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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　(メタ)アクリル酸エステル系重合体ポリマーと、１，４－ブタンジオールジアクリレー
ト、１，６－ヘキサンジオールジアクリレート、１，９－ノナンジオールジアクリレート
及びトリメチロールプロパントリアクリレートからなる群から選ばれる一種又は２種以上
の多官能アクリレートモノマーと、光開始剤とを含有してなる粘着剤組成物をシート状に
成形し、これを架橋してなる粘着シートであって、
　シートの厚みが０．１ｍｍ～２．０ｍｍであることを第１の特徴とし、
　(メタ)アクリル酸エステル系重合体ポリマー１００質量部に対して多官能アクリレート
モノマーを０．０１～１０．０質量部配合することを第２の特徴とし、
　２３℃×５０％ＲＨの環境下において、１００ｍｍ/ｍｉｎの引張速度で５０％伸長し
、同速度で元に戻した時の歪復元率が６０％以上であることを第３の特徴とする光学部材
貼合用粘着シート。
【請求項２】
　(メタ)アクリル酸エステル系重合体ポリマーと、１，４－ブタンジオールジアクリレー
ト、１，６－ヘキサンジオールジアクリレート、１，９－ノナンジオールジアクリレート
及びトリメチロールプロパントリアクリレートからなる群から選ばれる一種又は２種以上
の多官能アクリレートモノマーと、光開始剤と、可塑剤と、無機微粒子とを含有するゾル
組成物をシート状に成形し、これを架橋してなるゲル状粘着シートであって、
　シートの厚みが０．１ｍｍ～２．０ｍｍであることを第１の特徴とし、



(2) JP 4750410 B2 2011.8.17

10

20

30

40

50

　(メタ)アクリル酸エステル系重合体ポリマー１００質量部に対して多官能アクリレート
モノマーを０．０２～２０．０質量部配合することを第２の特徴とし、
　２３℃×５０％ＲＨの環境下において、１００ｍｍ/ｍｉｎの引張速度で５０％伸長し
、同速度で元に戻した時の歪復元率が６０％以上であることを第３の特徴とする光学部材
貼合用粘着シート。
【請求項３】
　２３℃×５０％ＲＨの環境下において、ガラス板に対する引張速度３００ｍｍ/ｍｉｎ
での１８０°剥離強度が１Ｎ/２５ｍｍ以上であることを特徴とする請求項１又は２に記
載の光学部材貼合用粘着シート。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、液晶パネル、プラズマディスプレイ（ＰＤＰ；Plasma Display Panel）、エ
レクトロルミネッセンスディスプレイ（：ＥＬディスプレイ）などの表示装置に用いられ
る各種光学部材を貼り合せるための光学部材貼合用粘着シートに関する。
【背景技術】
【０００２】
　液晶パネルやＰＤＰ、ＥＬディスプレイ等の表示装置に用いられる各種光学部材を貼り
合せるために、粘着剤や粘着剤をシート状に成形してなる粘着シートが数多く用いられて
いる。例えば、ＰＤＰにおいては、反射防止フィルム、調色フィルム及び電磁波シールド
フィルムをガラス板上に順次積層するために粘着シートが用いられている。
　また最近では、このような光学部材を単に貼り合せる目的だけではなく、視認性を向上
させるため、例えば液晶表示部材においては、偏光板とその上部の部材との空間層を粘着
シートで充填して視認性を向上させる目的も併せて使用されている。
【０００３】
　従来開示されているこの種の光学部材貼合用粘着シートとしては、例えば特許文献１に
おいて、高温・多湿環境や温水浸漬あるいは煮沸等の条件下に長時間保持されても白化を
抑制できる粘着シートとして、アクリル系粘着剤の主剤１００質量部に対して、親水性シ
リカ超微粒子１０質量部を１５０℃の加圧ニーダーで均一に溶融攪拌させた後、続けて金
属化合物の架橋剤としてアセチルアセトン亜鉛塩２．０質量部を溶融攪拌させ、直ちに離
型フィルム間に厚み０．５ｍｍのシート状に成形することによって、アクリル系粘着剤の
主剤に超微粒子を含有させるようにしてなる透明粘着シートが開示されている。
【０００４】
　また、特許文献２には、オートクレーブによる高温・高圧処理を必要とすることなく、
室温でかつ良好な外観品質を得ることができる粘着シートとして、α，β不飽和カルボン
酸を含有した（メタ）アクリル酸エステル系共重合体に前記不飽和カルボン酸と反応する
有機官能基含有（メタ）アクリレートモノマー、光開始剤を含有してなる透明粘着剤を、
厚さ０．０５～２ｍｍのシート状に成形し、紫外線を照射して架橋させてなる透明粘着シ
ートが開示されている。
【０００５】
　さらに特許文献３には、オートクレーブによる高温・高圧処理を必要とすることなく室
温で積層体の製造が可能で、さらには板ズレを生じ難い透明粘着シートとして、（メタ）
アクリル酸エステル系共重合体に対して、光ラジカル開始剤の少なくとも水素引き抜きタ
イプ光ラジカル開始剤を０．０１～１．０質量％含有してなるホットメルト型紫外線架橋
透明粘着剤を、ホットメルト成形した後に紫外線照射させて架橋させてなる粘着シートが
開示されている。
【０００６】
【特許文献１】特開２００２－３４８５４６号公報
【特許文献２】特開２００３－３３６０１３号公報
【特許文献３】特開２００４－２６２９５７号公報
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【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　最近提案されている光学部材貼合用粘着シートは、視認性をさらに高めるべく界面の凹
凸を吸収できるように、弾性率がより小さくなるように調製されることがあるが、その影
響で外部応力によって表示パネル等が変形した際に変形歪が元に戻り難くなることがあり
、用途によっては表示部材の視認性を低下させる一因になることが新たに分ってきた。
　そこで本発明は、十分な接着強度を有し、且つ変形回復力に優れた新たな光学部材貼合
用粘着シートを提供せんとするものである。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明者は、様々な組成の粘着シートに関し、所定の引張歪負荷での回復力と外部応力
に対しての変形回復力との関係を鋭意検討し、その結果得られた新たな知見に基づいて本
発明を想到するに至った。すなわち、本発明は、２３℃×５０％ＲＨの環境下において、
１００ｍｍ/ｍｉｎの引張速度で５０％伸長し、同速度で元に戻した時の歪復元率が６０
％以上であることを特徴とする光学部材貼合用粘着シートを提案するものである。
【発明の効果】
【０００９】
　本発明によれば、十分な接着強度を有し、且つ外部応力に対し実用上十分な変形回復力
を備えた光学部材貼合用粘着シートを提供することができる。
　例えばＰＤＰにおいて、プラズマパネルとフィルタとを粘着シートを介して貼り合せて
ＰＤＰ表示面側を構成する場合や、液晶ディスプレイにおいて、偏光板とその視聴者側に
設けられた前面板との空間を粘着シートを介して充填しつつ貼り合せて液晶ディスプレイ
表示面側を構成する場合に、当該粘着シートが本発明が規定する歪復元率を備えていれば
、表示面を指で押したり、物が表示面に衝突したりして外部応力が表示面に加わっても、
外部応力によって弾性率の小さい粘着層（粘着シート）が変形するものの、視認性が低下
しない程度まで十分に回復することができる。
　よって、本発明による光学部材貼合用粘着シートは、種々の光学部材を貼り合せるのに
有用であり、例えば、液晶（ＬＣＤ）ディスプレイ、ＰＤＰ、ＥＬディスプレイ、フィー
ルドエミッションディスプレイ（ＦＥＤ）等の各種表示装置に用いられる各種光学部材、
例えば反射防止フィルム、電磁波遮蔽フィルム、近赤外線遮蔽フィルム、偏光フィルム、
位相差フィルム、光学補償フィルム、輝度向上フィルム、防眩フィルムなどを貼り合せる
際の貼合用粘着シートとして特に優れている。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１０】
　以下、本発明の実施形態の例について説明するが、本発明が以下に説明する実施形態に
限定されるものではない。
【００１１】
　第１の実施形態に係る光学部材貼合用粘着シートは、非ゲル状の粘着シートであり、第
２の実施形態に係る光学部材貼合用粘着シートは、ゲル状の粘着シートである。いずれも
、２３℃×５０％ＲＨの環境下において、１００ｍｍ/ｍｉｎの引張速度で５０％伸長し
、同速度で元に戻した時の歪復元率が６０％以上、好ましくは７０％以上、より好ましく
は９０％以上である特徴を備えている。
　かかる試験における歪復元率が６０％未満のものは歪回復力が遅かったり、光学的視認
性が問題にならない程度まで十分に回復しないことになる可能性がある。
【００１２】
　また、いずれの実施形態の光学部材貼合用粘着シートにおいても、２３℃×５０％ＲＨ
の環境下において、ガラス板に対する引張速度３００ｍｍ/ｍｉｎでの１８０°剥離強度
が１Ｎ/２５ｍｍ以上、好ましくは２Ｎ/２５ｍｍ～３０Ｎ/２５ｍｍ、より好ましくは３
Ｎ/２５ｍｍ～１５Ｎ/２５ｍｍである特徴を備えている。
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【００１３】
（第１の実施形態）
　第１の実施形態に係る光学部材貼合用粘着シートは、非ゲル状の粘着シートであり、ベ
ースポリマー、架橋モノマー及び光開始剤などを含有する粘着剤組成物を調製し、この粘
着剤組成物をシート状に成形し、これを架橋することにより作製することができる。
【００１４】
＜ベースポリマー＞
　ベースポリマーとしては、例えばアクリル系重合体、シリコーン系ポリマー、ポリエス
テル、ポリウレタン、ポリアミド、ポリエーテル、フッ素系ポリマー、その他ゴム系ポリ
マーなどを用いることが可能であるが、光学的透明性、耐候性、耐熱性に優れるアクリル
系重合体、その中でも、(メタ)アクリル酸エステル系重合体ポリマーを用いるのが特に好
ましい。
【００１５】
　(メタ)アクリル酸エステル系重合体ポリマーとしては、その（メタ）アクリレート、即
ち、アルキルアクリレート又はアルキルメタクリレート成分として、アルキル基がｎ－オ
クチル、イソオクチル、２－エチルヘキシル、ｎ－ブチル、イソブチル、メチル、エチル
、イソプロピルのうちのいずれか１つであるアルキルアクリレート又はアルキルメタクリ
レートの１種又はこれらから選ばれた２種以上の混合物であるのが好ましい。中でも、イ
ソ－オクチルアクリレート、ｎ－オクチルアクリレート、ｎ－ブチルアクリレート、２－
エチルヘキシルアクリレート等から選ばれた少なくとも１種類以上を重合したもの、また
は当該１種類以上と有機官能基含有アクリレートモノマーとを共重合させたものが好まし
い。
【００１６】
　ベースポリマーは、ガラス転移温度（Ｔｇ）が－２０℃以下、特に－７０℃～－４０℃
であるのが好ましく、また、１３０℃における溶融粘度が５万ｍＰａ・ｓ以上、特に１０
万～７０万ｍＰａ・ｓ、中でも特に１５万～５０万ｍＰａ・ｓであるのが好ましい。溶融
粘度が５万ｍＰａ・ｓ未満では、シート成形時の形状安定性が得難くなると共に、架橋後
のシートに十分な柔軟性が得難くなる。また、Ｔｇが－２０℃より高いと、低温での耐久
性が低下する要因になり、Ｔｇが－６０～－４０℃で、かつ溶融粘度が２０万～７０万（
ｍＰａ・ｓ）であれば、柔軟性、耐久性をより一層好ましくすることができる。
【００１７】
　なお、ベースポリマーのガラス転移温度（Ｔｇ）及び溶融粘度は、Ｂ型粘度計（例えば
レオメトリックス社製の粘弾性測定装置ダイナミックアナライザーＲＤＡ－II）を用いて
測定することができる。その際、溶融粘度はパラレルプレート２５ｍｍφ、歪み２％、１
３０℃、０．０２Ｈｚで測定した時の粘度（ηγ）値を読みとればよく、Ｔｇはパラレル
プレート２５ｍｍφ、歪み２％、周波数１Ｈｚで測定した時のＴａｎδの極大値を示す温
度を読みとればよい。
【００１８】
　上記ベースポリマーの架橋密度によって歪復元率や剥離強度が異なることになるため、
所望の歪復元率および所望の剥離強度が得られるように、適切な光開始剤、架橋モノマー
を選択し、それらの含有量を適宜規定することが好ましい。特に本実施形態においては架
橋モノマーの種類とその含有量を適切に規定することが好ましい。
【００１９】
　＜架橋モノマー＞
　架橋モノマーとしては、多官能アクリレートモノマーを用いるのが好ましい。中でも、
本実施形態に用いる多官能アクリレートモノマーは、架橋密度を高めて歪復元率や剥離強
度を所定範囲に調整するという観点から、２官能又は３官能アクリレートモノマー、例え
ば１，４－ブタンジオールジアクリレート、１，６－ヘキサンジオールジアクリレート、
１，９－ノナンジオールジアクリレート、トリメチロールプロパントリアクリレートなど
を用いるのが好ましい。
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　なお、ベースポリマーと架橋モノマーとの相溶性を考慮して選定することが必要で、相
溶性の極端に悪いものを用いると架橋し難いことも分かっている。
【００２０】
　架橋モノマーの配合量は、ベースポリマー１００質量部に対して０．０１～１０．０質
量部、特に０．０３～５．０質量部とするのが好ましい。
【００２１】
＜光開始剤＞
　光開始剤としては、光の照射を受けて架橋反応を促す光開始剤、例えば、ベンゾフェノ
ン、又はベンゾフェノン誘導体或いはこれらの二種類以上の組合わせからなる混合成分を
好ましく用いることができる。
【００２２】
　光開始剤の添加量は、適宜調整すればよいが、ベースポリマー１００質量部に対して０
．０５～３．０質量部、中でも特に０．１～２．０質量部配合するのが好ましい。
【００２３】
　また、物性調整のため各種添加剤を配合してもよい。
【００２４】
　第１の実施形態に係る光学部材貼合用粘着シートは、ベースポリマー、架橋モノマー及
び光開始剤、好ましくは、ベースポリマーとしての(メタ)アクリル酸エステル系重合体ポ
リマーと、架橋モノマーとしての多官能アクリレートモノマーと、光開始剤とから粘着剤
組成物を調製し、この粘着剤組成物をシート状に成形し、これを架橋させることにより粘
着シートを作製することができる。
　架橋方法としては、上記粘着剤組成物を透明な離型フィルムの間に挟んで積層シートと
し、離型フィルムを介して、粘着剤組成物に紫外線を照射して架橋させるようにするのが
好ましい。この際、架橋モノマー及び光開始剤の量に応じて照射量を調節することにより
、粘着シートの物性を調整することができる。
　紫外線照射装置の種類は、高圧水銀ランプやメタルハライドランプ等を用いることがで
きる。
【００２５】
＜シートの厚さ＞
　本実施形態に係る粘着シートの厚さは、貼り合せる対象物や求められる緩衝力等によっ
て調整するのが好ましいが、一般的には０．１ｍｍ～２．０ｍｍ、特に０．２ｍｍ～１．
０ｍｍ程度とするのが好ましい。
　なお、粘着シートの構成は、単層でも複層でもよい。
【００２６】
（第２の実施形態）
　第２の実施形態に係る光学部材貼合用粘着シートは、ゲル状の粘着シートであり、ベー
スポリマー、架橋モノマー、光開始剤、可塑剤及び無機微粒子などを含有するゾル組成物
を調製し、このゾル組成物をシート状に成形し、これを架橋させてゲル化させることによ
り作製することができる。
　ゲル状の粘着シートとすることにより、粘着シートの緩衝性能をより一層高めることが
できる。
【００２７】
　なお、「ゲル」とは、３次元架橋ポリマーが液体中で膨潤したもの（高分子大辞典、丸
善、平６．９．２０発行）、或いは、コロイド溶液が流動性を失い、多少の弾力性と固さ
をもってゼリー状に固化したもの（広辞苑）などと定義され、高分子溶液の性質とゴム弾
性体としての性質の両方の性質を併せ持つ物質である。
【００２８】
＜ベースポリマー＞
　ベースポリマーとしては、例えばアクリル系重合体、シリコーン系ポリマー、ポリエス
テル、ポリウレタン、ポリアミド、ポリエーテル、フッ素系ポリマー、その他ゴム系ポリ
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マーなどを用いることが可能であるが、光学的透明性、耐候性、耐熱性に優れるアクリル
系重合体、その中でも、(メタ)アクリル酸エステル系重合体ポリマーが好ましい。
【００２９】
　(メタ)アクリル酸エステル系重合体ポリマーとしては、その（メタ）アクリレート、即
ち、アルキルアクリレート又はアルキルメタクリレート成分として、アルキル基がｎ－オ
クチル、イソオクチル、２－エチルヘキシル、ｎ－ブチル、イソブチル、メチル、エチル
、イソプロピルのうちのいずれか１つであるアルキルアクリレート又はアルキルメタクリ
レートの１種又はこれらから選ばれた２種以上の混合物であるのが好ましい。中でも、イ
ソ－オクチルアクリレート、ｎ－オクチルアクリレート、ｎ－ブチルアクリレート、２－
エチルヘキシルアクリレート等から選ばれた少なくとも１種類以上を重合したもの、また
は当該１種類以上と有機官能基含有アクリレートモノマーとを共重合させたものが好まし
い。
【００３０】
　ベースポリマーは、ガラス転移温度（Ｔｇ）が－２０℃以下、特に－７０℃～－４０℃
であるのが好ましく、また、１３０℃における溶融粘度が５万ｍＰａ・ｓ以上、特に１０
万～７０万ｍＰａ・ｓ、中でも特に１５万～５０万ｍＰａ・ｓであるのが好ましい。
　溶融粘度が５万ｍＰａ・ｓ未満では、シート成形時の形状安定性が得難くなると共に、
架橋後のシートに十分な柔軟性が得難くなる。また、Ｔｇが－２０℃より高いと、積層体
の低温での耐久性が低下する要因になり、Ｔｇが－６０～－４０℃で、かつ溶融粘度が２
０万～７０万（ｍＰａ・ｓ）であれば、柔軟性、耐久性をより一層好ましくすることがで
きる。
【００３１】
　なお、ベースポリマーのガラス転移温度（Ｔｇ）及び溶融粘度は、Ｂ型粘度計（例えば
レオメトリックス社製の粘弾性測定装置ダイナミックアナライザーＲＤＡ－II）を用いて
測定することができる。その際、溶融粘度はパラレルプレート２５ｍｍφ、歪み２％、１
３０℃、０．０２Ｈｚで測定した時の粘度（ηγ）値を読みとればよく、Ｔｇはパラレル
プレート２５ｍｍφ、歪み２％、周波数１Ｈｚで測定した時のＴａｎδの極大値を示す温
度を読みとればよい。
【００３２】
　上記ベースポリマーの架橋密度によって歪復元率や剥離強度が異なることになるため、
所望の歪復元率および所望の剥離強度が得られるように、適切な光開始剤、架橋モノマー
を選択し、それらの含有量を適宜規定することが好ましい。特に本実施形態においては架
橋モノマーの種類とその含有量を適切に規定することが好ましい。
【００３３】
　＜架橋モノマー＞
　架橋モノマーとしては、多官能アクリレートモノマーが好ましい。中でも、本実施形態
に用いる多官能アクリレートモノマーとしては、架橋密度を高めて歪復元率や剥離強度を
所定範囲に調整するという観点から、２官能又は３官能アクリレートモノマー、例えば１
，４－ブタンジオールジアクリレート、１，６－ヘキサンジオールジアクリレート、１，
９－ノナンジオールジアクリレート、トリメチロールプロパントリアクリレートなどを用
いるのが好ましい。
　なお、ベースポリマーと架橋モノマーとの相溶性を考慮して選定することが必要で、相
溶性の極端に悪いものを用いると架橋し難いことも分かっている。
【００３４】
　架橋モノマーの含有量は、ベースポリマー１００質量部に対して０．０２～２０．０質
量部、特に０．０５～１０．０質量部とするのが好ましい。
【００３５】
＜光開始剤＞
　光開始剤としては、光の照射を受けて架橋反応を促す光開始剤、例えば、ベンゾフェノ
ン、又はベンゾフェノン誘導体或いはこれらの二種類以上の組合わせからなる混合成分を
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好ましく用いることができる。
【００３６】
　光開始剤の添加量は、適宜調整すればよいが、ベースポリマー１００質量部に対して０
．０５～３．０質量部、中でも特に０．１～２．０質量部配合するのが好ましい。
【００３７】
＜可塑剤＞
　可塑剤は、その種類と量を調整することによりゲル状粘着シートの膨潤度を調整するこ
とができ、その結果緩衝力を調整することができる。この観点から凝固点が－２０℃以下
の液状のものを、ゲル中に１０～７０質量％、特に２０～６０質量％含有させるのが好ま
しく、中でも耐衝撃性と粘着性のバランスを考えると、凝固点－８０～－４０℃のものを
２０～５０質量％含有させるのが好ましい。
　上記可塑剤の含有量が１０質量％未満では耐衝撃性が得にくくなり、逆に７０質量％を
越えると粘着性が得にくくなる。
【００３８】
　可塑剤としては、アジピン酸エステル系、フタル酸エステル系、リン酸エステル系、ト
リメリット酸エステル系、クエン酸エステル系、エポキシ系、ポリエステル系可塑剤のい
ずれか或いはこれら二種類以上の組合わせからなる混合成分を使用することができ、ベー
スポリマーに相溶するものが好ましい。また、紫外線光架橋する場合には、紫外線を吸収
しない可塑剤を用いるのが好ましい。
【００３９】
＜無機微粒子＞
　３次元架橋ポリマーを液状の可塑剤で膨潤させただけでは、架橋させる前、すなわちゾ
ル段階での粘度が低すぎてシート成形することが困難となる。また、架橋後に伸びが得ら
れず、柔らかいが脆いシートになってしまう。そこで、本発明者が鋭意研究検討した結果
、所定粒径の無機微粒子を所定量配合することにより、透明性を損なうことなく、ゲル状
粘着シートを適度に増粘させることでき、所望の保持力と粘着力とを得ることができ、シ
ート成形し易く、かつ粘弾性のある柔軟なゲル状粘着シートを調製することができる。
【００４０】
　無機微粒子としては、その１次平均粒径が２００ｎｍ以下、好ましくは０．１～５０ｎ
ｍ、中でも特に好ましくは１～２０ｎｍのものであり、かかる粒径の無機微粒子をゲル中
に１～１５質量％、特に２～１０質量％、中でも特に３～５質量％含有させるのが好まし
い。
　無機微粒子は、上記の如くゲル状粘着シートを増粘させてシート成形し易くし、架橋後
のゲル状粘着シートに弾性を付与する効果を有しているが、無機微粒子の粒径は透明性及
び紫外線架橋性を阻害させないためにも重要である。
　成形加工性、架橋後の弾性強度及び保持力、透明性を満足するためには、粒径１００ｎ
ｍ以下の無機微粒子を２～１０質量％含有させるのが好ましい。
【００４１】
　無機微粒子の種類としては、アルミナ（Ａｌ2Ｏ3）、酸化亜鉛（ＺｎＯ）、インジウム
－スズ酸化物（ＩＴＯ）などの金属酸化物、シリカ等のケイ酸塩化合物、珪藻土類、アル
ミニウム（Ａｌ）、銀（Ａｇ）などの金属の微粒子等を用いることができ、分散性に留意
して適宜選択するのが好ましい。
　また、透明性を阻害しない範囲で上記に挙げた以外の材料を配合することもできる。
【００４２】
　また、物性調整のため各種添加剤を配合してもよい。
【００４３】
　第２の実施形態に係る光学部材貼合用粘着シートは、ベースポリマー、架橋モノマー、
光開始剤、可塑剤及び無機微粒子、好ましくは、ベースポリマーとしての(メタ)アクリル
酸エステル系重合体ポリマーと、架橋モノマーとしての多官能アクリレートモノマーと、
可塑剤と、無機微粒子とを含むゾル組成物を調製し、このゾル組成物を架橋させることに
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より粘着シートを作製することができる。
　架橋方法としては、上記ゾル組成物を透明な離型フィルムの間に挟んで積層シートとし
、離型フィルムを介して、ゾル組成物に紫外線を照射して架橋させるようにするのが好ま
しい。この際、架橋モノマー及び光開始剤の量に応じて照射量を調節することにより、粘
着シートの物性を調整することができる。
　紫外線照射装置の種類は、高圧水銀ランプやメタルハライドランプ等を用いることがで
きる。
【００４４】
＜シートの厚さ＞
　本実施形態に係る粘着シートの厚さは、貼り合せる対象物や求められる緩衝力等によっ
て調整するのが好ましいが、一般的には０．１ｍｍ～２．０ｍｍ、特に０．２ｍｍ～１．
０ｍｍ程度とするのが好ましい。
　なお、粘着シートの構成は、単層でも複層でもよい。
【００４５】
　上記第１及び第２の実施形態に係る光学部材貼合用粘着シートは、室温での所望の粘着
力を備えているから、例えば基材、透明ゲル粘着シート、表面材を順次重ねて、ゴムロー
ル間に通過させるだけで室温下でこれらを貼り合せることができる。
【実施例】
【００４６】
　以下、実施例と比較例とを用いて、本発明の条件について詳細に説明する。
【００４７】
（実施例１）
　アクリル酸エステル共重合体ポリマー１００質量部、１，９－ノナンジオールジアクリ
レート０．５質量部及びベンゾフェノン１．０質量部を溶融攪拌して粘着剤組成物を得た
。これを、厚さ０．１ｍｍ及び０．０５ｍｍの離型ＰＥＴフィルム間に挟み、総厚０．６
５ｍｍのシート状に成形した。
　なお、アクリル酸エステル共重合体ポリマーは、ｎ－ブチルアクリレート７８．４質量
％と、２－エチルヘキシルアクリレート１９．６質量％と、アクリル酸２．０質量％とを
共重合させたもので、Ｔｇは－４０℃、Ｂ型粘度計Ｎｏ．４ローターで測定した１３０℃
溶融粘度は２５万（ｍＰａ・ｓ）であった。
【００４８】
　次に、上記成形したシート体に、高圧水銀ランプを用いて、両側から離型ＰＥＴ越しに
、３６５ｎｍでの片面積算光量が２０００ｍＪ／ｃｍ2となるように紫外線を照射して粘
着シートを作製した。積算光量は、オーク製作所製ＵＶ－Ｍ１０のＵＶ３ｔセンサーにＸ
１９フィルターを装着して測定した。
【００４９】
（実施例２）
　実施例１において、１，９－ノナンジオールジアクリレートの配合量を３．０質量部と
し、他は実施例１と同様に粘着シートを作製した。
【００５０】
（実施例３）
　アクリル酸エステル共重合体ポリマー１００質量部、１，９－ノナンジオールジアクリ
レート５．０質量部及びベンゾフェノン１．０質量部を溶融攪拌して粘着剤組成物を得た
。これを、厚さ０．１ｍｍ及び０．０５ｍｍの離型ＰＥＴフィルム間に挟み、総厚０．６
５ｍｍのシート状に成形した。
　なお、アクリル酸エステル共重合体ポリマーの組成は、２－エチルヘキシルアクリレー
ト９９．０質量％、アクリル酸１．０質量％を共重合したもので、Ｔｇは－６５℃、１３
０℃溶融粘度は１５万ｍＰａ・ｓであった。
【００５１】
　次に、上記成形したシート体に、高圧水銀ランプを用いて、両側から離型ＰＥＴ越しに
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、３６５ｎｍでの片面積算光量が２０００ｍＪ／ｃｍ2となるように紫外線を照射して粘
着シートを作製した。積算光量は、オーク製作所製ＵＶ－Ｍ１０のＵＶ３ｔセンサーにＸ
１９フィルターを装着して測定した。
【００５２】
（実施例４）
　アクリル酸エステル共重合体ポリマー１００質量部、１，９－ノナンジオールジアクリ
レート１．０質量部及びベンゾフェノン１．０質量部を溶融攪拌して紫外線架橋型組成物
を得た。
　なお、用いたアクリル酸エステル共重合体ポリマーの組成は、２－エチルヘキシルアク
リレート９９．０質量％とアクリル酸１．０質量％を共重合させたもので、Ｔｇは－６５
℃、１３０℃溶融粘度は１５万（ｍＰａ・ｓ）であった。
【００５３】
　上記紫外線架橋型組成物に、可塑剤としてジイソデシルフタレート（ＤＩＤＰ、凝固点
－７０℃）２０質量％と、１次平均粒径７ｎｍのシリカ超微粒子３質量％とを配合し、溶
融攪拌してゾル組成物を得た。
　このゾル組成物を、厚さ０．０５ｍｍと０．１ｍｍの離型ＰＥＴとの間に挟んで総厚０
．６５ｍｍのシート状に成形した。これに、高圧水銀ランプを用いて、両側から離型ＰＥ
Ｔ越しに、３６５ｎｍでの片面積算光量が２０００ｍＪ/ｃｍ2なるように表裏に紫外線を
照射して粘着シートを作製した。積算光量は、オーク製作所製ＵＶ－Ｍ１０のＵＶ３ｔセ
ンサーにＸ１９フィルターを装着して測定した。
【００５４】
（比較例１）
　実施例１において、１，９－ノナンジオールジアクリレートの配合量を０．００５質量
部とした以外、他は実施例１と同様に粘着シートを得た。
【００５５】
【表１】

【００５６】
《歪回復性試験》
　２３℃×５０％の環境下において、各実施例及び比較例で作製して得た粘着シートを幅
５０ｍｍ、長さ１４０ｍｍにカットして試験片とし、この両側の離形フィルムを剥離し、
引張試験機（インテスコ社製２００５）に装着した後、引張り速度１００ｍｍ/ｍｉｎ、
チャック間距離１００ｍｍで５０％伸びまで伸長し、直ぐに同速度で戻したときの歪回復
率を測定した。
【００５７】
《接着力試験》
　ＪＩＳ　Ｚ－０２３７に準拠し、各実施例及び比較例で作製して得た粘着シートを２５
ｍｍ幅にカットし、これをガラス板に貼着して試験片とした。この試験片を室温下で２時
間放置後、２３℃×５０％の環境下において、１８０°引張り速度３００ｍｍ/ｍｉｎの
接着力（Ｎ／ｍｍ）を引張試験機（インテスコ社製２００５）で測定した。
　なお、本試験は、室温下、圧力無負荷状態での接着力試験であるため、室温で圧力をか
けない状態での剥離強度（；接着力の逆数）を測定することができる。
【００５８】
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《錘落下による歪回復試験》
　各実施例及び比較例で作製して得た粘着シートをガラス板に貼着し、片面に０．１ｍｍ
厚のＰＥＴフィルムを貼り合せて試験体とした。この試験体に１００ｇの鋼球を１００ｍ
ｍの高さから自然落下させ、２４時間経過後、試験体表面に蛍光灯の光を当てながら試験
体表面を斜めから目視し、表面の歪み具合を観察することにより光学的視認性を評価した
。
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