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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　（Ａ）アリル基とヒドロキシ基とを含有する（メタ）アクリレートモノマー　２０～７
０質量部と；
　（Ｂ）エポキシ基含有化合物　２０～８０質量部と；
　（Ｃ）その他のモノマー　０～３０質量部と；
　（Ｄ）光酸発生剤と；
　（Ｅ）光重合開始剤および光増感剤の少なくとも一方と；
を含み、
　前記（Ａ）アリル基とヒドロキシ基とを含有する（メタ）アクリレートモノマーが、３
－アリロキシ－２－ヒドロキシプロピルアクリレートおよび３－アリロキシ－１－ヒドロ
キシプロピルアクリレートの混合物である、偏光板用接着剤組成物。
【請求項２】
　前記（Ａ）成分が、４０～６０質量部である、請求項１に記載の偏光板用接着剤組成物
。
【請求項３】
　前記（Ｃ）成分が、ヒドロキシ基含有（メタ）アクリレートモノマー、芳香族環含有（
メタ）アクリレートモノマー、脂環含有（メタ）アクリレートモノマーまたは複素環含有
（メタ）アクリレートモノマーである、請求項１または２に記載の偏光板用接着剤組成物
。
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【請求項４】
　請求項１～３のいずれか１項に記載の偏光板用接着剤組成物を用いて接着した、保護フ
ィルムと偏光子とを備える偏光板。
【請求項５】
　前記保護フィルムが、アクリルフィルムである、請求項４に記載の偏光板。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、偏光板を製造する際に使用される、偏光子と保護フィルムとを接着するため
の接着剤組成物およびこれを用いて製造した偏光板に関する。より詳細には、本発明は、
初期硬化性および接着性に優れた偏光板用接着剤組成物およびこれを用いた偏光板に関す
る。
【背景技術】
【０００２】
　近年、液晶ディスプレイやプラズマディスプレイ等のフラットディスプレイが、省スペ
ースであり高精細であることから、表示装置として広範に使用されている。このうち、液
晶ディスプレイは、より省電力であり高精細であるため注目され、開発が進められている
。
【０００３】
　液晶ディスプレイパネルには、その機能を発揮するため光シャッターの役割をする偏光
板が液晶と組み合わせて使用されている。偏光板は偏光子を備える、液晶ディスプレイパ
ネルに必須の部品である。通常偏光子は、ポリビニルアルコール（ＰＶＡ）樹脂を水槽中
で５～６倍の長さに一軸延伸して製造されるため、延伸方向に裂けやすく、脆いという欠
点がある。そのため、偏光子は、その表面および／または裏面に保護フィルムを接着し、
偏光板を構成して使用されている。その際、偏光子に保護フィルムを接着するための接着
剤にも、偏光板を使用する場合に特有の要求を満たすことが求められる。
【０００４】
　このような偏光板用接着剤としては、ヒドロキシ基を有するアクリル系モノマー、ラジ
カル重合開始剤、エポキシ樹脂、及びカチオン性光重合開始剤を含む偏光板用接着剤組成
物が開示されている（特許文献１参照）。当該文献は、上記構成とすることで、接着剤の
低粘度を維持しつつ、接着力及び耐水性に優れた低粘度偏光板用接着剤を提供しようとし
ている。
【０００５】
　また、偏光板用に用いられる接着剤として、（Ａ）ヒドロキシ基含有アルキル（メタ）
アクリレート５０～９９．５重量％、（Ｂ）光重合開始剤０．４９～１０重量％、（Ｃ）
ジグリシジルアミノ基を含有するエポキシ化合物０．０１～１重量％を含む偏光板用接着
剤組成物が開示されている（特許文献２参照）。当該文献は、上記構成とすることで、生
産性の向上、設備コストの低減、接着性の向上、及び保護フィルム等の組合せ構成の自由
度向上を可能としようとしている。
【０００６】
　また、単官能ラジカル重合性化合物を主として含むラジカル重合性化合物と、脂環式エ
ポキシ基を有する化合物を含み、（メタ）アクリロイル基を含有しないカチオン重合性化
合物とからなる主剤と、光ラジカル重合開始剤と、光カチオン重合開始剤とを含む光硬化
性接着剤が知られている（特許文献３参照）。当該文献には、当該接着剤が、保護フィル
ムと偏光子との接着性のみならず、打ち抜き加工性および耐水性に優れることが記載され
ている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００７】
【特許文献１】特開２０１２－６２４７１号公報
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【特許文献２】特開２０１０－１８７２２号公報
【特許文献３】特開２０１１－７６０５８号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　実際の製造工程においては、偏光板はロールやベルト等で折り曲げられながら搬送され
ることがあるため、このような折り曲げによる保護フィルムがはがれを防止し、歩留まり
の低下や工程性の低下を防ぐ必要がある。一方、長期間の使用や、温湿度の環境変化によ
っても、十分な耐久性を備える偏光板を得るためには、接着剤組成物には優れた接着性が
求められる。
【０００９】
　しかしながら、特許文献１～３で用いられている偏光板用接着剤組成物では、この両方
の要求を同時に満たしていなかった。
【００１０】
　本発明は、上記事情に鑑みてなされたものであり、初期硬化性および接着性に優れた偏
光板用接着剤組成物を提供することを目的とする。また、本発明の他の目的は、そのよう
な接着剤組成物を使用することにより、耐久性に優れた偏光板を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　本発明者らは、上記の問題点を解決すべく、鋭意研究を行った結果、アリル基とヒドロ
キシ基とを含有する（メタ）アクリレートモノマーを特定の比率で含む、偏光板用接着剤
組成物を用いることにより、初期硬化性および接着性に優れた偏光板用接着剤組成物が得
られることを見出した。そして、上記知見に基づいて、本発明を完成するに至った。
【００１２】
　すなわち、上記課題は、（Ａ）アリル基とヒドロキシ基とを含有する（メタ）アクリレ
ートモノマー　２０～７０質量部と；（Ｂ）エポキシ基含有化合物　２０～８０質量部と
；（Ｃ）その他のモノマー　０～３０質量部と；（Ｄ）光酸発生剤と；（Ｅ）光重合開始
剤および光増感剤の少なくとも一方と；を含む、偏光板用接着剤組成物を提供することに
よって、解決する。
【発明の効果】
【００１３】
　本発明の偏光板用接着剤組成物によれば、各種の保護フィルムを用いる偏光板に使用し
た際に、優れた初期硬化性および接着性を発現できる。したがって、本発明の偏光板用接
着剤組成物を使用した偏光板は、保護フィルムとの接着性がよく、耐久性の高い偏光板と
なり得る。
【図面の簡単な説明】
【００１４】
【図１】実施例における偏光板の製造工程を説明するための概略図である。
【図２】実施例における初期硬化性試験の方法を説明するための概略図である。
【図３】実施例における温水浸漬試験の方法を説明するための概略図である。
【図４】実施例における剥離強度の方法を説明するための概略図である。
【発明を実施するための形態】
【００１５】
　以下、本発明の実施の形態を説明する。なお、本発明は、以下の実施の形態のみには限
定されない。また、図面の寸法比率は、説明の都合上誇張されており、実際の比率とは異
なる場合がある。また、本明細書において、範囲を示す「Ｘ～Ｙ」は「Ｘ以上Ｙ以下」を
意味し、「重量」と「質量」、「重量％」と「質量％」および「重量部」と「質量部」は
同義語として扱う。また、特記しない限り、操作および物性等の測定は室温（２０～２５
℃）／相対湿度４０～６０％の条件で測定する。
【００１６】
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　（１）偏光板用接着剤組成物
　本発明の第一の態様は、本発明は、（Ａ）アリル基とヒドロキシ基とを含有する（メタ
）アクリレートモノマー　２０～７０質量部と；（Ｂ）エポキシ基含有化合物　２０～８
０質量部と；（Ｃ）その他のモノマー　０～３０質量部と；（Ｄ）光酸発生剤と；（Ｅ）
光重合開始剤および光増感剤の少なくとも一方と；を含む、偏光板用接着剤組成物である
。「偏光板用接着剤組成物」を、以下単に「組成物」とも称する。
【００１７】
　上述したように、従来の偏光板用接着剤は、初期硬化性および接着性を両立する点でい
まだ十分ではなかった。本発明においては、アリル基とヒドロキシ基とを含有する（メタ
）アクリレートモノマーと；エポキシ基含有化合物とを特定の比率で含む、偏光板用接着
剤組成物を用いることにより、優れた初期硬化性および接着性の両立を実現している。
【００１８】
　以下、本発明の組成物の構成成分について詳細に説明する。
【００１９】
　［重合性成分］
　本発明は、（Ａ）アリル基とヒドロキシ基とを含有する（メタ）アクリレートモノマー
　２０～７０質量部と；（Ｂ）エポキシ基含有化合物　２０～８０質量部と；（Ｃ）その
他のモノマー　０～３０質量部と；（Ｄ）光酸発生剤と；（Ｅ）光重合開始剤および光増
感剤の少なくとも一方と；を含む、偏光板用接着剤組成物である。この偏光板用接着剤組
成物のうち（Ａ）～（Ｃ）が重合性成分である。なお、本明細書において、（メタ）アク
リレートの記載は、アクリレートまたはメタクリレートを意味する。
【００２０】
　（Ａ）アリル基とヒドロキシ基とを含有する（メタ）アクリレートモノマー
　アリル基とヒドロキシ基とを含有する（メタ）アクリレートモノマーは、分子中に、ア
リル基とヒドロキシ基を有していれば特に制限はなく、例えば（メタ）アクリル酸と、「
アリル基およびエポキシ基を一つずつ有する化合物」とを反応させることによって得るこ
とができる。
【００２１】
　このように、（Ａ）アリル基とヒドロキシ基とを含有する（メタ）アクリレートモノマ
ーを使用すると、（メタ）アクリレート部位（アクリロイル基）とは別に、アリル基の部
位も反応が進行し、線状構造ではなく、網目構造となる。そのことによって、初期硬化性
だけではなく、接着性も向上させることができる。
【００２２】
　アリル基とヒドロキシ基とを含有する（メタ）アクリレートモノマーの具体例としては
、例えば、３－アリロキシ－２－ヒドロキシプロピルアクリレート、３－アリロキシ－１
－ヒドロキシプロピルアクリレートなどが挙げられる。無論、アリル基とヒドロキシ基と
を含有する（メタ）アクリレートであれば、これらの具体例以外を使用してもよい。また
、混合物の形態であっても全く構わない。
【００２３】
　（Ａ）アリル基とヒドロキシ基とを含有する（メタ）アクリレートモノマーは市販品を
購入して準備してもよい。市販品としては、大阪有機化学工業株式会社　ＡＬＨＡなどが
好適である。
【００２４】
　本発明に係る（Ａ）アリル基とヒドロキシ基とを含有する（メタ）アクリレートモノマ
ーの配合量は、成分（Ａ）～（Ｃ）の合計量を１００質量部として、２０～７０質量部で
ある。７０質量部を超えると、後述もするアンカー効果に寄与しうる（Ａ）成分の「浸透
」が過剰となって却って接着性が低下し、また相対的に（Ｂ）成分の量が過度に低くなっ
てしまい、耐熱性が悪化するという問題もある。他方で、２０質量部を下回ると、濡れ性
が発現しない、つまり「浸透」が少ないため十分なアンカー効果を得ることができず接着
性が低下し、本発明の所期の接着性を得ることができない。
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【００２５】
　保護フィルムとしてアクリル系樹脂を用いることを想定すると、（Ａ）成分の含有量は
好ましくは２５～６５質量部であり、より好ましくは４０～６０質量部である。
【００２６】
　保護フィルムとしてＴＡＣを用いることを想定すると、（Ａ）成分の含有量は、２１～
６５質量部であることが好ましく、特に好ましくは２４～５５質量部であり、特に好まし
くは４０～６０質量部である。
【００２７】
　（Ｂ）エポキシ基含有化合物
　本発明で用いられるエポキシ基含有化合物としては、エポキシ基を含有する化合物であ
れば特に制限はないが、好ましくは２個以上のエポキシ基を含有する。このように２個以
上のエポキシ基を含有する化合物を使用すると、１分子中、２個以上の開環したエポキシ
基が反応していくため、重合体は線状構造とはならず、網目構造のようになり、初期硬化
性だけではなく、接着性も向上させることができる。ここで、エポキシ基の数は、本発明
の所期の効果を奏しやすくするため、また入手の観点から、１～３が好ましく、特に好ま
しくは２つである。
【００２８】
　具体的な例としては、例えば、ビスフェノールＡ型、ビスフェノールＦ型、ビスフェノ
ールＳ型、臭素化ビスフェノールＡ型、水添ビスフェノールＡ型、ビスフェノールＡＦ型
、ビフェニル型、ナフタレン型、フルオレン型、トリスヒドロキシフェニルメタン型、テ
トラフェニロールエタン型等の二官能エポキシ樹脂；フェノールノボラック型エポキシ樹
脂やクレゾールノボラック型エポキシ樹脂等のノボラック型エポキシ樹脂；多官能エポキ
シ樹脂；グリシジルアミン型エポキシ樹脂；複素環含有エポキシ樹脂；脂環式エポキシ樹
脂等が挙げられる。これらエポキシ樹脂は単独でも、または２種以上組み合わせて用いて
もよい。また、該エポキシ樹脂は合成品を用いてもよいし、市販品を用いてもよい。
【００２９】
　本発明で用いられる好ましいエポキシ基含有化合物は、従来公知の知見を参照して合成
することによって準備してもよいし、市販品を購入してもよい。市販品としては、エピコ
ート（登録商標）シリーズ（エピコート（登録商標）８０７、エピコート（登録商標）８
１５、エピコート（登録商標）８２５、エピコート（登録商標）８２７、エピコート（登
録商標）８２８、エピコート（登録商標）８３４、エピコート（登録商標）１００１、エ
ピコート（登録商標）１００４、エピコート（登録商標）１００７、エピコート（登録商
標）１００９（以上ジャパンエポキシレジン株式会社製）；ＤＥＲ－３３０、ＤＥＲ－３
０１、ＤＥＲ－３６１（以上、ダウケミカル社製）；ＹＤ８１２５、ＹＤＦ８１７０（以
上、東都化成株式会社製）；エピクロン（登録商標）ＥＸＡ－１５１４（ＤＩＣ株式会社
製）；デナコール（登録商標）ＥＸ－２５１（ナガセケムテックス株式会社製）；エピコ
ート（登録商標）１５２、エピコート（登録商標）１５４（以上、ジャパンエポキシレジ
ン株式会社製）；ＥＰＰＮ－５０１（日本化薬株式会社製）；ＤＥＮ－４３８（ダウケミ
カル社製）；ＥＯＣＮ－１０２Ｓ、ＥＯＣＮ－１０３Ｓ、ＥＯＣＮ－１０４Ｓ、ＥＯＣＮ
－１０１２、ＥＯＣＮ－１０２５、ＥＯＣＮ－１０２７（以上、日本化薬株式会社製）；
ＹＤＣＮ７００－１０（東都化成株式会社製）；アラルダイト（登録商標）ＥＣＮ１２８
０（ハンツマン・ジャパン株式会社製）等；Ｅｐｏｎ　１０３１Ｓ（ジャパンエポキシレ
ジン株式会社製）；アラルダイト（登録商標）０１６３（チバスペシャルティケミカルズ
株式会社製）；デナコール（登録商標）ＥＸ－６１１、ＥＸ－６１４、ＥＸ－６１４Ｂ、
ＥＸ－６２２、ＥＸ－５１２、ＥＸ－５２１、ＥＸ－４２１、ＥＸ－４１１、ＥＸ－３２
１（以上、ナガセケムテックス株式会社製）等；エピコート（登録商標）６０４（ジャパ
ンエポキシレジン株式会社製）；ＹＨ－４３４（東都化成株式会社製）；ＴＥＴＲＡＤ（
登録商標）－Ｘ、ＴＥＴＲＡＤ（登録商標）－Ｃ（以上、三菱ガス化学株式会社製）；Ｅ
ＬＭ－１２０（住友化学株式会社製）；アラルダイト（登録商標）ＰＴ８１０（チバスペ
シャルティケミカルズ株式会社製）；ＥＲＬ４２３４、ＥＲＬ４２９９、ＥＲＬ４２２１
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、ＥＲＬ４２０６（以上、ＵＣＣ社製）；エポリード（登録商標）シリーズ、セロキサイ
ド（登録商標）シリーズ２０２１Ｐ（以上、ダイセル化学株式会社製）；エピクロン（登
録商標）ＥＸＡ－８３０ＣＲＰ、エピクロン（登録商標）ＨＰ－４７１０、エピクロン（
登録商標）ＥＸＡ－４８１６・ＥＸＡ－４８２２、ＥＸＡ－４８５０シリーズ、エピクロ
ン（登録商標）ＨＰＣ－８０００－６５Ｔ（以上、ＤＩＣ株式会社株式会社製）などを列
挙することができる。
【００３０】
　本発明に係る（Ｂ）エポキシ基含有化合物の配合量は、成分（Ａ）～（Ｃ）の合計量を
１００質量部として、２０～８０質量部である。成分（Ｂ）の配合量が２０質量部未満で
あると、（Ａ）成分の量の量が過剰となり上記で記載した問題が生じ、また耐熱性が低下
する。一方、８０質量部を超えると、相対的に（Ａ）成分の量が減ってしまい、保護フィ
ルムに対する密着性、浸透性が低くなってしまい、接着強度が低くなってしまい、また接
着剤溶液の粘度が高くなり、薄膜の塗工が困難となる。
【００３１】
　保護フィルムとしてアクリル系樹脂を用いることを想定すると、（Ｂ）成分の含有量は
好ましくは３５～７５質量部であり、より好ましくは４０～６０質量部である。
【００３２】
　（Ｂ）成分の含有量が３５質量部を下回る場合、後述する（Ｃ）成分を補填することも
好ましい。
【００３３】
　保護フィルムとしてＴＡＣを用いることを想定すると、（Ｂ）成分の含有量は、３５～
７９質量部であることが好ましく、特に好ましくは４５～７６質量部であり、特に好まし
くは４０～６０質量部である。
【００３４】
　上記で説明したように、（Ｂ）エポキシ基含有化合物においては、２個以上の開環した
エポキシ基が反応していくため、重合体は線状構造とはならず、網目構造のようになる。
また他方で、（Ａ）アリル基とヒドロキシ基とを含有する（メタ）アクリレートモノマー
においては、（メタ）アクリレート部位とは別に、アリル基の部位も反応が進行し、線状
構造ではなく、網目構造となる。これらは同時に重合が起こっているので、互いが互いへ
と入れ込んだような構造を有する架橋体となっているものと考えられる。このように、（
Ａ）成分と（Ｂ）成分とが複雑に絡み合うことによって、初期硬化性だけではなく、接着
性が向上するのであろうと考えられる。ただし、このような機構は推測にすぎず、本発明
の技術的範囲に何ら影響を与えるものではない。
【００３５】
　（Ｃ）その他のモノマー
　本発明の偏光板用接着剤組成物は、成分（Ａ）と成分（Ｂ）とは必須成分として含むが
、これら以外のモノマー（その他のモノマー）を含んでもよい。
【００３６】
　上限としては、成分（Ａ）～（Ｃ）の合計量を１００質量部として、３０質量部までで
ある。使用量が３０質量部を超えると、（Ａ）成分や（Ｂ）成分などの必須成分の含有量
が過度に減ってしまい、本発明の所期の効果を奏することができなくなる。成分（Ｃ）の
含有量は、より好ましくは、２５質量部までで、より好ましくは２３質量部までである。
【００３７】
　その他のモノマーとしては、偏光板用接着剤組成物として初期硬化性に優れることおよ
びフィルムとの接着性向上の観点から、ヒドロキシ基含有（メタ）アクリレートモノマー
、芳香族環含有（メタ）アクリレートモノマー、脂環含有（メタ）アクリレートモノマー
または複素環含有（メタ）アクリレートモノマーであると好ましい。
【００３８】
　ヒドロキシ基含有（メタ）アクリレートモノマーは、分子中にヒドロキシ基を有する（
メタ）アクリルモノマーであれば特に制限はない。分子中におけるヒドロキシ基の数とし
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ても特に制限はなく、一つであっても、二つであっても、三つ以上であってもよい。この
ようにその他のモノマーとして分子中にヒドロキシ基を有しているモノマーを使用すると
、水素結合力が向上し、偏光子に使用されるＰＶＡとの接着性が向上するという利点があ
る。
【００３９】
　ヒドロキシ基含有（メタ）アクリルモノマーの具体例としては、特に制限されないが、
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、１，６－ヘキサンジオールモノ（メタ）アクリレート、ペンタエリスリトールトリ（
メタ）アクリレート、ジペンタエリスリトールペンタ（メタ）アクリレート、ネオペンチ
ルグリコールモノ（メタ）アクリレート、トリメチロールプロパンジ（メタ）アクリレー
ト、トリメチロールエタンジ（メタ）アクリレート、２－ヒドロキシプロピル（メタ）ア
クリレート、２－ヒドロキシブチル（メタ）アクリレート、２－ヒドロキシ－３－フェニ
ルオキシプロピル（メタ）アクリレート、４－ヒドロキシシクロヘキシル（メタ）アクリ
レート、Ｎ－２－ヒドロキシエチル（メタ）アクリルアミド、シクロヘキサンジメタノー
ルモノアクリレート、２－アクリロイロキシエチル－２－ヒドロキシエチル－フタル酸、
ラクトン変性ヒドロキシエチル（メタ）アクリレート（ダイセル化学社の商品「プラクセ
ル」）等が挙げられる。これらは、単独で使用してもよいし２種以上組み合わせて使用し
てもよい。
【００４０】
　これらの中でも、偏光板用接着剤組成物として初期硬化性に優れることおよびフィルム
との接着性向上の観点から、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、ラクトン変性ヒドロキシエチル（メタ）アクリレートが
より好ましい。
【００４１】
　本発明に係る芳香族環含有（メタ）アクリレートモノマーとしては、分子中に芳香族環
を有する（メタ）アクリルモノマーであれば特に制限はない。芳香族環としては特に制限
なく、例えば、ベンゼン環等が挙げられる。このようにその他のモノマーとして分子中に
嵩高いバルキーな部位（ベンゼン環のようなもの）が存在するモノマーを使用すると、後
述もするが、バルキーなものが保護フィルムに入り込むようなアンカー効果が発現する。
具体例としては、例えば、フェノキシトリエチレングリコールジ（メタ）アクリレート、
フェノキシジエチレングリコール（メタ）アクリレート、フェノキシエチレングリコール
ジ（メタ）アクリレート、フェニル（メタ）アクリレート、ベンジル（メタ）アクリレー
ト、フェニルエチル（メタ）アクリレート、４－メチルフェニルエチル（メタ）アクリレ
ート、エチルフェニルエチル（メタ）アクリレート、イソプロピルフェニルエチル（メタ
）アクリレート、４－ブチルフェニルエチル（メタ）アクリレート、４－メチルベンジル
（メタ）アクリレート、フェノキシエチル（メタ）アクリレート、４－メチルフェノキシ
エチル（メタ）アクリレート、３－フェニルプロピル（メタ）アクリレート、４－フェニ
ルブチル（メタ）アクリレート、ｐ－ベンジルフェニルエチル（メタ）アクリレート、ｐ
－クロロフェニルエチル（メタ）アクリレート、ｍ－クロロフェニルエチル（メタ）アク
リレート、ｏ－クロロフェニルエチル（メタ）アクリレート、ｐ－ブロモフェニルエチル
（メタ）アクリレート、ｍ－ブロモフェニルエチル（メタ）アクリレート、ｏ－ブロモフ
ェニルエチル（メタ）アクリレート、ジクロロフェニルエチル（メタ）アクリレート、ジ
ブロモフェニルエチル（メタ）アクリレート、ペンタクロロフェニルエチル（メタ）アク
リレート、ナフチル（メタ）アクリレート、ナフチルエチル（メタ）アクリレート等が好
適である。
【００４２】
　これらの中でも、偏光板用接着剤組成物として初期硬化性に優れることおよびフィルム
との接着性向上の観点から、フェノキシエチル（メタ）アクリレート、メチルフェノキシ
エチル（メタ）アクリレートがより好ましい。
【００４３】
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　脂環含有（メタ）アクリレートモノマーは、分子中に脂環を有する（メタ）アクリルモ
ノマーであれば特に制限はない。脂環としては特に制限なく、例えば、シクロヘキサン環
、アダマンチル環等が挙げられる。このようにその他のモノマーとして分子中に嵩高いバ
ルキーな部位（シクロヘキサン環、アダマンチル環のようなもの）が存在するモノマーを
使用すると、後述もするが、バルキーなものが保護フィルムに入り込むようなアンカー効
果が発現する。具体例としては、シクロヘキシル（メタ）アクリレート、ジシクロペンタ
ジエニルジ（メタ）アクリレート、イソボルニル（メタ）アクリレート、アダマンチル（
メタ）アクリレート、３，５－ジメチルアダマンチル（メタ）アクリレート、４－ｔ－ブ
チルシクロヘキシル（メタ）アクリレートが挙げられる。これらの中でも、偏光板用接着
剤組成物として初期硬化性に優れることおよびフィルムとの接着性向上の観点から、シク
ロヘキシルアクリレート、ジシクロペンタジエニルジアクリレートがより好ましい。
【００４４】
　本発明に係る複素環含有（メタ）アクリレートモノマーは、分子中に複素環を有する（
メタ）アクリルモノマーである。複素環としては特に制限はなく、モルホリン環、ピペリ
ジン環、ピロリジン環、ピペラジン環等があげられる。このようにその他のモノマーとし
て分子中に嵩高いバルキーな部位（複素環のようなもの）が存在するモノマーを使用する
と、後述もするが、バルキーなものが保護フィルムに入り込むようなアンカー効果が発現
する。具体例としては、例えば、Ｎ－アクリロイルモルホリン、Ｎ－アクリロイルピペリ
ジン、Ｎ－メタクリロイルピペリジン、テトラヒドロフルフリル（メタ）アクリレート、
Ｎ－アクリロイルピロリジン等が挙げられる。
【００４５】
　これらの中でも、偏光板用接着剤組成物として粘度が低く、フィルム溶解性が高いため
、初期硬化性に優れることおよびフィルムとの接着性向上の観点から、テトラヒドロフル
フリルアクリレートがより好ましい。
【００４６】
　［光酸発生剤］
　光酸発生剤は光を照射すると強酸を発生させるものであり、強酸がエポキシ基含有化合
物を攻撃し、エポキシ基含有化合物の重合が開始される。光酸発生剤としては、従来公知
の光酸発生剤を特に制限なく使用できる。具体的には、例えば、芳香族ジアゾニウム塩、
芳香族ヨードニウム塩や芳香族スルホニウム塩などのオニウム塩、鉄－アレン錯体などが
挙げられる。これらは、単独でもまたは２種以上を組み合わせて使用してもよい。
【００４７】
　芳香族ジアゾニウム塩としては、例えば、ベンゼンジアゾニウム　ヘキサフルオロアン
チモネート、ベンゼンジアゾニウム　ヘキサフルオロホスフェート、ベンゼンジアゾニウ
ム　ヘキサフルオロボレートなどが挙げられる。
【００４８】
　芳香族ヨードニウム塩としては、例えば、ジフェニルヨードニウム　テトラキス（ペン
タフルオロフェニル）ボレート、ジフェニルヨードニウム　ヘキサフルオロホスフェート
、ジフェニルヨードニウム　ヘキサフルオロアンチモネート、ジ（４－ノニルフェニル）
ヨードニウム　ヘキサフルオロホスフェートなどが挙げられる。
【００４９】
　芳香族スルホニウム塩としては、例えば、トリフェニルスルホニウム　ヘキサフルオロ
ホスフェート、トリフェニルスルホニウム　ヘキサフルオロアンチモネート、トリフェニ
ルスルホニウム　テトラキス（ペンタフルオロフェニル）ボレート、ジフェニル［４－（
フェニルチオ）フェニル］スルホニウム　ヘキサフルオロアンチモネート、４，４’－ビ
ス〔ジフェニルスルホニオ〕ジフェニルスルフィド　ビスヘキサフルオロホスフェート、
４，４’－ビス〔ジ（β－ヒドロキシエトキシ）フェニルスルホニオ〕ジフェニルスルフ
ィド　ビスヘキサフルオロアンチモネート、４，４’－ビス〔ジ（β－ヒドロキシエトキ
シ）フェニルスルホニオ〕ジフェニルスルフィド　ビスヘキサフルオロホスフェート、７
－〔ジ（ｐ－トルイル）スルホニオ〕－２－イソプロピルチオキサントン　ヘキサフルオ
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ロアンチモネート、７－〔ジ（ｐ－トルイル）スルホニオ〕－２－イソプロピルチオキサ
ントン　テトラキス（ペンタフルオロフェニル）ボレート、４－フェニルカルボニル－４
’－ジフェニルスルホニオ－ジフェニルスルフィド　ヘキサフルオロホスフェート、４－
（ｐ－ｔｅｒｔ－ブチルフェニルカルボニル）－４’－ジフェニルスルホニオ－ジフェニ
ルスルフィド　ヘキサフルオロアンチモネート、４－（ｐ－ｔｅｒｔ－ブチルフェニルカ
ルボニル）－４’－ジ（ｐ－トルイル）スルホニオ－ジフェニルスルフィド　テトラキス
（ペンタフルオロフェニル）ボレート、ジフェニル［４－（フェニルチオ）フェニル］ス
ルホニウムのリン酸塩などが挙げられる。
【００５０】
　鉄－アレン錯体としては、例えば、キシレン－シクロペンタジエニル鉄（ＩＩ）ヘキサ
フルオロアンチモネート、クメン－シクロペンタジエニル鉄（ＩＩ）ヘキサフルオロホス
フェート、キシレン－シクロペンタジエニル鉄（ＩＩ）－トリス（トリフルオロメチルス
ルホニル）メタナイドなどが挙げられる。
【００５１】
　光酸発生剤は市販品を用いてもよく、例えば、ＣＰＩ－１００Ｐ、１０１Ａ、２００Ｋ
、２１０Ｓ（以上、サンアプロ株式会社製）、カヤラッド（登録商標）ＰＣＩ－２２０、
ＰＣＩ－６２０（以上、日本化薬株式会社製）、ＵＶＩ－６９９０（以上、ユニオンカー
バイド社製）、アデカオプトマー（登録商標）ＳＰ－１５０、ＳＰ－１７０（以上、株式
会社ＡＤＥＫＡ製）、ＣＩ－５１０２、ＣＩＴ－１３７０、１６８２、ＣＩＰ－１８６６
Ｓ、２０４８Ｓ、２０６４Ｓ（以上、日本曹達株式会社製）、ＤＰＩ－１０１、１０２、
１０３、１０５、ＭＰＩ－１０３、１０５、ＢＢＩ－１０１、１０２、１０３、１０５、
ＴＰＳ－１０１、１０２、１０３、１０５、ＭＤＳ－１０３、１０５、ＤＴＳ－１０２、
１０３（以上、みどり化学株式会社製）、ＰＩ－２０７４（ローディアジャパン株式会社
製）などが挙げられる。
【００５２】
　光酸発生剤の使用量は、重合性成分１００質量部に対して、１～７質量部であり、好ま
しくは１．５～４質量部である。光酸発生剤の使用量が１質量部未満であると、紫外線照
射後の接着剤組成物の硬化性が悪くなる虞があり、７質量部を超えるとブリートアウト成
分により接着性や耐久性が不十分となる可能性がある。
【００５３】
　［光重合開始剤、光増感剤］
　本発明の接着剤組成物は、さらに、光重合開始剤および光増感剤の少なくとも一方を含
む。光重合開始剤としては特に制限はなく、従来公知の光重合開始剤を好ましく使用でき
る。光重合開始剤は、単独でもまたは２種以上を組み合わせて使用してもよい。
【００５４】
　光重合開始剤は、具体的には、過酸化水素、過硫酸カリウムや過硫酸アンモニウム等の
無機過酸化物、ｔ－ブチルヒドロパーオキサイド、過酸化ｔ－ジブチル、クメンヒドロパ
ーオキサイド、過酸化アセチル、過酸化ベンゾイルおよび過酸化ラウロイル等の有機過酸
化物、アゾビスイソブチロニトリル、アゾビス－２，４－ジメチルバレロニトリル、アゾ
ビスシクロヘキサンカルボニトリル、アゾビスイソ酪酸メチル、アゾビスイソブチルアミ
ジン塩酸塩およびアゾビスシアノ吉草酸等のアゾ化合物、アセトフェノン類、ベンゾイン
類、ベンゾフェノン類、ホスフィンオキシド類、ケタール類、アントラキノン類、チオキ
サントン類、２，３－ジアルキルジオン化合物類、ジスルフィド化合物類、フルオロアミ
ン化合物類、芳香族スルホニウム類、ロフィンダイマー類、オニウム塩類、ボレート塩類
、活性エステル類、活性ハロゲン類、無機錯体、クマリン類などが挙げられる。
【００５５】
　より具体的には、アセトフェノン、３－メチルアセトフェノン、ベンジルジメチルケタ
ール、１－（４－イソプロピルフェニル）－２－ヒドロキシ－２－メチルプロパン－１－
オン、２－メチル－１－〔４－（メチルチオ）フェニル〕－２－モルホリノプロパン－１
－オン、２－ヒドロキシ－２－メチル－１－フェニルプロパン－１－オン等のアセトフェ
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ノン類；ベンゾフェノン、４－クロロベンゾフェノン、４，４’－ジアミノベンゾフェノ
ンをはじめとするベンゾフェノン類；ベンゾインプロピルエーテル、ベンゾインエチルエ
ーテル等のベンゾインエーテル類；４－イソプロピルチオキサントン等のチオキサントン
類；キサントン、フルオレノン、カンファーキノン、ベンズアルデヒド、アントラキノン
などがある。
【００５６】
　光重合開始剤は市販品を用いてもよく、例えばＩＲＧＡＣＵＲＥ（登録商標）－１８４
、８１９、９０７、６５１、１７００、１８００、８１９、３６９、２６１、ＤＡＲＯＣ
ＵＲ－ＴＰＯ（以上、ＢＡＳＦジャパン株式会社製）、ダロキュア（登録商標）－１１７
３（メルク株式会社製）、エザキュアＫＩＰ１５０、ＴＺＴ（以上、ＤＫＳＨジャパン株
式会社製）、カヤキュア（登録商標）ＢＭＳ、ＤＭＢＩ（以上、日本化薬株式会社製）等
が挙げられる。
【００５７】
　無機過酸化物および有機過酸化物に対しては、エチルアミン、トリエタノールアミンお
よびジメチルアニリン等のアミン、ポリアミン、２価鉄塩化合物、アンモニア、トリエチ
ルアルミニウム、トリエチルほう素、ジエチル亜鉛等の有機金属化合物、亜硫酸ナトリウ
ム、亜硫酸水素ナトリウム、ナフテン酸コバルト、スルフィン酸、メルカプタン等の適切
な還元剤を併用してもよい。
【００５８】
　本発明の偏光板用接着剤組成物は、光重合開始剤の代わりに、または光重合開始剤と併
用して光増感剤を使用してもよい。光増感剤としては特に制限はなく、従来公知の光増感
剤を好ましく使用できる。光増感剤は、単独でもまたは２種以上を組み合わせて使用して
もよい。
【００５９】
　光増感剤の具体例としては、例えば、アントラセン化合物、ピレン化合物、カルボニル
化合物、有機硫黄化合物、過硫化物、レドックス系化合物、アゾおよびジアゾ化合物、ハ
ロゲン化合物、光還元性色素等が挙げられ、これらは、２種類以上を混合して使用しても
よい。
【００６０】
　さらに具体的な光増感剤としては、例えば、下記一般式（Ｉ）で表わされるアントラセ
ン化合物；ピレン；ベンゾインメチルエーテル、ベンゾインイソプロピルエーテル、α，
α－ジメトキシ－α－フェニルアセトフェノンなどのベンゾイン誘導体；ベンゾフェノン
、２，４－ジクロロベンゾフェノン、ｏ－ベンゾイル安息香酸メチル、４，４’－ビス（
ジメチルアミノ）ベンゾフェノン、４，４’－ビス（ジエチルアミノ）ベンゾフェノンな
どのベンゾフェノン誘導体；２－クロロチオキサントン、２－イソプロピルチオキサント
ンなどのチオキサントン誘導体；２－クロロアントラキノン、２－メチルアントラキノン
などのアントラキノン誘導体；Ｎ－メチルアクリドン、Ｎ－ブチルアクリドンなどのアク
リドン誘導体；その他、α，α－ジエトキシアセトフェノン、ベンジル、フルオレノン、
キサントン、ウラニル化合物、ハロゲン化合物などが挙げられる。
【００６１】
【化１】
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【００６２】
　式中、ＲおよびＲ’は、それぞれ独立して、炭素数１～１８の直鎖状、分枝鎖状、もし
くは環状のアルキル基、または炭素数２～１８のエーテル基を表し、Ｒ”は、水素原子ま
たは炭素数１～１８の直鎖状、分枝鎖状、もしくは環状のアルキル基を表す。
【００６３】
　上記一般式（Ｉ）において、Ｒ、Ｒ’、およびＲ”で表される炭素数１～１８の直鎖状
、分枝鎖状、もしくは環状のアルキル基としては、例えば、メチル基、エチル基、プロピ
ル基、イソプロピル基、ブチル、ｓｅｃ－ブチル基、ｔｅｒｔ－ブチル基、イソブチル基
、アミル基、イソアミル基、ｔｅｒｔ－アミル基、ｎ－ヘキシル基、２－ヘキシル基、３
－ヘキシル基、シクロヘキシル基、１－メチルシクロヘキシル基、ｎ－ヘプチル基、２－
ヘプチル基、３－ヘプチル基、イソヘプチル基、ｔｅｒｔ－ヘプチル基、ｎ－オクチル基
、イソオクチル基、ｔｅｒｔ－オクチル基、２－エチルヘキシル基、ノニル基、イソノニ
ル基、デシル基、ドデシル基、トリデシル基、テトラデシル基、ペンタデシル基、ヘキサ
デシル基、へプタデシル基、またはオクタデシル基等が挙げられる。ＲおよびＲ’で表さ
れる炭素数２～１８のエーテル基としては、例えば、２－メトキシエチル基、２－エトキ
シエチル基、２－ブトキシエチル基、２－フェノキシエチル基、２－（２－メトキシエト
キシ）エチル基、３－メトキシプロピル基、３－ブトキシプロピル基、３－フェノキシプ
ロピル基、２－メトキシ－１－メチルエチル基、２－メトキシ－２－メチルエチル基、２
－メトキシエチル基、２－エトキシエチル基、２－ブトキシエチル基、２－フェノキシエ
チル基等が挙げられる。ここでいうエーテル基とは、以上の例示からもわかるように、少
なくとも１個のエーテル結合を有する炭化水素基であり、アルコキシアルキル基、アルコ
キシアルコキシアルキル基、アリールオキシアルキル基などを包含する概念である。
【００６４】
　光増感剤は合成品を用いてもよいし市販品を用いてもよい。市販品の例としては、例え
ば、カヤキュア（登録商標）－ＤＭＢＩ、ＢＤＭＫ、ＢＰ－１００、ＢＭＢＩ、ＤＥＴＸ
－Ｓ、ＥＰＡ（以上、日本化薬株式会社製）、アントラキュア（登録商標）ＵＶＳ－１３
３１、ＵＶＳ－１２２１（以上、川崎化成工業株式会社製）、ユベクリルＰ１０２、１０
３、１０４、１０５（以上、ＵＣＢ社製）等が挙げられる。
【００６５】
　光重合開始剤および光増感剤の少なくとも一方の使用量（光重合開始剤と光増感剤とを
併用する場合においては、その合計の使用量）は、重合性成分　１００質量部に対して、
０．１～７質量部であり、好ましくは０．５～２．５質量部である。該使用量が０．１質
量部未満であると、紫外線照射によっても硬化しにくく、７質量部を超えると、ブリート
アウト成分により接着性や耐久性が不十分となる可能性がある。
【００６６】
　本発明の偏光板用接着剤組成物には、必要に応じて、紫外線吸収剤、酸化防止剤、熱安
定剤、シランカップリング剤、無機充填剤、軟化剤、酸化防止剤、老化防止剤、安定剤、
粘着付与樹脂、改質樹脂（ポリオール樹脂、フェノール樹脂、アクリル樹脂、ポリエステ
ル樹脂、ポリオレフィン樹脂等）、レベリング剤、消泡剤、可塑剤、染料、顔料（着色顔
料、体質顔料等）、処理剤、紫外線遮断剤、蛍光増白剤、分散剤、光安定剤、帯電防止剤
、および滑剤等の他の成分を添加してもよい。
【００６７】
　［接着剤組成物の製造方法］
　本発明の接着剤組成物を製造するには、特に制限はなく、通常は、上記の成分を混合し
て接着剤組成物が得られる。粘度調整のために適宜有機溶媒を使用してもよい。混合方法
にも特に制限はなく、室温（２５℃）で、液体内が均一になるまで十分に攪拌混合すれば
よい。
【００６８】
　（２）偏光板
　本発明の第二の態様によれば、本発明の偏光板用接着剤組成物を用いて接着した、保護
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フィルムと、偏光子とを備える偏光板が提供される。本発明の偏光板は、製造時の工程性
に優れ、十分な接着性を示す。以下、本発明の偏光板の構成について説明する。
【００６９】
　［偏光子］
　偏光子としては、特に制限はなく、従来公知のものを使用できる。例えば、ポリビニル
アルコール系フィルム、部分ホルマール化ポリビニルアルコール系フィルム、エチレン・
酢酸ビニル共重合体系部分ケン化フィルム等の親水性高分子フィルムに、ヨウ素や二色性
染料等の二色性材料を吸着させて一軸延伸したもの、ポリビニルアルコールの脱水処理物
やポリ塩化ビニルの脱塩酸処理物等ポリエン系配向フィルム等が挙げられる。
【００７０】
　このうち、平均重合度２０００～２８００、ケン化度９０～１００モル％のポリビニル
アルコールフィルムをヨウ素で染色し、５～６倍に一軸延伸して製造した偏光子が特に好
ましい。より具体的には、このような偏光子は、例えばポリビニルアルコールフィルムを
、ヨウ素の水溶液に浸漬して染色し、延伸して得られる。ヨウ素の水溶液としては、例え
ば、ヨウ素／ヨウ化カリウムの０．１～１．０重量％水溶液に浸漬することが好ましい。
必要に応じて５０～７０℃のホウ酸やヨウ化カリウムなどの水溶液に浸漬してもよく、洗
浄や染色むら防止のために、２５～３５℃の水に浸漬してもよい。延伸はヨウ素で染色し
た後に行っても、染色しながら延伸しても、延伸してからヨウ素で染色してもよい。染色
および延伸後は、水洗し、３５～５５℃で１～１０分程度乾燥してもよい。
【００７１】
　［保護フィルム］
　保護フィルムとしては、透明性、機械的強度、熱安定性、水分遮断性、等方性などに優
れる材料が好ましい。例えば、セルロースジアセテート、セルローストリアセテート等の
セルロース系樹脂、ポリエチレンテレフタレート、ポリエチレンナフタレート等のポリエ
ステル系樹脂、ポリメチルメタクリレート等のアクリル系樹脂、ポリスチレンやアクリロ
ニトリル・スチレン共重合体（ＡＳ樹脂）等のスチレン系樹脂、ポリカーボネート系樹脂
、ポリエチレン、ポリプロピレン、シクロ系ないしはノルボルネン構造を有するポリオレ
フィン、エチレン・プロピレン共重合体等のポリオレフィン系樹脂、塩化ビニル系樹脂、
ナイロンや芳香族ポリアミド等のアミド系樹脂、イミド系樹脂、スルホン系樹脂、ポリエ
ーテルスルホン系樹脂、ポリエーテルエーテルケトン系樹脂、ポリフェニレンスルフィド
系樹脂、ビニルアルコール系樹脂、塩化ビニリデン系樹脂、ビニルブチラール系樹脂、ア
リレート系樹脂、ポリオキシメチレン系樹脂、エポキシ系樹脂、または前記樹脂のブレン
ドなどが挙げられる。
【００７２】
　上記のうち、偏光板用保護フィルムには、セルロースと脂肪酸のエステルであるセルロ
ース系樹脂、または、シクロオレフィンポリマー（ＣＯＰフィルム）、ポリエチレンテレ
フタレート（ＰＥＴフィルム）、あるいはアクリル系樹脂が好ましい。セルロース系樹脂
としては、セルローストリアセテート（ＴＡＣフィルム）、セルロースジアセテート、セ
ルローストリプロピオネート、セルロースジプロピオネート等が挙げられる。これらの中
でも、入手し易さやコストの点からセルローストリアセテート（ＴＡＣフィルム）、シク
ロオレフィンポリマー（ＣＯＰフィルム）が特に好ましく、入手し易さや水分の透過性の
観点を考慮するとアクリル系樹脂が好ましい。保護フィルムの水分透過性が高いと水分が
保護フィルムを透過して容易に偏光子側に入ってきてしまい、偏光子の品質が低下する虞
があるが、アクリル系樹脂を用いるとそれを有意に抑制することができる。また、本発明
の偏光板用接着剤組成物は、（Ａ）アリル基とヒドロキシ基とを含有する（メタ）アクリ
レートモノマーが所定の範囲で含まれている。この（Ａ）アリル基とヒドロキシ基とを含
有する（メタ）アクリレートモノマーは、アクリル系樹脂を溶解する作用を有する。そう
であるので、保護フィルムとしてアクリル系樹脂を用いると、偏光子の表面および／また
は裏面に本発明の偏光板用接着剤組成物を介して保護フィルム（アクリル系樹脂）を接着
して偏光板を構成する際に、本発明の接着剤組成物が、保護フィルムに浸透し、その後、
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ＵＶ照射によって硬化されるため、その浸透したアクリル系樹脂による、いわゆるアンカ
ー効果が生じて、接着強度が向上すると考えられる。保護フィルムとしてアクリル系樹脂
を用いると特に好適である。ただし、このメカニズムは推測によるものであって当該メカ
ニズムによって技術的範囲が制限されることはない。
【００７３】
　なお、セルローストリアセテートは、ケン化されたものも使用できるが、未ケン化のも
のがより好ましい。シクロオレフィンポリマーとしては、特公平２－９６１９号公報記載
のテトラシクロドデセン類の開環重合体等を水素添加反応させて得られた重合体を構成成
分とするポリマーが挙げられる。
【００７４】
　アクリル系樹脂フィルムの市販品としては、クラレ株式会社製アクリルフィルムＲＴ、
ＳＯ、ＨＩシリーズ等が挙げられる。
【００７５】
　ＴＡＣフィルムの市販品としては、富士フイルム株式会社製ＵＶ－５０、ＵＶ－８０、
ＳＨ－８０、ＴＤ－８０Ｕ、ＴＤ－ＴＡＣ、ＵＺ－ＴＡＣ、コニカミノルタオプト株式会
社製のＫＣシリーズ等が挙げられる。
【００７６】
　ＣＯＰフィルムの市販品としては、ＪＳＲ株式会社製アートン（登録商標）や、日本ゼ
オン株式会社製ゼオネックス（登録商標）シリーズ、ゼオノア（登録商標）シリーズが挙
げられる。
【００７７】
　ＰＥＴフィルムの市販品としては、東洋紡績株式会社製コスモシャイン（登録商標）シ
リーズが挙げられる。
【００７８】
　保護フィルム表面は、コロナ放電処理によって改質されていることが好ましい。コロナ
放電処理の方法としては特に制限はなく、一般的なコロナ放電処理装置（例えば、春日電
機株式会社製）を用いて処理できる。コロナ放電処理することによって、保護フィルム表
面には例えばヒドロキシ基等の活性基が形成され、これがより接着性の向上に寄与すると
考えられる。保護フィルムとしてケン化されたセルローストリアセテートを使用する場合
には、コロナ放電処理と同様の接着性向上の効果が期待できるため、コロナ放電処理は必
ずしも必要ではない。しかし、ケン化処理は工程が複雑であり高コストとなるため、未ケ
ン化のセルローストリアセテートをコロナ放電処理して用いる方が製造工程上は好ましい
。
【００７９】
　コロナ処理の際の放電量としては、特に制限はないが、３０～３００Ｗ・ｍｉｎ／ｍ２

が好ましく、より好ましくは５０～２５０Ｗ・ｍｉｎ／ｍ２である。このような範囲であ
ると、保護フィルム自体を劣化させることなく保護フィルムと接着剤との接着性を向上で
き好ましい。ここで、放電量とは、次の計算によって求まるコロナ放電による対象物への
仕事量であり、これを基準としてコロナ放電電力が決定される。
【００８０】
【数１】

【００８１】
　（Ｃ）偏光板の製造方法
　偏光板の製造方法としては特に制限はなく、従来公知の方法によって、保護フィルムと
偏光子とを、本発明の接着剤組成物を用いて貼り合わせることによって製造し得る。塗布
した接着剤組成物は、紫外線照射により接着性を発現して接着層を構成する。
【００８２】
　接着剤組成物を塗布する際は、保護フィルム、偏光子のいずれに塗布してもよく、双方
に塗布してもよい。接着剤組成物は、乾燥後の接着層の厚みが１０ｎｍ～５μｍになるよ
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うに塗布するのが好ましい。接着層の厚みは、均一な面内厚みを得ることと、十分な接着
力を得ることから、より好ましくは５００ｎｍ～３μｍである。接着層の厚みは、接着剤
組成物の溶液中の固形分濃度や接着剤組成物の塗布装置によって調整することができる。
また、接着層の厚みは、走査型電子顕微鏡（ＳＥＭ）によって断面を観察することにより
、確認できる。接着剤組成物を塗布する方法にも特に制限はなく、接着剤組成物を直接滴
下する方法、ロールコート法、噴霧法、浸漬法等の各種手段を採用できる。
【００８３】
　接着剤組成物を塗布した後は、偏光子と保護フィルムとをロールラミネーター等により
貼り合わせる。
【００８４】
　貼り合せた後、接着剤組成物硬化のために偏光板に紫外線を照射する。紫外線の光源は
特に限定されないが、波長４００ｎｍ以下に発光分布を有する、低圧水銀灯、中圧水銀灯
、高圧水銀灯、超高圧水銀灯、ケミカルランプ、ブラックライトランプ、マイクロウェー
ブ励起水銀灯、メタルハライドランプなどを用いることができる。紫外線照射量は特に限
定されないが、重合開始剤の活性化に有効な波長領域の紫外線照射量が１００～２０００
ｍＪ／ｃｍ２であることが好ましい。この範囲であれば、反応時間が適当であり、ランプ
から輻射される熱および重合時の発熱により、接着剤自体や偏光フィルムの劣化を生じる
恐れがない。
【００８５】
　紫外線照射後は、エポキシ樹脂については暗反応が進行するため、偏光板は紫外線照射
直後から１６～３０時間程度室温（２３℃）で保管する。硬化の完了によって偏光板が完
成する。
【実施例】
【００８６】
　以下本発明を、実施例および比較例を用いて説明する。ただし、本発明の技術的範囲が
以下の実施例のみに制限されるわけではない。
【００８７】
　＜実施例１＞
　＜接着剤組成物の調製＞
　表１に示される成分を、表１に示される配合量に従って、２３℃、相対湿度５０％ＲＨ
の恒温室内で、目視で均一になるまで攪拌混合し、実施例１～１１および比較例１～４の
接着剤組成物を得た。なお、表１中の単位は「ｇ」である。
【００８８】
　＜偏光板の製造＞
　偏光子は、以下の方法で作製した。平均重合度２４００、ケン化度９９．９％の厚み７
５μｍのポリビニルアルコールフィルムを、２８℃の温水中に９０秒間浸漬し膨潤させ、
次いで、ヨウ素／ヨウ化カリウム（重量比２／３）の濃度０．６重量％の水溶液に浸漬し
、２．１倍に延伸させながらポリビニルアルコールフィルムを染色した。その後、６０℃
のホウ酸エステル水溶液中で合計の延伸倍率が５．８倍となるように延伸を行い、水洗、
４５℃で３分乾燥を行い、偏光子（厚み２５μｍ）を作製した。
【００８９】
　図１は、本実施例での偏光板の製造方法を示す概略図である。図１に示すように、保護
フィルム３と保護フィルム４との間に偏光子１を挟み、上記のように得られた接着剤組成
物２を、保護フィルム３および偏光子１、保護フィルム４および偏光子１の間にそれぞれ
スポイトによって適量滴下し、ロール６、７を備えるロールプレスによって貼り合わせた
。
【００９０】
　実施例１～８および比較例１～４では、保護フィルム３としてＣＯＰフィルム（日本ゼ
オン株式会社製　厚み３０μｍ）、保護フィルム４としてアクリルフィルム（クラレ株式
会社製　厚み７５μｍ）を使用した。



(15) JP 6279853 B2 2018.2.14

10

20

30

40

50

【００９１】
　実施例９～１１では、保護フィルム３としてＣＯＰフィルム（日本ゼオン株式会社製　
厚み３０μｍ）、保護フィルム４としてセルローストリアセテートフィルム（ＴＡＣフィ
ルム、富士フイルム株式会社製　厚み８０μｍ）を使用した。
【００９２】
　このように貼り合わせた紫外線照射前偏光板５は、１０００ｍＪ／ｃｍ２（３６５ｎｍ
　メタルハライドランプ）の照射量の紫外線を保護フィルム３側から照射した。なお、接
着剤組成物を用いた偏光子と保護フィルムとの貼り合せの工程から紫外線照射までは、２
３℃、相対湿度５０％ＲＨで行った。
【００９３】
　紫外線照射後、偏光板は恒温室（２３℃、相対湿度５０％ＲＨ）で２４時間保管し、接
着剤組成物を硬化させ、偏光板を完成させた。完成した偏光板中の接着剤層の厚みは、２
．０μｍであった。
【００９４】
　各実施例および各比較例で得られた偏光板は、下記のようにして、紫外線照射直後に初
期硬化性試験を実施し、さらに紫外線照射後室温（２３℃）で２４時間保管後、裁断試験
および温水浸漬試験を実施し、評価した。
【００９５】
　＜初期硬化性試験＞
　実施例１～１１および比較例１～４で作製した紫外線照射直後の偏光板を、図２に示す
ように、折り曲げた偏光板８の間隔が１０ｍｍとなるように（Ｒ１０ｍｍ）折り曲げ、保
護フィルムの剥離があるかないかを目視で判定した。剥離が観察されなかった場合は○、
観察された場合は×とした。評価結果を下記表１に示す。
【００９６】
　＜裁断試験＞
　実施例１～１１および比較例１～４で作製した偏光板を、トムソン刃で５０ｍｍ×５０
ｍｍの大きさに裁断し、裁断の際の端部の剥がれの状態を目視で観察した。評価基準とし
ては、０．５ｍｍ以下を合格とした。評価結果を表１に示す。好ましい結果は、０．３ｍ
ｍ以下であり、より好ましくは０．２ｍｍ以下であり、特に好ましくは０ｍｍである。
【００９７】
　＜温水浸漬試験＞
　実施例１～１１および比較例１～４で作製した偏光板を、トムソン刃で５０ｍｍ×５０
ｍｍの大きさに裁断し、６０℃の水槽に浸漬し、２時間保持した。その後、水槽から各サ
ンプルを取り出し、偏光子の収縮の大きさを測定した。図３（Ａ）に示すように、試験前
の偏光板８の端部から、図３（Ｂ）に示すように、延伸方向に収縮した偏光板８の端部ま
でを測定し、収縮の大きさ９とした。接着剤の接着性が高ければより収縮は小さく、接着
性が十分でなければ偏光板の収縮はより大きい値となる。評価基準としては、収縮の大き
さが１．０ｍｍ未満を合格とした。評価結果を表１に示す。好ましい結果は、０．５ｍｍ
以下であり、より好ましくは０．２ｍｍ以下であり、特に好ましくは０ｍｍである。
【００９８】
　＜剥離強度＞
　図４は、本実施例で剥離強度測定用試料の製造方法を示す概略図である。図４に示すよ
うに上記のように得られた接着剤組成物２を、ＰＥＴフィルム１０とアクリルフィルム１
１の間にスポイトによって適量滴下し、ロール６、７を備えるロールプレスによって貼り
合わせた。なお、ＰＥＴフィルムとアクリルフィルムはそれぞれの接着剤面をコロナ処理
した。
【００９９】
　このように貼り合わせた紫外線照射前剥離強度測定用試料は、１０００ｍＪ／ｃｍ２（
３６５ｎｍ　メタルハライドランプ）の照射量の紫外線をＰＥＴフィルム１０から照射し
た。なお、接着剤組成物を用いたＰＥＴフィルムとアクリルフィルムとの貼り合せの工程
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から紫外線照射までは、２３℃、相対湿度５０％ＲＨで行った。
【０１００】
　紫外線照射後、剥離強度測定用試料は恒温室（２３℃、相対湿度５０％ＲＨ）で２４時
間保管し、接着剤組成物を硬化させ、偏光板を完成させた。完成した偏光板中の接着剤層
の厚みは、２．０μｍであった。
【０１０１】
　剥離強度測定用試料は１５０ｍｍ×２５ｍｍに裁断し、アクリルフィルム側を両面テー
プでＳＵＳ板に固定し、引張試験機を用いてＰＥＴフィルム１０を剥離角９０°、剥離速
度１０ｍｍ/ｍｉｎで剥離し、剥離強度を測定した。
【０１０２】
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【表１－１】

【０１０３】
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【表１－２】

【０１０４】
　上記表１に示されるように、実施例１～１１では、剥離強度試験、裁断試験、温水浸漬
試験、および初期硬化性試験のすべてにおいて、良好な結果を示した。これに対して、比
較例１～４では、剥離強度試験、裁断試験の結果が評価基準を満たさず、また、温水浸漬
試験の結果が実施例に劣り、接着性に劣る結果となった。特に、比較例４で用いられてい
る接着剤組成物は、本発明の接着剤組成物のような複雑に絡み合った網目構造にならない
ので、本発明の所期の接着性を得ることができないのであろうと考えられる。つまりリニ
アな構造にしかなり得ることがなく本発明の所期の接着性を得ることができないのであろ
うと考えられる。なお、ＴＡＣフィルムはＯＨ基を含有しているため、アクリルフィルム
に比べ極性が高い。このため、ＴＡＣフィルムは、アクリルフィルムに比べ接着しやすい
という特性があることも示唆される。
【０１０５】
　上記のように、実施例と比較例との対比から、本発明の接着剤組成物は、偏光板に使用
した際に、優れた初期硬化性および接着性が両立できていることが示された。
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【符号の説明】
【０１０６】
　１　　偏光子、
　２　　接着剤組成物溶液、
　３、４　　保護フィルム、
　５　　紫外線照射前偏光板、
　６、７　　ロール、
　８　　偏光板、
　９　　収縮の大きさ、
　１０　ＰＥＴフィルム、
　１１　アクリルフィルム、
　１２　剥離強度測定用試料。

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】
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