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(57)【要約】
【課題】　装飾部が設けられた透明パネルと画像表示装
置表面とを好適に固定でき、段差部分において生じる気
泡の発生を抑え、また経時での発泡を抑制でき、さらに
耐落下衝撃性にも優れた両面粘着テープを提供する。
【解決手段】　装飾部が設けられた透明パネルを画像表
示装置表面に貼付固定するための両面粘着テープであっ
て、炭素数１～１２の（メタ）アクリル酸アルキルエス
テルを主成分とする光硬化型粘着剤組成物を硬化してな
る粘着剤層からなり、粘着剤層の周波数１Ｈｚでの動的
粘弾性スペクトルの７０℃の損失正接が０．４３～０．
９８であり、７０℃の貯蔵弾性率が０．８×１０４～３
．４×１０４Ｐａであり、粘着層が、－４０～－１０℃
の温度領域に損失正接の極大値を有してなり、粘着剤層
の厚さが１００～２５０μｍである両面粘着テープによ
り視認される気泡の発生を抑制でき、落下衝撃時にも部
材間の剥がれが生じにくい。
【選択図】　図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
装飾部が設けられた透明パネルを画像表示装置表面に貼付固定するための両面粘着テープ
であって、
　炭素数１～１２の（メタ）アクリル酸アルキルエステルを主成分とする光硬化型粘着剤
組成物を硬化してなる粘着剤層からなり、
　前記粘着剤層の周波数１Ｈｚでの動的粘弾性スペクトルの７０℃の損失正接が０．４３
～０．９８であり、７０℃の貯蔵弾性率が０．８×１０４～３．４×１０４Ｐａであり、
　前記粘着剤層が、－４０～－１０℃の温度領域に損失正接の極大値を有しており、
　総厚さが１００～２５０μｍであることを特徴とする両面粘着テープ。
【請求項２】
前記装飾部が設けられた透明パネルが、印刷等により装飾部が設けられた透明パネルであ
り、装飾部との段差が５～３０μｍである透明パネルを固定する際に使用する請求項１に
記載の両面粘着テープ。
【請求項３】
両面粘着テープをトルエン中に２４時間浸漬した際の下記式で表されるゲル分率が、３０
～７０％である請求項１又は２に記載の両面粘着テープ。
　ゲル分率＝［（両面粘着テープのトルエン浸漬後質量）／（両面粘着テープのトルエン
浸漬前質量）］×１００
【請求項４】
粘着剤層の質量平均分子量（Ｍｗ）が３０万～１５０万であることを特徴とする請求項１
～３のいずれかに記載の両面粘着テープ。
【請求項５】
粘着剤層の可視光波長領域における全光線透過率が９０％以上であり、且つヘイズが１．
０％以下である請求項１～４のいずれかに記載の両面粘着テープ。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、装飾部が設けられた透明パネルを画像表示装置表面に貼付固定する両面粘着
テープに関する。
【背景技術】
【０００２】
　ＬＣＤモジュール（液晶表示装置）をはじめとする表示素子は、ワープロやパソコンを
始めとする広範な分野で用いられている。特に電子手帳、携帯電話、携帯オーディオプレ
イヤー等においては、近年益々小型化や薄型化が進み、更に動画再生機能等への対応から
高精細化の要求も高い。
【０００３】
　このような小型電子機器の画像表示部の構成の一例として、ＬＣＤモジュールと画像表
示パネルとを額縁状の両面テープにより固定した画像表示装置が使用されている（例えば
、特許文献１参照）。しかし、当該構成の画像表示装置は、ＬＣＤモジュールと画像表示
パネルとの間に空気層による空隙を有するため、当該空気層による反射率の低下が避けら
れないものであった。
【０００４】
　上記のような空隙を有さない構成の液晶表示装置として、表示素子ユニットと保護パネ
ルとの間を全面接着する構成のものが検討されている。当該構成においては、表示素子ユ
ニットと保護パネルとの接着に、液状の接着剤（例えば、特許文献２参照）が適用される
ことが多い。しかし、各種部品を組み立てる工程中に、液状接着剤の塗付や硬化の工程を
有すると製造工程が煩雑であり、製造コストの増加を引き起こす。このため、上記構成の
ような表示素子ユニットと保護パネルとを容易に固定できる粘着テープが要請されている
。
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【０００５】
　ＬＣＤモジュール等の小型電子機器の部品を固定する粘着テープとしては、例えば、タ
ッチパネルの分野では、軽量化及び割れ防止等の安全面から、導電性ポリエチレンテレフ
タレートフィルム（ＰＥＴフィルム）と補強材であるポリカーボネートとを全面で固定す
るための、無色透明で耐剥がれ性と耐発泡性に優れた両面粘着テープが提案されている（
特許文献３参照）。
【０００６】
　当該両面粘着テープは、特定の粘着剤層により優れた耐剥がれ性や耐発泡性を有するも
のである。しかし、近年の小型電子機器の保護パネル、特に携帯電話の保護パネルにおい
ては、各種文字や図柄の装飾が表面から視認されるように、裏面側の画像表示部以外の額
縁部に印刷層等による装飾層が設けられる場合が多い。透明パネルと画像表示装置との貼
り合わせに、従来の部品固定用粘着テープを適用すると、透明パネルの装飾部の段差によ
り、画像表示部と透明パネルの装飾部以外の部分との間に気泡が発生し、加熱加圧処理後
でも気泡が残ってしまう問題があった。
【特許文献１】特開２００６－１８６２３９号公報
【特許文献２】特開２００７－２９７５８２号公報
【特許文献３】特開２００５－２５５８７７号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　したがって、本発明が解決しようとする課題は、装飾部が設けられた透明パネルと画像
表示装置表面とを好適に固定でき、装飾部による段差を有する透明パネルと平坦な画像表
示装置表面との貼り合わせの際に段差部分において生じる気泡の発生を抑え、また経時で
の発泡を抑制でき、さらに耐落下衝撃性にも優れた両面粘着テープを提供することにある
。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明においては、両面粘着テープの粘着剤層を、低温域に損失正接ピークを有し、か
つ高温域における損失正接及び貯蔵弾性率を特定範囲となる粘弾性特性とすることで、部
材貼り合わせ時に粘着剤層の流動性が高く、かつ衝撃発生時の振動吸収性のよい両面粘着
テープとできる。これにより、本発明の両面粘着テープは、段差を有する部材を固定する
際や、貼付後の経時においても視認される気泡の発生を抑制でき、また、落下衝撃時にも
部材間の剥がれが生じにくい。
【０００９】
　すなわち本発明は、装飾部が設けられた透明パネルを画像表示装置表面に貼付固定する
ための両面粘着テープであって、炭素数１～１２の（メタ）アクリル酸アルキルエステル
を主成分とする光硬化型粘着剤組成物を硬化してなる粘着剤層からなり、前記粘着剤層の
周波数１Ｈｚでの動的粘弾性スペクトルの７０℃の損失正接が０．４３～０．９８であり
、７０℃の貯蔵弾性率が０．８×１０４～３．４×１０４Ｐａであり、前記粘着層が、－
４０～－１０℃の温度領域に損失正接の極大値を有してなり、前記粘着剤層の厚さが１０
０～２５０μｍであることを特徴とする両面粘着テープを提供するものである。
【発明の効果】
【００１０】
　本発明の両面粘着テープは、高温条件下において粘着剤層の損失正接が高く、貯蔵弾性
率が低く、両面粘着テープの厚さが１００～２５０μｍであるため、装飾部を有する部材
の固定において混入する気泡のエア抜け性に優れて、また経時での発泡を抑制可能である
。
　また、この両面粘着テープは、粘着剤層が－４０～－１０℃の温度領域に損失正接の極
大値を有するため、耐落下衝撃性に優れている。
【発明を実施するための最良の形態】
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【００１１】
　本発明の両面粘着テープは、装飾部が設けられた透明パネルを画像表示装置表面に貼付
固定する両面粘着テープであり、炭素数１～１２の（メタ）アクリル酸アルキルエステル
を主成分とする光硬化型粘着剤組成物を硬化した硬化物からなる粘着剤層から形成され、
その総厚さが１００～２５０μｍの両面粘着テープである。当該両面粘着テープの粘着剤
層は、周波数１Ｈｚでの動的粘弾性スペクトルの７０℃の損失正接が０．４３～０．９８
、７０℃の貯蔵弾性率が０．８×１０４～３．４×１０４Ｐａであり、－４０～－１０℃
の温度領域に損失正接の極大値を有する。
【００１２】
［光硬化型粘着剤組成物］
　本発明に使用する光硬化型粘着剤組成物は、炭素数１～１２の（メタ）アクリル酸アル
キルエステルを主成分とする。当該光硬化型粘着剤組成物を使用することで、両面粘着テ
ープの厚さを好適な範囲に調整しやすい。また、当該炭素数１～１２の（メタ）アクリル
酸アルキルエステルを主成分とすることで、部材間の固定における必要な接着力を付与で
きる。
　なお、本明細書においてはアクリル酸及びメタクリル酸を総称して（メタ）アクリル酸
と標記し、これらの誘導体についても同様に表記する。
【００１３】
　炭素数が１～１２のアルキル側鎖を有する（メタ）アクリル酸アルキルエステルとして
は、具体的には、メチルアクリレート、エチルアクリレート、ｎ－プロピルアクリレート
、イソプロピルアクリレート、ｎ－ブチルアクリレート、ｓｅｃ－ブチルアクリレート、
ｔ－ブチルアクリレート、ｎ－ヘキシルアクリレート、シクロヘキシルアクリレート、ｎ
－オクチルアクリレート、イソオクチルアクリレート、２－エチルヘキシルアクリレート
、イソノニルアクリレート、イソデシルアクリレート、ラウリルアクリレート、メチルメ
タクリレート、エチルメタクリレート、ｎ－プロピルメタクリレート、イソプロピルメタ
クリレート、ｎ－ブチルメタクリレート、ｓｅｃ－ブチルメタクリレート、ｔ－ブチルメ
タクリレート、ｎ－ヘキシルメタクリレート、シクロヘキシルメタクリレート、ｎ－オク
チルメタクリレート、イソオクチルメタクリレート、２－エチルヘキシルメタクリレート
、イソノニルメタクリレート、イソデシルメタクリレート、ラウリルメタクリレート等が
挙げられる。
【００１４】
　そのなかでも、炭素数が４～９のアルキル側鎖を有するメタアクリル酸アルキルエステ
ル又は炭素数が４～９のアルキル側鎖を有するアクリル酸アルキルエステルが好ましく、
炭素数が４～９のアルキル側鎖を有するアクリル酸アルキルエステルがより好ましい。当
該範囲の炭素数のアルキル側鎖を有する（メタ）アクリル酸アルキルエステルを使用する
ことで、得られる粘着テープに好適な柔軟性を付与でき、段差追従性の向上に有用である
。
【００１５】
光硬化型粘着剤組成物中の上記（メタ）アクリル酸アルキルエステルの含有量は、当該組
成物に含まれる光硬化性化合物の総量に対し、５０～８５質量％とすることが好ましく、
６０～８５質量％とすることがより好ましい。当該範囲の光硬化型粘着剤組成物中の上記
（メタ）アクリル酸アルキルエステルの含有量にすることで、接着力の向上に優位である
。
【００１６】
　本発明に使用する光硬化型粘着剤組成物においては、上記（メタ）アクリル酸アルキル
エステル以外のモノマーとして、極性基を有するモノマーを併用することが好ましい。極
性基を有するモノマーとしては、ヒドロキシル基を含有するモノマーやカルボキシル基を
含有するモノマー、窒素原子を含有するモノマー等が挙げられる。なかでも、ヒドロキシ
基を含有するモノマーまたはカルボキシル基を含有するモノマーを使用することが好まし
い。また、ヒドロキシ基を含有するモノマーとカルボキシル基を含有するモノマーとを併
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用することも好ましい。ヒドロキシ基を含有するモノマー、及びカルボキシル基を含有す
るモノマーは、粘着剤層の凝集力を向上でき、剥離時の糊残りを低減しやすくなる。
【００１７】
　ヒドロキシル基を含有するモノマーとしては、２－ヒドロキシエチル（メタ）アクリレ
ート、４－ヒドロキシブチル（メタ）アクリレート、６－ヒドロキシヘキシル（メタ）ア
クリレート、ヒドロキシプロピル（メタ）アクリレート、カプロラクトン変性（メタ）ア
クリレート、ポリエチレングリコールモノ（メタ）アクリレート、ポリプロピレングリコ
ール（メタ）アクリレート等が挙げられる。
【００１８】
　ヒドロキシル基を含有するモノマーを使用する場合には、光硬化型粘着剤組成物中のヒ
ドロキシル基を含有するモノマーの含有量は、当該組成物に含まれる光硬化性化合物の総
量に対し、０．０１～１．０質量％とすることが好ましく、０．０１～０．８質量％とす
ることがより好ましい。上記のヒドロキシル基を含有するモノマーの含有量にすることで
、粘着剤層の凝集力を調整しやすくなる。
【００１９】
　カルボキシル基を含有するモノマーとしては、アクリル酸、メタクリル酸、イタコン酸
、マレイン酸、クロトン酸、アクリル酸ダイマー、エチレンオキサイド変性コハク酸アク
リレート等が挙げられる。
【００２０】
　カルボキシル基を含有するモノマーを使用する場合には、光硬化型粘着剤組成物中のカ
ルボキシル基を含有するモノマーの含有量は、当該組成物に含まれる光硬化性化合物の総
量に対し、０．１～８．０質量％とすることが好ましく、０．５～７．０質量％とするこ
とがより好ましく、１．０～６．０質量％とすることがさらに好ましい。上記のカルボキ
シル基を含有するモノマーの含有量にすることで、粘着剤層の凝集力を調整しやすくなる
。
【００２１】
　また、光硬化型粘着剤組成物中には、得られる粘着剤層の凝集力を上げるために、架橋
剤を含有することが好ましい。
【００２２】
　使用する架橋剤としては、イソシアネート系架橋剤、エポキシ系架橋剤、キレート系架
橋剤、アジリン系架橋剤、多官能アクリレート系等が挙げられる。その中でも、（メタ）
アクリル系共重合体との反応性に富むイソシアネート系架橋剤、または、光照射で架橋可
能な多官能アクリレート系架橋剤が好ましい。
【００２３】
　架橋剤を添加する際の光硬化型粘着剤組成物中の架橋剤の配合量は、０．１～５質量部
が好ましく、０．１～３質量部がより好ましく、０．１～１．５質量部がさらに好ましい
。当該範囲の架橋剤の含有量にすることで、粘着剤層のゲル分率を好適な範囲に調整しや
すい。
【００２４】
　また、粘着剤層の分子量を好適な範囲に調整する手段として、各種添加剤を添加する方
法が挙げられる。各種添加剤としては、光重合阻害の少ない水添ロジンエステル、水添テ
ルペンフェノール、極性脂肪族飽和炭化水素樹脂、アクリル共重合体等が挙げられる。そ
の中でも、無色透明な極性脂肪族飽和炭化水素樹脂や水添テルペンフェノールが好ましい
。
【００２５】
　光硬化型粘着剤組成物中の添加剤の配合量は、５～４０質量部が好ましく、５～３０質
量部がより好ましく、５～２０質量部がさらに好ましい。当該範囲の添加剤の含有量にす
ることで、粘着剤層の分子量を好適な範囲に調整しやすい。
【００２６】
　また、粘着剤には、必要に応じて性能を阻害しない範囲で酸化防止剤、充填剤、顔料、



(6) JP 2009-155503 A 2009.7.16

10

20

30

40

50

増粘剤等を添加しても良い。
【００２７】
　本発明に使用する光硬化型組成物中には、前記（メタ）アクリル酸アルキルエステルを
事前に重合した（メタ）アクリル酸アルキルエステルポリマーを含有することも好ましい
。当該ポリマーを光硬化型組成物中に含有させることにより、粘着塗液を塗工に好適な粘
度に調整しやすい。
【００２８】
　当該ポリマーの質量平均分子量（Ｍｗ）は１０万～２００万であることが好ましく、質
量平均分子量（Ｍｗ）が１５万～１５０万であることがより好ましい。当該範囲のポリマ
ーの配合量にすることで、両面粘着テープに高温高湿条件下での粘着特性、特に高温高湿
条件下での耐発泡性および耐剥がれ性を付与しやすくなる。
【００２９】
　また、当該ポリマーの含有量は、光硬化型組成物中に含有する（メタ）アクリル酸アル
キルエステルに対して、５～４０質量部が好ましく、１０～３０質量部がより好ましい。
当該範囲のポリマーの含有量にすることで、粘着塗液を塗工に好適な粘度に調整しやすい
。
【００３０】
　本発明に使用する光硬化型組成物に使用する光重合開始剤は、特に限定するものではな
いが、アセトフェノン、メトキシアセトフェノン、２，２－ジエトキシアセトフェノン、
ｐ－ジメチルアミノアセトフェノン、２，２－ジメトキシ－２－フェニルアセトフェノン
、α－ヒドロキシ－α，α’－ジメチルアセトフェノン、２－ヒドロキシ－２－シクロヘ
キシルアセトフェノン、２－メチル－１［４－（メチルチオ）フェニル］－２－モンフォ
リノプロパノン－１等のアセトフェノン類、ベンゾイン、ベンゾインメチルエーテル、ベ
ンゾインエチルエーテル、ベンゾインイソプロピルブチルエーテル等のベンゾインエーテ
ル類、ベンゾフェノン、２－クロロベンゾフェノン、ｐ，ｐ’－ジクロロベンゾフェノン
，Ｎ，Ｎ’－テトラメチル－４，４’－ジアミノベンゾフェノン、４－（２－ヒドロキシ
エトキシ）フェニル（２－ヒドロキシ－２－プロピル）ケトン等のケトン類、チオキサン
ソン、２－クロロチオキサンソン、２－メチルチオキサンソン等のチオキサンソン類、ビ
スアシルホスフィンオキサイド、ベンゾイルホスフィンオキサイド等のホスフィン酸化物
、ベンジルジメチルケタール等のケタール類、カンファン－２，３－ジオン、フェナント
レンキノン等のキノン類などを挙げることができる。
【００３１】
　光重合開始剤の配合量は、０．０１～５質量部が好ましく、０．１～３質量部がより好
ましい。当該範囲の光重合開始剤の含有量にすることで、残留モノマーを少なく、また効
率的に両面粘着テープを調整しやすい。
【００３２】
　光硬化型粘着剤組成物を硬化する方法として、紫外線照射法や電子線照射法が挙げられ
る。好適な範囲に本発明の両面粘着テープの粘着剤層の質量平均分子量を調整しやすい点
から、紫外線照射法が好ましい。
【００３３】
［粘着剤層］
　本発明の両面粘着テープの粘着剤層は、上記光硬化性組成物を硬化して得られる粘着剤
層である。本発明においては、当該粘着剤層の動的粘弾性スペクトルの７０℃の損失正接
（ｔａｎδ）が０．４３～０．９８であり、７０℃の貯蔵弾性率が０．８×１０４～３．
４×１０４Ｐａである。損失正接及び貯蔵弾性率が当該範囲の粘着剤層を有することによ
り、本発明の両面粘着テープは、加熱加圧処理時の粘着剤層の流動性が高く、透明パネル
に設けられた装飾部による段差によって生じる気泡の抜け性に優れる。さらに、加熱加圧
処理時において流動性が上がることで、粘着剤層と被着体との密着性が向上して、経時で
の発泡の抑制に優れる。これら粘弾性特性の調整は、粘着剤層の質量平均分子量やゲル分
率等の調整により好適に調整できる。
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【００３４】
　本発明の両面粘着テープの粘着剤層の７０℃における損失正接は、好ましくは０．４５
～０．７５、さらに好ましくは０．５～０．７０である。損失正接が上記の範囲内にある
と、装飾部が設けられた透明パネルを画像表示装置表面に貼付固定した後の加熱加圧処理
時の粘着剤層の流動性に優れるため、透明パネルと画像表示装置表面との貼り合わせの際
に段差部分において生じる気泡の抜け性を向上できる。
【００３５】
　また、７０℃における貯蔵弾性率は、好ましくは１．２×１０４～３．４×１０４Ｐａ
、さらに好ましくは１．５×１０４～３．１×１０４Ｐａである。貯蔵弾性率が上記範囲
内にあると、装飾部が設けられた透明パネルを画像表示装置表面に貼付固定した後の加熱
加圧処理時に、粘着剤の弾性が低くなり、透明パネルに設けられた装飾部の段差によって
粘着剤層と被着体との密着が困難な箇所への密着性を向上できる。
【００３６】
　本発明における粘着剤層の動的粘弾性は、粘弾性試験機（レオメトリックス社製、商品
名：アレス２ＫＳＴＤ）を用いて、同試験機の測定部である平行円盤の間に試験片を挟み
込み、周波数１Ｈｚでの貯蔵弾性率（Ｇ’）と損失弾性率（Ｇ”）を測定し、損失正接は
ｔａｎδ＝（Ｇ”）／（Ｇ’）で表される式により算出される。試験片は厚み０．５～２
．５ｍｍの粘着剤を単独で平行円盤の間に挟んで行う。
【００３７】
［両面粘着テープ］
　本発明の両面粘着テープは、上記粘着剤層からなる粘着テープであり、中芯基材を有さ
ない両面粘着テープである。両面粘着テープは、単層の粘着剤層からなるものであっても
、複数の粘着剤層が積層されたものであってもよい。
【００３８】
　本発明の両面粘着テープの厚みは、１００～２５０μｍ、好ましくは、１２５～２２５
μｍ、さらに好ましくは１５０～２００μｍである。両面粘着テープの厚みを当該範囲と
することで、落下時等に生じる衝撃を吸収しやすくなり、また、透明パネルに設けられる
装飾部により生じる段差に追従しやすくなる。両面粘着テープの厚みが１００μｍ未満に
なると、粘着剤層の応力緩和性が低下し、透明パネルに設けられる装飾部により生じる段
差の追従が困難になり、両面粘着テープの厚みが２５０μｍを超えると、小型携帯電子機
器の薄型化が困難になる。
【００３９】
　本発明の両面粘着テープは、トルエン中に２４時間浸漬した際の下式で表されるゲル分
率が、３０～７０％であることが好ましく、３０～６０％であるのがより好ましく、３０
～５０％が最も好ましい。粘着剤層のゲル分率が上記の範囲内だと、粘着剤層の７０℃に
おける損失正接および貯蔵弾性率を好適な範囲に調整しやすく、且つ粘着剤層の凝集力を
向上させやすくなる。
　ゲル分率＝［（両面粘着テープのトルエン浸漬後質量）／（両面粘着テープのトルエン
浸漬前質量）］×１００
【００４０】
　本発明の両面粘着テープにおける粘着剤層の質量平均分子量（Ｍｗ）は３０万～１５０
万であることが好ましく、３０万～１３０万がより好ましく、３０万～１００万がさらに
好ましい。本発明の両面粘着テープにおける粘着剤層の質量平均分子量Ｍｗが上記範囲内
だと、好適な範囲に粘着剤層の７０℃における損失正接および貯蔵弾性率を調整できる。
【００４１】
　なお、本発明では、本発明の両面粘着テープにおける粘着剤層の質量平均分子量（Ｍｗ
）は、ゲルパーミエーションクロマトグラフ（ＧＰＣ）により測定することができる。よ
り具体的には、ＧＰＣ測定装置として、東ソー株式会社製「ＳＣ８０２０」を用いて、ポ
リスチレン換算値により、次のＧＰＣ測定条件で測定して求めることができる。
　（ＧＰＣの測定条件）
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　　サンプル濃度：０．５重量％（テトラヒドロフラン溶液）
　　サンプル注入量：１００μＬ
　　溶離液：テトラヒドロフラン（ＴＨＦ）
　　流速：１．０ｍＬ／ｍｉｎ
　　カラム温度（測定温度）：４０℃
　　カラム：東ソー株式会社製「ＴＳＫｇｅｌ　ＧＭＨＨＲ－Ｈ」
　　検出器：示差屈折
【００４２】
　本発明の両面粘着テープは、画像表示装置に使用する点から、高い透明性を有している
ことが好ましい。
【００４３】
　本発明の両面粘着テープの可視光波長領域における全光線透過率（ＪＩＳ　Ｋ　７３６
１）は、８５％以上が好ましく、９０％以上がより好ましく、９５％以上がさらに好まし
い。全光線透過率が上記の範囲内だと、両面粘着テープは高い透明性を有しており、表示
画面の高精細化が可能となる。
【００４４】
　また、本発明の両面粘着テープのヘイズ（ＪＩＳ　Ｋ　７１３６）は、２．０以下が好
ましく、１．５％以下がより好ましく、１．０％以下がさらに好ましい。ヘイズが上記の
範囲内だと、両面粘着テープは高い透明性を有しており、表示画面の高精細化が可能とな
る。
【００４５】
　本発明の両面粘着テープの接着力（ＪＩＳ－Ｚ０２３７（２０００））は、ガラス板に
対して、５Ｎ／２０ｍｍ以上であると部品間の固定に好適であり、５～２０Ｎ／２０ｍｍ
が好ましく、７～２０Ｎ／２０ｍｍがより好ましく、１０～２０Ｎ／２０ｍｍがさらに好
ましい。本発明の両面粘着テープの接着力が上記の範囲内だと、透明パネルの粘着剤層か
らの剥がれを抑制できる。
【００４６】
[両面粘着テープ作成]
　光硬化型粘着剤組成物は、例えば、離型処理したポリエチレンテレフタレート（ＰＥＴ
）フィルムに塗工し、離型処理したＰＥＴフィルムでラミネートして、紫外線照射を行い
、上記光硬化型粘着剤組成物を硬化して両面粘着テープを作成できる。なお、紫外線照射
は、残留モノマーを少なくすることが可能で、好適な範囲に本発明の両面粘着テープの質
量平均分子量を調整可能な低エネルギー量紫外線ランプで行うことが好ましい。
【００４７】
　紫外線照射強度は０．３～２．０ｍＷ／ｃｍ２が好ましく、０．３～１．５ｍＷ／ｃｍ
２がより好ましく、０．３～１．２ｍＷ／ｃｍ２がさらに好ましい。上記の範囲内だと、
残留モノマーが少なく、また効率的に両面粘着テープを調整できる。０．３ｍＷ／ｃｍ２

未満だと、照射強度不足で多大な紫外線照射時間が必要で、生産性が著しく低下するから
である。２．０ｍＷ／ｃｍ２を超えると、照射強度が強く、残留モノマーが多くなり、粘
着性能が著しく低下するからである。
【００４８】
　また、紫外線積算光量は１００～５００ｍＪ／ｃｍ２が好ましく、１００～４００ｍＪ
／ｃｍ２がより好ましく、１００～３００ｍＪ／ｃｍ２がさらに好ましい。上記の範囲だ
と、光重合開始剤を消費して、残留モノマーが少なく、また効率的に両面粘着テープを調
整できる。
【００４９】
［使用態様］
　本発明の両面粘着テープは、装飾部が設けられた透明パネルを画像表示装置表面に貼付
固定する際に好適に使用できる。具体的な実施態様としては、例えば、図１に示したよう
な画像表示パネルがある。図１において、１は透明パネル、２は透明パネルに付着した装
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飾部、３は両面粘着テープ、４は画像表示装置である。
【００５０】
　透明パネルは、特に制限されないが、（メタ）アクリル樹脂、ポリカーボネート樹脂、
ガラス等からなる透明パネルを好適に使用できる。より透明性の高いガラスパネルが好ま
しい。
【００５１】
　透明パネルの厚さは、１００μｍ～３．０ｍｍのものが好ましく、２５０μｍ～２．０
ｍｍのものがより好ましく、５００μｍ～１．０ｍｍのものがさらに好ましい。透明パネ
ルの厚さが上記の範囲内だと、透明パネルの強度を保持しつつ、小型電子端末への適用時
に薄型化が可能となる。
【００５２】
　透明パネルに設けられる装飾部は、携帯電子端末の画面表示部の周囲に視認される文字
や図形、あるいはこれらの背面に設けられる黒色や白色の下地などがある。これら装飾部
は、透明パネルへの印刷により設けることが容易であるため好ましい。印刷方法や印刷イ
ンキ等は特に制限されず、シルク印刷、パッド印刷等の通常使用される印刷方法や印刷イ
ンキを使用できる。
【００５３】
　本発明の両面粘着テープを使用する際の透明パネルに設けられる装飾部の厚さは、５～
３０μｍが好ましく、５～２５μｍがより好ましく、５～２０μｍがさらに好ましい。透
明パネルに設けられる装飾部の厚さが上記の範囲内だと本発明の両面粘着テープの段差追
従性が特に好適であり、薄型の電子端末への適用時にも気泡の発生抑制等の効果を好適に
発現できる。また、装飾部は複数の装飾部が積層されていてもよく、積層される装飾部の
大きさや形状が異なっていてもよい。装飾部が複数積層される場合には、当該積層された
装飾部の最大厚さが上記範囲内であると、本発明の効果を奏しやすくなる。
【００５４】
　画像表示装置としては、特に限定されるものではないが、例えば、小型電子端末等の画
像表示に使用されるＬＣＤモジュールや有機ＥＬモジュール等が挙げられる。本発明の両
面粘着テープは携帯電子機器の薄型化が可能なため、バックライトにより厚くなりやすい
ＬＣＤモジュールに使用することが好ましい。このようなＬＣＤモジュールにおいては、
透明パネルと両面粘着テープにより貼り合わされる表面に偏光フィルムが設けられている
ことが多い。本発明の両面粘着テープは、貼り合わせる一方の部材表面が、当該偏光フィ
ルム表面のような平坦な表面であると、他方の段差を有する部材の段差追従に優れるため
画像表示装置の両面粘着テープと貼り合わされる表面が段差を有さない構成に好適に適用
できる。また、当該画像表示装置表面が段差を有する場合であっても、両面粘着テープの
厚さ等を好適に調整することで、当該画像表示装置表面の段差に対しても好適に追従でき
る。
【００５５】
[パネル固定方法]
　透明パネルと画像表示装置との固定に際しては、透明パネルの装飾部の段差により混入
した気泡を装置外部へ抜くために加熱加圧処理を行うことが好ましい。
【００５６】
　上記の加熱加圧処理を行う温度の条件は、４０～８５℃が好ましく、５０～８０℃がよ
り好ましく、６０～８０℃がさらに好ましい。上記の加熱加圧処理を行う温度が上記の範
囲内だと、本発明の両面粘着テープの粘着剤層の流動性が高まり、効率的に混入した気泡
を装置外部へ抜きやすいからである。
【００５７】
　上記の加熱加圧処理を行う圧力の条件は、３～５気圧が好ましく、４～５気圧がより好
ましく、４．５～５気圧がさらに好ましい。上記の加熱加圧処理を行う圧力が上記の範囲
内だと、粘着剤層が透明パネルおよび画像表示装置と密着しやすいからである。
【００５８】
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　上記の加熱加圧処理を行う時間の条件は、１０～５０分が好ましく、１０～４０分がよ
り好ましく、１０分～３０分がさらに好ましい。上記の加熱加圧処理を行う時間が上記の
範囲内だと、粘着剤層と透明パネルおよび画像表示装置との固定を効率的に実施できるか
らである。
【実施例】
【００５９】
　以下に本発明を実施例により具体的に説明する。なお、実施例における「部」との表記
は、いずれも「質量部」を表す。
【００６０】
［実施例１］
　２－エチルヘキシルアクリレート７０部、アクリル酸４．５部、４－ヒドロキシブチル
アクリレート０．１部、２―エチルヘキシルアクリレートを主成分とした質量平均分子量
７６万のポリマーを２５部、重合開始剤としてチバスペシャリティケミカル社製「ＤＡＲ
ＯＣＵＲ１１７３」1.2部、架橋剤として日本ポリウレタン社製「コロナートL－７５」（
イソシアネート系架橋剤、固形分７５％）０．５部添加して、１５分攪拌した後、真空条
件下で脱泡した後、離型処理した厚さ７５μｍのＰＥＴフィルム上に、乾燥後厚さが１７
５μｍになるように塗工した後、離型処理した厚さ２５μｍのＰＥＴフィルムでラミネー
トして、紫外線照射は東芝社製「ケミカルランプＦＬ２０ＳＢＬ」を使用し、５分間紫外
線を照射した。その後、４０℃で２日間静置し、厚さ１７５μｍの両面粘着テープを得た
。
【００６１】
［実施例２］
　２－エチルヘキシルアクリレート７０部、アクリル酸４．５部、４－ヒドロキシブチル
アクリレート０．１部、２―エチルヘキシルアクリレートを主成分とした質量平均分子量
７６万のポリマーを２５部、重合開始剤としてチバスペシャリティケミカル社製「ＤＡＲ
ＯＣＵＲ１１７３」０．３部、架橋剤として新中村化学工業社製「ＡＰＧ７００」（アク
リレート系架橋剤、固形分７５％）０．３部、添加剤として荒川化学社製「ＫＲ１８４０
」（極性脂肪族飽和炭化水素樹脂）２０部添加して、１５分攪拌した後、真空条件下で脱
泡した後、離型処理した厚さ７５μｍのＰＥＴフィルム上に、乾燥後厚さが１７５μｍに
なるように塗工した後、離型処理した厚さ２５μｍのＰＥＴフィルムでラミネートして、
紫外線照射は東芝社製「ケミカルランプＦＬ２０ＳＢＬ」を使用し、１０分間紫外線を照
射して厚さ１７５μｍの両面粘着テープを得た。
【００６２】
［実施例３］
　２－エチルヘキシルアクリレート７０部、アクリル酸４．５部、４－ヒドロキシブチル
アクリレート０．１部、２―エチルヘキシルアクリレートを主成分とした質量平均分子量
７６万のポリマーを２５部、重合開始剤としてチバスペシャリティケミカル社製「ＤＡＲ
ＯＣＵＲ１１７３」０．３部、添加剤としてヤスハラケミカル社製「ＵＨ１１５」（テル
ペンフェノール）２０部添加して、１５分攪拌した後、真空条件下で脱泡した後、離型処
理した厚さ７５μｍのＰＥＴフィルム上に、乾燥後厚さが１７５μｍになるように塗工し
た後、離型処理した厚さ２５μｍのＰＥＴフィルムでラミネートして、紫外線照射は東芝
社製「ケミカルランプＦＬ２０ＳＢＬ」を使用し、１０分間紫外線を照射して厚さ１７５
μｍの両面粘着テープを得た。
【００６３】
［実施例４］
　２－エチルヘキシルアクリレート７０部、アクリル酸４．５部、４－ヒドロキシブチル
アクリレート０．１部、２―エチルヘキシルアクリレートを主成分とした質量平均分子量
７６万のポリマーを２５部、重合開始剤としてチバスペシャリティケミカル社製「ＤＡＲ
ＯＣＵＲ１１７３」１．２部、架橋剤として新中村化学工業社製「ＡＰＧ７００」（アク
リレート系架橋剤、固形分７５％）０．３部、添加剤として荒川化学社製「ＫＲ１８４０
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」（極性脂肪族飽和炭化水素樹脂）１０部添加して、１５分攪拌した後、真空条件下で脱
泡した後、離型処理した厚さ７５μｍのＰＥＴフィルム上に、乾燥後厚さが１７５μｍに
なるように塗工した後、離型処理した厚さ２５μｍのＰＥＴフィルムでラミネートして、
紫外線照射は東芝社製「ケミカルランプＦＬ２０ＳＢＬ」を使用し、１０分間紫外線を照
射して厚さ１７５μｍの両面粘着テープを得た。
【００６４】
［実施例５］
　ブチルアクリレート３７部、２－エチルヘキシルアクリレート２５部、アクリル酸１部
、４－ヒドロキシブチルアクリレート０．１部、ブチルアクリレート／２―エチルヘキシ
ルアクリレート＝３／１の組成で、質量平均分子量１０６万のポリマーを１６部、シクロ
ヘキシルメタクリレートを主成分とした、質量平均分子量５０００のポリマーを１７部、
重合開始剤としてチバスペシャリティケミカル社製「ＤＡＲＯＣＵＲ１１７３」０．３部
、架橋剤として日本ポリウレタン社製「コロナートＬ－７５」（イソシアネート系架橋剤
、固形分７５％）０．５部添加して、１５分攪拌した後、真空条件下で脱泡した後、離型
処理した厚さ７５μｍのＰＥＴフィルム上に、乾燥後厚さが１７５μｍになるように塗工
した後、離型処理した厚さ２５μｍのＰＥＴフィルムでラミネートして、紫外線照射は東
芝社製「ケミカルランプＦＬ２０ＳＢＬ」を使用し、５分間紫外線を照射した。その後、
４０℃で２日間静置し、厚さ１７５μｍの両面粘着テープを得た。
【００６５】
［比較例１］
　２－エチルヘキシルアクリレート７０部、アクリル酸４．５部、４－ヒドロキシブチル
アクリレート０．１部、２―エチルヘキシルアクリレートを主成分とした質量平均分子量
７６万のポリマーを２５部、重合開始剤としてチバスペシャリティケミカル社製「ＤＡＲ
ＯＣＵＲ１１７３」０．３部、架橋剤として日本ポリウレタン社製「コロナートＬ－７５
」（イソシアネート系架橋剤、固形分７５％）１．５部添加して、１５分攪拌した後、真
空条件下で脱泡した後、離型処理した厚さ７５μｍのＰＥＴフィルム上に、乾燥後厚さが
１７５μｍになるように塗工した後、離型処理した厚さ２５μｍのＰＥＴフィルムでラミ
ネートして、紫外線照射は東芝社製「ケミカルランプＦＬ２０ＳＢＬ」を使用し、５分間
紫外線を照射した。その後、４０℃で２日間静置し、厚さ１７５μｍの両面粘着テープを
得た。
【００６６】
［比較例２］
　２－エチルヘキシルアクリレート７０部、アクリル酸４．５部、４－ヒドロキシブチル
アクリレート０．１部、２―エチルヘキシルアクリレートを主成分とした質量平均分子量
７６万のポリマーを２５部、重合開始剤としてチバスペシャリティケミカル社製「ＤＡＲ
ＯＣＵＲ１１７３」０．３部、架橋剤として日本ポリウレタン社製「コロナートＬ－７５
」（イソシアネート系架橋剤、固形分７５％）０．１部添加して、１５分攪拌した後、真
空条件下で脱泡した後、離型処理した厚さ７５μｍのＰＥＴフィルム上に、乾燥後厚さが
１７５μｍになるように塗工した後、離型処理した厚さ２５μｍのＰＥＴフィルムでラミ
ネートして、紫外線照射は東芝社製「ケミカルランプＦＬ２０ＳＢＬ」を使用し、５分間
紫外線を照射した。その後、４０℃で２日間静置し、厚さ１７５μｍの両面粘着テープを
得た。
【００６７】
［比較例３］
　ブチルアクリレート３７部、２－エチルヘキシルアクリレート２５部、アクリル酸１部
、４－ヒドロキシブチルアクリレート０．１部、ブチルアクリレート／２―エチルヘキシ
ルアクリレート＝３／１の組成で、質量平均分子量１０６万のポリマーを１６部、シクロ
ヘキシルメタクリレートを主成分とした、質量平均分子量５０００のポリマーを１７部、
重合開始剤としてチバスペシャリティケミカル社製「ＤＡＲＯＣＵＲ１１７３」０．３部
、架橋剤として日本ポリウレタン社製「コロナートＬ－７５」（イソシアネート系架橋剤
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、固形分７５％）１．５部添加して、１５分攪拌した後、真空条件下で脱泡した後、離型
処理した厚さ７５μｍのＰＥＴフィルム上に、乾燥後厚さが１７５μｍになるように塗工
した後、離型処理した厚さ２５μｍのＰＥＴフィルムでラミネートして、紫外線照射は東
芝社製「ケミカルランプＦＬ２０ＳＢＬ」を使用し、５分間紫外線を照射した。その後、
４０℃で２日間静置し、厚さ１７５μｍの両面粘着テープを得た。
【００６８】
［比較例４］
ブチルアクリレート４５部、２－エチルヘキシルアクリレート１５部、アクリル酸３部、
４－ヒドロキシブチルアクリレート０．１部、ブチルアクリレート／２―エチルヘキシル
アクリレート＝３／１の組成で、質量平均分子量１０６万のポリマーを１８部、シクロヘ
キシルメタクリレートを主成分とした、質量平均分子量５０００のポリマーを１９部、重
合開始剤としてチバスペシャリティケミカル社製「ＤＡＲＯＣＵＲ１１７３」０．３部、
架橋剤として日本ポリウレタン社製「コロナートＬ－７５」（イソシアネート系架橋剤、
固形分７５％）１．５部添加して、１５分攪拌した後、真空条件下で脱泡した後、離型処
理した厚さ７５μｍのＰＥＴフィルム上に、乾燥後厚さが１７５μｍになるように塗工し
た後、離型処理した厚さ２５μｍのＰＥＴフィルムでラミネートして、紫外線照射は東芝
社製「ケミカルランプＦＬ２０ＳＢＬ」を使用し、５分間紫外線を照射して両面粘着テー
プをした。その後、４０℃で２日間静置し、厚さ１７５μｍの両面粘着テープを得た。
【００６９】
［比較例５］
２－エチルヘキシルアクリレート７０部、アクリル酸４．５部、４－ヒドロキシブチルア
クリレート０．１部、２―エチルヘキシルアクリレートを主成分とした質量平均分子量７
６万のポリマーを２５部、重合開始剤としてチバスペシャリティケミカル社製「ＤＡＲＯ
ＣＵＲ１１７３」１．２部、架橋剤として日本ポリウレタン社製「コロナートＬ－７５」
（イソシアネート系架橋剤、固形分７５％）０．５部添加して、１５分攪拌した後、真空
条件下で脱泡した後、離型処理した厚さ７５μｍのＰＥＴフィルム上に、乾燥後厚さが１
７５μｍになるように塗工した後、離型処理した厚さ２５μｍのＰＥＴフィルムでラミネ
ートして、紫外線照射は東芝社製「ケミカルランプＦＬ２０ＳＢＬ」を使用し、５分間紫
外線を照射した。その後、４０℃で２日間静置し、厚さ１２５μｍの両面粘着テープを得
た。
【００７０】
［比較例６］
　２－エチルヘキシルアクリレート７０部、アクリル酸４．５部、４－ヒドロキシブチル
アクリレート０．１部、２―エチルヘキシルアクリレートを主成分とした質量平均分子量
７６万のポリマーを２５部、シクロヘキシルメタクリレート／アクリル酸　＝　９７／３
の組成で、質量平均分子量６６００のポリマーを２０部、重合開始剤としてチバスペシャ
リティケミカル社製「ＤＡＲＯＣＵＲ１１７３」１．２部、架橋剤として日本ポリウレタ
ン社製「コロナートＬ－７５」（イソシアネート系架橋剤、固形分７５％）０．５部添加
して、１５分攪拌した後、真空条件下で脱泡した後、離型処理した厚さ７５μｍのＰＥＴ
フィルム上に、乾燥後厚さが１７５μｍになるように塗工した後、離型処理した厚さ２５
μｍのＰＥＴフィルムでラミネートして、紫外線照射は東芝社製「ケミカルランプＦＬ２
０ＳＢＬ」を使用し、５分間紫外線を照射した。その後、４０℃で２日間静置し、厚さ１
７５μｍの両面粘着テープを得た。
【００７１】
（両面粘着テープの評価）
　実施例１～５、比較例１～６で作成した両面テープについて以下の評価を行い、得られ
た結果を表１～２に示した。
【００７２】
（１）粘着剤層の動的粘弾性測定
　熟成済みの粘着剤層を、約２ｍｍ厚にまで重ね合わせ試験片とした。ティ・エイ・イン
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スツルメントジャパン社製粘弾性試験機（アレス２ｋＳＴＤ）に、直径７．９ｍｍのパラ
レルプレートを装着し、この試験片を圧縮荷重４０～６０ｇで挟み込んだ。周波数１Ｈｚ
で、－６０～１００℃の温度範囲を測定し、損失正接（ｔａｎδ）の極大値（Ｍ １ ）を
示す温度を測定した。
【００７３】
（２）ゲル分率測定
　熟成後の粘着剤層の組成物をトルエン中に浸漬し、２３℃下で２４時間放置後に残った
不溶分の乾燥後の質量を測定し、元の質量に対する百分率で表した。
【００７４】
（３）気泡抜け性
　厚さ０．５ｍｍ、長さ５０ｍｍ、幅４０ｍｍ、窓枠状に厚さ１５μｍ、幅５ｍｍの印刷
付きガラス板に、印刷面側から実施例１～５及び比較例１～６の各両面粘着テープを貼り
付けた後、厚さ０．５ｍｍ、長さ５０ｍｍ、幅４０ｍｍのガラス板との貼り合わせを行い
、５気圧、７０℃、２０分の条件で加熱加圧処理を行い固定した後、目視により、気泡の
有無を確認した。
　気泡抜け性の評価基準は、下記の通りとした。
　　　○：気泡なし。
　　　×：気泡あり。
【００７５】
　また、実施例１及び比較例２の両面粘着テープの気泡の有無を、ハイロックス社製光学
顕微鏡「パワースコープ　ＫＨ－２７００」により、５０倍の倍率にて観察した。実施例
１の観察結果を図２に、比較例２の観察結果を図３に示した。
【００７６】
（４）耐発泡性
　各両面粘着テープを厚さ２５μｍ、長さ５０ｍｍ、幅５０ｍｍのポリエチレンテレフタ
エートフィルム（ＰＥＴフィルム）にラミネートした後、これを、厚さ２．５ｍｍ、長さ
５０ｍｍ、幅５０ｍｍのポリメチルメタクリレート板（ＰＭＭＡ板）に貼り付けて、５気
圧、７０℃、２０分の条件で加熱加圧処理を行い固定して、ＰＥＴフィルム／粘着剤層／
ＰＭＭＡ板の層の構成を有するサンプルを調整した。このサンプルを８５℃の加熱機に５
００時間投入することにより、耐発泡性試験を行った。この耐発泡性試験後、目視により
、気泡の有無を確認した。
　耐発泡性の評価基準は、下記の通りとした。
　　　○：気泡なし。
　　　×：気泡あり。
【００７７】
（５）耐落下衝撃性試験（デュポン式耐衝撃試験機）
（i）２３℃条件下、厚さ０．５ｍｍ、長さ５０ｍｍ、幅４０ｍｍのガラス板に、長さ５
０ｍｍ、幅４０ｍｍの各両面粘着テープを貼り付けた。
（ii）厚さ２ｍｍ、長さ１５０ｍｍ、幅１００ｍｍのＰＣ板に、（i）の両面粘着テープ
付きガラス板を貼付し、５気圧、７０℃、２０分の条件で加熱加圧処理を行った後、２３
℃下で１時間静置した。
（iii）デュポン衝撃試験機の台座の上に、（ii）で作成した板を、ガラス板が下側にな
るように静置した。
　次に、板の上面から、直径２５ｍｍ、質量３００ｇのステンレス製の撃芯（先端直径１
２．７ｍｍ）を、高さ１０ｃｍの位置から落下させた。板の中心部分に衝撃を加えて、衝
撃が加えられている面とは反対側に貼付されているガラス板が、脱落するか否か評価した
。脱落しなかった場合は、撃芯の高さを１０ｃｍづつ上昇させて、再度衝撃試験を行い、
最終的には、脱落するまでの撃芯の高さを測定した。なお、撃芯を５０ｃｍの高さから落
下させても脱落しない場合は、「５０＜」と表示した。
【００７８】
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（６）全光線透過率
　両面粘着テープを、厚さ０．５ｍｍ、長さ５０ｍｍ、幅４０ｍｍのガラス板に貼り付け
た後、これを、厚さ０．５ｍｍ、長さ５０ｍｍ、幅４０ｍｍのガラス板と貼り合わせて、
５気圧、７０℃、２０分の条件で加熱加圧処理を行い固定して、ガラス板／粘着剤層／ガ
ラス板の層の構成を有するサンプルを調製した。村上色彩技術研究所社製「ＨＲ－１００
型」を使用して、サンプルのＪＩＳ　Ｋ　７１０５及びＪＩＳ　Ｋ　７１３６に基づいて
全光線透過率を測定した。
【００７９】
【表１】

【００８０】
【表２】

【００８１】
　表１～２及び図２～３に示したように、実施例１～５の本発明の両面粘着テープは、貼
り合わせ時の気泡抜け性と、貼り合わせ後の経時の発泡を抑制でき、視認される気泡が見
られなかった。また、落下衝撃試験においても部材の脱落が生じず、段差が設けられた部
品の固定に好適であることが明らかであった。一方、比較例１～６の両面粘着テープにお
いては、いずれも貼り合わせ時の発泡の抑制が困難であり、比較例１、２、５、６の両面
粘着テープでは、経時での気泡の発生も多く確認された。
【図面の簡単な説明】
【００８２】
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【図１】本発明の両面粘着シートが用いて、装飾部を有する透明パネルと画像表示装置と
を固定した画像表示パネルの概略断面図である。
【図２】実施例１の両面粘着テープを使用した際の気泡の有無を、光学顕微鏡による観察
結果である。
【図３】比較例２の両面粘着テープを使用した際の気泡の有無を、光学顕微鏡による観察
結果である。
【符号の説明】
【００８３】
　１：透明パネル
　２：装飾部
　３：両面粘着テープ
　４：画像表示装置

【図１】

【図２】

【図３】
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