ましくは１．８〜２．７、より好ましくは１．８〜２．５の範囲であ
る。
【００４１】
概耐熱アクリル系樹脂（Ａ−１）は、そのガラス転移温度（Ｔｇ）が１２０℃以上、好
ましくは１３０℃以上、より好ましくは１３５℃以上であり、高い耐熱性を有している。
概耐熱アクリル系樹脂（Ａ−１）のメルトインデックス（ＡＳＴＭ

Ｄ１２３８；Ｉ条

件）は、樹脂組成物成形体の強度の観点から１０ｇ／１０分以下であることが好ましく、
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より好ましくは６ｇ／１０分以下、さらに好ましくは３ｇ／１０分以下である。
本発明の耐熱アクリル系樹脂（Ａ−１）に対比して、例えば、特開平５−２８８９２９
号公報にメタクリル酸メチル７０〜９０ｗｔ％、無水マレイン酸５〜２９ｗｔ％、スチレ
ン１〜２５ｗｔ％よりなるアクリル系樹脂について記載があるが、明細書においてメタク
リル酸メチルが７０ｗｔ％未満では光学的性能及び剛性が犠牲になると記述されているこ
と、さらに無水マレイン酸含量が２０ｗｔ％を超えるものに関して実施例もなく、光学的
性質への効果に対し何ら示唆を与えるものではない。
【００４２】
また、特開平８−８５７２９号公報にメタクリル酸メチルとスチレン、メタクリル酸ベ
ンジル、無水マレイン酸等の共重合可能な単量体のいずれか一つ以上との共重合体の記載
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があるが、熱可塑性帯電防止積層体の組成物の１つとしての記載であり、一切言及してい
ない。加えて、該共重合体に関する実施例もない。
また、特許第３５２１３７４号公報にスチレン類と無水マレイン酸類とメタクリル酸エ
ステル類を含む共重合物に関する記載がある。メタクリル酸エステル類として、メタクリ
ル酸メチル、メタクリル酸ベンジルが挙げられているが、メタクリル酸メチルとスチレン
、メタクリル酸ベンジル、無水マレイン酸からなる４元共重合体に関する実施例は記載さ
れておらず、４元系共重合体で得られる低複屈折、及び低光弾性係数で特徴付けられる特
に高い光学的等方性に関して一切言及されていない。また、メタクリル酸エステル類とし
て、低級アルキル基からなるエステルが好ましいとの記載もある。
【００４３】
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さらに、特開２００７−２６１２６５号公報に無水マレイン酸とアクリレートの共重合
体に関する記載がある。具体的には、アクリレート単量体として（メタ）アクリル酸メチ
ル、（メタ）アクリル酸ベンジルを併用しても良いこと、及び耐熱性を損なわない範囲で
その他の単量体としてスチレン類を共重合しても良いことが記載されている。しかし、メ
タクリル酸メチルとスチレン、メタクリル酸ベンジル、無水マレイン酸からなる４元共重
合体に関する実施例は記載されておらず、４元系共重合体で得られる低複屈折、及び低光
弾性係数で特徴付けられる特に高い光学的等方性に関して一切言及されていない。
本発明の耐熱アクリル系樹脂（Ａ−１）の重合方法として、例えば、キャスト重合、塊
状重合、懸濁重合、溶液重合、乳化重合、アニオン重合等の一般に行われている重合方法
を用いることができるが、光学材料用途としては微小な異物の混入は出来るだけ避けるの
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が好ましく、この観点から懸濁剤や乳化剤を用いないキャスト重合や溶液重合を用いるこ
とが望ましい。
【００４４】
また、重合形式として、例えば、バッチ重合法、連続重合法のいずれも用いることがで
きるが、より均一組成の重合物が得られる点で、連続重合法を用いることが望ましい。
重合反応時の温度や重合時間は、使用する単量体の種類や割合などに応じて変化するが
、例えば、重合温度が０〜１５０℃、重合時間が０．５〜２４時間であり、好ましくは、
重合温度が８０〜１４０℃、重合時間が１〜１２時間である。
重合反応時に溶剤を使用する場合、重合溶剤としては、例えば、トルエン、キシレン、
エチルベンゼンなどの芳香族炭化水素系溶剤；メチルエチルケトン、メチルイソブチルケ
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トンなどのケトン系溶剤；テトラヒドロフランなどのエーテル系溶剤；などが挙げられる
。これらの溶剤は、単独で用いても２種以上を併用してもよい。使用する溶剤の沸点が高
すぎると、最終的に得られる光学材料用熱可塑性樹脂の残存揮発分が多くなることから、
沸点が５０〜２００℃である溶剤が好ましい。
【００４５】
重合反応時には、必要に応じて、重合開始剤を添加してもよい。
重合開始剤としては、一般にラジカル重合において用いられる任意の開始剤を使用する
ことができ、例えば、クメンハイドロパーオキサイド、ジイソプロピルベンゼンハイドロ
パーオキサイド、ジ−ｔ−ブチルパーオキサイド、ラウロイルパーオキサイド、ベンゾイ
ルパーオキサイド、ｔ−ブチルパーオキシイソプロピルカーボネート、ｔ−アミルパーオ
キシ−２−エチルヘキサノエートなどの有機過酸化物；２，２
ニトリル）、１，１

−アゾビス（イソブチロ

−アゾビス（シクロヘキサンカルボニトリル）、２，２

ス（２，４−ジメチルバレロニトリル）、ジメチル−２，２
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−アゾビ

−アゾビスイソブチレート

などのアゾ化合物；などを挙げることができる。これらの重合開始剤は、単独で用いても
２種以上を併用してもよい。
【００４６】
重合開始剤の使用量は、単量体の組合せや反応条件などに応じて適宜設定すればよく、
特に限定されるものではないが、好ましくは０．００５〜５ｗｔ％の範囲で用いられる。
重合反応に必要に応じて用いられる分子量調節剤は、一般的なラジカル重合において用い
る任意のものが使用され、例えばブチルメルカプタン、オクチルメルカプタン、ドデシル

20

メルカプタン、チオグリコール酸２−エチルヘキシル等のメルカプタン化合物が特に好ま
しいものとして挙げられる。これらの分子量調節剤は、重合度が上記の範囲内に制御され
るような濃度範囲で添加される。
重合反応を行う際には、重合反応液のゲル化を抑制するために、重合反応液中に生成し
た熱可塑性樹脂の濃度が５０質量％以下となるように制御することが好ましい。具体的に
は、重合反応液中に生成した熱可塑性樹脂の濃度が５０質量％を超える場合には、重合溶
剤を重合反応液に適宜添加して５０質量％以下となるように制御することが好ましい。重
合反応液中に生成した熱可塑性樹脂の濃度は、より好ましくは４５質量％以下、さらに好
ましくは４０質量％以下である。
30

【００４７】
但し、生産性の確保という観点から、重合反応液中に生成した熱可塑性樹脂の濃度は、
好ましくは１０質量％以上、より好ましくは２０質量％以上である。
重合溶剤を重合反応液に適宜添加する形態としては、特に限定されるものではなく、例
えば、連続的に重合溶剤を添加してもよいし、間欠的に重合溶剤を添加してもよい。この
ように重合反応液中に生成した熱可塑性樹脂の濃度を制御することによって、反応液のゲ
ル化をより充分に抑制することができる。添加する重合溶剤としては、例えば、重合反応
の初期仕込み時に使用した溶剤と同じ種類の溶剤であってもよいし、異なる種類の溶剤で
あってもよいが、重合反応の初期仕込み時に使用した溶剤と同じ種類の溶剤を用いること
が好ましい。また、添加する重合溶剤は、１種のみの単一溶剤であっても２種以上の混合

40

溶剤であってもよい。
【００４８】
本発明の耐熱アクリル系樹脂（Ａ−１）において、式（５）で表される環状酸無水物繰
り返し単位を含有する熱可塑性樹脂は、式（１）、式（２）、式（３）で表される繰り返
し単位を含有する熱可塑性樹脂を、加熱処理することにより誘導される。
即ち、加熱処理により、式（１）、及び式（３）で表される繰り返し単位間で、
（ｉ）カルボキシル基＋カルボキシル基
（ｉｉ）カルボキシル基＋エステル基

→
→

環状酸無水物＋水、
環状酸無水物＋アルコール

で表現される縮合環化反応を起こして式（５）で表される環状酸無水物繰り返し単位が生
じることにより誘導されるものである。
【００４９】
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この環状酸無水物繰り返し単位が形成されることにより、高い耐熱性と高い光学的等方
性が付与される。この縮合環化反応の反応率が不充分であると、光学的等方性が低下した
り、耐熱性が充分に向上しない。また、成形時の加熱処理によって成形途中に縮合反応が
起こり、ゲル化や水又はアルコール生じ成形品中に泡やシルバーストリークとなって現れ
ることがある。
縮合環化反応を促進するために加熱処理する方法としては、従来公知の方法、例えば、
重合工程によって得られた、溶剤を含む重合反応液を、そのまま加熱処理する方法；溶剤
の存在下、必要に応じて閉環触媒の共存下に加熱処理する方法；揮発成分を除去するため
の真空装置あるいは脱揮装置を備えた加熱炉や反応装置、脱揮装置を備えた押出機などを
用いて加熱処理する方法などが挙げられる。

10

縮合環化反応を行う際には、必要に応じて、閉環触媒として、例えば、ｐ−トルエンス
ルホン酸などのエステル化触媒又はエステル交換触媒；酢酸、プロピオン酸、安息香酸、
アクリル酸、メタクリル酸などの有機カルボン酸類；特開昭６１−２５４６０８号公報や
特開昭６１−２６１３０３号公報に開示されている塩基性化合物、有機カルボン酸塩、炭
酸塩など；有機リン化合物を用いてもよい。
【００５０】
有機リン化合物としては、例えば、メチル亜ホスホン酸、エチル亜ホスホン酸、フェニ
ル亜ホスホン酸などのアルキル（アリール）亜ホスホン酸（ただし、これらは、互変異性
体であるアルキル（アリール）ホスフィン酸になっていてもよい）及びこれらのモノエス
テルまたはジエステル；ジメチルホスフィン酸、ジエチルホスフィン酸、ジフェニルホス
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フィン酸、フェニルメチルホスフィン酸、フェニルエチルホスフィン酸などのジアルキル
（アリール）ホスフィン酸及びこれらのエステル；メチルホスホン酸、エチルホスホン酸
、トリフルオルメチルホスホン酸、フェニルホスホン酸などのアルキル（アリール）ホス
ホン酸及びこれらのモノエステルまたはジエステル；メチル亜ホスフィン酸、エチル亜ホ
スフィン酸、フェニル亜ホスフィン酸などのアルキル（アリール）亜ホスフィン酸及びこ
れらのエステル；亜リン酸メチル、亜リン酸エチル、亜リン酸フェニル、亜リン酸ジメチ
ル、亜リン酸ジエチル、亜リン酸ジフェニル、亜リン酸トリメチル、亜リン酸トリエチル
、亜リン酸トリフェニルなどの亜リン酸モノエステル、ジエステル又はトリエステル；リ
ン酸メチル、リン酸エチル、リン酸２−エチルヘキシル、リン酸イソデシル、リン酸ラウ
リル、リン酸ステアリル、リン酸イソステアリル、リン酸フェニル、リン酸ジメチル、リ
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ン酸ジエチル、リン酸ジ−２−エチルヘキシル、リン酸オクチル、リン酸ジイソデシル、
リン酸ジラウリル、リン酸ジステアリル、リン酸ジイソステアリル、リン酸ジフェニル、
リン酸トリメチル、リン酸トリエチル、リン酸トリイソデシル、リン酸トリラウリル、リ
ン酸トリステアリル、リン酸トリイソステアリル、リン酸トリフェニルなどのリン酸モノ
エステル、ジエステル又はトリエステル；メチルホスフィン、エチルホスフィン、フェニ
ルホスフィン、ジメチルホスフィン、ジエチルホスフィン、ジフェニルホスフィン、トリ
メチルホスフィン、トリエチルホスフィン、トリフェニルホスフィンなどのモノ−、ジ−
又はトリ−アルキル（アリール）ホスフィン；メチルジクロロホスフィン、エチルジクロ
ロホスフィン、フェニルジクロロホスフィン、ジメチルクロロホスフィン、ジエチルクロ
ロホスフィン、ジフェニルクロロホスフィンなどのアルキル（アリール）ハロゲンホスフ
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ィン；酸化メチルホスフィン、酸化エチルホスフィン、酸化フェニルホスフィン、酸化ジ
メチルホスフィン、酸化ジエチルホスフィン、酸化ジフェニルホスフィン、酸化トリメチ
ルホスフィン、酸化トリエチルホスフィン、酸化トリフェニルホスフィンなどの酸化モノ
−、ジ−又はトリ−アルキル（アリール）ホスフィン；塩化テトラメチルホスホニウム、
塩化テトラエチルホスホニウム、塩化テトラフェニルホスホニウムなどのハロゲン化テト
ラアルキル（アリール）ホスホニウム；などが挙げられる。
【００５１】
これらの化合物はそれぞれ単独で用いても良いが、２種以上を併用することにより効果
が大きい場合がある。
縮合環化反応の際に用いる触媒の使用量は、例えば、熱可塑性樹脂に対して、好ましく
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は０．００１〜５質量％、より好ましくは０．０１〜２．５質量％、さらに好ましくは０
．０１〜１質量％、特に好ましくは０．０５〜０．５質量％である。触媒の使用量が０．
００１質量％未満であると、環化縮合反応の反応率が充分に向上しないことがある。逆に
、触媒の使用量が５質量％を超えると、得られた熱可塑性樹脂が着色することや、熱可塑
性樹脂が架橋して、溶融成形が困難になることがある。
【００５２】
触媒の添加時期は、特に限定されるものではなく、例えば、反応初期に添加してもよい
し、反応途中に添加してもよいし、それらの両方で添加してもよい。
また、縮合環化反応は、溶剤の存在下で行い、かつ、縮合環化反応の際に、脱揮工程を
併用することが好ましい。この場合、縮合環化反応で副生する水又はアルコールを強制的

10

に脱揮させて除去するので、反応の平衡が縮合環化物の生成側に有利となる。
脱揮工程とは、（ｉ）重合溶剤、残存単量体などの揮発分、及び／又は（ｉｉ）縮合環
化反応により副生した水又はアルコールを、必要に応じて減圧加熱条件下で、除去処理す
る工程を意味する。この除去処理が不充分であると、得られた熱可塑性樹脂中の残存揮発
分が多くなり、成形時の変質などにより着色することや、泡やシルバーストリークなどの
成形不良が起こることがある。
【００５３】
脱揮工程に用いる装置としては、例えば、熱交換器と脱揮槽からなる脱揮装置；ベント
付き押出機；脱揮装置と押出機を直列に配置したものなどが挙げられる。ベント付き押出
機を用いる場合、ベントは１個でも複数個でもいずれでもよいが、複数個のベントを有す
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る方が好ましい。
反応処理温度は、好ましくは１５０〜３５０℃、より好ましくは２００〜３００℃であ
る。反応処理温度が１５０℃未満であると、環化縮合反応が不充分となって残存揮発分が
多くなることがある。逆に、反応処理温度が３５０℃を超えると、得られた熱可塑性樹脂
の着色や分解が起こることがある。
【００５４】
反応処理圧力は、好ましくは９３１〜１．３３ｈＰａ（７００〜１ｍｍＨｇ）、より好
ましくは７９８〜６６．５ｈＰａ（６００〜５０ｍｍＨｇ）である。反応処理圧力が９３
１ｈＰａ（７００ｍｍＨｇ）を超えると、水又はアルコールを含めた揮発分が残存しやす
いことがある。逆に、反応処理圧力が１．３３ｈＰａ（１ｍｍＨｇ）未満であると、工業
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的な実施が困難になることがある。
反応処理時間は、縮合環化率や残存揮発分の量により適宜選択されるが、得られた熱可
塑性樹脂の着色や分解を抑えるために短いほど好ましい。
本発明の熱可塑性樹脂に含まれる異物数は、光学用に用いる場合少ないほど好ましい。
異物数を減少させる方法としては、重合反応工程、縮合環化反応工程、脱揮工程、及び成
形工程において、該熱可塑性樹脂の溶液または溶融液を、例えば、濾過精度１．５〜１５
μｍのリーフディスク型ポリマーフィルターなどで濾過する方法が挙げられる。
【００５５】
＜耐熱アクリル系樹脂（Ａ−１）／アクリル系樹脂（Ａ−２）組成物＞
また、本発明においては、アクリル系樹脂（Ａ）として、耐熱アクリル系樹脂（Ａ−１
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）と芳香族ビニル単量体を単量体成分として含まないアクリル系樹脂（Ａ−２）とを併用
することも好ましい。
耐熱アクリル系樹脂（Ａ−１）と芳香族ビニル系単量体を単量体成分として含まないア
クリル系樹脂（Ａ−２）の含有量は、アクリル系樹脂（Ａ−２）と耐熱アクリル系樹脂（
Ａ−１）の質量比（（Ａ−２）／（Ａ−１））が、０．１／９９．９〜５０／５０である
ことが好ましい。アクリル系樹脂（Ａ−２）と耐熱アクリル系樹脂（Ａ−１）の質量比を
調整することにより、これらを含む樹脂組成物の光弾性係数やガラス転移温度を制御する
ことができる。
アクリル系樹脂（Ａ−２）と耐熱アクリル系樹脂（Ａ−１）の質量比（（Ａ−２）／（
Ａ−１））は、より好ましくは０．１／９９．９〜４０／６０、さらに好ましくは０．１
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／９９．９〜３５／６５である。
【００５６】
芳香族ビニル単量体を単量体成分として含まないアクリル系樹脂（Ａ−２）中のアクリ
ル系単量体の共重合割合は４０質量％以上であることが好ましい。
芳香族ビニル単量体を単量体成分として含まないアクリル系樹脂（Ａ−２）の具体例と
しては、例えば、メタクリル酸シクロヘキシル、メタクリル酸ｔ−ブチルシクロヘキシル
、メタクリル酸メチル等のメタクリル酸エステル、アクリル酸メチル、アクリル酸エチル
、アクリル酸ブチル、アクリル酸イソプロピル、アクリル酸２−エチルヘキシル等のアク
リル酸エステル、より選ばれる１種以上の単量体を重合したものが挙げられる。
これらの中でも、メタクリル酸メチルを単量体成分として含む重合体が、耐熱アクリル

10

系樹脂組成物（Ａ−１）との相溶性が高いことから、特に好ましい。
【００５７】
メタクリル酸メチルを単量体成分として含む重合体は、メタクリル酸メチルの単独重合
体であっても、メタクリル酸メチルと他の単量体との共重合体であってもいずれでもよい
。メタクリル酸メチルと共重合可能な他の単量体としては、メタクリル酸メチル以外のメ
タリル酸アルキルエステル類、アクリル酸アルキルエステル類；アクリロニトリル、メタ
クリルニトリル等のシアン化ビニル類；Ｎ−フェニルマレイミド、Ｎ−シクロヘキシルマ
レイミド等のマレイミド類；無水マレイン酸等の不飽和カルボン酸無水物類；アクリル酸
、メタクリル酸、マレイン酸等の不飽和酸類等が挙げられる。これらは一種または二種以
上組み合わせて使用することもできる。
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【００５８】
これらメタクリル酸メチルと共重合可能な単量体の中でも、特に、アクリル酸アルキル
エステル類は、耐熱分解性に優れ、これを共重合させて得られるメタクリル系樹脂の成形
加工時の流動性が高いため好ましい。
メタクリル酸メチルにアクリル酸アルキルエステル類を共重合させる場合のアクリル酸
アルキルエステル類の使用量は、耐熱分解性の観点から、０．１重量％以上であることが
好ましく、耐熱性の観点から３０重量％以下であることが好ましい。０．１重量％以上１
５重量％以下であることがさらに好ましく０．２重量％以上１４重量％以下であることが
とりわけ好ましく、１重量％以上１２重量％以下であることが最も好ましい。
【００５９】
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アクリル酸アルキルエステル類としては、アクリル酸メチル及びアクリル酸エチルが、
少量メタクリル酸メチルと共重合させても前述の成形加工時の流動性の改良効果が著しく
得られるため好ましい。
芳香族ビニル単量体を単量体成分として含まないアクリル系樹脂（Ａ−２）の重量平均
分子量は、５万〜２０万であることが望ましい。重量平均分子量は成形品の強度の観点か
ら５万以上が望ましく、成形加工性、流動性の観点から２０万以下が望ましい。さらに望
ましい範囲は７万〜１５万である。
また、本発明においてはアイソタクチックポリメタクリル酸エステルとシンジオタクチ
ックポリメタクリル酸エステルを同時に用いることもできる。
【００６０】
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芳香族ビニル単量体を単量体成分として含まないアクリル系樹脂（Ａ−２）を製造する
方法として、例えばキャスト重合、塊状重合、懸濁重合、溶液重合、乳化重合、アニオン
重合等の一般に行われている重合方法を用いることができるが、光学用途としては微小な
異物の混入はできるだけ避けるのが好ましく、この観点からは懸濁剤や乳化剤を用いない
塊状重合や溶液重合が望ましい。溶液重合を行う場合には、単量体の混合物をトルエン、
エチルベンゼン等の芳香族炭化水素の溶媒に溶解して調整した溶液を用いることができる
。塊状重合により重合させる場合には、通常行われるように加熱により生じる遊離ラジカ
ルや電離性放射線照射により重合を開始させることができる。
【００６１】
重合反応に用いられる開始剤としては、一般にラジカル重合において用いられる任意の
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開始剤を使用することができ、例えば、アゾビスイソブチルニトリル等のアゾ化合物、ベ
ンゾイルパーオキサイド、ラウロイルパーオキサイド、ｔ−ブチルパーオキシ−２−エチ
ルヘキサノエート等の有機過酸化物が用いられ、又特に９０℃以上の高温下で重合を行わ
せる場合には、溶液重合が一般的であるので、１０時間半減期温度が８０℃以上でかつ用
いる有機溶媒に可溶である過酸化物、アゾビス開始剤などが好ましく、具体的には１，１
−ビス（ｔ−ブチルパーオキシ）３，３，５−トリメチルシクロヘキサン、シクロヘキサ
ンパーオキシド、２，５−ジメチル−２，５−ジ（ベンゾイルパーオキシ）ヘキサン、１
，１−アゾビス（１−シクロヘキサンカルボニトリル）、２−（カルバモイルアゾ）イソ
ブチロニトリル等を挙げることができる。これらの開始剤は、通常、０．００５〜５質量
％の範囲で用いられる。重合反応に必要に応じて用いられる分子量調節剤は、一般的なラ

10

ジカル重合において用いる任意のものが使用され、例えば、ブチルメルカプタン、オクチ
ルメルカプタン、ドデシルメルカプタン、チオグリコール酸２−エチルヘキシル等のメル
カプタン化合物が特に好ましいものとして挙げられる。これらの分子量調節剤は、重合度
が上記の範囲内に制御されるような濃度範囲で添加される。
【００６２】
アクリル系樹脂（Ａ）として、耐熱アクリル系樹脂（Ａ−１）と芳香族ビニル系単量体
を単量体成分として含まないアクリル系樹脂（Ａ−２）とを併用する場合、さらに別のア
クリル系樹脂を併用することもできるが、さらに別のアクリル系樹脂の含有量はアクリル
系樹脂（Ａ）の合計１００質量部に対して、２０質量部以下であることが好ましく、より
好ましくは１０質量部以下、さらに好ましくは０質量部である。
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芳香族ビニル系単量体を単量体成分として含まないアクリル系樹脂（Ａ−２）の含有量
は、アクリル系樹脂（Ａ）の合計１００質量部に対して、０．１〜５０質量部であること
が好ましく、０．１〜４０質量部であることがさらに好ましく、０．１〜３５質量部であ
ることがとりわけ好ましい。
【００６３】
また、樹脂組成物のガラス転移温度（耐熱性）の観点から、耐熱アクリル系樹脂（Ａ−
１）の含有量は、アクリル系樹脂（Ａ）の合計１００質量部に対して、５０〜９９．９質
量部であることが好ましく、６０〜９９．９質量部であることがさらに好ましく、６５〜
９９．９質量部であることがとりわけ好ましい。
アクリル系樹脂（Ａ）の２３℃における未延伸時の光弾性係数は、−６０×１０−１２
−１

Ｐａ

−１２

以上、好ましくは−３０×１０

−１２
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−１

Ｐａ

以上、より好ましくは−６×１０

−１

Ｐａ

以上である。アクリル系樹脂（Ａ）の光弾性係数が上記範囲内であると、

本発明の光学フィルムの光弾性係数の絶対値が小さくなる傾向にあるため好ましい。
【００６４】
本発明における「光弾性係数」とは、外力による複屈折の変化の生じやすさを表す係数
で、これに関しては種々の文献に記載があり（例えば化学総説、Ｎｏ．３９、１９９８（
学会出版センター発行））、下式により定義される係数である。
ＣＲ［Ｐａ−１］＝Δｎ／σＲ

Δｎ＝ｎｘ−ｎｙ

（式中、ＣＲ：光弾性係数、σＲ：伸張応力Ｐａ］、Δｎ：応力付加時の複屈折、ｎｘ：
伸張方向と平行な方向の屈折率、ｎｙ：伸張方向と垂直な方向の屈折率）
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光弾性係数の値がゼロに近いほど、外力による複屈折の変化が小さく、光学特性に優れ
ていることを意味する。
【００６５】
［アクリル系ゴム（Ｂ）］
本発明において、アクリル系ゴム（Ｂ）とは、常温でゴム状のアクリル系ポリマーであ
れば特に限定されないが、透明性及び強度の観点から、多層構造粒子の形態を有するゴム
粒子が好ましい。多層構造粒子とは、コア−シェル構造からなる２層構造、中心硬質層、
軟質層、最外硬質層からなる３層構造、軟質層と最外硬質層との間にさらに中間硬質層を
有する４層構造等の多層構造を有する粒子を意味する。
２層構造のアクリル系ゴム粒子とは、ゴム状ポリマーからなるコア層と、アクリル系の

50

(17)

JP 5142938 B2 2013.2.13

ガラス状ポリマーからなるシェル層からなるコア−シェル構造のゴム粒子を言う。２層構
造のアクリル系ゴム粒子では、コア層にゴム状ポリマーを使用することで、該ポリマーが
応力の集中点として働くため光学フィルムのトリミング性が向上する。また、シェル層に
アクリル系のガラス状ポリマーを使用することで、ゴム粒子とマトリクス樹脂（アクリル
系樹脂（ａ）及びスチレン系樹脂（ｂ））との相溶性が向上しゴム粒子の樹脂中への分散
性が高まる。
【００６６】
コア層に用いられるゴム状ポリマーとしては、常温でゴム状であれば特に限定されず、
例えば、ブタジエンを主成分とするゴム状重合体（例えば、ブタジエン単独重合体、ブタ
ジエン−芳香族ビニル共重合体等）や、アクリル酸アルキルエステルを主成分とするゴム

10

状重合体（例えば、ブチルアクリレート−スチレン共重合体、２−エチルヘキシルアクリ
レート−スチレン共重合体等）等を用いることができ、中でも、強度、生産性及び透明性
の観点から、ブタジエン−スチレン共重合体が好ましい。
シェル層に用いられるガラス状ポリマーとしては、常温でガラス状のアクリル系ポリマ
ーであれば特に限定されず、例えば、メチルメタクリレート単独重合体、メチルメタクリ
レート−メチルアクリレート共重合体等を用いることができる。
２層構造のアクリル系ゴム粒子としては、例えば、特開昭５３−５８５５４号公報、特
開昭５５−９４９１７号公報等に開示されているゴム粒子を用いることができる。
３層構造又は４層構造等のアクリル系ゴム粒子とは、ゴム状ポリマーからなる軟質層と
、ガラス状ポリマーからなる硬質層が、３層以上積層した多層構造のゴム粒子を言う。こ
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れらの軟質層に用いられるゴム状ポリマー及び硬質層に用いられるガラス状ポリマーは、
上記２層構造のアクリル系ゴム粒子で挙げたものと同様なものを用いることができる。
３層構造又は４層構造等のアクリル系ゴム粒子としては、例えば、以下の公報に開示さ
れたゴム粒子を用いることができる。
【００６７】
［例１：特公昭６０−１７４０６号公報］
（イ）メチルメタクリレート単独又はメチルメタクリレートとこれと共重合可能な単量
体との混合物を乳化重合させて、２５℃以上のガラス転移点をもつ、メチルメタクリレー
トを主体とした重合体の分散液を形成させる第一層形成工程、（ロ）この生成物に、単独
で重合させたときにガラス転移点が２５℃以下の共重合体を形成する、アルキルアクリレ
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ートを主体とし、さらにこれと共重合可能な単量体及び多官能性架橋剤の少なくとも一方
と、混合物全重量に基づき０．１〜５重量％の多官能グラフト剤を含有する混合物を加え
て乳化重合させる第二層工程、及び（ハ）この生成物に、単独で重合させたときに２５℃
以上のガラス転移点をもつ重合体を形成する、メチルメタクリレート又はこれを主体とす
る単量体混合物に連鎖移動剤を段階的に増加させ、多段階で乳化重合させる第三層形成工
程から成る、第三層の分子量が内側から外側に向かって次第に小さくなっている多層構造
アクリル系樹脂成形材料の製造方法。」によって得られる多層構造のアクリル系ゴム粒子
。
【００６８】
［例２：特開平８−２４５８５４公報］
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ポリマーの溶融開始温度が２３５℃以上であり、かつ、内層に単独で重合した場合のガ
ラス転移温度Ｔｇが２５℃以下あるポリマーを含む少なくとも１層の軟質重合体層と、お
よび最外に単独で重合した場合にＴｇが５０℃以上であるポリマーを含む硬質重合体層と
を有するアクリル系多層構造ポリマーの乳化ラテックスを凝固して得られる凝固粉を含む
アクリル系多層構造ポリマー粉体であって、乾燥後の凝固粉の粒径２１２μｍ以下の微粉
の割合が４０重量％であり、かつ、乾燥後の凝固粉の水銀圧入法で測定した孔径５μｍ以
下の空隙体積が単位面積当たり０．７ｃｃ以下であるアクリル系多層構造体ポリマー粉体
。
【００６９】
［例３：特公平７−６８３１８号公報］
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（イ）メチルメタクリレート９０〜９９重量％、アルキル基の炭素数が１〜８のアルキ
ルアクリレート１〜１０重量％及び、これらと共重合可能なα，β−不飽和カルボン酸の
アリール、メタリル、またはクロチルエステルから選ばれる少なくとも１種からなるグラ
フト結合性単量体０．０１から０．３重量％からなる単量体混合物を重合して得られる最
内硬質層重合体２５〜４５重量％、（ロ）上記最内硬質層重合体存在下に、ｎ−ブチルア
クリレート７０〜９０重量％、スチレン１０〜３０重量％及びこれらと共重合可能なα，
β−不飽和カルボン酸のアリール、メタリル、またはクロチルエステルから選ばれる少な
くとも１種からなるグラフト結合性単量体１．５から３．０重量％からなる単量体混合物
を重合して得られる軟質層重合体３５〜４５重量％、（ハ）上記最内硬質層および軟質層
からなる重合体の存在下に、メチルメタクリレート９０〜９９重量％、アルキル基の炭素

10

数が１〜８である単量体混合物を重合して得られる最外硬質層重合体２０〜３０重量％と
からなり、（ニ）軟質層重合体／（最内硬質層重合体＋軟質層重合体）の重量比が０．４
５〜０．５７であり、（ホ）平均粒子径が０．２〜０．３μｍである、多層構造アクリル
系重合体であって、さらに当該多層構造アクリル系重合体をアセトンにより分別した場合
に、（ヘ）グラフト率が２０〜４０重量％であり、（ト）当該アセトン不溶部の引っ張り
弾性率が１０００〜４０００ｋｇ／ｍ２

、であることを特徴とする多層構造アクリル系

重合体。
【００７０】
その他、３層構造又は４層構造等のアクリル系ゴム粒子として、例えば、特公昭５５−
２７５７６号公報、特公昭５８−１６９４号公報、特公昭５９−３６６４５号公報、特公
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昭５９−３６６４６号公報、特公昭６２−４１２４１号公報、特開昭５９−２０２２１３
号公報、特開昭６３−２７５１６号公報、特開昭５１−１２９４４９号公報及び特開昭５
２−５６１５０号公報出願Ｓ５０−１２４６４７号公報等に記載されたアクリル系ゴム粒
子を使用することもできる。
本発明の樹脂組成物中のアクリル系ゴムの含有量は、トリミング性及び透明性の観点か
らアクリル系樹脂（Ａ）の総量１００重量部に対して、好ましくは０．５重量部以上５０
重量部以下であり、より好ましくは２重量部以上３５重量部以下であり、さらに好ましく
は５重量部以上１９重量部以下である。アクリル系ゴムの含有量が、０．５重量部よりも
少ないと、光学フィルムのトリミング性が劣るため、トリミング工程においてマイクロク
ラックや亀裂等が生じるおそれがあり、５０重量部を超えると、光学フィルムを延伸した
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場合に透明性が悪化するおそれがある。
【００７１】
なお、トリミング工程とは、光学フィルムを製造する際に、フィルムの幅を一定に揃え
るために両端を切り落とす工程を意味する。この際、フィルムがトリミング性に劣ってい
ると、該工程中にマイクロクラックや亀裂現象等が起こり、光学フィルムの生産性が著し
く低下することとなる。
また、本発明においては、樹脂組成物中に、本発明の効果を損なわない範囲で、アクリ
ル系樹脂（Ａ）、アクリル系ゴム（Ｂ）以外の重合体を混合することができる。そのよう
な重合体としては、ポリエチレン、ポリプロピレンなどのポリオレフィン系樹脂；ポリア
ミド樹脂；ポリフェニレンサルファイド樹脂；ポリエーテルエーテルケトン樹脂；ポリエ
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ステル、ポリスルホン、ポリフェニレンオキサイド、ポリイミド、ポリエーテルイミド、
ポリアセタール等の熱可塑性樹脂；及びフェノール樹脂、メラミン樹脂、シリコーン樹脂
、エポキシ樹脂等の熱硬化性樹脂などが挙げられ、これらの１種以上を混合することがで
きる。混合する他の重合体の割合は、樹脂組成物１００質量部に対して、２０質量部以下
であることが好ましい。
【００７２】
さらに、本発明の効果を損なわない範囲内で、樹脂組成物中に、各種目的に応じて任意
の添加剤を配合することができる。配合することができる添加剤としては、樹脂やゴム状
重合体の配合に一般的に用いられるものであれば特に制限はない。
このような添加剤としては、例えば、二酸化珪素等の無機充填剤；酸化鉄等の顔料；ス
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テアリン酸、ベヘニン酸、ステアリン酸亜鉛、ステアリン酸カルシウム、ステアリン酸マ
グネシウム、エチレンビスステアロアミド等の滑剤；離型剤；パラフィン系プロセスオイ
ル、ナフテン系プロセスオイル、芳香族系プロセスオイル、パラフィン、有機ポリシロキ
サン、ミネラルオイル等の軟化剤・可塑剤；ヒンダードフェノール系酸化防止剤；りん系
熱安定剤等の酸化防止剤；ヒンダードアミン系光安定剤；難燃剤；帯電防止剤；有機繊維
、ガラス繊維、炭素繊維、金属ウィスカ等の補強剤；着色剤；ベンゾトリアゾール系化合
物、ベンゾトリアジン系化合物、ベンゾエート系化合物、ベンゾフェノン系化合物、フェ
ノール系化合物、オキサゾール系化合物、マロン酸エステル系化合物、ラクトン系化合物
等の紫外線吸収剤；その他添加剤或いはこれらの混合物等が挙げられる。これら添加剤の
添加量は、樹脂組成物１００質量部に対して０．０１質量部以上５０質量部以下であるこ
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とが好ましい。
【００７３】
上記各種添加剤の中でも、特に、ベンゾトリアゾール系化合物、ベンゾトリアジン系化
合物、ベンゾエート系化合物、ベンゾフェノン系化合物、フェノール系化合物、オキサゾ
ール系化合物、マロン酸エステル系化合物、ラクトン系化合物等の紫外線吸収剤は、これ
を添加した樹脂組成物の光弾性係数の絶対値を小さくする効果を有しているため好ましい
。中でも、ベンゾトリアゾール系化合物、ベンゾトリアジン系化合物がより好ましい。こ
れらは、単独で用いても、２種以上併用してもよい。
添加剤は、その２０℃における蒸気圧（Ｐ）が１．０×１０−４Ｐａ以下である場合に
、得られる樹脂組成物の成形加工性に優れるため好ましい。蒸気圧（Ｐ）のより好ましい
−６

範囲は１．０×１０
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Ｐａ以下であり、さらに好ましい範囲は１．０×１０

−８

Ｐａ以

下である。ここで、成形加工性に優れるとは、例えばフィルム成形時に、添加剤のロール
への付着が少ないことなどを示す。添加剤がロールへ付着すると、例えば成形体表面へ付
着し外観、光学特性を悪化させるため、光学用材料として好ましくないものとなる恐れが
ある。
【００７４】
また、添加剤は、融点（Ｔｍ）が８０℃以上である場合に、得られる樹脂組成物の成形
加工性に優れるため好ましい。融点（Ｔｍ）のより好ましい範囲は１３０℃以上であり、
さらに好ましい範囲は１６０℃以上である。
さらに、添加剤は、２３℃から２６０℃まで２０℃／分の速度で昇温した場合の重量減
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少率が５０％以下である場合に、得られる樹脂組成物の成形加工性に優れるため好ましい
。重量減少率のより好ましい範囲は１５％以下であり、さらに好ましい範囲は２％以下で
ある。
本発明の樹脂組成物の製造方法としては、特に制限されず、公知の方法を用いることが
できる。例えば単軸押出機、二軸押出機、バンバリーミキサー、ブラベンダー、各種ニー
ダー等の溶融混練機を用いて、樹脂成分、必要に応じて耐加水分解抑制剤や上記その他の
成分を添加して溶融混練して製造することができる。
【００７５】
本発明の光学フィルムの製造方法としては、特に制限されるものではなく、例えば、上
記樹脂組成物を、射出成形、シート成形、ブロー成形、インジェクションブロー成形、イ
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ンフレーション成形、押し出し成形、発泡成形等、公知の方法で成形することによって製
造することができ、圧空成形、真空成形等の二次加工成形法も用いることができる。
本発明の光学フィルムの好ましい製造方法として、押し出し成形、キャスト成形等の手
法が用いられる。例えば、Ｔダイ、円形ダイ等が装着された押出機等を用いて、未延伸フ
ィルムを押し出し成形することができる。押し出し成形により成形体を得る場合は、事前
に各樹脂成分を溶融混錬してもよいが、押し出し成形時に溶融混錬を経て成形することも
できる。一方、各樹脂成分に共通の良溶媒、例えば、クロロホルム、二塩化メチレン等の
溶媒を用いてキャスト成形して、未延伸フィルム、未延伸シートを得ることも可能である
。
【００７６】
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さらに必要に応じて、未延伸フィルム、未延伸シートを機械的流れ方向（ＭＤ）に縦一
軸延伸、機械的流れ方向に直行する方向（ＴＤ）に横一軸延伸することもできる。例えば
、工業的には、ロール延伸またはテンター延伸による１軸延伸法、ロール延伸とテンター
延伸の組み合わせによる逐次２軸延伸法、テンター延伸による同時２軸延伸法、チューブ
ラー延伸による２軸延伸法等によって延伸フィルムを製造することができる。
延伸倍率は、少なくともどちらか一方向に０．１％〜３００％であり、好ましくは１％
〜３００％であり、より好ましくは２％〜３００％である。延伸倍率が上記範囲にある場
合、透明性、複屈折、強度の観点で好ましい延伸光学フィルムが得られる。
ここで延伸倍率（Ｓ）は、引っ張り試験機における延伸前のチャック間距離をＬ０、延伸
10

後のチャック間距離をＬ１としたとき、以下の式で表される値である。
Ｌ１−Ｌ０
Ｓ＝

―――――――

×１００(％)

Ｌ０
【００７７】
本発明の光学フィルムは、その光学的特性や機械的特性を安定化させるために、延伸処
理後に熱処理（アニーリング）などを行うことができる。
本発明において、フィルムとは厚さが３００μｍ以下のものを意味し、シートとは厚さ
が３００μｍを超えるものを意味する。また、本発明において、フィルムの厚さは、好ま
しくは１μｍ以上、より好ましくは５μｍ以上であり、シートの厚さは、好ましくは１０
20

ｍｍ以下、より好ましくは５ｍｍ以下である。
−１２

本発明の光学フィルムは、２３℃における光弾性係数の絶対値が３．０×１０
−１

ａ

−１２

以下、好ましくは２．０×１０

Ｐ

Ｐａ

−１

以下、より好ましくは１．０×１０

−１２

Ｐａ−１以下である。光学フィルムの光弾性係数が上記範囲内であれば、外力によ

る複屈折の変化が少ないため、これを大型の液晶表示装置等に使用した場合にコントラス
トや画面の均一性に優れたものとなる。光弾性係数は、樹脂成分の質量比、組成比を調整
することや、上記添加剤を添加することにより、所望の範囲に調整することが可能である
。
【００７８】
本発明において、面内の位相差（Ｒｅ）、厚み方向の位相差（Ｒｔｈ）は、下式により
30

定義される値である。
Ｒｅ＝（ｎｘ−ｎｙ）×ｄ

Ｒｔｈ＝（ｎｘ＋ｎｙ）／２−ｎｚ］×ｄ

（式中、ｎｘ：延伸方向の屈折率、ｎｙ：面内で延伸方向と垂直な屈折率、ｎｚ：面外で
延伸方向と垂直な厚み方向の屈折率、ｄ：フィルムの厚み（μｍ）である。）
本発明の光学フィルムの面内の位相差（Ｒｅ）は、用途に応じて適宜決定することがで
きる。例えば、本発明の光学フィルムを偏光板保護フィルムとして用いる場合は、そのＲ
ｅの絶対値は、０ｎｍ以上６０ｎｍ以下であることが好ましく、より好ましくは５０ｎｍ
以下である。また、この場合、そのＲｔｈは、−５０ｎｍ以上であることが好ましく、よ
り好ましくは−４０ｎｍ以上であり、更に好ましくは−３０ｎｍ以上である。
【００７９】
本発明の光学フィルムを１／４波長板として用いる場合、そのＲｅの絶対値は、１００

40

ｎｍ以上１８０ｎｍ以下であり、好ましくは１２０ｎｍ以上１６０ｎｍ以下、より好まし
くは１３０ｎｍ以上１５０ｎｍ以下である。
また、本発明の光学フィルムを１／２波長板として用いる場合、そのＲｅの絶対値は、
２４０以上３２０ｎｍ以下であり、好ましくは２６０以上３００ｎｍ以下、より好ましく
は２７０以上２９０ｎｍ以下である。
一方、本発明の光学フィルムを位相差フィルムとして用いる場合、その厚み方向のレタ
デーション（Ｒｔｈ）は、負の値であることが好ましい。具体的には、水平電界（ＩＰＳ
）モード液晶ディスプレイ用では、Ｒｔｈが−５０ｎｍ以下であることが好ましく、より
好ましくは−７０ｎｍ以下、さらに好ましくは−９０ｎｍ以下である。
【００８０】
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さらに、本発明の光学フィルムを構成する樹脂組成物のガラス転移温度は１２０℃以上
であることが好ましい。ガラス転移温度が１２０℃以上であれば、通常使用される環境に
耐えうる耐熱性を有する光学フィルムを製造することができる。
本発明の光学フィルムは、優れたトリミング性を有し、かつ、延伸時においても光学特
性に優れるため、液晶ディスプレイ、プラズマディスプレイ、有機ＥＬディスプレイ、フ
ィールドエミッションディスプレイ、リアプロジェクションテレビ等のフレキシブルディ
スプレイに用いられる偏光板保護フィルム；１／４波長板、１／２波長板等の位相差板；
視野角制御フィルム等の液晶光学補償フィルム；ディスプレイ前面板；ディスプレイ基板
；ソフトレンズ等に好適に用いることができる。
本発明の光学フィルムには、例えば反射防止処理、透明導電処理、電磁波遮蔽処理、ガ

10

スバリア処理等の表面機能化処理をすることもできる。
【実施例】
【００８１】
以下、実施例を挙げて本発明をより具体的に説明する。
本願発明に用いられる各測定値の測定方法は次のとおりである。
（ａ）熱可塑性樹脂の解析
（１）繰り返し単位
1

Ｈ−ＮＭＲ測定より、（ｉ）メタクリレート単量体由来の繰り返し単位、（ｉｉ）ビ

ニル芳香族単量体由来の繰り返し単位、（ｉｉｉ）芳香族基を有するメタクリレート単量
体由来の繰り返し単位、及び（ｉｖ）酸無水物繰り返し単位を同定し、その存在量を算出

20

した。
測定機器：ブルーカー株式会社製

ＤＰＸ−４００

測定溶媒：ＣＤＣｌ３、又はｄ６−ＤＭＳＯ
測定温度：４０℃
【００８２】
（２）ガラス転移温度
ガラス転移温度（Ｔｇ）は、示差走査熱量計（パーキンエルマージャパン（株）製
ｉａｍｏｎｄ

Ｄ

ＤＳＣ）を用いて、窒素ガス雰囲気下、α−アルミナをリファレンスとし

、ＪＩＳ−Ｋ−７１２１に準拠して、試料約１０ｍｇを常温から２００℃まで昇温速度１
30

０℃／ｍｉｎで昇温して得られたＤＳＣ曲線から中点法で算出した。
（３）分子量
重量平均分子量、及び数平均分子量は、ゲル浸透クロマトグラフ（東ソー（株）製

Ｈ

ＬＣ−８２２０）を用いて、溶媒はテトラヒドロフラン、設定温度４０℃で、市販標準Ｐ
ＭＭＡ換算により求めた。
【００８３】
（ｂ）光学特性評価
（１）光学フィルムサンプルの作製
（ａ）プレスフィルムの成型
真空圧縮成型機（（株）神藤金属工業所製

ＳＦＶ?３０型）を用いて、大気圧下、２

６０℃、で２５分間予熱後、真空下（約１０ｋＰａ）、２６０℃、約１０ＭＰａで５分間

40

圧縮してプレスフィルムを成型した。
（ｂ）延伸フィルムの成型
インストロン社製５ｔ引張り試験機を用いて、延伸温度（Ｔｇ＋２０）℃、延伸速度（
５００ｍｍ／分）で一軸フリー延伸して延伸フィルムを成形した。延伸倍率は、１００％
、２００％、及び３００％で延伸した。
【００８４】
（２）複屈折の測定
大塚電子製ＲＥＴＳ‑１００を用いて、回転検光子法により測定を行った。複屈折の値
は、波長５５０ｎｍ光の値である。複屈折（Δｎ）は、以下の式により計算した。
Δｎ＝ｎｘ‑ｎｙ
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（Δｎ：複屈折、ｎｘ：伸張方向の屈折率、ｎｙ：伸張方向と垂直な屈折率）
複屈折（Δｎ）の絶対値（｜Δｎ｜）は、以下のように求めた。
｜Δｎ｜＝｜ｎｘ‑ｎｙ｜
【００８５】
（３）位相差の測定
＜面内の位相差＞
大塚電子（株）製ＲＥＴＳ‑１００を用いて、回転検光子法により波長４００〜８００
ｎｍの範囲について測定を行った。
複屈折の絶対値（｜Δｎ｜）と位相差（Ｒｅ）は以下の関係にある。
Ｒｅ＝｜Δｎ｜×ｄ

10

（｜Δｎ｜：複屈折の絶対値、Ｒｅ：位相差、ｄ：サンプルの厚み）
また、複屈折の絶対値（｜Δｎ｜）は以下に示す値である。
｜Δｎ｜＝｜ｎｘ‑ｎｙ｜
（ｎｘ：延伸方向の屈折率、ｎｙ：面内で延伸方向と垂直な屈折率）
【００８６】
＜厚み方向の位相差＞
王子計測機器（株）製位相差測定装置（ＫＯＢＲＡ−２１ＡＤＨ）を用いて、波長５８
９ｎｍにおける位相差を測定し、得られた値をフィルムの厚さ１００μｍに換算して測定
値とした。
複屈折の絶対値（｜Δｎ｜）と位相差（Ｒｔｈ）は以下の関係にある。

20

Ｒｔｈ＝｜Δｎ｜×ｄ
（｜Δｎ｜：複屈折の絶対値、Ｒｔｈ：位相差、ｄ：サンプルの厚み）
また、複屈折の絶対値（｜Δｎ｜）は以下に示す値である。
｜Δｎ｜＝｜（ｎｘ＋ｎｙ）／２‑ｎｚ｜
（ｎｘ：延伸方向の屈折率、ｎｙ：面内で延伸方向と垂直な屈折率、ｎｚ：面外で延伸方
向と垂直な厚み方向の屈折率）
（理想となる、３次元方向について完全等方的等方性であるフィルムでは、面内位相差（
Ｒｅ）、厚み方向位相差（Ｒｔｈ）ともに０となる。）
【００８７】
（４）光弾性係数の測定

30

Polymer Engineering and Science1999, 39, 2349‑2357に詳細について記載のある複屈
折測定装置を用いた。レーザー光の経路にフィルムの引張り装置を配置し、２３℃で伸張
応力をかけながら複屈折を測定した。伸張時の歪速度は５０％／分（チャック間：５０ｍ
ｍ、チャック移動速度：５ｍｍ／分）、試験片幅は６ｍｍで測定を行った。複屈折の絶対
値（｜Δｎ｜）と伸張応力（σＲ）の関係から、最小二乗近似によりその直線の傾きを求
め光弾性係数（ＣＲ）を計算した。計算には伸張応力が２．５ＭＰａ≦σＲ≦１０ＭＰａ
の間のデータを用いた。傾きの絶対値が小さいほど光弾性係数が０に近く、光学特性に優
れていることを示す。
ＣＲ＝｜Δｎ｜／σＲ
｜Δｎ｜＝｜ｎｘ‑ｎｙ｜

40

（ＣＲ：光弾性係数、σＲ：伸張応力、｜Δｎ｜：複屈折の絶対値、ｎｘ：伸張方向の屈
折率、ｎｙ：伸張方向の垂直な屈折率）
【００８８】
（ｃ）トリミング性の評価
トリミング工程における、光学フィルムのマイクロクラック、亀裂及び避けの発生の有
無を観察する。
マイクロクラック、亀裂及び裂けの状態を、以下の評価基準を用いて評価する。
○

：

マイクロクラック、亀裂、裂けが認められない状態

×

：

マイクロクラック、亀裂、裂けが認められる状態

【００８９】
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（２）原料の調製
（ｉ）アクリル系樹脂（Ａ）
（ｉ−１）耐熱アクリル系樹脂（Ａ−１−１）
（メタクリル酸メチル／スチレン／無水マレイン酸／メタクリル酸ベンジル共重合体）
攪拌装置、温度センサー、冷却管、窒素ガス導入ノズル、原料溶液導入ノズル、開始剤
溶液導入ノズル、及び重合溶液排出ノズルとを備えたジャケット付ガラス反応器（容量１
Ｌ）を用いた。重合反応器の圧力は、微加圧、反応温度は１００℃に制御した。
メタクリル酸メチル（ＭＭＡ）５１８ｇ、スチレン（Ｓｔ）４８ｇ、メタクリル酸ベン
ジル（ＢｚＭＡ）９．６ｇ、無水マレイン酸（ＭＡＨ）３８４ｇ、メチルイソブチルケト
ン２４０ｇ、ｎ−オクチルメルカプタン１．２ｇを混合した後、窒素ガスで置換して原料
溶液を調製した。２，２

10

−アゾビス（イソブチロニトリル）を０．３６４ｇをメチルイ

ソブチルケトン１２．９６ｇに溶解した後、窒素ガスで置換して開始剤溶液を調整した。
原料溶液はポンプを用いて６．９８ｍｌ／ｍｉｎで原料溶液導入ノズルから導入した。ま
た、開始剤溶液はポンプを用いて０．０８ｍｌ／ｍｉｎで開始剤溶液導入ノズルから導入
した。３０分後、重合溶液排出ノズルから抜き出しポンプを用いて４２５ｍｌ／ｈｒの一
定流量でポリマー溶液を排出した。
【００９０】
ポリマー溶液は、排出から１．５時間分は初流タンクに分別回収した。排出開始から、
１．５時間後から２．５時間のポリマー溶液を本回収した。得られたポリマー溶液を、品
溶媒であるメタノールに滴下し、沈殿、精製した。真空下、１３０℃で２時間乾燥して目

20

的とする熱可塑性樹脂を得た。得られた共重合体の組成は、メタクリル酸メチル単位６１
重量％、スチレン単位１２重量％、メタクリル酸ベンジル単位１重量％、無水マレイン酸
単位２７重量％であり、共重合体のメルトフローレート値（ＡＳＴＭ−Ｄ１２３８；２３
０℃、３．８ｋｇ荷重）は０．５ｇ／１０分であった。固有複屈折は正であり、光弾性係
数（未延伸）は−０．６×１０−１２Ｐａ−１であった。
このものの１Ｈ−ＮＭＲスペクトルを図１に示す。
【００９１】
（ｉ−２）耐熱アクリル系樹脂（Ａ−１−２）
（メタクリル酸メチル／スチレン／無水マレイン酸共重合体）
特公昭６３−１９６４号公報の実施例に記載の方法を参考として、スチレン／メタクリ

30

ル酸メチル／無水マレイン酸共重合体を得た。得られた共重合体の組成は、メタクリル酸
メチル単位７４質量％、スチレン単位１０質量％、無水マレイン酸単位１６質量％であり
、共重合体のメルトフローレート値（ＡＳＴＭ−Ｄ１２３８；２３０℃、３．８ｋｇ荷重
）は１．３ｇ／１０分であった。固有複屈折は負であり、光弾性係数（未延伸）は−２．
８×１０−１２Ｐａ−１であった。
【００９２】
（ｉ−３）アクリル系樹脂（Ａ−２）
メタクリル酸メチル８９．２重量部、アクリル酸メチル５．８重量部、及びキシレン５
重量部からなる単量体混合物に、１，１−ジ−ｔ−ブチルパーオキシ−３，３，３−トリ
メチルシクロヘキサン０．０２９４重量部、及びｎ−オクチルメルカプタン０．１１５重

40

量部を添加し、均一に混合した。この溶液を内容積１０リットルの密閉耐圧反応器に連続
的に供給し、攪拌下に平均温度１３０℃、平均滞留時間２時間で重合した後、反応器に接
続された貯層に連続的に送り出し、一定条件下で揮発分を除去し、さらに押出機に連続的
に溶融状態で移送し、メタクリル酸メチル／アクリル酸メチル共重合体ペレットを得た。
得られた共重合体のアクリル酸メチルの共重合割合は６．０質量％であり、重量平均分子
量は１４５，０００、ＡＳＴＭ−Ｄ１２３８に準拠して測定した２３０℃、３．８ｋｇ荷
重のメルトフローレート値は１．０ｇ／１０分であった。
【００９３】
（ｉｉ）アクリル系ゴム（Ｂ）

攪拌機、コンデンサーを備えた１０Ｌビーカーに蒸留

水５．７Ｌ、乳化剤としてジオクチルスルホコハク酸ソーダ２０ｇ、還元剤としてロンガ
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リツトｌ．２ｇを加え、均一に溶解した。これに、コア（第一層）を生成するために、メ
チルメタクリレート（以下、「ＭＭＡ」と略す。）２２０ｇ、ｎ−ブチルアクリレート（
以下、「ＢＡ」と略す。）３０ｇ、アリルメタクリレート（以下、「ＡＬＭＡ」と略す。
）０．８ｇ、ジイソプロピルベンゼンヒドロパーオキシド（以下、「ＰＢＰ」と略す。）
０．２ｇからなる均一溶液を加え８０℃で重合した。約１５分で反応は完了した。得られ
た重合体のＴｇは１０８℃であった。
【００９４】
次いで、コア（第一層）に第二層（シェル）を形成するために、ＢＡ１２７０ｇ、スチ
レン（以下、「ＳＴ」と略す。）３２０ｇ、ジエチレングリコールジアクリレート（以下
、「ＤＥＧＡ」と略す。）２０ｇ、ＡＬＭＡ１３．０ｇ、ＰＢＰ１．６ｇからなる均一溶
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液を、前述のコア（第一層）を生成した溶液に１時間にわたって滴下した。滴下終了後４
０分で反応は完了した。なお、この均一溶液を単独で重合して得られた重合体のＴｇは‑
３８℃であった。
次に、第三層１段を形成するため、ＭＭＡ３４０ｇ、ＢＡ２．０ｇ、ＰＢＰ０．３ｇ、
ｎ−オクチルメルカプタン（以下、「ＮＯＭ」と略す。）０．１ｇからなる均一溶液を、
前述の第二層を形成したコア−シェル粒子の溶液に加えた。この反応は約１５分で完了し
た。なお、この均一溶液を単独で重合させて得た重合体の分子量は、１，２２０，０００
、Ｔｇは１０９℃であった。
【００９５】
次に、第三層２段を形成するために、ＮＯＭの量を１．０ｇにした他は第三層１段と同
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じ組成の均一溶液を、前述の第三層１段を形成したコア−シェル粒子の溶液に加えた。こ
の段階は約１５分で反応が完了した。なお、この均一溶液を単独で重合させて得た重合体
の分子量は、１１７，０００、Ｔｇは１０８℃であった。
次いで、温度を９５℃に上げ、１時間保持した。得られた乳化溶液を０．５％塩化アル
ミニウム水溶液中に投入して重合体を凝集させ、温水で５回洗浄後、乾燥して白色フロッ
ク状の粒子を得た。
得られたアクリル系ゴム（Ｂ）の粒子の平均粒径は０．１μｍであった。
【００９６】
（３）光学フィルムの製造
［実施例１〜５、参考例、比較例１〜３］
表１に記載した配合比の樹脂組成物をテクノベル製押し出し機（ＫＺＷ１５ＴＷ−２５
ＭＧ−ＮＨ型）を用いて調製した。得られた樹脂組成物について前述の方法に従いプレス
フィルムを成形した。得られた未延伸フィルムは、前述の方法に従いそれぞれ延伸し所定
倍率の延伸フィルムとして加工した。
表１には、組成、延伸条件、樹脂組成物のガラス転移温度、面内位相差（Ｒｅ）、複屈
折及び光弾性係数の絶対値、及びトリミング評価を示した。
【００９７】
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【表１】

10

【００９８】
表１に示した結果から明らかなように、本発明の実施例１〜６の光学フィルムは、優れ
たトリミング性を有しているため、トリミング工程においてマイクロクラックや亀裂等が
発生しなかった。これに対して、比較例１〜３の光学フィルムは、アクリル系ゴム（Ｂ）
を含有していないために、トリミング性に劣り、トリミング工程において、マイクロクラ

20

ック、亀裂及び裂けの発生が観察された。
【産業上の利用可能性】
【００９９】
本発明の光学フィルムは、高い耐熱性と、低複屈折、及び低光弾性係数で特徴付けられ
る優れた光学的等方性に加え、トリミング性に優れることから、液晶ディスプレイ、プラ
ズマディスプレイ、有機ＥＬディスプレイ、フィールドエミッションディスプレイ、リア
プロジェクションテレビ等のフレキシブルディスプレイに用いられる偏光板保護フィルム
；１／４波長板、１／２波長板等の位相差板；視野角制御フィルム等の液晶光学補償フィ
ルム；ディスプレイ前面板；ディスプレイ基板；ソフトレンズ等に好適に用いることがで
きる。
【図面の簡単な説明】
【０１００】
【図１】熱可塑性樹脂（実施例１）の１Ｈ−ＮＭＲスペクトル図である。
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【図１】
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