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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
（Ａ）芳香族ポリカーボネート樹脂、（Ｂ）芳香族ポリエステル樹脂、（Ｃ）３つ以上の
水酸基を有する多官能性化合物を配合してなる熱可塑性樹脂組成物であり、（Ａ）芳香族
ポリカーボネート樹脂と（Ｂ）芳香族ポリエステル樹脂の合計を１００重量％として、（
Ａ）芳香族ポリカーボネート樹脂１～９９重量％、（Ｂ）芳香族ポリエステル樹脂１～９
９重量％であり、（Ａ）芳香族ポリカーボネート樹脂と（Ｂ）芳香族ポリエステル樹脂の
合計を１００重量部として、（Ｃ）３つ以上の水酸基を有する多官能性化合物０．０１～
０．８重量部を配合してなる熱可塑性樹脂組成物であり、（Ａ）芳香族ポリカーボネート
樹脂と（Ｂ）芳香族ポリエステル樹脂とが構造周期０．０１～１．０μｍの両相連続構造
、または粒子間距離０．００１～１μｍの分散構造を有することを特徴とする熱可塑性樹
脂組成物。
【請求項２】
（Ｃ）３つ以上の水酸基を有する多官能性化合物の重量平均分子量が２００～３０００で
ある請求項１に記載の熱可塑性樹脂組成物。
【請求項３】
（Ａ）芳香族ポリカーボネート樹脂と（Ｂ）芳香族ポリエステル樹脂の合計を１００重量
部として、さらに（Ｄ）充填剤２０～１００重量部を配合してなる請求項１または２に記
載の熱可塑性樹脂組成物。
【請求項４】



(2) JP 5310484 B2 2013.10.9

10

20

30

40

50

（Ｄ）充填剤が、板状充填剤を含む請求項３に記載の熱可塑性樹脂組成物。
【請求項５】
（Ｄ）充填剤として、タルク／ガラス繊維、または、タルク／炭素繊維の２種を併用する
請求項３または請求項４に記載の熱可塑性樹脂組成物、
【請求項６】
（Ｃ）３つ以上の水酸基を有する多官能性化合物が、水酸基を有する末端構造の少なくと
も一つが式（１）で表される構造である化合物である請求項１～５のいずれか１項に記載
の熱可塑性樹脂組成物。
【化１】

（Ｒは、炭素数１～１５の炭化水素基を表し、ｎは、１～１０の整数を表し、Ｘは、水酸
基を表す。）
【請求項７】
（Ｃ）３つ以上の水酸基を有する多官能性化合物が、アルキレンオキシド単位を一つ以上
含むことを特徴とする請求項１～６のいずれか１項に記載の熱可塑性樹脂組成物。
【請求項８】
請求項１～７のいずれか１項に記載された熱可塑性樹脂組成物からなる成形品。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、耐衝撃性、特に低温面衝撃強度に優れ、流動性に優れる成形品を与える熱可
塑性樹脂組成物および成形品に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来よりポリカーボネート樹脂は、優れた耐衝撃性を有すものの、耐薬品性や流動性に
劣るため、各種樹脂とのポリマーアロイによる改良検討がなされている。
【０００３】
　中でもポリカーボネート樹脂とポリブチレンテレフタレート樹脂とのブレンド物は、耐
衝撃性、機械的特性、耐熱性、耐薬品性などに優れていることから、幅広く用いられてい
る。更に近年では、耐衝撃性や剛性を改良するために、ゴム質重合体やガラス繊維、タル
ク、マイカ、ウィスカーなどの微細な無機充填剤を配合したものも広く用いられている。
一方でポリカーボネートの特徴である耐衝撃性等が低下する問題があった。
【０００４】
　また、近年、工業用成形品の大型成形、軽量化・薄肉化に対する要求がますます高まっ
ており、特に自動車や電気・電子機器用途に用いる芳香族ポリカーボネート樹脂と芳香族
ポリエステル樹脂とのブレンド物は、これらの要求に対し、特性を低下させることなく、
溶融時の流動性を改良させることが望まれている。
【０００５】
　これらの課題を解決するために、特許文献１には、熱可塑性樹脂と３つ以上の官能基を
有する多官能性化合物を配合してなる樹脂組成物が提案されている。しかしながら、芳香
族ポリカーボネート樹脂と芳香族ポリエステル樹脂とのブレンド物に関する記載はなく、
低温面衝撃強度および流動性を高度に両立する樹脂組成物を得る方法は示されていない。
特許文献２では芳香族ポリカーボネート樹脂、芳香族ポリエステル樹脂、塩基性無機充填
材および特定のホスファイト安定剤を配合してなる樹脂組成物が提案されている。
【０００６】
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　しかし、二軸押出機による混練時に高剪断応力状態を形成していないため、芳香族ポリ
カーボネート樹脂と芳香族ポリエステル樹脂とが相溶せず、スピノーダル分解に伴う構造
周期０．０１～１．０μｍの両相連続構造を形成していない。そのため、低温面衝撃強度
が十分に発現しないという問題があった。
【０００７】
　特許文献３ではポリブチレンテレフタレート樹脂、ポリカーボネート樹脂、特定構造の
ワラステナイト、ゴム質重合体を配合してなる樹脂組成物が提案されている。しかし、流
動性が十分でなく、成形品サイズが大きいときに成形できないことがあり、問題となるこ
とがあった。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００８】
【特許文献１】特開２００８－３１４３９号公報
【特許文献２】特開２００４－３５９９１３号公報
【特許文献３】特開２００７－２５４６１１号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　本発明の目的は、耐衝撃性、特に低温面衝撃強度に優れ、流動性に優れる成形品を与え
る熱可塑性樹脂組成物および成形品を得ることである。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　本発明は上記課題を解決するために本発明者らが鋭意検討した結果得られたものである
。
【００１１】
　すなわち、本発明は、
（１）（Ａ）芳香族ポリカーボネート樹脂、（Ｂ）芳香族ポリエステル樹脂、（Ｃ）３つ
以上の水酸基を有する多官能性化合物を配合してなる熱可塑性樹脂組成物であり、（Ａ）
芳香族ポリカーボネート樹脂と（Ｂ）芳香族ポリエステル樹脂の合計を１００重量％とし
て、（Ａ）芳香族ポリカーボネート樹脂１～９９重量％、（Ｂ）芳香族ポリエステル樹脂
１～９９重量％であり、（Ａ）芳香族ポリカーボネート樹脂と（Ｂ）芳香族ポリエステル
樹脂の合計を１００重量部として、（Ｃ）３つ以上の水酸基を有する多官能性化合物０．
０１～０．８重量部を配合してなる熱可塑性樹脂組成物であり、（Ａ）芳香族ポリカーボ
ネート樹脂と（Ｂ）芳香族ポリエステル樹脂とが構造周期０．０１～１．０μｍの両相連
続構造、または粒子間距離０．００１～１μｍの分散構造を有することを特徴とする熱可
塑性樹脂組成物、
（２）（Ｃ）３つ以上の水酸基を有する多官能性化合物の重量平均分子量が２００～３０
００である（１）に記載の熱可塑性樹脂組成物、
（３）（Ａ）芳香族ポリカーボネート樹脂と（Ｂ）芳香族ポリエステル樹脂の合計を１０
０重量部として、さらに（Ｄ）充填剤２０～１００重量部を配合してなる（１）または（
２）に記載の熱可塑性樹脂組成物、
（４）（Ｄ）充填剤が、板状充填剤を含む（３）に記載の熱可塑性樹脂組成物、
（５）（Ｄ）充填剤として、タルク／ガラス繊維、または、タルク／炭素繊維の２種を併
用する（３）または（４）に記載の熱可塑性樹脂組成物、
（６）（Ｃ）３つ以上の水酸基を有する多官能性化合物が、水酸基を有する末端構造の少
なくとも一つが式（１）で表される構造である化合物である上記（１）～（５）のいずれ
かに記載の熱可塑性樹脂組成物、
【００１２】



(4) JP 5310484 B2 2013.10.9

10

20

30

40

50

【化１】

【００１３】
（Ｒは、炭素数１～１５の炭化水素基を表し、ｎは、１～１０の整数を表し、Ｘは、水酸
基を表す。）
（７）（Ｃ）３つ以上の水酸基を有する多官能性化合物が、アルキレンオキシド単位を一
つ以上含むことを特徴とする（１）～（６）のいずれかに記載の熱可塑性樹脂組成物、
（８）（１）～（６）のいずれかに記載された熱可塑性樹脂組成物からなる成形品、
を提供するものである。
【発明の効果】
【００１４】
　本発明の熱可塑性樹脂組成物は、耐衝撃性、特に低温面衝撃強度に優れ、流動性に優れ
る成形品を与える熱可塑性樹脂組成を得ることができる。加えて、上記の熱可塑性組成物
は、各種成形品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】
【００１５】
　以下、本発明を詳細に説明する。
【００１６】
　本発明で用いる（Ａ）芳香族ポリカーボネート樹脂は、芳香族ジヒドロキシ化合物をホ
スゲン或いは炭酸ジエステル等のカーボネート前駆体と反応させることにより容易に製造
される。反応は公知の方法、例えば、ホスゲンを用いる場合は界面法により、又炭酸ジエ
ステルを用いる場合は溶融状で反応させるエステル交換法等が採用される。
【００１７】
　上記原料の芳香族ジヒドロキシ化合物としては、２，２－ビス（４－ヒドロキシフェニ
ル）プロパン［ビスフェノールＡ］が代表的である。その他、たとえば、ビス（４－ヒド
ロキシフェニル）メタン、１，１－ビス（４－ヒドロキシフェニル）エタン、２，２－ビ
ス（４－ヒドロキシフェニル）ブタン、２，２－ビス（４－ヒドロキシフェニル）オクタ
ン、ビス（４－ヒドロキシフェニル）フェニルメタン、２，２－ビス（４－ヒドロキシ－
３－メチルフェニル）プロパン、１，１－ビス（４－ヒドロキシ－３－ｔ－ブチルフェニ
ル）プロパン、２，２－ビス（４－ヒドロキシ－３－ブロモフェニル）プロパン、２，２
－ビス（４－ヒドロキシ－３，５－ジブロモフェニル）プロパン、２，２－ビス（４－ヒ
ドロキシ－３，５－ジクロロフェニル）プロパンのようなビス（ヒドロキシアリール）ア
ルカン類；１，１－ビス（４－ヒドロキシフェニル）シクロペンタン、１，１－ビス（４
－ヒドロキシフェニル）シクロヘキサンのようなビス（ヒドロキシアリール）シクロアル
カン類；４，４’－ジヒドロキシジフェニルエーテル、４，４’－ジヒドロキシ－３，３
’－ジメチルジフェニルエーテルのようなジヒドロキシジアリールエーテル類；４，４’
－ジヒドロキシジフェニルスルフィド、４，４’－ジヒドロキシ－３，３’－ジメチルジ
フェニルスルフィドのようなジヒドロキシジアリールスルフィド類；４，４’－ジヒドロ
キシジフェニルスルホキシド、４，４’－ジヒドロキシ－３，３’－ジメチルジフェニル
スルホキシドのようなジヒドロキシジアリールスルホキシド類；４，４’－ジヒドロキシ
ジフェニルスルホン、４，４’－ジヒドロキシ－３，３’－ジメチルジフェニルスルホン
のようなジヒドロキシジアリールスルホン類等が挙げられる。これらは単独または２種以
上混合して使用されるが、これらの他にピペラジン、ジピペリジルハイドロキノン、レゾ
ルシン、４，４’－ジヒドロキシジフェニル類を混合して使用してもよい。更に、フロロ
グルシン等の多官能性化合物を併用した分岐を有する芳香族ポリカーボネート樹脂を使用
することも出来る。
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【００１８】
　芳香族ジヒドロキシ化合物と反応させるカーボネート前駆体としては、ホスゲン、また
はジフェニルカーボネート、ジトリルカーボネート等のジアリールカーボネート類、ジメ
チルカーボネート、ジエチルカーボネート等のジアルキルカーボネート類が挙げられる。
【００１９】
　（Ａ）芳香族ポリカーボネート樹脂の分子量は、溶媒としてメチレンクロライドを用い
、温度２５℃で測定された溶液粘度より換算した粘度平均分子量で、好ましくは１０，０
００～５０，０００であり、より好ましくは１５，０００～４０，０００であり、最も好
ましくは１８，０００～３０，０００である。
【００２０】
　所望の分子量の芳香族ポリカーボネート樹脂を得るには、末端停止剤或いは分子量調節
剤を用いる方法や重合反応条件の選択等公知の方法が採用される。
【００２１】
　本発明で用いる（Ｂ）芳香族ポリエステル樹脂は、（イ）ジカルボン酸またはそのエス
テル形成性誘導体とジオールまたはそのエステル形成性誘導体、（ロ）ヒドロキシカルボ
ン酸あるいはそのエステル形成性誘導体、（ハ）ラクトンから選択された一種以上を重縮
合してなる重合体または共重合体であり、液晶性を示さないポリエステルである。
【００２２】
　上記ジカルボン酸あるいはそのエステル形成性誘導体としては、テレフタル酸、イソフ
タル酸、フタル酸、２，６－ナフタレンジカルボン酸、１，５－ナフタレンジカルボン酸
、ビス（ｐ－カルボキシフェニル）メタン、アントラセンジカルボン酸、４，４’－ジフ
ェニルエーテルジカルボン酸、５－テトラブチルホスホニウムイソフタル酸、５－ナトリ
ウムスルホイソフタル酸などの芳香族ジカルボン酸、シュウ酸、コハク酸、アジピン酸、
セバシン酸、アゼライン酸、ドデカンジオン酸、マロン酸、グルタル酸、ダイマー酸など
の脂肪族ジカルボン酸、１，３－シクロヘキサンジカルボン酸、１，４－シクロヘキサン
ジカルボン酸などの脂環式ジカルボン酸単位およびこれらのエステル形成性誘導体などが
挙げられる。
【００２３】
　また、上記ジオールあるいはそのエステル形成性誘導体としては、炭素数２～２０の脂
肪族グリコールすなわち、エチレングリコール、プロピレングリコール、１，４－ブタン
ジオール、ネオペンチルグリコール、１，５－ペンタンジオール、１，６－ヘキサンジオ
ール、デカメチレングリコール、シクロヘキサンジメタノール、シクロヘキサンジオール
、ダイマージオールなど、あるいは分子量２００～１０００００の長鎖グリコール、すな
わちポリエチレングリコール、ポリ－１，３－プロピレングリコール、ポリテトラメチレ
ングリコールなど、芳香族ジオキシ化合物すなわち、４，４’－ジヒドロキシビフェニル
、ハイドロキノン、ｔ－ブチルハイドロキノン、ビスフェノールＡ、ビスフェノールＳ、
ビスフェノールＦなど、及びこれらのエステル形成性誘導体などが挙げられる。
【００２４】
　また、上記ヒドロキシカルボン酸としては、グリコール酸、乳酸、ヒドロキシプロピオ
ン酸、ヒドロキシ酪酸、ヒドロキシ吉草酸、ヒドロキシカプロン酸、ヒドロキシ安息香酸
、ｐ－ヒドロキシ安息香酸、６－ヒドロキシ－２－ナフトエ酸およびこれらのエステル形
成性誘導体などが挙げられる。上記ラクトンとしてはカプロラクトン、バレロラクトン、
プロピオラクトン、ウンデカラクトン、１，５－オキセパン－２－オンなどを挙げること
ができる。
【００２５】
　これらの重合体ないしは共重合体の具体例としては、ポリブチレンテレフタレート、ポ
リブチレン（テレフタレート／イソフタレート）、ポリプロピレンテレフタレート、ポリ
プロピレン（テレフタレート／イソフタレート）、ポリエチレンテレフタレート、ポリエ
チレン（テレフタレート／イソフタレート）、ビスフェノールＡ（テレフタレート／イソ
フタレート）、ポリブチレンナフタレート、ポリブチレン（テレフタレート／ナフタレ－
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ト）、ポリプロピレンナフタレート、ポリプロピレン（テレフタレート／ナフタレート）
、ポリエチレンナフタレート、ポリシクロヘキサンジメチレンテレフタレート、ポリシク
ロヘキサンジメチレン（テレフタレート／イソフタレート）、ポリ（シクロヘキサンジメ
チレン／エチレン）テレフタレート、ポリ（シクロヘキサンジメチレン／エチレン）（テ
レフタレート／イソフタレート）、ポリブチレン（テレフタレート／イソフタレート）／
ビスフェノールＡ、ポリエチレン（テレフタレート／イソフタレート）／ビスフェノール
Ａなどの芳香族ポリエステルや、ポリブチレン（テレフタレート／サクシネート）、ポリ
プロピレン（テレフタレート／サクシネート）、ポリエチレン（テレフタレート／サクシ
ネート）、ポリブチレン（テレフタレート／アジペート）、ポリプロピレン（テレフタレ
ート／アジペート）、ポリエチレン（テレフタレート／アジペート）、ポリエチレン（テ
レフタレート／スルホイソフタレート／アジペート）、ポリエチレン（テレフタレート／
スルホイソフタレート／サクシネート）、ポリプロピレン（テレフタレート／スルホイソ
フタレート／サクシネート）、ポリブチレン（テレフタレート／セバテート）、ポリプロ
ピレン（テレフタレート／セバテート）、ポリエチレン（テレフタレート／セバテート）
、ポリブチレンテレフタレート・ポリエチレングリコール、ポリプロピレンテレフタレー
ト・ポリエチレングリコール、ポリエチレンテレフタレート・ポリエチレングリコール、
ポリブチレンテレフタレート・ポリ（テトラメチレンオキシド）グリコール、ポリプロピ
レンテレフタレート・ポリ（テトラメチレンオキシド）グリコール、ポリブチレン（テレ
フタレート／イソフタレート）・ポリ（テトラメチレンオキシド）グリコール、ポリプロ
ピレン（テレフタレート／イソフタレート）・ポリ（テトラメチレンオキシド）グリコー
ル、ポリブチレンテレフタレート・ポリ（プロピレンオキシド／エチレンオキシド）グリ
コール、ポリプロピレンテレフタレート・ポリ（プロピレンオキシド／エチレンオキシド
）グリコール、ポリブチレン（テレフタレート／イソフタレート）・ポリ（プロピレンオ
キシド／エチレンオキシド）グリコール、ポリプロピレン（テレフタレート／イソフタレ
ート）・ポリ（プロピレンオキシド／エチレンオキシド）グリコール、ポリブチレン（テ
レフタレート／アジペート）、ポリプロピレン（テレフタレート／アジペート）、ポリブ
チレンテレフタレート・ポリ－ε－カプロラクトンなどポリエーテルあるいは脂肪族ポリ
エステルを芳香族ポリエステルに共重合した共重合体や、ポリエチレンオキサレート、ポ
リプロピレンオキサレート、ポリブチレンオキサレート、ポリネオペンチルグリコールオ
キサレート、ポリエチレンサクシネート、ポリプロピレンサクシネート、ポリブチレンサ
クシネート、ポリブチレンアジペート、ポリプロピレンアジペート、ポリエチレンアジペ
ート、ポリブチレン（サクシネート／アジペート）、ポリプロピレン（サクシネート／ア
ジペート）、ポリエチレン（サクシネート／アジペート）、ポリヒドロキシ酪酸及びβ－
ヒドロキシ酪酸とβ－ヒドロキシ吉草酸とのコポリマーなどのポリヒドロキシアルカノエ
ート、ポリカプロラクトン、ポリグリコール酸、ポリ乳酸などの脂肪族ポリエステル、ポ
リブチレンサクシネート・カーボネートなどの脂肪族ポリエステルカーボネートが挙げら
れる。
【００２６】
　これらの中で、芳香族ジカルボン酸またはそのエステル形成性誘導体と脂肪族ジオール
またはそのエステル形成性誘導体を主成分として重縮合してなる重合体が好ましく、具体
的には、ポリブチレンテレフタレート、ポリプロピレンテレフタレート、ポリエチレンテ
レフタレート、ポリ（シクロヘキサンジメチレン／エチレン）テレフタレート、ポリプロ
ピレンナフタレート、ポリブチレンナフタレート、ポリブチレン（テレフタレート／イソ
フタレート）、ポリプロピレン（テレフタレート／イソフタレート）、ポリエチレン（テ
レフタレート／イソフタレート）、ポリブチレンテレフタレート・ポリエチレングリコー
ル、ポリプロピレンテレフタレート・ポリエチレングリコール、ポリエチレンテレフタレ
ート・ポリエチレングリコール、ポリブチレンテレフタレート・ポリ（テトラメチレンオ
キシド）グリコール、ポリプロピレンテレフタレート・ポリ（テトラメチレンオキシド）
グリコール、ポリエチレンテレフタレート・ポリ（テトラメチレンオキシド）グリコール
、ポリブチレン（テレフタレート／イソフタレート）・ポリ（テトラメチレンオキシド）
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グリコール、ポリプロピレン（テレフタレート／イソフタレート）・ポリ（テトラメチレ
ンオキシド）グリコール、ポリブチレン（テレフタレート／アジペート）、ポリプロピレ
ン（テレフタレート／アジペート）、ポリエチレン（テレフタレート／アジペート）、ポ
リブチレン（テレフタレート／サクシネート）、ポリプロピレン（テレフタレート／サク
シネート）、ポリエチレン（テレフタレート／サクシネート）を好ましく挙げることがで
きる。上記芳香族ジカルボン酸またはそのエステル形成性誘導体と脂肪族ジオールまたは
そのエステル形成性誘導体を主成分として重縮合してなる重合体中の全ジカルボン酸に対
する芳香族ジカルボン酸またはそのエステル形成性誘導体の割合が３０モル％以上である
ことがさらに好ましく、４０モル％以上であることがさらに好ましい。
【００２７】
　また、これらの中では、テレフタル酸またはそのエステル形成性誘導体とエチレングリ
コール、プロピレングリコール、ブタンジオールから選ばれる脂肪族ジオールまたはその
エステル形成性誘導体を主成分として重縮合してなる重合体がさらに好ましく、具体的に
は、ポリプロピレンテレフタレート、ポリブチレンテレフタレート、ポリブチレン（テレ
フタレート／イソフタレート）、ポリプロピレン（テレフタレート／イソフタレート）、
ポリエチレンテレフタレート・ポリエチレングリコール、ポリプロピレンテレフタレート
・ポリエチレングリコール、ポリブチレンテレフタレート・ポリエチレングリコール、ポ
リエチレンテレフタレート・ポリ（テトラメチレンオキシド）グリコール、ポリプロピレ
ンテレフタレート・ポリ（テトラメチレンオキシド）グリコール、ポリブチレンテレフタ
レート・ポリ（テトラメチレンオキシド）グリコール、ポリエチレンテレフタレート／イ
ソフタレート・ポリ（テトラメチレンオキシド）グリコール、ポリプロピレン（テレフタ
レート／イソフタレート）・ポリ（テトラメチレンオキシド）グリコール、ポリブチレン
（テレフタレート／イソフタレート）・ポリ（テトラメチレンオキシド）グリコール、ポ
リエチレン（テレフタレート／サクシネート）、ポリエチレン（テレフタレート／アジペ
ート）、ポリプロピレン（テレフタレート／サクシネート）、ポリプロピレン（テレフタ
レート／アジペート）、ポリブチレン（テレフタレート／サクシネート）、ポリブチレン
（テレフタレート／アジペート）、ポリブチレン（テレフタレート／セバケート）、ポリ
ブチレン（テレフタレート／デカンジカルボキシレート）、ポリ（シクロヘキサンジメチ
レンテレフタレート／イソフタレート）を挙げることできる。上記テレフタル酸またはそ
のエステル形成性誘導体とブタンジオールまたはそのエステル形成性誘導体を主成分とし
て重縮合してなる重合体中の全ジカルボン酸に対するテレフタル酸またはそのエステル形
成性誘導体の割合が３０モル％以上であることがさらに好ましく、４０モル％以上である
ことがさらに好ましい。
【００２８】
　本発明における上記（Ｂ）芳香族ポリエステル樹脂の具体例のさらなる好ましい例とし
ては、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、ポリエステルエラス
トマー、ポリプロピレンテレフタレート、ポリブチレンサクシネートを挙げることができ
、中でも特に成形性や耐熱性の点で、ポリブチレンテレフタレートまたはポリエチレンテ
レフタレートから選択される少なくとも１種が主成分であることが好ましく、ポリブチレ
ンテレフタレートが主成分であることがより好ましい。
【００２９】
　また、（Ｂ）熱可塑性ポリエステル樹脂は共重合体でもよく、具体例としてはポリブチ
レン（テレフタレート／イソフタレート）、ポリ（シクロヘキサンジメチレンテレフタレ
ート／イソフタレート）、ポリブチレン（テレフタレート／アジペート）、ポリエチレン
（テレフタレート／サクシネート）、ポリブチレン（テレフタレート／サクシネート）、
ポリブチレン（テレフタレート／セバケート）、ポリブチレン（テレフタレート／デカン
ジカルボキシレート）、ポリブチレン（テレフタレート／ナフタレート）などが挙げられ
、単独で用いても２種以上混合して用いても良い。
【００３０】
　本発明で用いる（Ｂ）芳香族ポリエステル樹脂の粘度は、溶融混練が可能であれば特に
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制限はないが、通常、ｏ－クロロフェノール溶液を２５℃で測定したときの固有粘度が０
．３６～３．０ｄｌ／ｇであることが好ましい。特に、０．９～２．０ｄｌ／ｇの範囲に
あるものが成形性の点から好適である。固有粘度が０．３６ｄｌ／ｇ未満では機械的特性
が不良であり、また、固有粘度が３．０ｄｌ／ｇを越えると成形性が不良となる傾向があ
る。
【００３１】
　本発明で用いる（Ｂ）芳香族ポリエステル樹脂の融点は、特に制限されるものではない
が、耐熱性の点から１２０℃以上であることが好ましく、１８０℃以上であることがより
好ましく、特に２２０℃以上であることが好ましい。上限は３５０℃である。さらに、成
形性および生産性の点で、２２０℃～２５０℃の範囲にあることが好ましい。なお、本発
明において、（Ｂ）芳香族ポリエステル樹脂の融点は、示差走査熱量計（ＤＳＣ）により
昇温速度２０℃／分で測定した値である。
【００３２】
　本発明で用いる（Ｂ）芳香族ポリエステル樹脂は、ｍ－クレゾール溶液をアルカリ溶液
で電位差滴定して求めたＣＯＯＨ末端基量が１～５０ｅｑ／ｔ（ポリマー１トン当りの末
端基量）の範囲にあるものが耐久性の点から好ましく使用できる。
【００３３】
　本発明で用いる（Ｂ）芳香族ポリエステル樹脂の製造方法は、特に限定されるものでは
なく、公知の重縮合法や開環重合法などにより製造することができ、バッチ重合および連
続重合のいずれでもよく、また、エステル交換反応および直接重合による反応のいずれで
も適用することができる。カルボキシル末端基量を少なくすることができ、かつ、流動性
向上効果が大きくなるという点で、連続重合が好ましく、コストの点で、直接重合が好ま
しい。
【００３４】
　本発明における（Ａ）芳香族ポリカーボネート樹脂と（Ｂ）芳香族ポリエステル樹脂の
配合量は、（Ａ）芳香族ポリカーボネート樹脂と（Ｂ）芳香族ポリエステル樹脂の合計を
１００重量％として、（Ａ）芳香族ポリカーボネート樹脂１～９９重量％、（Ｂ）芳香族
ポリエステル樹脂１～９９重量％である。（Ａ）芳香族ポリカーボネート樹脂１０～９０
重量％、（Ｂ）芳香族ポリエステル樹脂１０～９０重量％がより好ましく、（Ａ）芳香族
ポリカーボネート樹脂６０～８０重量％、（Ｂ）芳香族ポリエステル樹脂４０～６０重量
％が最も好ましい。（Ａ）芳香族ポリカーボネート樹脂の配合量が１重量％未満であると
、熱可塑性樹脂組成物の衝撃強度が低下する傾向にあり、９９重量％を超えると流動性が
低下したり、熱可塑性樹脂組成物の耐薬品性が低下する。
【００３５】
　本発明で用いる（Ｃ）３つ以上の官能基を有する多官能性化合物は、本発明の熱可塑性
樹脂の流動性を向上させるために必要な成分である。（Ｃ）成分としては、分子中に３つ
以上の官能基を有するものであれば限定はされず、低分子化合物であってもよいし、重合
体であってもよい。また、（Ｃ）成分としては、３官能性化合物、４官能性化合物および
５官能性化合物などの３つ以上の官能基を有する化合物であれば、いずれでもよいが、流
動性および機械物性が優れるという点で、３官能性化合物または４官能性化合物であるこ
とがより好ましく、４官能性化合物であることがさらに好ましい。
【００３６】
　本発明で用いる（Ｃ）３つ以上の官能基を有する多官能性化合物は、流動性および耐衝
撃性に優れるという点で、官能基を有する末端構造の少なくとも一つが式（１）で表され
る構造である化合物であることが好ましく、特に流動性および機械特性に優れるという点
で、官能基を有する末端構造の二つ以上が式（１）で表される構造である化合物であるこ
とがより好ましく、官能基を有する末端構造の三つ以上が式（１）で表される構造である
化合物であることがさらに好ましく、官能基を有する末端構造の全てが式（１）で表され
る構造である化合物であることが最も好ましい。
【００３７】
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【化２】

【００３８】
　ここで、Ｒは、炭素数１～１５の炭化水素基を表し、ｎは、１～１０の整数を表し、Ｘ
は、水酸基、アルデヒド基、カルボン酸基、スルホ基、アミノ基、グリシジル基、イソシ
アネート基、カルボジイミド基、オキサゾリン基、オキサジン基、エステル基、アミド基
、シラノール基、シリルエーテル基から選択される少なくとも１種の官能基を表す。
【００３９】
　本発明においては、流動性、耐久性および機械物性などが優れるという点で、Ｒは、ア
ルキレン基を表し、ｎは、１～７の整数を表し、Ｘは、水酸基、カルボン酸基、アミノ基
、グリシジル基、イソシアネート基、エステル基、アミド基から選択される少なくとも１
種の官能基を表すことが好ましく、Ｒは、アルキレン基を表し、ｎは、１～５の整数を表
し、Ｘは、水酸基、カルボン酸基、アミノ基、グリシジル基、エステル基から選択される
少なくとも１種の官能基を表すことがより好ましく、Ｒは、アルキレン基を表し、ｎは、
１～４の整数を表し、Ｘは、水酸基、アミノ基、グリシジル基、エステル基から選択され
る少なくとも１種の官能基を表すことがさらに好ましく、Ｒは、アルキレン基を表し、ｎ
は、１～３の整数を表し、Ｘは、水酸基であることが特に好ましい。なお、本発明におい
て、Ｒが、アルキレン基の場合、式（１）で表される構造は、アルキレンオキシド単位を
含有する構造を示す。
【００４０】
　本発明において、（Ｃ）成分中の多官能性官能基は、水酸基、アルデヒド基、カルボン
酸基、スルホ基、アミノ基、グリシジル基、イソシアネート基、カルボジイミド基、オキ
サゾリン基、オキサジン基、エステル基、アミド基、シラノール基、シリルエーテル基か
ら選択された少なくとも１種類以上であることが好ましく、（Ｃ）成分中の官能基は、こ
れらの中から同一あるいは異なる３つ以上の官能基を有していることが好ましい。また、
本発明において、（Ｃ）成分が、（Ｃ）３つ以上の官能基を有する多官能性化合物であっ
て、官能基を有する末端構造の二つ以上が式（１）で表される構造である化合物である場
合には、官能基としては、上記の中の同一のものでもよく、あるいは異なるものでもよい
が、流動性、機械物性、耐久性、耐熱性および生産性の点で、同一のものであることが好
ましい。
【００４１】
　（Ｃ）３つ以上の官能基を有する多官能性化合物の好ましい例として、官能基が水酸基
の場合は、１，２，４－ブタントリオール、１，２，５－ペンタントリオール、１，２，
６－へキサントリオール、１，２，３，６－ヘキサンテトロール、グリセリン、ジグリセ
リン、トリグリセリン、テトラグリセリン、ペンタグリセリン、ヘキサグリセリン、トリ
エタノールアミン、トリメチロールエタン、トリメチロールプロパン、ジトリメチロール
プロパン、トリトリメチロールプロパン、２－メチルプロパントリオール、２－メチル－
１，２，４－ブタントリオール、ペンタエリスリトール、ジペンタエリスリトール、トリ
ペンタエリスリトール、メチルグルコシド、ソルビトール、マンニトール、スクロース、
１，３，５－トリヒドロキシベンゼン、１，２，４－トリヒドロキシベンゼンなどの炭素
数３～２４の多価アルコールやポリビニルアルコールなどのポリマーが挙げられる。なか
でも、流動性、機械物性の点から分岐構造を有するグリセリン、ジグリセリン、トリメチ
ロールプロパン、ジトリメチロールプロパン、ペンタエリスリトール、ジペンタエリスリ
トールが好ましい。
【００４２】
　（Ｃ）３つ以上の官能基を有する多官能性化合物の好ましい例として、官能基がカルボ
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ン酸基の場合は、プロパン－１，２，３－トリカルボン酸、２－メチルプロパン－１，２
，３－トリスカルボン酸、ブタン－１，２，４－トリカルボン酸、ブタン－１，２，３，
４－テトラカルボン酸、トリメリット酸、トリメシン酸、ヘミメリット酸、ピロメリット
酸、ベンゼンペンタカルボン酸、シクロヘキサン－１，２，４－トリカルボン酸、シクロ
ヘキサン－１，３，５－トリカルボン酸、シクロヘキサン－１，２，４，５－テトラカル
ボン酸、ナフタレン－１，２，４－トリカルボン酸、ナフタレン－２，５，７－トリカル
ボン酸、ピリジン－２，４，６－トリカルボン酸、ナフタレン－１，２，７，８－テトラ
カルボン酸、ナフタレン－１，４，５，８－テトラカルボン酸などの多価カルボン酸やア
クリル酸、メタクリル酸などのポリマーが挙げられ、それらの酸無水物も使用できる。な
かでも、流動性の点から分岐構造を有するプロパン－１，２，３－トリカルボン酸、トリ
メリット酸、トリメシン酸およびその酸無水物が好ましい。
【００４３】
　（Ｃ）３つ以上の官能基を有する多官能性化合物の官能基がアミノ基の場合は、３つ以
上の置換基のうち少なくとも１つは１級または２級アミンであることが好ましく、いずれ
も１級または２級アミンであることがさらに好ましく、いずれも１級アミンであることが
特に好ましい。（Ｃ）３つ以上の官能基を有する多官能性化合物の好ましい例として、官
能基がアミノ基の場合は、１，２，３－トリアミノプロパン、１，２，３－トリアミノ－
２－メチルプロパン、１，２，４－トリアミノブタン、１，２，３，４－テトラミノブタ
ン、１，３，５－トリアミノシクロヘキサン、１，２，４－トリアミノシクロヘキサン、
１，２，３－トリアミノシクロヘキサン、１，２，４，５－テトラミノシクロヘキサン、
１，３，５－トリアミノベンゼン、１，２，４－トリアミノベンゼン、１，２，３－トリ
アミノベンゼン、１，２，４，５－テトラミノベンゼン、１，２，４－トリアミノナフタ
レン、２，５，７－トリアミノナフタレン、２，４，６－トリアミノピリジン、１，２，
７，８－テトラミノナフタレン、１，４，５，８－テトラミノナフタレン等が挙げられる
。なかでも、流動性の点から分岐構造を有する１，２，３－トリアミノプロパン、１，３
，５－トリアミノシクロヘキサン、１，３，５－トリアミノベンゼンが好ましい。
【００４４】
　（Ｃ）３つ以上の官能基を有する多官能性化合物の好ましい例として、官能基がグリシ
ジル基の場合は、トリグリシジルトリアゾリジン－３，５－ジオン、トリグリシジルイソ
シアヌレートなどの単量体や、ポリ（エチレン／グリシジルメタクリレート）－ｇ－ポリ
メチルメタクリレート、グリシジル基含有アクリルポリマー、グリシジル基含有アクリル
／スチレンポリマーなどのポリマーが挙げられる。
【００４５】
　（Ｃ）３つ以上の官能基を有する多官能性化合物の好ましい例として、官能基がイソシ
アネート基の場合は、ノナントリイソシアネート（例えば４－イソシアナトメチル－１，
８－オクタンジイソシアネート（ＴＩＮ））、デカントリイソシアネート、ウンデカント
リイソシアネート、ドデカントリイソシアネートなどが挙げられる。
【００４６】
　（Ｃ）３つ以上の官能基を有する多官能性化合物の好ましい例として、官能基がエステ
ル基の場合は、上記３つ以上水酸基を有する化合物の脂肪族酸エステルまたは芳香族酸エ
ステルや、上記３つ以上カルボン酸基を有する化合物のエステル誘導体などが挙げられる
。
【００４７】
　（Ｃ）３つ以上の官能基を有する多官能性化合物の好ましい例として、官能基がアミド
基の場合は、上記３つ以上カルボン酸基を有する化合物のアミド誘導体などが挙げられる
。
【００４８】
　また、流動性、機械物性の点から、（Ｃ）３つ以上の官能基を有する化合物がアルキレ
ンオキシド単位を一つ以上含むことが好ましい。なお、本発明において、（Ｃ）成分が、
（Ｃ）３つ以上の官能基を有する多官能性化合物であって、官能基を有する末端構造の少
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なくとも一つが式（１）で表される構造である化合物であり、式（１）中のＲが、アルキ
レン基の場合、式（１）で表される構造は、アルキレンオキシド単位を含有する構造を示
すものであり、特に流動性に優れるという点で、（Ｃ）成分としては、（Ｃ）３つ以上の
官能基を有する多官能性化合物であって、アルキレンオキシド単位を含有する多官能性化
合物であることが最も好ましい。本発明において、アルキレンオキシド単位の好ましい例
として、炭素原子数１～４である脂肪族アルキレンオキシド単位が有効であり、具体例と
してはメチレンオキシド単位、エチレンオキシド単位、トリメチレンオキシド単位、プロ
ピレンオキシド単位、テトラメチレンオキシド単位、１，２－ブチレンオキシド単位、２
，３－ブチレンオキシド単位若しくはイソブチレンオキシド単位などを挙げることができ
、本発明においては、特に、流動性、リサイクル性、耐久性、耐熱性および機械物性に優
れるという点で、アルキレンオキシド単位としてエチレンオキシド単位又はプロピレンオ
キシド単位が含まれる化合物を使用するのが好ましく、耐衝撃性に優れるという点で、プ
ロピレンオキシド単位が含まれる化合物を使用することが特に好ましい。
【００４９】
　本発明で用いる（Ｃ）成分において、（Ｃ）３つ以上の官能基を有する多官能性化合物
に含まれるアルキレンオキシド単位数については、流動性および機械物性に優れるという
点で、１官能基当たりのアルキレンオキシド単位が０．１～２０であることが好ましく、
０．５～１０であることがより好ましく、１～２であることがさらに好ましい。
【００５０】
　アルキレンオキシド単位を一つ以上含む（Ｃ）３つ以上の官能基を有する多官能性化合
物の好ましい例として、官能基が水酸基の場合は、（ポリ）オキシメチレングリセリン、
（ポリ）オキシエチレングリセリン、（ポリ）オキシトリメチレングリセリン、（ポリ）
オキシプロピレングリセリン、（ポリ）オキシエチレン－（ポリ）オキシプロピレングリ
セリン、（ポリ）オキシテトラメチレングリセリン、（ポリ）オキシメチレンジグリセリ
ン、（ポリ）オキシエチレンジグリセリン、（ポリ）オキシトリメチレンジグリセリン、
（ポリ）オキシプロピレンジグリセリン、（ポリ）オキシメチレントリメチロールプロパ
ン、（ポリ）オキシエチレントリメチロールプロパン、（ポリ）オキシトリメチレントリ
メチロールプロパン、（ポリ）オキシプロピレントリメチロールプロパン、（ポリ）オキ
シエチレン－（ポリ）オキシプロピレントリメチロールプロパン、（ポリ）オキシテトラ
メチレントリメチロールプロパン、（ポリ）オキシメチレンジトリメチロールプロパン、
（ポリ）オキシエチレンジトリメチロールプロパン、（ポリ）オキシトリメチレンジトリ
メチロールプロパン、（ポリ）オキシプロピレンジトリメチロールプロパン、（ポリ）オ
キシメチレンペンタエリスリトール、（ポリ）オキシエチレンペンタエリスリトール、（
ポリ）オキシトリメチレンペンタエリスリトール、（ポリ）オキシプロピレンペンタエリ
スリトール、（ポリ）オキシエチレン－（ポリ）オキシプロピレンペンタエリスリトール
、（ポリ）オキシテトラメチレンペンタエリスリトール、（ポリ）オキシメチレンジペン
タエリスリトール、（ポリ）オキシエチレンジペンタエリスリトール、（ポリ）オキシト
リメチレンジペンタエリスリトール、（ポリ）オキシプロピレンジペンタエリスリトール
、（ポリ）オキシメチレングルコース、（ポリ）オキシエチレングルコース、（ポリ）オ
キシトリメチレングルコース、（ポリ）オキシプロピレングルコース、（ポリ）オキシエ
チレン－（ポリ）オキシプロピレングルコース、（ポリ）オキシテトラメチレングルコー
ス等を挙げることができる。
【００５１】
　また、アルキレンオキシド単位を一つ以上含む（Ｃ）３つ以上の官能基を有する多官能
性化合物の好ましい例として、官能基がカルボン酸の場合は、（ポリ）メチレンオキシド
単位を含むプロパン－１，２，３－トリカルボン酸、（ポリ）エチレンオキシド単位を含
むプロパン－１，２，３－トリカルボン酸、（ポリ）トリメチレンオキシド単位を含むプ
ロパン－１，２，３－トリカルボン酸、（ポリ）プロピレンオキシド単位を含むプロパン
－１，２，３－トリカルボン酸、（ポリ）テトラメチレンオキシド単位を含むプロパン－
１，２，３－トリカルボン酸、（ポリ）メチレンオキシド単位を含む２－メチルプロパン
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－１，２，３－トリスカルボン酸、（ポリ）エチレンオキシド単位を含む２－メチルプロ
パン－１，２，３－トリスカルボン酸、（ポリ）トリメチレンオキシド単位を含む２－メ
チルプロパン－１，２，３－トリスカルボン酸、（ポリ）プロピレンオキシド単位を含む
２－メチルプロパン－１，２，３－トリスカルボン酸、（ポリ）テトラメチレンオキシド
単位を含む２－メチルプロパン－１，２，３－トリスカルボン酸、（ポリ）メチレンオキ
シド単位を含むブタン－１，２，４－トリカルボン酸、（ポリ）エチレンオキシド単位を
含むブタン－１，２，４－トリカルボン酸、（ポリ）トリメチレンオキシド単位を含むブ
タン－１，２，４－トリカルボン酸、（ポリ）プロピレンオキシド単位を含むブタン－１
，２，４－トリカルボン酸、（ポリ）テトラメチレンオキシド単位を含むブタン－１，２
，４－トリカルボン酸、（ポリ）メチレンオキシド単位を含むブタン－１，２，３，４－
テトラカルボン酸、（ポリ）エチレンオキシド単位を含むブタン－１，２，３，４－テト
ラカルボン酸、（ポリ）トリメチレンオキシド単位を含むブタン－１，２，３，４－テト
ラカルボン酸、（ポリ）プロピレンオキシド単位を含むブタン－１，２，３，４－テトラ
カルボン酸、（ポリ）テトラメチレンオキシド単位を含むブタン－１，２，３，４－テト
ラカルボン酸、（ポリ）メチレンオキシド単位を含むトリメリット酸、（ポリ）エチレン
オキシド単位を含むトリメリット酸、（ポリ）トリメチレンオキシド単位を含むトリメリ
ット酸、（ポリ）プロピレンオキシド単位を含むトリメリット酸、（ポリ）テトラメチレ
ンオキシド単位を含むトリメリット酸、（ポリ）メチレンオキシド単位を含むトリメシン
酸、（ポリ）エチレンオキシド単位を含むトリメシン酸、（ポリ）トリメチレンオキシド
単位を含むトリメシン酸、（ポリ）プロピレンオキシド単位を含むトリメシン酸、（ポリ
）テトラメチレンオキシド単位を含むトリメシン酸、（ポリ）メチレンオキシド単位を含
むヘミメリット酸、（ポリ）エチレンオキシド単位を含むヘミメリット酸、（ポリ）トリ
メチレンオキシド単位を含むヘミメリット酸、（ポリ）プロピレンオキシド単位を含むヘ
ミメリット酸、（ポリ）テトラメチレンオキシド単位を含むヘミメリット酸、（ポリ）メ
チレンオキシド単位を含むピロメリット酸、（ポリ）エチレンオキシド単位を含むピロメ
リット酸、（ポリ）トリメチレンオキシド単位を含むピロメリット酸、（ポリ）プロピレ
ンオキシド単位を含むピロメリット酸、（ポリ）テトラメチレンオキシド単位を含むピロ
メリット酸、（ポリ）メチレンオキシド単位を含むシクロヘキサン－１，３，５－トリカ
ルボン酸、（ポリ）エチレンオキシド単位を含むシクロヘキサン－１，３，５－トリカル
ボン酸、（ポリ）トリメチレンオキシド単位を含むシクロヘキサン－１，３，５－トリカ
ルボン酸、（ポリ）プロピレンオキシド単位を含むシクロヘキサン－１，３，５－トリカ
ルボン酸、（ポリ）テトラメチレンオキシド単位を含むシクロヘキサン－１，３，５－ト
リカルボン酸等を挙げることができる。
【００５２】
　また、アルキレンオキシド単位を一つ以上含む（Ｃ）３つ以上の官能基を有する多官能
性化合物の好ましい例として、官能基がアミノ基の場合は（ポリ）メチレンオキシド単位
を含む１，２，３－トリアミノプロパン、（ポリ）エチレンオキシド単位を含む１，２，
３－トリアミノプロパン、（ポリ）トリメチレンオキシド単位を含む１，２，３－トリア
ミノプロパン、（ポリ）プロピレンオキシド単位を含む１，２，３－トリアミノプロパン
、（ポリ）テトラメチレンオキシド単位を含む１，２，３－トリアミノプロパン、（ポリ
）メチレンオキシド単位を含む１，２，３－トリアミノ－２－メチルプロパン、（ポリ）
エチレンオキシド単位を含む１，２，３－トリアミノ－２－メチルプロパン、（ポリ）ト
リメチレンオキシド単位を含む１，２，３－トリアミノ－２－メチルプロパン、（ポリ）
プロピレンオキシド単位を含む１，２，３－トリアミノ－２－メチルプロパン、（ポリ）
テトラメチレンオキシド単位を含む１，２，３－トリアミノ－２－メチルプロパン、（ポ
リ）メチレンオキシド単位を含む１，２，４－トリアミノブタン、（ポリ）エチレンオキ
シド単位を含む１，２，４－トリアミノブタン、（ポリ）トリメチレンオキシド単位を含
む１，２，４－トリアミノブタン、（ポリ）プロピレンオキシド単位を含む１，２，４－
トリアミノブタン、（ポリ）テトラメチレンオキシド単位を含む１，２，４－トリアミノ
ブタン、（ポリ）メチレンオキシド単位を含む１，２，３，４－テトラミノブタン、（ポ
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リ）エチレンオキシド単位を含む１，２，３，４－テトラミノブタン、（ポリ）トリメチ
レンオキシド単位を含む１，２，３，４－テトラミノブタン、（ポリ）プロピレンオキシ
ド単位を含む１，２，３，４－テトラミノブタン、（ポリ）テトラメチレンオキシド単位
を含む１，２，３，４－テトラミノブタン、（ポリ）メチレンオキシド単位を含む１，３
，５－トリアミノシクロヘキサン、（ポリ）エチレンオキシド単位を含む１，３，５－ト
リアミノシクロヘキサン、（ポリ）トリメチレンオキシド単位を含む１，３，５－トリア
ミノシクロヘキサン、（ポリ）プロピレンオキシド単位を含む１，３，５－トリアミノシ
クロヘキサン、（ポリ）テトラメチレンオキシド単位を含む１，３，５－トリアミノシク
ロヘキサン、（ポリ）メチレンオキシド単位を含む１，２，４－トリアミノシクロヘキサ
ン、（ポリ）エチレンオキシド単位を含む１，２，４－トリアミノシクロヘキサン、（ポ
リ）トリメチレンオキシド単位を含む１，２，４－トリアミノシクロヘキサン、（ポリ）
プロピレンオキシド単位を含む１，２，４－トリアミノシクロヘキサン、（ポリ）テトラ
メチレンオキシド単位を含む１，２，４－トリアミノシクロヘキサン、（ポリ）メチレン
オキシド単位を含む１，２，４，５－テトラミノシクロヘキサン、（ポリ）エチレンオキ
シド単位を含む１，２，４，５－テトラミノシクロヘキサン、（ポリ）トリメチレンオキ
シド単位を含む１，２，４，５－テトラミノシクロヘキサン、（ポリ）プロピレンオキシ
ド単位を含む１，２，４，５－テトラミノシクロヘキサン、（ポリ）テトラメチレンオキ
シド単位を含む１，２，４，５－テトラミノシクロヘキサン、（ポリ）メチレンオキシド
単位を含む１，３，５－トリアミノベンゼン、（ポリ）エチレンオキシド単位を含む１，
３，５－トリアミノベンゼン、（ポリ）トリメチレンオキシド単位を含む１，３，５－ト
リアミノベンゼン、（ポリ）プロピレンオキシド単位を含む１，３，５－トリアミノベン
ゼン、（ポリ）テトラメチレンオキシド単位を含む１，３，５－トリアミノベンゼン、（
ポリ）メチレンオキシド単位を含む１，２，４－トリアミノベンゼン、（ポリ）エチレン
オキシド単位を含む１，２，４－トリアミノベンゼン、（ポリ）トリメチレンオキシド単
位を含む１，２，４－トリアミノベンゼン、（ポリ）プロピレンオキシド単位を含む１，
２，４－トリアミノベンゼン、（ポリ）テトラメチレンオキシド単位を含む１，２，４－
トリアミノベンゼン等を挙げることができる。
【００５３】
　また、アルキレンオキシド単位を一つ以上含む（Ｃ）３つ以上の官能基を有する多官能
性化合物の好ましい例として、官能基がエステル基の場合は、上記アルキレンオキシド単
位を含む３つ以上水酸基を有する化合物の脂肪族酸エステルまたは芳香族酸エステルや、
上記アルキレンオキシド単位を含む３つ以上カルボン酸基を有する化合物のエステル誘導
体などが挙げられる。
【００５４】
　また、アルキレンオキシド単位を一つ以上含む（Ｃ）３つ以上の官能基を有する多官能
性化合物の好ましい例として、官能基がアミド基の場合は、上記アルキレンオキシド単位
を含む３つ以上カルボン酸基を有する化合物のアミド誘導体などが挙げられる。
【００５５】
　流動性の点からアルキレンオキシド単位を一つ以上含む（Ｃ）３つ以上の官能基を有す
る多官能性化合物の特に好ましい例として、官能基が水酸基の場合は、（ポリ）オキシエ
チレングリセリン、（ポリ）オキシプロピレングリセリン、（ポリ）オキシエチレンジグ
リセリン、（ポリ）オキシプロピレンジグリセリン、（ポリ）オキシエチレントリメチロ
ールプロパン、（ポリ）オキシプロピレントリメチロールプロパン、（ポリ）オキシエチ
レンジトリメチロールプロパン、（ポリ）オキシプロピレンジトリメチロールプロパン、
（ポリ）オキシエチレンペンタエリスリトール、（ポリ）オキシプロピレンペンタエリス
リトール、（ポリ）オキシエチレンジペンタエリスリトール、（ポリ）オキシプロピレン
ジペンタエリスリトールが挙げられ、官能基がカルボン酸の場合は、（ポリ）エチレンオ
キシド単位を含むプロパン－１，２，３－トリカルボン酸、（ポリ）プロピレンオキシド
単位を含むプロパン－１，２，３－トリカルボン酸、（ポリ）エチレンオキシド単位を含
むトリメリット酸、（ポリ）プロピレンオキシド単位を含むトリメリット酸、（ポリ）エ
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チレンオキシド単位を含むトリメシン酸、（ポリ）プロピレンオキシド単位を含むトリメ
シン酸、（ポリ）エチレンオキシド単位を含むシクロヘキサン－１，３，５－トリカルボ
ン酸、（ポリ）プロピレンオキシド単位を含むシクロヘキサン－１，３，５－トリカルボ
ン酸が挙げられ、官能基がアミノ基の場合は（ポリ）エチレンオキシド単位を含む１，２
，３－トリアミノプロパン、（ポリ）プロピレンオキシド単位を含む１，２，３－トリア
ミノプロパン、（ポリ）エチレンオキシド単位を含む１，３，５－トリアミノシクロヘキ
サン、（ポリ）プロピレンオキシド単位を含む１，３，５－トリアミノシクロヘキサン、
（ポリ）エチレンオキシド単位を含む１，３，５－トリアミノベンゼン、（ポリ）プロピ
レンオキシド単位を含む１，３，５－トリアミノベンゼンが挙げられる。
【００５６】
　本発明で用いる、（Ｃ）３つ以上の官能基を有する多官能性化合物の粘度は、２５℃に
おいて１５０００ｍ・Ｐａ以下であることが好ましく、流動性、機械物性の点から５００
０ｍ・Ｐａ以下であることがさらに好ましく、２０００ｍ・Ｐａ以下であることが特に好
ましい。下限は特にないが、成形時のブリード性の点から１００ｍ・Ｐａ以上であること
が好ましい。２５℃における粘度が１５０００ｍ・Ｐａよりも大きいと流動性改良効果が
不十分であるため好ましくない。
【００５７】
　本発明で用いる、（Ｃ）３つ以上の官能基を有する化合物の分子量または重量平均分子
量（Ｍｗ）は、流動性の点で、５０～１００００の範囲であることが好ましく、１５０～
８０００の範囲であることがより好ましく、２００～３０００の範囲であることがさらに
好ましい。本発明において、（Ｂ）３つ以上の官能基を有する多官能性化合物のＭｗは、
溶媒としてヘキサフルオロイソプロパノールを用いたゲルパーミエーションクロマトグラ
フィー（ＧＰＣ）で測定したポリメチルメタクリレート（ＰＭＭＡ）換算の値である。
【００５８】
　本発明で用いる、（Ｃ）３つ以上の官能基を有する多官能性化合物の含水分は１％以下
であることが好ましい。より好ましくは含水分０．５％以下であり、さらに好ましくは０
．１％以下である。（Ｃ）成分の含水分の下限は特にない。含水分が１％よりも高いと機
械物性の低下を引き起こすため好ましくない。
【００５９】
　本発明における、（Ｃ）３つ以上の官能基を有する多官能性化合物の配合量は、（Ａ）
芳香族ポリカーボネート樹脂と（Ｂ）芳香族ポリエステル樹脂の合計を１００重量部とし
て、（Ｃ）成分が０．０１～４重量部の範囲であることが必須であり、流動性と耐衝撃性
の点から、０．０５～２重量部の範囲で配合することが好ましく、０．１～０．７重量部
の範囲で配合することがさらに好ましい。
【００６０】
　本発明においては、（Ｃ）成分が少なくとも１つ以上の水酸基、あるいはカルボン酸基
を有していることが流動性の点から好ましく、（Ｃ）成分が３つ以上水酸基、あるいはカ
ルボン酸基を有していることがより好ましく、（Ｃ）成分が３つ以上水酸基を有している
ことがさらに好ましく、（Ｃ）成分の全ての官能基が水酸基であることが特に好ましい。
【００６１】
　本発明において、樹脂組成物の機械強度等、その他の特性を付与するために、（Ｄ）充
填剤を配合することができる。
【００６２】
　（Ｄ）充填剤の種類としては、繊維状、針状、板状、粒状などのいずれの充填剤も使用
することができる。具体的には、ガラス繊維、ＰＡＮ系やピッチ系の炭素繊維、ステンレ
ス繊維、アルミニウム繊維や黄銅繊維などの金属繊維、芳香族ポリアミド繊維などの有機
繊維、石膏繊維、セラミック繊維、アスベスト繊維、ジルコニア繊維、アルミナ繊維、シ
リカ繊維、酸化チタン繊維、炭化ケイ素繊維等の繊維状の充填剤、ワラステナイト、チタ
ン酸カリウムウィスカー、チタン酸バリウムウィスカー、ホウ酸アルミニウムウィスカー
、窒化ケイ素ウィスカーなどの針状の充填剤、タルク、マイカ、ガラスフレーク、合成ハ
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イドロタルサイト、グラファイト、カオリン、クレー等の板状の充填剤、シリカ、炭酸カ
ルシウム、ガラスビーズ、シリカビーズなどの各種ビーズ、ガラスマイクロバルーン等の
各種バルーン、二硫化モリブデン、モンモリロナイト、酸化チタン、硫酸バリウムなどの
粒状の充填剤が例示される。
【００６３】
　本発明の（Ｄ）充填材でタルクを用いる場合、タルクの嵩密度は、０.１～２．０が好
ましく、０.３～１．５がより好ましく、０．５～１．０であることが最も好ましい。嵩
比重が０.１以上であることで樹脂組成物の剛性、耐衝撃性、熱安定性がより向上する傾
向にあり、嵩比重が２．０以下であることで樹脂組成物の成形品外観や耐衝撃性がより向
上する傾向にある。
【００６４】
　ここで嵩密度とは、以下の方法により求めた値である。
（１）タルクを目開きが１．４ｍｍの篩上に乗せ、ハケで均等に軽く掃きながら篩を通す
。
（２）篩に通したタルクをＪＩＳＫ５１０１に規定された嵩密度測定装置に付属する受器
に山盛りになるまで投入する。
（３）受器の投入口から上部の山盛りになったタルクをヘラで削り取り、受器内のタルク
の重量を測定し、下式にて嵩密度を算出する。
嵩密度＝ 受器内のタルクの重量（ｇ）／受器の容量（ｍｌ）
【００６５】
　原料タルクを用いて嵩密度を高くする方法としては従来公知の任意の造粒方法を使用で
き、バインダーを使用しない場合とバインダーを使用する方法とがある。
【００６６】
　バインダーを使用しない方法の例として、通常脱気圧縮の方法が挙げられる。かかる方
法は、脱気しながらブリケッティングマシーンなどでローラー圧縮する方法を代表例とし
て挙げることができる。
【００６７】
　バインダーを使用する方法の例として、バインダーとなる樹脂などが溶解または分散し
た液体とタルクをスーパーミキサーなどの混合機で均一に混合し、造粒機を通して造粒す
る方法がある。更にその後かかるタルクを乾燥処理をして十分に水などの成分をそこから
取り除くことが好ましい。
【００６８】
　前記タルクは、予め表面処理をすることもできる。表面処理としては例えば、シランカ
ップリング剤、高級脂肪酸、脂肪酸金属塩、およびポリアルキレングリコールなどの各種
処理剤での化学的処理のほか、メカノフュージョン法、高速気流中衝撃法などの物理的な
表面処理も可能である。
【００６９】
　好適なタルクの具体的な事例としては、ハリマ化成（株）製ＨＴ－７０００、松村産業
（株）製Ｂ－１０、Ｒ－１０が挙げられる。
【００７０】
　本発明の（Ｄ）充填材で炭素繊維を用いる場合、特に制限がなく、公知の各種炭素繊維
、例えばポリアクリロニトリル、ピッチ、レーヨン、リグニン、炭化水素ガス等を用いて
製造される炭素質繊維や黒鉛質繊維であり、また、これらの繊維を金属でコートした繊維
でもよい。炭素繊維は通常チョップドストランド、ロービングストランド、ミルドファイ
バーなどの形状であり、直径１５μｍ以下、好ましくは５～１０μｍである。
【００７１】
　本発明に用いる炭素繊維はチョップドストランドを用いることが好ましく、チョップド
炭素繊維の前駆体である炭素繊維ストランドのフィラメント数は１,０００～１５０,００
０本が好ましい。フィラメント数が１,０００本未満であると、製造コストが上昇し、１
５０,０００本を越えると製造コストが上昇するとともに、生産工程における安定性が大
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きく損なわれることがある。
【００７２】
　本発明に用いる炭素繊維は各種のサイジング剤で集束されたものが好適に使用できる。
サイジング剤としてはエポキシ樹脂、ウレタン変性エポキシ樹脂、エポキシ変性ウレタン
樹脂、フェノール樹脂、ポリアミド樹脂、ポリカーボネート樹脂、ポリイミド樹脂、ポリ
エーテルイミド樹脂、ビスマレイミド樹脂、ポリサルホン樹脂、ポリエーテルサルホン樹
脂、ポリビニルピロリドン樹脂、ポリアクリル樹脂、及びポリウレタン樹脂からなる群か
ら選ばれる少なくとも１種の樹脂成分からなるものである。本発明では、かかる樹脂成分
の中でも、エポキシ樹脂とポリウレタン樹脂を含むものが、熱可塑性樹脂との相溶性の観
点から好適に用いられる。
【００７３】
　本発明の（Ｄ）充填材でガラス繊維を用いる場合、特に制限はないが、チョップドスト
ランドタイプやロービングタイプのガラス繊維を用いることができ、アミノシラン化合物
やエポキシシラン化合物などのシランカップリング剤および／またはウレタン、酢酸ビニ
ル、ビスフェノールＡジグリシジルエーテル、ノボラック系エポキシ化合物などの一種以
上のエポキシ化合物などを含有した集束剤で処理されたガラス繊維が好ましく用いられ、
シランカップリング剤および／または集束剤はエマルジョン液に混合されて使用されてい
ても良い。また、繊維径は１～３０μｍ、好ましくは５～１５μｍである。また、前記の
繊維断面は円形状であるが任意の縦と横比の楕円形ガラス繊維、扁平ガラス繊維およびま
ゆ型形状ガラス繊維など任意な断面を持つ繊維強化材を用いることもでき、射出成形時の
流動性向上と、ソリの少ない成形品が得られる特徴がある。
【００７４】
　これら（Ｄ）充填剤のうち、得られる熱可塑性樹脂組成物において、良好な表面外観、
優れた面衝撃強度および低線膨張率が必要である場合は、板状または粒状の充填材が好ま
しく、板状の充填材がより好ましく、タルクが特に好ましい。また、高剛性および低線膨
張率が必要な場合は、繊維状の充填材が好ましく、ガラス繊維が特に好ましい。更には高
剛性、低比重および低線膨張率が必要な場合は、繊維状の充填材が好ましく、炭素繊維が
特に好ましい。
【００７５】
　上記の（Ｄ）充填剤は、２種以上を併用して使用することもでき、タルク／ガラス繊維
、タルク／炭素繊維の２種を併用することにより、良好な表面外観と高剛性とを高度に両
立することが可能になる。
【００７６】
　また上記の（Ｄ）充填剤は、エチレン／酢酸ビニル共重合体などの熱可塑性樹脂や、エ
ポキシ樹脂などの熱硬化性樹脂で被覆または集束処理されていてもよく、予め表面処理を
することもできる。表面処理としては例えば、シランカップリング剤、高級脂肪酸、脂肪
酸金属塩、およびポリアルキレングリコールなどの各種処理剤での化学的処理のほか、メ
カノフュージョン法、高速気流中衝撃法などの物理的な表面処理も可能である。
【００７７】
　（Ｄ）充填剤の配合量は、（Ａ）芳香族ポリカーボネート樹脂と（Ｂ）芳香族ポリエス
テル樹脂の合計を１００重量部として、０．１～２００重量部の範囲で配合することが機
械物性の点で好ましく、１～１５０重量部の範囲で配合することがより好ましく、２０～
１００重量部の範囲で配合することがさらに好ましい。
【００７８】
　本発明において、樹脂組成物の機械強度その他の特性を付与するために、（Ｅ）耐衝撃
性改良剤を配合することができる。
【００７９】
　（Ｅ）耐衝撃性改良剤としては、熱可塑性樹脂に対して公知のものを使用することがで
き、具体的には、天然ゴム、低密度ポリエチレンや高密度ポリエチレンなどのポリエチレ
ン、ポリプロピレン、耐衝撃改質ポリスチレン、ポリブタジエン、スチレン／ブタジエン
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共重合体、エチレン／プロピレン共重合体、エチレン／メチルアクリレート共重合体、エ
チレン／エチルアクリレート共重合体、エチレン／酢酸ビニル共重合体、エチレン／グリ
シジルメタクリレート共重合体、ポリエチレンテレフタレート／ポリ（テトラメチレンオ
キシド）グリコールブロック共重合体、ポリエチレンテレフタレート／イソフタレート／
ポリ（テトラメチレンオキシド）グリコールブロック共重合体などのポリエステルエラス
トマー、ＭＢＳなどのブタジエン系コアシェルエラストマーまたはアクリル系のコアシェ
ルエラストマーが挙げられ、これらは１種または２種以上使用することができる。ブタジ
エン系またはアクリル系のコアシェルエラストマーとしては、三菱レイヨン製“メタブレ
ン”、カネカ製“カネエース”、ローム＆ハース製“パラロイド”などが挙げられる。
【００８０】
　得られる熱可塑性樹脂組成物の線膨張係数が優れることから、ブタジエン系コアシェル
エラストマーまたはアクリル系のコアシェルエラストマーを用いることが好ましい。
【００８１】
　（Ｅ）耐衝撃性改良剤の配合量は、（Ａ）芳香族ポリカーボネート樹脂と（Ｂ）芳香族
ポリエステル樹脂の合計を１００重量部として、０．１～１００重量部の範囲で配合する
ことが流動性および耐衝撃性の点から好ましく、１～７０重量部の範囲で配合することが
より好ましく、１～５０重量部の範囲で配合することがさらに好ましい。
【００８２】
　本発明において、熱可塑性樹脂組成物の熱安定性等を向上する目的で、（Ｆ）有機酸を
用いることができる。
【００８３】
　（Ｆ）有機酸には種々のタイプのものを使用することができ、例えば、炭素数６～３０
の脂肪酸が挙げられ、カプリル酸、カプリン酸、ラウリン酸、パルミチン酸、ステアリン
酸、アラキジン酸、無水マレイン酸、酸変性のシロキサンなどが代表的な化合物として例
示される。とりわけ無水マレイン酸、カプリン酸が好適に用いられる。
【００８４】
　（Ｆ）有機酸の配合量は、熱安定性の向上効果と流動性の点から、（Ａ）芳香族ポリカ
ーボネート樹脂と（Ｂ）芳香族ポリエステル樹脂の合計を１００重量部として０．００１
～～５重量部であることが好ましく、０．０１～１重量部であることがより好ましい。（
Ｆ）有機酸の配合量が０．００１重量部未満であると溶融安定性の向上効果が発現せず、
５重量部を超えると流動性、耐衝撃性が低下する。
【００８５】
　このように（Ｆ）有機酸を配合することにより、溶融安定性が向上し、耐衝撃性および
外観に優れた成形品を得ることができる。
【００８６】
　本発明においては、（Ａ）芳香族ポリカーボネート樹脂と（Ｂ）芳香族ポリエステル樹
脂とが構造周期０．０１～１．０μｍの両相連続構造、または粒子間距離０．００１～１
μｍの分散構造を有する必要がある。
【００８７】
　かかる構造周期をもつ樹脂組成物を得るためには、（Ａ）芳香族ポリカーボネート樹脂
と（Ｂ）芳香族ポリエステル樹脂が、一旦相溶解し、後述のスピノーダル分解によって構
造形成せしめることが好ましい。さらにこの構造形成の実現のためには、（Ａ）芳香族ポ
リカーボネート樹脂と（Ｂ）芳香族ポリエステル樹脂とが、後述の部分相溶系や、剪断場
依存型相溶解・相分解する系や、反応誘発型相分解する系であることが好ましい。
【００８８】
　一般に、２成分の樹脂からなるポリマーアロイには、相溶系、非相溶系および半相溶系
がある。相溶系は、平衡状態である非剪断下において、ガラス転移温度以上、熱分解温度
以下の実用的な温度の全領域において相溶な系である。非相溶系は、相溶系とは逆に、全
領域で非相溶となる系である。半相溶系は、ある特定の温度および組成の領域で相溶し、
別の領域で非相溶となる系である。さらにこの半相溶系には、その相分離状態の条件によ
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ってスピノーダル分解によって相分離するものと、核生成と成長によって相分離するもの
がある。
【００８９】
　さらに３成分以上からなるポリマーアロイの場合は、３成分以上のいずれもが相溶する
系、３成分以上のいずれもが非相溶である系、２成分以上のある相溶した相と、残りの１
成分以上の相が非相溶な系、２成分が部分相溶系で、残りの成分がこの２成分からなる部
分相溶系に分配される系などがある。　本発明においては、（Ａ）芳香族ポリカーボネー
ト樹脂と（Ｂ）芳香族ポリエステル樹脂以外の３成分以上からなるポリマーアロイの場合
、（Ａ）芳香族ポリカーボネート樹脂と（Ｂ）芳香族ポリエステル樹脂以外の３成分目が
、（Ａ）芳香族ポリカーボネート樹脂と（Ｂ）芳香族ポリエステル樹脂の少なくともいず
れかに分配される系であることが好ましい。この場合ポリマーアロイの構造は、２成分か
らなる非相溶系の構造と同等になる。以下２成分の樹脂からなるポリマーアロイで代表し
て説明する。
【００９０】
　スピノーダル分解による相分離とは、異なる２成分の樹脂組成および温度に対する相図
においてスピノーダル曲線の内側の不安定状態で生じる相分離のことを指し、また核生成
と成長による相分離とは、該相図においてバイノーダル曲線の内側であり、かつスピノー
ダル曲線の外側の準安定状態で生じる相分離のことを指す。
【００９１】
　かかるスピノーダル曲線とは、組成および温度に対して、異なる２成分の樹脂を混合し
た場合、相溶した場合の自由エネルギーと相溶しない２相における自由エネルギーの合計
との差（ΔＧｍｉｘ）を濃度（φ）で二回偏微分したもの（∂２ΔＧｍｉｘ／∂φ２）が
０となる曲線のことであり、またスピノーダル曲線の内側では、∂２ΔＧｍｉｘ／∂φ２
＜０の不安定状態であり、外側では∂２ΔＧｍｉｘ／∂φ２＞０である。
【００９２】
　またかかるバイノーダル曲線とは、組成および温度に対して、系が相溶する領域と相分
離する領域の境界の曲線のことである。
【００９３】
　ここで本発明における相溶する場合とは、分子レベルで均一に混合している状態のこと
であり、具体的には異なる２成分の樹脂を主成分とする相がいずれも０．００１μｍ以上
の相構造を形成していない場合を指し、また、非相溶の場合とは、相溶状態でない場合の
ことであり、すなわち異なる２成分の樹脂を主成分とする相が互いに０．００１μｍ以上
の相構造を形成している状態のことを指す。相溶するか否かは、例えばＰｏｌｙｍｅｒ　
Ａｌｌｏｙｓ　ａｎｄ　Ｂｌｅｎｄｓ，Ｌｅｓｚｅｋ　Ａ　Ｕｔｒａｃｋｉ，　ｈａｎｓ
ｅｒＰｕｂｌｉｓｈｅｒｓ，Ｍｕｎｉｃｈ　Ｖｉｅｍａ　Ｎｅｗ　Ｙｏｒｋ，Ｐ６４に記
載の様に、電子顕微鏡、示差走査熱量計（ＤＳＣ）、その他種々の方法によって判断する
ことができる。
【００９４】
　詳細な理論によると、スピノーダル分解では、一旦相溶領域の温度で均一に相溶した混
合系の温度を、不安定領域の温度まで急速にした場合、系は共存組成に向けて急速に相分
離を開始する。その際濃度は一定の波長に単色化され、構造周期（Λｍ）で両分離相が共
に連続して規則正しく絡み合った両相連続構造を形成する。この両相連続構造形成後、そ
の構造周期を一定に保ったまま、両相の濃度差のみが増大する過程をスピノーダル分解の
初期過程と呼ぶ。
【００９５】
　さらに上述のスピノーダル分解の初期過程における構造周期（Λｍ）は熱力学的に下式
のような関係がある。
Λｍ～［│Ｔｓ－Ｔ│／Ｔｓ］－１／２（ここでＴｓはスピノーダル曲線上の温度）
【００９６】
　スピノーダル分解では、この様な初期過程を経た後、波長の増大と濃度差の増大が同時
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に生じる中期過程、濃度差が共存組成に達した後、波長の増大が自己相似的に生じる後期
過程を経て、最終的には巨視的な２相に分離するまで進行するが、本発明で規定する構造
を得るには、この最終的に巨視的な２相に分離する前の所望の構造周期に到達した段階で
構造を固定すればよい。
【００９７】
　また中期過程から後期過程にかける波長の増大過程において、組成や界面張力の影響に
よっては、片方の相の連続性が途切れ、上述の両相連続構造から分散構造に変化する場合
もある。この場合には所望の粒子間距離に到達した段階で構造を固定すればよい。
【００９８】
　本発明でいう、両相連続構造とは、混合する樹脂の両成分がそれぞれ連続相を形成し、
互いに三次元的に絡み合った構造を指す。この両相連続構造の模式図は、例えば「ポリマ
ーアロイ　基礎と応用（第２版）（第１０．１章）」（高分子学会編：東京化学同人）に
記載されている。
【００９９】
　また、本発明にいう分散構造とは、片方の樹脂成分が主成分であるマトリックスの中に
、もう片方の樹脂成分が主成分である粒子が点在している、いわゆる海島構造のことをさ
す。
【０１００】
　本発明の熱可塑性樹脂組成物は、構造周期０．００１～１μｍの範囲の両相連続構造、
または粒子間距離０．００１～１μｍの範囲の分散構造に構造制御されたものである必要
がある。構造周期０．００１～０．５μｍの範囲の両相連続構造、または粒子間距離０．
００１～０．５μｍの範囲の分散構造に制御することが好ましく、さらには、構造周期０
．００５～０．１μｍの範囲の両相連続構造、または粒子間距離０．００５～０．１μｍ
の範囲の分散構造に制御することがより好ましい。
【０１０１】
　構造周期０．００１μｍ未満、あるいは粒子間距離０．００１μｍ未満の場合、耐熱性
などの特性が低下することがあり、構造周期１μｍを超える場合、または粒子間距離１μ
ｍを超える場合においては、落球衝撃強度が低下することがある。
【０１０２】
　一方、上述の準安定領域での相分離である核生成と成長では、その初期から海島構造で
ある分散構造が形成されてしまい、それが成長するため、本発明の様な規則正しく並んだ
構造周期０．００１～１μｍの範囲の両相連続構造、または粒子間距離０．００１～１μ
ｍの範囲の分散構造を形成させることは困難である。
【０１０３】
　上記スピノーダル分解を実現させるためには、各熱可塑性樹脂を相溶状態とした後、ス
ピノーダル曲線の内側の不安定状態とすることが必要である。
【０１０４】
　まずこの２成分以上からなる樹脂で相溶状態を実現する方法としては、共通溶媒に溶解
後、この溶液から噴霧乾燥、凍結乾燥、非溶媒物質中の凝固、溶媒蒸発によるフィルム生
成等の方法により得られる溶媒キャスト法や、部分相溶系を、相溶条件下で溶融混練によ
る溶融混練法が挙げられる。中でも溶媒を用いないドライプロセスである溶融混練による
相溶化が、実用上好ましく用いられる。
【０１０５】
　溶融混練により相溶化させるには、通常の押出機が用いられるが、２軸押出機を用いる
ことが好ましい。また、樹脂の組み合わせによっては射出成形機の可塑化工程で相溶化で
きる場合もある。相溶化のための温度は、部分相溶系の樹脂が相溶する条件である必要が
ある。
【０１０６】
　次に上記溶融混練により相溶状態とした樹脂組成物をスピノーダル曲線の内側の不安定
状態として、スピノーダル分解せしめるに際し、不安定状態とするための温度、その他の
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条件は、樹脂の組み合わせによっても異なり一概にはいえないが、相図に基づき、簡単な
予備実験をすることにより設定することができる。
【０１０７】
　スピノーダル分解による構造生成物を固定化する方法としては、急冷等による短時間で
相分離相の一方または両方の成分の構造固定や、一方が熱硬化する成分である場合、熱硬
化性成分の相が反応によって自由に運動できなくなることを利用した構造固定や、さらに
一方が結晶性樹脂である場合、結晶性樹脂相を結晶化によって自由に運動できなくなるこ
とを利用した構造固定が挙げられる。
【０１０８】
　本発明において（Ａ）芳香族ポリカーボネート樹脂と（Ｂ）芳香族ポリエステル樹脂と
を上記スピノーダル分解により相分離させて本発明の熱可塑性樹脂組成物とするには、前
述したように部分相溶系や、剪断場依存型相溶解・相分解する系や、反応誘発型相分解す
る系である樹脂を組み合わせることが好ましい。
【０１０９】
　一般に部分相溶系には、同一組成において低温側で相溶しやすくなる低温相溶型相図を
有するものや、逆に高温側で相溶しやすくなる高温相溶型相図を有するものが知られてい
る。この低温相溶型相図における相溶と非相溶の分岐温度で最も低い温度を、下限臨界共
溶温度（ｌｏｗｅｒ　ｃｒｉｔｉｃａｌ　ｓｏｌｕｔｉｏｎ　ｔｅｍｐｅｒａｔｕｒｅ、
略してＬＣＳＴ）と呼び、高温相溶型相図における相溶と非相溶の分岐温度で最も高い温
度を、上限臨界共溶温度（ｕｐｐｅｒ　ｃｒｉｔｏｉｃａｌ　ｓｏｌｕｔｉｏｎ　ｔｅｍ
ｐｅｒａｔｕｒｅ、略してＵＣＳＴ）と呼ぶ。
【０１１０】
　部分相溶系を用いて相溶状態となった２成分以上の樹脂は、低温相溶型相図の場合、Ｌ
ＣＳＴ以上の温度かつスピノーダル曲線の内側の温度にすることで、また高温相溶型相図
の場合、ＵＣＳＴ以下の温度かつスピノーダル曲線の内側の温度にすることでスピノーダ
ル分解を行わせることができる。
【０１１１】
　またこの部分相溶系によるスピノーダル分解の他に、非相溶系においても溶融混練によ
ってスピノーダル分解を誘発すること、例えば溶融混練時等の剪断下で一旦相溶し、非剪
断下で再度不安定状態となり相分解するいわゆる剪断場依存型相溶解・相分解によっても
スピノーダル分解による相分離が可能であり、この場合においても、部分相溶系の場合と
同じくスピノーダル分解様式で分解が進行し規則的な両相連続構造を有する。さらにこの
剪断場依存型相溶解・相分解は、スピノーダル曲線が剪断場により変化し、不安定状態領
域が拡大するため、スピノーダル曲線が変化しない部分相溶系の温度変化による方法に比
べて、その同じ温度変化幅においても実質的な過冷却度（│Ｔｓ－Ｔ│）が大きくなり、
その結果、上述の関係式におけるスピノーダル分解の初期過程における構造周期を小さく
することが容易となるためより好ましく用いられる。かかる溶融混練時の剪断下により相
溶化させるには、通常の押出機が用いられるが、２軸押出機を用いることが好ましい。ま
た、樹脂の組み合わせによっては射出成形機の可塑化工程で相溶化できる場合もある。こ
の場合における相溶化のための温度、初期過程を形成させるための熱処理温度、および初
期過程から構造発展させる熱処理温度や、その他の条件は、樹脂の組み合わせによっても
異なり一概にはいえないが、種々の剪断条件下での相図に基づき、簡単な予備実験をする
ことにより条件を設定することができる。また上記射出成形機の可塑化工程での相溶化を
確実に実現させる方法として、予め２軸押出機で溶融混練し相溶化させ、吐出後氷水中な
どで急冷し相溶化状態で構造を固定させたものを用いて射出成形する方法などが好ましい
例として挙げられる。
【０１１２】
　また、本発明を構成する熱可塑性樹脂組成物に、さらにポリマーアロイを構成する成分
を含むブロックコポリマーやグラフトコポリマーやランダムコポリマーなどのコポリマー
である第３成分を添加することは、相分解した相間における界面の自由エネルギーを低下
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させるため、両相連続構造における構造周期や、分散構造における分散粒子間距離の制御
を容易にするため好ましく用いられる。この場合通常、かかるコポリマーなどの第３成分
は、それを除く２成分の樹脂からなるポリマーアロイの各相に分配されるため、２成分の
樹脂からなるポリマーアロイ同様に取り扱うことができる。
【０１１３】
　本発明の熱可塑性樹脂組成物は（Ａ）芳香族ポリカーボネート樹脂と（Ｂ）芳香族ポリ
エステル樹脂とが、構造周期０．００１～１．０μｍの両相連続構造、または粒子間距離
０．００１～１μｍの分散構造であることが好ましく、その測定法としてはヨウ素染色法
によりポリカーボネート成分を染色後、超薄切片を切り出したサンプルについて、透過型
電子顕微鏡にて観察し、構造の観察が可能な箇所を任意で１００箇所選び出し、それぞれ
の構造周期または粒子間距離を測定した上で、平均値を計算して得られる。
【０１１４】
　スピノーダル分解を実現させるためには、２成分以上の樹脂を、一旦相溶状態とした後
、スピノーダル曲線の内側の不安定状態とすることが必要である。一般的な半相溶系にお
けるスピノーダル分解においては、相溶条件下で溶融混練後、非相溶域に温度ジャンプさ
せることによって、スピノーダル分解を生じさせ得る。一方、上記剪断場依存型スピノー
ダル分解においては、非相溶系において、溶融混練時の剪断速度１００～１００００ｓｅ
ｃ－１の範囲の剪断下で相溶化しているため、非剪断下とすることのみでスピノーダル分
解を生じさせ得る。
【０１１５】
　本発明の（Ａ）芳香族ポリカーボネート樹脂と（Ｂ）芳香族ポリエステル樹脂とを配合
してなるポリマーアロイは、上記剪断場依存型スピノーダル分解に属し、溶融混練時の剪
断速度１００～１００００ｓｅｃ－１の範囲の剪断下で相溶化するため、非剪断下とする
ことのみでスピノーダル分解を生じさせ得る。なお、上記において剪断速度は、例えば平
行円盤型剪断賦与装置を用いる場合、所定の温度に加熱し溶融状態とした樹脂を平行円盤
間に投入し、中心からの距離（ｒ）、平行円盤間の間隔（ｈ）、回転の角速度（ω）から
、ω×ｒ／ｈとして求めることが可能である。
【０１１６】
　かかるポリマーアロイの具体的な製造方法としては、上記剪断場依存型スピノーダル分
解を利用する方法が好ましい例として挙げられ、溶融混練時の相溶化を実現させる方法と
して、（Ａ）芳香族ポリカーボネート樹脂と（Ｂ）芳香族ポリエステル樹脂とを、２軸押
出機のニーディングゾーンにおいて、高剪断応力下で溶融混練する方法が好ましい方法と
して挙げられる。
【０１１７】
　かかる２軸押出機を用いる場合、ニーディングブロックを多用したスクリューアレンジ
にしたり、樹脂温度を下げたり、スクリュー回転数を高くしたり、使用ポリマーの粘度を
上げることによってより高剪断応力状態を形成することにより、適宜調節することができ
る。
【０１１８】
　本発明の熱可塑性樹脂組成物には、本発明の効果を損なわない範囲で、酸化防止剤、離
型剤、安定剤、紫外線吸収剤、着色剤、難燃剤、難燃助剤、滴下防止剤、滑剤、蛍光増白
剤、蓄光顔料、蛍光染料、流動改質剤、無機および有機の抗菌剤、光触媒系防汚剤、赤外
線吸収剤、フォトクロミック剤などの添加剤、他の熱可塑性樹脂や熱硬化性樹脂を添加す
ることができる。
【０１１９】
　酸化防止剤の例としては、フェノール系化合物、リン系化合物、ジラウリル－３，３’
－チオジプロピオネート、ジミリスチル－３，３’－チオジプロピオネート等のイオウ系
化合物が挙げられる。
【０１２０】
　フェノール系化合物の例としては、２、６－ジ－ｔ－ブチル－ｐ－クレゾール、２、２
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’－メチレン－ビス－（４－メチル－６－ジ－ｔ－ブチルフェノール）、４、４’－チオ
ビス（３－メチル－ｔ－ブチルフェノール）、１、１、３－トリス（２－メチル－４－ヒ
ドロキシ－５－ｔ－ブチルフェニル）ブタン、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］、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－トが好ましい。
【０１２１】
　フェノール系化合物は１種類、又は２種類以上を同時に用いる事ができる。フェノール
系化合物の配合量は、（Ａ）芳香族ポリカーボネート樹脂と（Ｂ）芳香族ポリエステル樹
脂の合計を１００重量部として０．０１～５重量部が好ましく、０．１～１重量部が好ま
しい。
【０１２２】
　リン系化合物の例としては、トリフェニルフォスファイト、トリオクタデシルフォスフ
ァイト、トリスノニルフェニルフォスファイト、トリラウリルトリチオフォスファイト、
ビス（２，４－ジ－ｔ－ブチルフェニル）ペンタエリスリトール－ジフォスファイト、ビ
ス（３－メチル－１，５－ジ－ｔ－ブチルフェニル）ペンタエリスリトール－ジフォスフ
ァイト、トリス（２，４－ジ－ｔ－ブチルフェニル）フォスファイト、ジステアリルペン
タエリスリトールジフォスファイトが好ましい。
【０１２３】
　リン系化合物は１種類、又は２種類以上を同時に用いる事ができる。リン系化合物の配
合量は、（Ａ）芳香族ポリカーボネート樹脂と（Ｂ）芳香族ポリエステル樹脂の合計を１
００重量部として０．０１～５重量部が好ましく、０．１～１重量部が好ましい。
【０１２４】
　離型剤の例としては、カルナウバワックス、ライスワックス等の植物系ワックス、蜜ろ
う、ラノリン等の動物系ワックス、モンタンワックス等の鉱物系ワックス、パラフィンワ
ックス、ポリエチレンワックス等の石油系ワックス、ひまし油及びその誘導体、脂肪酸及
びその誘導体等の油脂系ワックスが挙げられる。
【０１２５】
　安定剤の例としては、２－（２’－ヒドロキシ－５’－メチルフェニル）ベンゾトリア
ゾールを含むベンゾトリアゾール系化合物、ならびに２，４－ジヒドロキシベンゾフェノ
ンのようなベンゾフェノン系化合物、モノまたはジステアリルホスフェート、トリメチル
ホスフェートなどのリン酸エステルなどを挙げることができる。
【０１２６】
　これらの各種添加剤は、２種以上を組み合わせることによって相乗的な効果が得られる
ことがあるので、併用して使用してもよい。
【０１２７】
　なお、例えば酸化防止剤として例示した添加剤は、安定剤や紫外線吸収剤として作用す
ることもある。また、安定剤として例示したものについても酸化防止作用や紫外線吸収作
用のあるものがある。すなわち前記分類は便宜的なものであり、作用を限定したものでは
ない。
【０１２８】
　紫外線吸収剤の例としては、例えば２－ヒドロキシ－４－ｎ－ドデシルオキシベンゾフ
ェノン、２，２’－ジヒドロキシ－４，４’－ジメトキシベンゾフェノン、ビス（５－ベ
ンゾイル－４－ヒドロキシ－２－メトキシフェニル）メタンなどに代表されるベンゾフェ
ノン系紫外線吸収剤、また２－（２’－ヒドロキシ－５’－メチルフェニル）ベンゾトリ
アゾール、２－（２’－ヒドロキシ－３’，５’－ジ－ｔｅｒｔ－アミルフェニル）ベン
ゾトリアゾール、２－（２’－ヒドロキシ－３’，５’－ビス（α，α’－ジメチルベン
ジル）フェニルベンゾトリアゾール、２，２’メチレンビス［４－（１，１，３，３－テ
トラメチルブチル）－６－（２Ｈ－ベンゾトリアゾール－２－イル）フェノール］、メチ
ル－３－［３－ｔｅｒｔ－ブチル－５－（２Ｈ－ベンゾトリアゾール－２－イル）－４－
ヒドロキシフェニルプロピオネート－ポリエチレングリコールとの縮合物に代表されるベ
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ンゾトリアゾール系紫外線吸収剤を挙げることができる。
【０１２９】
　またビス（２，２，６，６－テトラメチル－４－ピペリジル）セバケート、ビス（１，
２，２，６，６－ペンタメチル－４－ピペリジル）セバケート、テトラキス（２，２，６
，６－テトラメチル－４－ピペリジル）－１，２，３，４－ブタンテトラカルボキシレー
ト、テトラキス（１，２，２，６，６－ペンタメチル－４－ピペリジル）－１，２，３，
４－ブタンテトラカルボキシレート、ポリ｛［６－（１，１，３，３－テトラメチルブチ
ル）アミノ－１，３，５－トリアジン－２，４－ジイル］［（２，２，６，６－テトラメ
チルピペリジル）イミノ］ヘキサメチレン［（２，２，６，６－テトラメチルピペリジル
）イミノ］｝、ポリメチルプロピル３－オキシ－［４－（２，２，６，６－テトラメチル
）ピペリジニル］シロキサンなどに代表されるヒンダードアミン系の光安定剤も含むこと
ができ、かかる光安定剤は上記紫外線吸収剤や各種酸化防止剤との併用において、耐候性
などの点においてより良好な性能を発揮する。
【０１３０】
　難燃剤の例としては、ハロゲン系、リン酸エステル系、金属塩系、赤リン、シリコン系
、金属水和物系などであり、難燃助剤としては、三酸化アンチモンに代表されるアンチモ
ン化合物、酸化ジルコニウム、酸化モリブデンなどが挙げられる。
【０１３１】
　熱可塑性樹脂の例としては、例えばポリエチレン、ポリアミド、ポリフェニレンスルフ
ィド、ポリエーテルエーテルケトン、液晶ポリエステル、ポリアセタール、ポリスルホン
、ポリエーテルスルホン、ポリフェニレンオキサイド等が挙げられ、熱硬化性樹脂として
は、例えばフェノール樹脂、メラミン樹脂、不飽和ポリエステル樹脂、シリコーン樹脂、
エポキシ樹脂等が挙げられる。
【０１３２】
　これらの他の熱可塑性樹脂や熱硬化性樹脂は、本発明のポリエステル樹脂成形体を構成
するポリエステル樹脂組成物を製造する任意の段階で配合することが可能であり、例えば
、芳香族ポリカーボネート樹脂と芳香族ポリエステル樹脂を配合する際に同時に添加する
方法や、予め芳香族ポリカーボネート樹脂と芳香族ポリエステル樹脂を溶融混練した後に
添加する方法や、始めに芳香族ポリカーボネート樹脂、芳香族ポリエステル樹脂のいずれ
か片方の樹脂に添加し溶融混練後、残りの樹脂を配合する方法等が挙げられる。
【０１３３】
　本発明の熱樹脂可塑性樹脂組成物は、これら配合成分が均一に分散されていることが好
ましく、その配合方法は任意の方法を用いることができる。代表例として、単軸あるいは
２軸の押出機、バンバリーミキサー、ニーダーあるいはミキシングロールなど、公知の溶
融混合機を用いて、２００～３５０℃の温度で溶融混練する方法を挙げることができる。
各成分は、予め一括して混合しておき、それから溶融混練してもよい。なお、各成分に付
着している水分は少ない方がよく、予め事前乾燥しておくことが望ましいが、必ずしも全
ての成分を乾燥させる必要がある訳ではない。
【０１３４】
　本発明の熱可塑性樹脂組成物を製造する好ましい方法は、高剪断を付与することのでき
る二軸押出機内で、シリンダー温度１５０～３００℃、好ましくは１８０～２５０℃にお
いて、（Ａ）～（Ｃ）およびその他の添加物を配合した原料を該押出機に供給し、芳香族
ポリカーボネート樹脂と芳香族ポリエステル樹脂を一旦相溶化させ、剪断場依存型スピノ
ーダル分解を利用し溶融混練する方法である。
【０１３５】
　そこで上述特異的な相分離構造を実用的な成形加工条件下で安定して得るために、各成
分を溶融混練することにより得られるが、溶融混練を樹脂圧力１．５～１０ＭＰａで行う
ことが好ましい。
【０１３６】
　本発明の製造方法における樹脂圧力とは、溶融混練装置に取り付けた樹脂圧力計で測定
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した値であり、ゲージ圧を樹脂圧力とする。
【０１３７】
　上記溶融混練時の樹脂圧力とは、一貫して１．５ＭＰａ以上が必要ではなく、少なくと
も１ヵ所以上樹脂圧力が１．５ＭＰａ以上となる領域が存在すれば良く、押出機を用いて
溶融混練する際には、通常最も樹脂圧力が高くなる箇所、例えば逆フルフライトやニーデ
ィングブロックによる樹脂滞留箇所で樹脂圧力が２ＭＰａ以上となるようにすることが好
ましい。
【０１３８】
　溶融混練時の樹脂圧力は１．５ＭＰａ以上であれば機械的性能が許す限り特に制限はな
いが、好ましくは２～１０ＭＰａの範囲で用いられ、特に２～５ＭＰａの範囲であれば、
両相連続構造がより安定して得られやすく、樹脂の劣化が小さいため好ましく用いられる
。
【０１３９】
　溶融混練時の樹脂圧力を調整する方法としては、特に制限はないが、例えば（イ）溶融
混練温度の低下による樹脂粘度の向上、（ロ）目的の樹脂圧力になるような分子量のポリ
マーを選択する、（ハ）逆フルフライト、ニーディングブロック導入などのスクリューア
レンジ変更による樹脂滞留、（ニ）原料供給速度の向上、ダイス部へのメッシュ導入によ
るバレル内のポリマー充満率を上げる、（ホ）スクリュー回転数を上げる、（ヘ）任意の
添加剤を混合することによる樹脂粘度の向上、（ト）炭酸ガス導入などの超臨界状態など
が挙げられる。
【０１４０】
　芳香族ポリカーボネート樹脂と芳香族ポリエステル樹脂を一旦相溶化させ、それを押出
機から吐出後直ぐに冷却することによって、芳香族ポリカーボネート樹脂相と芳香族ポリ
エステル樹脂相が相溶化した状態で構造が固定されたペレットか、あるいはスピノーダル
分解の初期状態である構造周期が０．４μｍ以下の両相連続構造のペレットを製造した後
、このペレットを射出成形し、その射出成形の過程においてスピノーダル分解をさらに進
行させ、構造周期が０．００１～１μｍの両相連続構造、または粒子間距離０．００１～
１μｍの範囲の分散構造を有するポリエステル樹脂成形品を形成せしめる方法である。
【０１４１】
　本発明の熱可塑性樹脂組成物は通常上記の如く製造されたペレットを射出成形して各種
製品を製造することができる。かかる射出成形においては、通常の成形方法だけでなく、
適宜目的に応じて、射出圧縮成形、射出プレス成形、ガスアシスト射出成形、発泡成形（
超臨界流体の注入によるものを含む）、インサート成形、インモールドコーティング成形
、断熱金型成形、急速加熱冷却金型成形、二色成形、サンドイッチ成形、および超高速射
出成形などの射出成形法を用いて成形品を得ることができる。これら各種成形法の利点は
既に広く知られるところである。また成形はコールドランナー方式およびホットランナー
方式のいずれも選択することができる。
【０１４２】
　また本発明の熱可塑性樹脂組成物は、押出成形により各種異形押出成形品、シート、フ
ィルムなどの形で使用することもできる。またシート、フィルムの成形にはインフレーシ
ョン法や、カレンダー法、キャスティング法なども使用可能である。更に特定の延伸操作
をかけることにより熱収縮チューブとして成形することも可能である。また本発明の熱可
塑性樹脂組成物を回転成形やブロー成形などにより中空成形品とすることも可能である。
【０１４３】
　かくして得られた本発明の熱可塑性樹脂組成物は、幅広い分野に使用することが可能で
あり、自動車部品、電子・電気機器部品、ＯＡ機器部品、機械部品、その他農業資材、搬
送容器、包装容器、および雑貨などの各種用途にも有用である。特に耐熱性、剛性、およ
び耐衝撃性との両立、並びに成形品寿命に対する要求が厳しい車輌内装用部品および車輌
外装用部品に適したものである。
【０１４４】



(25) JP 5310484 B2 2013.10.9

10

20

30

40

50

　自動車部品の例としては、センターパネル、インストルメンタルパネル、ダッシュボー
ド、コンソールボックス、インナードアハンドル、リアボード、インナーピラーカバー、
インナードアカバー、インナードアポケット、シートバックカバー、インナールーフカバ
ー、ラゲッジフロアボード、カーナビゲーション・カーテレビジョンなどのディスプレー
ハウジングなどの内装部品、アウタードアハンドル、フェンダーパネル、ドアパネル、ス
ポイラー、ガーニッシュ、ピラーカバー、フロントグリル、ルーフレール、バンパー、リ
アボディパネル、モーターバイクのカウル、トラックの荷台カバーなどの外装部品、オル
タネーターターミナル、オルタネーターコネクター、ＩＣレギュレーター、ライトディヤ
ー用ポテンシオメーターベース、エアーインテークノズルスノーケル、インテークマニホ
ールド、エアフローメーター、エアポンプ、燃料ポンプ、エンジン冷却水ジョイント、サ
ーモスタットハウジング、キャブレターメインボディー、キャブレタースペーサー、エン
ジンマウント、イグニッションホビン、イグニッションケース、クラッチボビン、センサ
ーハウジング、アイドルスピードコントロールバルブ、バキュームスイッチングバルブ、
ＥＣＵハウジング、バキュームポンプケース、インヒビタースイッチ、回転センサー、加
速度センサー、ディストリビューターキャップ、コイルベース、ＡＢＳ用アクチュエータ
ーケース、ラジエータタンクのトップ及びボトム、クーリングファン、ファンシュラウド
、エンジンカバー、シリンダーヘッドカバー、オイルキャップ、オイルパン、オイルフィ
ルター、フューエルキャップ、フューエルストレーナー、ディストリビューターキャップ
、ベーパーキャニスターハウジング、エアクリーナーハウジング、タイミングベルトカバ
ー、ブレーキブ－スター部品、各種ケース、燃料関係・排気系・吸気系等の各種チューブ
、各種タンク、燃料関係・排気系・吸気系等の各種ホース、各種クリップ、排気ガスバル
ブ等の各種バルブ、各種パイプ、排気ガスセンサー、冷却水センサー、油温センサー、ブ
レーキパットウェアーセンサー、ブレーキパッド摩耗センサー、スロットルポジションセ
ンサー、クランクシャフトポジションセンサー、エアコン用サーモスタットベース、エア
コンパネルスイッチ基板、暖房温風フローコントロールバルブ、ラジエーターモーター用
ブラッシュホルダー、ウォーターポンプインペラー、タービンベイン、ワイパーモーター
関係部品、ステップモーターローター、ブレーキピストン、ソレノイドボビン、エンジン
オイルフィルター、点火装置ケース、トルクコントロールレバー、スタータースイッチ、
スターターリレー、安全ベルト部品、レジスターブレード、ウオッシャーレバー、ウイン
ドレギュレーターハンドル、ウインドレギュレーターハンドルのノブ、パッシングライト
レバー、デュストリビューター、サンバイザーブラケット、各種モーターハウジング、ド
アミラーステー、ホーンターミナル、ウィンドウォッシャーノズル、フードルーバー、ホ
イールカバー、ホイールキャップ、グリルエプロンカバーフレーム、ランプリフレクター
、ランプソケット、ランプハウジング、ランプベゼル、ワイヤーハーネスコネクター、Ｓ
ＭＪコネクター、ＰＣＢコネクター、ドアグロメットコネクター、ヒューズ用コネクター
などの各種コネクターなどが挙げられる。
【０１４５】
　また電子・電気機器部品の例としては、コネクター、コイル、各種センサー、ＬＥＤラ
ンプ、ソケット、抵抗器、リレーケース、小型スイッチ、コイルボビン、コンデンサー、
バリコンケース、光ピックアップ、発振子、各種端子板、変成器、プラグ、プリント基板
、チューナー、スピーカー、マイクロフォン、ヘッドフォン、小型モーター、磁気ヘッド
ベース、パワーモジュール、半導体、液晶、ＦＤＤキャリッジ、ＦＤＤシャーシ、モータ
ーブラッシュホルダー、パラボラアンテナ、コンピューター関連部品、発電機、電動機、
変圧器、変流器、電圧調整器、整流器、インバーター、継電器、電力用接点、開閉器、遮
断機、ナイフスイッチ、他極ロッド、電気部品キャビネット、ＶＴＲ部品、テレビ部品、
アイロン、ヘアードライヤー、炊飯器部品、電子レンジ部品、音響部品、オーディオ・レ
ーザーディスク・コンパクトディスク・ＤＶＤ等の音声機器部品、照明部品、冷蔵庫部品
、エアコン部品、タイプライター部品、ワードプロセッサー部品、オフィスコンピュータ
ー関連部品、電話器関連部品、携帯電話関連部品、ファクシミリ関連部品、複写機関連部
品、洗浄用治具、モーター部品、ライター、タイプライター関連部品、顕微鏡、双眼鏡、
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カメラ、時計等の光学機器／精密機械関連部品などが挙げられる。
【実施例】
【０１４６】
　以下に実施例を挙げて更に詳細に説明するが、本発明はこれらに限定されるものではな
い。
【０１４７】
　実施例および比較例の評価方法を次に示す。なお特に断りがない限り、「部」は「重量
部」を示し、「％」は「重量％」を示す。
【０１４８】
　（１）流動性
　厚み１ｍｍ、幅１０ｍｍの短冊型成形品を用い、流動長により判断した。住友重機械社
製ＳＧ７５Ｈ－ＭＩＶを使用し、射出条件は、シリンダー温度２６０℃、金型温度６０℃
、射出圧５０ＭＰａである。
【０１４９】
　（２）落錘衝撃強度
　シリンダー温度２５０℃、金型温度８０℃の条件で、住友重機械社製ＳＧ７５Ｈ－ＭＩ
Ｖを使用し、８０ｍｍ×８０ｍｍ、厚さ１～３ｍｍの角板を作製した。
島津製作所製の高速計装化面衝撃装置（ハイドロショット）を用い、落錘速度３．３ｍｍ
／秒、ポンチ先端径１／２インチ、サンプル受け部口径３インチの試験条件に設定し、サ
ンプル数＝５、試験温度－３０℃で行った。各条件で試験を行い、ポンチの抜けた穴が白
化し、全体として割れが生じなかったものを延性、板全体が割れた場合を脆性と判定した
。
【０１５０】
　（３）落球衝撃強度
　上記で作製した厚み３ｍｍの角板を、（縦）８５ｍｍ×（横）８５ｍｍ×（高さ）５０
ｍｍの受け台上に置き、その中心に１００ｃｍの高さより２００ｇの剛球を落下し、割れ
や亀裂発生の有無を確認した。－３０℃に調製したサンプル１０枚について試験を行った
後、高さを変更して同様の試験を行い、５枚以上の試験片が破壊した高さを求めた。
【０１５１】
　（４）表面外観
　上記で作製した厚み３ｍｍの角板について、表面粗さ測定装置（ＡＣＣＲＴＥＣＨ社製
）を用いてＲａ（中心線平均粗さ、μｍ）を測定することにより表面外観の評価を行った
。
【０１５２】
　（５）線膨張係数
　上記で作製した厚さ約３ｍｍの角板の中心部分を用いて、樹脂の流動方向にサンプル約
５ｍｍ×１２ｍｍに切り取り、紙ヤスリで表面を研磨した。測定はセイコー電子（株）製
のＳＳＣ－５２００およびＴＭＡ－１２０Ｃを用いて行い、測定条件は、窒素雰囲気下、
－３０℃で１０分間保持した後、－４０℃から１００℃の範囲を昇温速度５℃／分で昇温
し、－３０～８０℃の範囲の線膨張係数を算出した。
【０１５３】
　（６）曲げ弾性率
　射出成形により作製した１／８インチ曲げ試験片を用い、ＡＳＴＭ－Ｄ－７９０に準拠
して測定した。
【０１５４】
　（７）構造周期または粒子間距離の測定
　上記で作成した角板から、厚み１００μｍの切片を切り出し、ヨウ素染色法によりポリ
カーボネートを染色後、超薄切片を切り出したサンプルについて、透過型電子顕微鏡にて
１万倍に拡大して観察を行い、構造の観察が可能な箇所を任意で１００箇所選び出し、そ
れぞれの構造周期を測定した上で、平均値を計算した。
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【０１５５】
　以下に実施例および比較例に使用した配合組成物を示す。
【０１５６】
　（Ａ）芳香族ポリカーボネート樹脂
Ａ－１：芳香族ポリカーボネート樹脂；商品名「タフロンＡ１９００」、出光興産（株）
製、粘度均分子量１９、０００。
【０１５７】
　（Ｂ）芳香族ポリエステル樹脂
Ｂ－１：ポリブチレンテレフタレート樹脂；商品名「トレコン１１００Ｍ」、東レ（株）
製、融点２２５℃
Ｂ－２：ポリブチレンテレフタレート樹脂；商品名「トレコン１２００Ｍ」、東レ（株）
製、融点２２２℃。
【０１５８】
　（Ｃ）３つ以上の官能基を有する化合物
Ｃ－１：オキシプロピレントリメチロールプロパン；商品名「ＴＭＰ－Ｆ３２」、日本乳
化剤製、分子量３０８、１官能基当たりのアルキレンオキシド（プロピレンオキシド）単
位数１
Ｃ－２：トリメチロールプロパン；分子量１３４、１官能基当たりのアルキレンオキシド
単位数０、ＡＲＤＲＩＣＨ製
Ｃ－３：ポリオキシエチレンジグリセリン；商品名「ＳＣ－Ｅ４５０」、阪本薬品製、分
子量４１０、１官能基当たりのアルキレンオキシド（エチレンオキシド）単位数１．５
Ｃ－４：ポリオキシプロピレンジグリセリン（分子量７５０、１官能基当たりのアルキレ
ンオキシド（プロピレンオキシド）単位数２．３、阪本薬品製ＳＣ－Ｐ７５０）。
【０１５９】
　（Ｃ’）３つ未満の官能基を有する化合物
Ｃ’－１：１，６－ヘキサンジオール；ＡＲＤＲＩＣＨ製。
【０１６０】
　（Ｄ）充填剤
Ｄ－１：タルク；商品名「Ｂ－１０」、松村産業（株）製
Ｄ－２：タルク；商品名「ＬＭＳ２００Ｆ」、富士タルク工業（株）製
Ｄ－３：マイカ；商品名「Ａ－２１」、（株）山口雲母工業所製
Ｄ－４：ガラス繊維；商品名「ＣＳ３Ｊ９４８」、日東紡績（株）製、繊維径約１０μｍ
のチョップドストランド状
Ｄ－５：炭素繊維；商品名「ＴＳ－１５」、東レ（株）製。
【０１６１】
　（Ｅ）耐衝撃性改良剤
Ｅ－１：商品名「ＥＸＬ２６００」、ロームアンドハース製、ＭＢＳ樹脂
Ｅ－２：商品名「Ｓ２００１」、三菱レイヨン製、シリコーンアクリル系コアシェルゴム
。
【０１６２】
　（Ｆ）有機酸
Ｆ－１：無水マレイン酸；商品名「ＣＲＹＳＴＡＬ　ＭＡＮ　ＡＢ」、日油（株）製。
【０１６３】
　実施例１～２５、比較例１～３、比較例５～７、比較例９～１０、比較例１４
　表１～３に示す組成になるように原料を配合し、ドライブレンドした後、シリンダー温
度を２２０℃、スクリュー回転数を２００ｒｐｍに設定した、３ヶ所のニーディングブロ
ック部を有するＴＥＸ３０α二軸押出機（日本製鋼所製）でダイ部の樹脂圧力が２～５Ｍ
Ｐａとなるよう溶融混練し、ダイスから吐出されたストランドを冷却バス内で冷却した後
、ストランドカッターにてペレット化した。得られた各ペレットは、１１０℃の熱風乾燥
機で８時間乾燥した後、前記の評価方法で成形し、評価を行った。
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【０１６４】
　比較例４、比較例８、比較例１１～１３
　表１～３に示す組成になるように原料を配合し、シリンダー温度を２２０℃、スクリュ
ー回転数を２００ｒｐｍに設定したニーディングブロック部を有しないＰＣＭ３０押出機
を用いた以外は、実施例１と同様の方法により溶融混練し、ペレットを作製した。この時
の樹脂圧力は０．２ＭＰａであった。得られた各ペレットを用い、実施例１と同様の方法
で評価を行った。
【０１６５】
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【表１】

【０１６６】
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【表２】

【０１６７】
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【表３】

【０１６８】
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　実施例１～１２の熱可塑性樹脂組成物は低温面衝撃強度に優れ、流動性に優れている。
一方比較例１～４の熱可塑性樹脂組成物は低温面衝撃強度、流動性のいずれかが劣ってい
ることが分かる。
【０１６９】
　実施例１３～２０の熱可塑性樹脂組成物は低温面衝撃強度に優れ、表面外観、線膨張係
数および流動性が優れている。一方比較例５～８の熱可塑性樹脂組成物は低温面衝撃強度
、表面外観、線膨張係数および流動性のいずれかが劣っていることが分かる。
【０１７０】
　実施例２１～２６の熱可塑性樹脂組成物は低温面衝撃強度に優れ、剛性、表面外観、線
膨張係数および流動性が優れている。一方比較例９～１３の熱可塑性樹脂組成物は剛性、
低温面衝撃強度、表面外観、線膨張係数および流動性のいずれかが劣っていることが分か
る。
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