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(57)【要約】
　実使用環境下に近い屈曲試験によっても、折れや剥が
れが発生することのない、高い折り曲げ耐性を有する、
フレキシブル部材に用いるための両面粘着シートを提供
すること。
　基材レスの両面粘着シートであって、（メタ）アクリ
ル酸エステル（共）重合体（Ａ）を含有する粘着剤組成
物から形成され、動的粘弾性のＴａｎδピーク温度で定
義される、ガラス転移温度（Ｔｇ）が、－５０℃～－２
０℃の範囲内にあり、かつ、周波数１Ｈｚ、温度１００
℃における貯蔵弾性率Ｇ’が、２．０×１０３～３．０
×１０４Ｐａの範囲内にあり、かつ、厚みが１０μｍ以
上１５０μｍ以下であることを特徴とする、両面粘着シ
ートとする。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　屈曲又は湾曲可能な画像表示装置構成用フレキシブル部材と、基材レスの両面粘着シー
トとを有する積層体であって、
　前記両面粘着シートは、（メタ）アクリル酸エステル（共）重合体（Ａ）を含有する粘
着剤組成物から形成され、厚みが１０μｍ以上１５０μｍ以下であり、かつ、動的粘弾性
のＴａｎδピーク温度で定義される、ガラス転移温度（Ｔｇ）が－５０℃～－２０℃の範
囲内にあり、かつ、周波数１Ｈｚ、温度１００℃における貯蔵弾性率Ｇ’が、２．０×１
０３～３．０×１０４Ｐａの範囲内にあることを特徴とする、積層体。
【請求項２】
　前記両面粘着シートは、横軸に温度、縦軸にせん断貯蔵弾性率（Ｇ’）の対数をプロッ
トした貯蔵弾性率－温度グラフにおいて、周波数１Ｈｚ、温度１００℃における貯蔵弾性
率Ｇ’（１００）と、周波数１Ｈｚ、温度１５０℃における貯蔵弾性率Ｇ’（１５０）と
の２点間を通る指数曲線を作成したとき、該指数曲線の底の自然対数が－０．０１０以上
となることを特徴とする、請求項１記載の積層体。
【請求項３】
　前記粘着剤組成物は、さらに、架橋剤（Ｂ）を含有する、請求項１又は２記載の積層体
。
【請求項４】
　前記粘着剤組成物は、さらに、光開始剤（Ｃ）を含有する、請求項１～３の何れか一項
記載の積層体。
【請求項５】
　前記（メタ）アクリル酸エステル（共）重合体（Ａ）が、カルボキシル基含有モノマー
を（共）重合成分として含まず、かつ、（共）重合成分として、少なくとも水酸基含有モ
ノマー又はアミド基含有モノマーのいずれか若しくは両方を含む、請求項１～４の何れか
一項記載の積層体。
【請求項６】
　前記（メタ）アクリル酸エステル（共）重合体（Ａ）が、（共）重合成分として、（メ
タ）アクリロイル基と３級炭素原子が結合した（メタ）アクリル酸アルキルエステルを含
む、請求項１～５の何れか一項記載の積層体。
【請求項７】
　前記光開始剤（Ｃ）が、水素引抜型の光開始剤である、請求項４～６の何れかに記載の
積層体。
【請求項８】
　前記（メタ）アクリル酸エステル（共）重合体が、光を受光するとラジカル活性種を発
生する単量体を含んでなる、請求項１～７の何れか一項記載の積層体。
【請求項９】
　前記両面粘着シートは、周波数１Ｈｚ、温度５０℃における貯蔵弾性率Ｇ’が、３．０
×１０２～４．０×１０４Ｐａの範囲内にある、請求項１～８の何れか一項記載の積層体
。
【請求項１０】
　前記画像表示装置構成用部材は、表面保護パネル、タッチパネル、光学フィルム及び有
機ＥＬ（Electronic Luminescent）ディスプレイパネルからなる群のうち２種類以上の組
み合わせである、請求項１～９の何れか一項記載の積層体。
【請求項１１】
　曲面形状を有している、請求項１～１０の何れか一項記載の積層体。
【請求項１２】
　請求項１～１１の何れか一項記載の積層体を備えた、フレキシブルディスプレイ。
【請求項１３】
　基材レスの両面粘着シートであって、
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　（メタ）アクリル酸エステル（共）重合体（Ａ）を含有する粘着剤組成物から形成され
、　動的粘弾性のＴａｎδピーク温度で定義される、ガラス転移温度（Ｔｇ）が、－５０
℃～－２０℃の範囲内にあり、かつ、周波数１Ｈｚ、温度１００℃における貯蔵弾性率Ｇ
’が、２．０×１０３～３．０×１０４Ｐａの範囲内にあり、かつ、厚みが１０μｍ以上
１５０μｍ以下であることを特徴とする、両面粘着シート。
【請求項１４】
　横軸に温度、縦軸にせん断貯蔵弾性率（Ｇ’）の対数をプロットした貯蔵弾性率－温度
グラフにおいて、周波数１Ｈｚ、温度１００℃における貯蔵弾性率Ｇ’（１００）と、周
波数１Ｈｚ、温度１５０℃における貯蔵弾性率Ｇ’（１５０）との２点間を通る指数曲線
を作成したとき、該指数曲線の底の自然対数が－０．０１０以上となることを特徴とする
、請求項１３記載の両面粘着シート。
【請求項１５】
　前記粘着剤組成物は、さらに、架橋剤（Ｂ）を含有する、請求項１３又は１４記載の両
面粘着シート。
【請求項１６】
　前記粘着剤組成物は、さらに、光開始剤（Ｃ）を含有する、請求項１３～１５の何れか
一項記載の両面粘着シート。
【請求項１７】
　前記（メタ）アクリル酸エステル（共）重合体（Ａ）が、カルボキシル基含有モノマー
を（共）重合成分として含まず、かつ、（共）重合成分として、少なくとも水酸基含有モ
ノマー又はアミド基含有モノマーのいずれか若しくは両方を含む、請求項１３～１６の何
れか一項記載の両面粘着シート。
【請求項１８】
　前記（メタ）アクリル酸エステル（共）重合体（Ａ）が、（共）重合成分として、（メ
タ）アクリロイル基と３級炭素原子が結合した（メタ）アクリル酸アルキルエステルを含
む、請求項１３～１７の何れか一項記載の両面粘着シート。
【請求項１９】
　前記光開始剤（Ｃ）が、水素引抜型の光開始剤である、請求項１６～１８の何れか一項
記載の両面粘着シート。
【請求項２０】
　前記（メタ）アクリル酸エステル（共）重合体が、光を受光するとラジカル活性種を発
生する単量体を含んでなる、請求項１３～１９の何れか一項記載の両面粘着シート。
【請求項２１】
　周波数１Ｈｚ、温度５０℃における貯蔵弾性率Ｇ’が、３．０×１０２～４．０×１０
４Ｐａの範囲内にある、請求項１３～２０の何れか一項記載の両面粘着シート。
【請求項２２】
　フレキシブルディスプレイを構成する、画像表示装置構成用フレキシブル部材を貼合す
るために用いる両面粘着シートであって、
　請求項１３～２１の何れか一項記載の両面粘着シートを用いてなる、フレキシブルディ
スプレイ用両面粘着シート。
【請求項２３】
　請求項１～１１の何れか一項記載の積層体を形成するための積層体形成キットであって
、屈曲又は湾曲可能な画像表示装置構成用フレキシブル部材と、該フレキシブル部材に貼
合するための両面粘着シートとを含み、
　前記両面粘着シートは、（メタ）アクリル酸エステル（共）重合体（Ａ）を含有する粘
着剤組成物から形成され、厚みが１０μｍ以上１５０μｍ以下であり、かつ、動的粘弾性
のＴａｎδピーク温度で定義される、ガラス転移温度（Ｔｇ）が－５０℃～－２０℃の範
囲内にあり、かつ、周波数１Ｈｚ、温度１００℃における貯蔵弾性率Ｇ’が、２．０×１
０３～３．０×１０４Ｐａの範囲内にあることを特徴とする、積層体形成キット。
【請求項２４】
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　前記両面粘着シートは、横軸に温度、縦軸にせん断貯蔵弾性率（Ｇ’）の対数をプロッ
トした貯蔵弾性率－温度グラフにおいて、周波数１Ｈｚ、温度１００℃における貯蔵弾性
率Ｇ’（１００）と、周波数１Ｈｚ、温度１５０℃における貯蔵弾性率Ｇ’（１５０）と
の２点間を通る指数曲線を作成したとき、該指数曲線の底の自然対数が－０．０１０以上
となることを特徴とする、請求項２３に記載の積層体形成キット。
【請求項２５】
　前記粘着剤組成物は、さらに、架橋剤（Ｂ）を含有する、請求項２３又は２４記載の積
層体形成キット。
【請求項２６】
　前記粘着剤組成物は、さらに、光開始剤（Ｃ）を含有する、請求項２３～２５の何れか
一項記載の積層体形成キット。
【請求項２７】
　前記（メタ）アクリル酸エステル（共）重合体（Ａ）が、カルボキシル基含有モノマー
を（共）重合成分として含まず、かつ、（共）重合成分として、少なくとも水酸基含有モ
ノマー又はアミド基含有モノマーのいずれか若しくは両方を含む、請求項２３～２６の何
れか一項記載の積層体形成キット。
【請求項２８】
　前記（メタ）アクリル酸エステル（共）重合体（Ａ）が、（共）重合成分として、（メ
タ）アクリロイル基と３級炭素原子が結合した（メタ）アクリル酸アルキルエステルを含
む、請求項２３～２７の何れか一項記載の積層体形成キット。
【請求項２９】
　前記光開始剤（Ｃ）が、水素引抜型の光開始剤である、請求項２６～２８の何れか一項
記載の積層体形成キット。
【請求項３０】
　前記（メタ）アクリル酸エステル（共）重合体が、光を受光するとラジカル活性種を発
生する単量体を含んでなる、請求項２３～２９の何れか一項記載の積層体形成キット。
【請求項３１】
　前記両面粘着シートは、周波数１Ｈｚ、温度５０℃における貯蔵弾性率Ｇ’が、３．０
×１０２～４．０×１０４Ｐａの範囲内にある、請求項２３～３０の何れか一項記載の積
層体形成キット。
【請求項３２】
　画像表示装置構成用フレキシブル部材の貼合方法としての両面粘着シートの使用であっ
て、
　前記両面粘着シートは、基材レスであって、（メタ）アクリル酸エステル（共）重合体
（Ａ）を含有する粘着剤組成物から形成され、厚みが１０μｍ以上１５０μｍ以下であり
、かつ、動的粘弾性のＴａｎδピーク温度で定義される、ガラス転移温度（Ｔｇ）が－５
０℃～－２０℃の範囲内にあり、かつ、周波数１Ｈｚ、温度１００℃における貯蔵弾性率
Ｇ’が２．０×１０３～３．０×１０４Ｐａの範囲内にあることを特徴とする、画像表示
装置構成用フレキシブル部材の貼合方法としての両面粘着シートの使用。
【請求項３３】
　前記両面粘着シートは、横軸に温度、縦軸にせん断貯蔵弾性率（Ｇ’）の対数をプロッ
トした貯蔵弾性率－温度グラフにおいて、周波数１Ｈｚ、温度１００℃における貯蔵弾性
率Ｇ’（１００）と、周波数１Ｈｚ、温度１５０℃における貯蔵弾性率Ｇ’（１５０）と
の２点間を通る指数曲線を作成したとき、該指数曲線の底の自然対数が－０．０１以上と
なる、画像表示装置構成用フレキシブル部材の貼合方法としての請求項３２記載の両面粘
着シートの使用。
【請求項３４】
　前記粘着剤組成物は、さらに、架橋剤（Ｂ）を含有する、画像表示装置構成用フレキシ
ブル部材の貼合方法としての請求項３２又は３３記載の両面粘着シートの使用。
【請求項３５】
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　前記粘着剤組成物は、さらに、光開始剤（Ｃ）を含有する、画像表示装置構成用フレキ
シブル部材の貼合方法としての請求項３２～３４の何れか一項記載の両面粘着シートの使
用。
【請求項３６】
　前記（メタ）アクリル酸エステル（共）重合体（Ａ）が、カルボキシル基含有モノマー
を（共）重合成分として含まず、かつ、少なくとも水酸基含有モノマー又はアミド基含有
モノマーのいずれか若しくは両方を、共重合成分として含む、画像表示装置構成用フレキ
シブル部材の貼合方法としての請求項３２～３５の何れか一項記載の両面粘着シートの使
用。
【請求項３７】
　前記（メタ）アクリル酸エステル（共）重合体（Ａ）が、（共）重合成分として、（メ
タ）アクリロイル基と３級炭素原子が結合した（メタ）アクリル酸アルキルエステルを含
む、画像表示装置構成用フレキシブル部材の貼合方法としての請求項３２～３６の何れか
一項記載の両面粘着シートの使用。
【請求項３８】
　前記光開始剤（Ｃ）が、水素引抜型の光開始剤である、画像表示装置構成用フレキシブ
ル部材の貼合方法としての請求項３５～３７の何れか一項記載の両面粘着シートの使用。
【請求項３９】
　前記（メタ）アクリル酸エステル（共）重合体が、光を受光するとラジカル活性種を発
生する単量体を含んでなる、請求項３２～３８の何れか一項記載の両面粘着シートの使用
。
【請求項４０】
　周波数１Ｈｚ、温度５０℃における貯蔵弾性率Ｇ’が、３．０×１０２～４．０×１０
４Ｐａの範囲内にある、画像表示装置構成用フレキシブル部材の貼合方法としての請求項
３２～３９の何れか一項記載の両面粘着シートの使用。
【請求項４１】
　前記画像表示構成部材は、表面保護パネル、タッチパネル、光学フィルム及び有機ＥＬ
ディスプレイパネルからなる群のうち２種類以上の組み合わせである、画像表示装置構成
用フレキシブル部材の貼合方法としての請求項３２～４０の何れか一項記載の両面粘着シ
ートの使用。
【請求項４２】
　請求項３２～４１の何れか一項記載の両面粘着シートの使用による、画像表示装置構成
用フレキシブル部材の貼合方法。

 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、２つの画像表示装置構成用部材、中でも屈曲又は湾曲可能なフレキシブル画
像表示装置構成用部材（いわゆるフレキシブル部材）の貼合に好適に使用することができ
る両面粘着シート及びその使用等に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　近年、画像表示装置の視認性を向上させるために、液晶ディスプレイ（ＬＣＤ）、プラ
ズマディスプレイ（ＰＤＰ）、エレクトロルミネッセンスディスプレイ（ＥＬＤ）等の画
像表示パネルと、その前面側（視認側）に配置する保護パネルやタッチパネル部材との間
の空隙を接着剤で充填することにより、入射光や表示画像からの出射光の空気層界面での
反射を抑えることが行われている。
【０００３】
　現在、これらの画像表示パネルには、液晶ディスプレイパネル（ＬＣＤ）等の平面状デ
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ィスプレイパネルが主に使用されている。
【０００４】
　このような画像表示装置構成用部材間の空隙を粘着剤で充填する方法として、画像表示
装置構成用部材間の空隙を、粘着シートを用いて充填する方法が知られている。
【０００５】
　例えば特許文献１には、被着面に異物が存在したとしても、常圧下での貼合時はもちろ
ん、減圧環境下においても視認可能な気泡の発生を抑えることができる粘着シートとして
、２０℃基準マスターカーブによる粘着シートの貯蔵せん断弾性率が、周波数１０－３Ｈ
ｚ及び１０－５Ｈｚのいずれにおいても５×１０２Ｐａ以上１×１０４Ｐａ以下の範囲内
に入る物性を備えた粘着シートが開示されている。
【０００６】
　また、特許文献２には、粘着シートを介して貼り合せた積層体をカットした際、経時的
にカット端面がベタツクことなく、しかも被着面に凹凸があっても気泡が残留することな
く貼着でき、さらには、被着体がプラスチック等のアウトガスを発生する材料のものであ
っても発泡することなく貼着できる、新たな透明粘着シートとして、異なる粘弾性挙動を
有する第１粘着層及び第２粘着層をそれぞれ１層以上有し、且つ、これらの層を積層し一
体化してなる構成を備えた粘着シートであって、周波数１Ｈｚの温度分散で測定した動的
剪断貯蔵弾性率Ｇ’の値が、２０℃で２×１０４～５×１０５Ｐａであり、かつ１５０℃
で１×１０４～１×１０５Ｐａである、透明粘着シートについて開示されている。
【０００７】
　さらに、特許文献３には、被着体へ貼合する際に、印刷部位による段差や凹凸への追随
性に優れているばかりか、裁断加工性等の作業性にも優れた透明両面粘着シートとして、
中間樹脂層（Ａ）と、表裏面層としての感圧接着剤層（Ｂ）とを有する透明両面粘着シー
トであって、各層はいずれも、１種類以上の（メタ）アクリル酸エステル系（共）重合体
をベース樹脂とする層であり、温度範囲０℃～１００℃において、周波数１Ｈｚにおける
中間樹脂層（Ａ）の貯蔵剪断弾性率（Ｇ'（Ａ））が、感圧接着剤層（Ｂ）より高く、且
つ、シート全体の押込硬度（アスカーＣ２硬度）が１０～８０であることを特徴とする透
明両面粘着シートについて開示されている。
【０００８】
　また、特許文献４には、段差部及び平坦面部を貼合面に有する画像表示装置構成部材と
、他の画像表示装置構成部材とを貼合するために用いられる画像表示装置用透明両面粘着
シートとして、粘着シートの最大厚み部分の厚みが２５０μｍ以下であって、貼合後にお
ける前記段差部に接する位置のゲル分率（ａ）が、１０％以上であって、かつ、前記平坦
面部に接する位置のゲル分率（ｂ）よりも小さいことを特徴とする画像表示装置用透明両
面粘着シートについて開示されている。
【０００９】
　ところで、最近では、次世代のディスプレイとして、自由自在に屈曲可能なフレキシブ
ルディスプレイが注目を浴びている。フレキシブルディスプレイには、有機エレクトロル
ミネッセンス（有機ＥＬ）ディスプレイが主に使用されている。
【００１０】
　フレキシブルディスプレイには、柔軟な薄いガラス基板やプラスチック基板が用いられ
ることから、これら画像表示装置構成用部材の貼合に用いられる両面粘着シートには、従
来の平面状ディスプレイパネルで必要とされた光学特性や耐久性に加えて、屈曲試験をし
ても折れやはがれや浮きが発生しないことが要求される。
【００１１】
　このようなフレキシブルディスプレイに使用可能な粘着シートとして、特許文献５には
、（メタ）アクリル酸エステル共重合体（Ａ）を含む、光学フィルム用粘着剤であって、
前記（メタ）アクリル酸エステル共重合体（Ａ）の、ガラス転移温度が－７０℃以上－５
５℃以下であり、かつ、重量平均分子量が１００万を超えて２５０万以下である、光学フ
ィルム用粘着シートについて開示されている。
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【先行技術文献】
【特許文献】
【００１２】
【特許文献１】国際公開ＷＯ２００７／０２９５５７号パンフレット
【特許文献２】国際公開ＷＯ２０１０／０４４２２９号パンフレット
【特許文献３】国際公開ＷＯ２０１１／１２９２００号パンフレット
【特許文献４】国際公開ＷＯ２０１３／１０８５６５号パンフレット
【特許文献５】特開２０１６－１０８５５５号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１３】
　ディスプレイ技術の画期的な進歩により、ディスプレイを構成する画像表示装置構成用
部材を貼合するための両面粘着シートにも新たな課題が生じてきている。
【００１４】
　フレキシブルディスプレイを構成する画像表示装置構成用部材は、自由自在に屈曲可能
である為に、これらの貼合に使用される両面粘着シートには、屈曲試験後に折れや剥がれ
や浮きが発生することのない、折り曲げ耐性が要求されることになるが、確立した屈曲試
験方法が存在するわけではない。
このように、より実使用環境下に近い条件下において、折れや剥がれが発生することのな
い、高い折り曲げ耐性を有する両面粘着シートが求められる。
【００１５】
　そこで、本発明の目的は、実使用環境下に近い屈曲試験によっても、折れや剥がれが発
生することのない、高い折り曲げ耐性を有する両面粘着シートを提供すること、さらには
、画像表示装置構成用フレキシブル部材を貼合する際の両面粘着シートの使用方法や、該
両面粘着シートを用いて得られる画像表示装置構成用フレキシブル部材を有する積層体や
、該積層体を形成するための積層体形成キットを提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１６】
　ところで、特許文献５には、粘着シートを構成する（メタ）アクリル酸エステル共重合
体のガラス転移温度が－７０℃以上－５５℃以下であると、接着力に優れ、折り曲げ耐久
性を有する粘着シートになることが開示されている。
【００１７】
　しかしながら、本発明者は、両面粘着シートの特性と、折り曲げ耐性の関係をより詳細
に研究したところ、両面粘着シートの厚みを１０μｍ以上１５０μｍ以下の範囲内とする
場合には、（１）両面粘着シートを構成する（メタ）アクリル酸エステル共重合体のガラ
ス転移温度が－５０℃以上－２０℃以下であること、及び、（２）周波数１Ｈｚ、温度１
００℃における両面粘着シートの貯蔵弾性率Ｇ’が、２．０×１０３～３．０～１０４Ｐ
ａの範囲内にあることが重要であることを見出し、本発明を完成するに至った。
【００１８】
　さらに、本発明者は、（３）両面粘着シートが、横軸に温度、縦軸にせん断貯蔵弾性率
（Ｇ’）の対数をプロットした貯蔵弾性率－温度グラフにおいて、周波数１Ｈｚ、温度１
００℃における貯蔵弾性率Ｇ’（１００）と、周波数１Ｈｚ、温度１５０℃における貯蔵
弾性率Ｇ’（１５０）との２点間を通る指数曲線を作成したとき、該指数曲線の底の自然
対数が－０．０１以上となる両面粘着シートが、より優れた折り曲げ耐久性を有すること
を見出し、本発明を完成するに至った。
【００１９】
　すなわち、本発明の要旨は、下記に存する。
【００２０】
［１］屈曲又は湾曲可能な画像表示装置構成用フレキシブル部材と、基材レスの両面粘着
シートとを有する積層体であって、前記両面粘着シートは、（メタ）アクリル酸エステル
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（共）重合体（Ａ）を含有する粘着剤組成物から形成され、厚みが１０μｍ以上１５０μ
ｍ以下であり、かつ、動的粘弾性のＴａｎδピーク温度で定義される、ガラス転移温度（
Ｔｇ）が－５０℃～－２０℃の範囲内にあり、かつ、周波数１Ｈｚ、温度１００℃におけ
る貯蔵弾性率Ｇ’が、２．０×１０３～３．０×１０４Ｐａの範囲内にあることを特徴と
する、積層体。
【００２１】
［２］前記両面粘着シートは、横軸に温度、縦軸にせん断貯蔵弾性率（Ｇ’）の対数をプ
ロットした貯蔵弾性率－温度グラフにおいて、周波数１Ｈｚ、温度１００℃における貯蔵
弾性率Ｇ’（１００）と、周波数１Ｈｚ、温度１５０℃における貯蔵弾性率Ｇ’（１５０
）との２点間を通る指数曲線を作成したとき、該指数曲線の底の自然対数が－０．０１以
上となることを特徴とする、前記［１］に記載の積層体。
【００２２】
［３］前記粘着剤組成物は、さらに、架橋剤（Ｂ）を含有する、前記［１］又は［２］記
載の積層体。
【００２３】
［４］前記粘着剤組成物は、さらに、光開始剤（Ｃ）を含有する、前記［１］～［３］の
何れか記載の積層体。
【００２４】
［５］前記（メタ）アクリル酸エステル（共）重合体（Ａ）が、カルボキシル基含有モノ
マーを（共）重合成分として含まず、かつ、（共）重合成分として、少なくとも水酸基含
有モノマー又はアミド基含有モノマーのいずれか若しくは両方を含む、前記［１］～［４
］の何れか記載の積層体。
【００２５】
［６］前記（メタ）アクリル酸エステル（共）重合体（Ａ）が、（共）重合成分として、
（メタ）アクリロイル基と３級炭素原子が結合した（メタ）アクリル酸アルキルエステル
を含む、前記［１］～［５］の何れか記載の積層体。
【００２６】
［７］前記光開始剤（Ｃ）が、水素引抜型の光開始剤である、前記［４］～［６］の何れ
か記載の積層体。
【００２７】
［８］前記（メタ）アクリル酸エステル（共）重合体が、光を受光するとラジカル活性種
を発生する単量体を含んでなる、前記［１］～［７］の何れか記載の積層体。
【００２８】
［９］周波数１Ｈｚ、温度５０℃における貯蔵弾性率Ｇ’が、３．０×１０２～４．０×
１０４Ｐａの範囲内にある、前記［１］～［８］の何れか記載の積層体。
【００２９】
［１０］前記画像表示装置構成用部材は、表面保護パネル、タッチパネル、光学フィルム
及び有機ＥＬ（Electronic Luminescent）ディスプレイパネルからなる群のうち２種類以
上の組み合わせである、前記［１］～［９］の何れか記載の積層体。
【００３０】
［１１］曲面形状を有している、前記［１］～［１０］の何れか記載の積層体。
【００３１】
［１２］前記［１］～［１１］の何れか記載の積層体を備えた、フレキシブルディスプレ
イ。
【００３２】
［１３］基材レスの両面粘着シートであって、（メタ）アクリル酸エステル（共）重合体
（Ａ）を含有する粘着剤組成物から形成され、　動的粘弾性のＴａｎδピーク温度で定義
される、ガラス転移温度（Ｔｇ）が、－５０℃～－２０℃の範囲内にあり、かつ、周波数
１Ｈｚ、温度１００℃における貯蔵弾性率Ｇ’が、２．０×１０３～３．０×１０４Ｐａ
の範囲内にあり、かつ、厚みが１０μｍ以上１５０μｍ以下であることを特徴とする、両
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面粘着シート。
【００３３】
［１４］横軸に温度、縦軸にせん断貯蔵弾性率（Ｇ’）の対数をプロットした貯蔵弾性率
－温度グラフにおいて、周波数１Ｈｚ、温度１００℃における貯蔵弾性率Ｇ’（１００）
と、周波数１Ｈｚ、温度１５０℃における貯蔵弾性率Ｇ’（１５０）との２点間を通る指
数曲線を作成したとき、該指数曲線の底の自然対数が－０．０１０以上となることを特徴
とする、前記［１３］記載の両面粘着シート。
【００３４】
［１５］前記粘着剤組成物は、さらに、架橋剤（Ｂ）を含有する、前記［１３］又は［１
４］記載の両面粘着シート。
【００３５】
［１６］前記粘着剤組成物は、さらに、光開始剤（Ｃ）を含有する、前記［１３］～［１
５］の何れか記載の両面粘着シート。
【００３６】
［１７］前記（メタ）アクリル酸エステル（共）重合体（Ａ）が、カルボキシル基含有モ
ノマーを（共）重合成分として含まず、かつ、（共）重合成分として、少なくとも水酸基
含有モノマー又はアミド基含有モノマーのいずれか若しくは両方を含む、前記［１３］～
［１６］の何れか記載の両面粘着シート。
【００３７】
［１８］　前記（メタ）アクリル酸エステル（共）重合体（Ａ）が、（共）重合成分とし
て、（メタ）アクリロイル基と３級炭素原子が結合した（メタ）アクリル酸アルキルエス
テルを含む、前記［１３］～［１７］の何れか記載の両面粘着シート。
【００３８】
［１９］前記光開始剤（Ｃ）が、水素引抜型の光開始剤である、前記［１６］～［１８］
の何れか記載の両面粘着シート。
【００３９】
［２０］前記（メタ）アクリル酸エステル（共）重合体が、光を受光するとラジカル活性
種を発生する単量体を含んでなる、前記［１３］～［１９］の何れか記載の両面粘着シー
ト。
【００４０】
［２１］周波数１Ｈｚ、温度５０℃における貯蔵弾性率Ｇ’が、３．０×１０２～４．０
×１０４Ｐａの範囲内にある、前記［１３］～［２０］の何れか記載の両面粘着シート。
【００４１】
［２２］フレキシブルディスプレイを構成する、画像表示装置構成用フレキシブル部材を
貼合するために用いる両面粘着シートであって、［１３］～［２１］の何れか記載の両面
粘着シートを用いてなる、フレキシブルディスプレイ用両面粘着シート。
【００４２】
［２３］前記［１］～［１１］の何れか記載の積層体を形成するための積層体形成キット
であって、屈曲又は湾曲可能画像表示装置構成用フレキシブル部材と、該フレキシブル部
材に貼合するための両面粘着シートとを含み、前記両面粘着シートは、（メタ）アクリル
酸エステル（共）重合体（Ａ）を含有する粘着剤組成物から形成され、厚みが１０μｍ以
上１５０μｍ以下であり、動的粘弾性のＴａｎδピーク温度で定義される、ガラス転移温
度（Ｔｇ）が－５０℃～－２０℃の範囲内にあり、かつ、周波数１Ｈｚ、温度１００℃に
おける貯蔵弾性率Ｇ’が、２．０×１０３～３．０×１０４Ｐａの範囲内にあることを特
徴とする、積層体形成キット。
【００４３】
［２４］前記両面粘着シートは、横軸に温度、縦軸にせん断貯蔵弾性率（Ｇ’）の対数を
プロットした貯蔵弾性率－温度グラフにおいて、周波数１Ｈｚ、温度１００℃における貯
蔵弾性率Ｇ’（１００）と、周波数１Ｈｚ、温度１５０℃における貯蔵弾性率Ｇ’（１５
０）との２点間を通る指数曲線を作成したとき、該指数曲線の底の自然対数が－０．０１



(10) JP WO2018/173896 A1 2018.9.27

10

20

30

40

50

０以上となることを特徴とする、前記［２３］に記載の積層体形成キット。
【００４４】
［２５］前記粘着剤組成物は、さらに、架橋剤（Ｂ）を含有する、前記［２３］又は［２
４］記載の積層体形成キット。
【００４５】
［２６］前記粘着剤組成物は、さらに、光開始剤（Ｃ）を含有する、前記［２３］～［２
５］の何れか記載の積層体形成キット。
【００４６】
［２７］前記（メタ）アクリル酸エステル（共）重合体（Ａ）が、カルボキシル基含有モ
ノマーを（共）重合成分として含まず、かつ、（共）重合成分として、少なくとも水酸基
含有モノマー又はアミド基含有モノマーのいずれか若しくは両方を含む、前記［２３］～
［２６］の何れか記載の積層体形成キット。
【００４７】
［２８］前記（メタ）アクリル酸エステル（共）重合体（Ａ）が、（共）重合成分として
、（メタ）アクリロイル基と３級炭素原子が結合した（メタ）アクリル酸アルキルエステ
ルを含む、前記［２３］～［２７］の何れか記載の積層体形成キット。
【００４８】
［２９］前記光開始剤（Ｃ）が、水素引抜型の光開始剤である、前記［２６］～［２８］
の何れか記載の積層体形成キット。
【００４９】
［３０］前記（メタ）アクリル酸エステル（共）重合体が、光を受光するとラジカル活性
種を発生する単量体を含んでなる、前記［２３］～［２９］の何れか記載の積層体形成キ
ット。
【００５０】
［３１］周波数１Ｈｚ、温度５０℃における貯蔵弾性率Ｇ’が、３．０×１０２～４．０
×１０４Ｐａの範囲内にある、前記［２３］～［３０］の何れか記載の積層体形成キット
。
【００５１】
［３２］画像表示装置構成用フレキシブル部材の貼合方法としての両面粘着シートの使用
であって、前記両面粘着シートは、基材レスであって、（メタ）アクリル酸エステル（共
）重合体（Ａ）を含有する粘着剤組成物から形成され、厚みが１０μｍ以上１５０μｍ以
下であり、かつ、動的粘弾性のＴａｎδピーク温度で定義される、ガラス転移温度（Ｔｇ
）が－５０℃～－２０℃の範囲内にあり、かつ、周波数１Ｈｚ、温度１００℃における貯
蔵弾性率Ｇ’が２．０×１０３～３．０×１０４Ｐａの範囲内にあることを特徴とする、
画像表示装置構成用フレキシブル部材の貼合方法としての両面粘着シートの使用。
【００５２】
［３３］前記両面粘着シートは、横軸に温度、縦軸にせん断貯蔵弾性率（Ｇ’）の対数を
プロットした貯蔵弾性率－温度グラフにおいて、周波数１Ｈｚ、温度１００℃における貯
蔵弾性率Ｇ’（１００）と、周波数１Ｈｚ、温度１５０℃における貯蔵弾性率Ｇ’（１５
０）との２点間を通る指数曲線を作成したとき、該指数曲線の底の自然対数が－０．０１
０以上となる、画像表示装置構成用フレキシブル部材の貼合方法としての前記［３２］記
載の両面粘着シートの使用。
【００５３】
［３４］前記粘着剤組成物は、さらに、架橋剤（Ｂ）を含有する、画像表示装置構成用フ
レキシブル部材の貼合方法としての前記［３２］又は［３３］記載の両面粘着シートの使
用。
【００５４】
［３５］前記粘着剤組成物は、さらに、光開始剤（Ｃ）を含有する、画像表示装置構成用
フレキシブル部材の貼合方法としての前記［３２］～［３４］の何れか記載の両面粘着シ
ートの使用。
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【００５５】
［３６］前記（メタ）アクリル酸エステル（共）重合体（Ａ）が、カルボキシル基含有モ
ノマーを（共）重合成分として含まず、かつ、少なくとも水酸基含有モノマー又はアミド
基含有モノマーのいずれか若しくは両方を、共重合成分として含む、画像表示装置構成用
フレキシブル部材の貼合方法としての前記［３２］～［３５］の何れか記載の両面粘着シ
ートの使用。
【００５６】
［３７］前記（メタ）アクリル酸エステル（共）重合体（Ａ）が、（共）重合成分として
、（メタ）アクリロイル基と３級炭素原子が結合した（メタ）アクリル酸アルキルエステ
ルを含む、画像表示装置構成用フレキシブル部材の貼合方法としての前記［３２］～［３
６］の何れか記載の両面粘着シートの使用。
【００５７】
［３８］前記光開始剤（Ｃ）が、水素引抜型の光開始剤である、画像表示装置構成用フレ
キシブル部材の貼合方法としての前記［３５］～［３７］の何れか記載の両面粘着シート
の使用。
【００５８】
［３９］前記（メタ）アクリル酸エステル（共）重合体が、光を受光するとラジカル活性
種を発生する単量体を含んでなる、前記［３２］～［３８］の何れか記載の両面粘着シー
トの使用。
【００５９】
［４０］周波数１Ｈｚ、温度５０℃における貯蔵弾性率Ｇ’が、３．０×１０２～４．０
×１０４Ｐａの範囲内にある、画像表示装置構成用フレキシブル部材の貼合方法としての
前記［３２］～［３９］の何れか記載の両面粘着シートの使用。
【００６０】
［４１］前記画像表示構成部材は、表面保護パネル、タッチパネル、光学フィルム及び有
機ＥＬディスプレイパネルからなる群のうち２種類以上の組み合わせである、画像表示装
置構成用フレキシブル部材の貼合方法としての前記［３２］～［４０］の何れか記載の両
面粘着シートの使用。
【００６１】
［４２］前記［３２］～［４１］の何れか記載の両面粘着シートの使用による、画像表示
装置構成用フレキシブル部材の貼合方法。
【発明の効果】
【００６２】
　本発明の両面粘着シートは、優れた折り曲げ耐性を有するため、屈曲又は湾曲可能な画
像表示装置構成用フレキシブル部材を貼り合せるのに好適な粘着材として用いることがで
きる。
【００６３】
　また、本発明の両面粘着シートは、とりわけ、有機ＥＬ（Electronic Luminescent）デ
ィスプレイパネル等の屈曲又は湾曲可能な基材を備えたフレキシブル部材を有する画像表
示装置用の両面粘着シートとして好適に用いることができる。
【図面の簡単な説明】
【００６４】
【図１】図１は、実施例及び比較例の折り曲げ試験を示した説明図である。
【発明を実施するための形態】
【００６５】
　以下、本発明の実施の形態について詳細に説明するが、以下の説明は、本発明の実施態
様の一例（代表例）であり、本発明は、これらの内容に何ら限定されない。
【００６６】
　なお、「（メタ）アクリル」とは、アクリル及びメタクリルを、「（メタ）アクリロイ
ル」とは、アクリロイル及びメタクリロイルを、「（メタ）アクリレート」とはアクリレ
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ート及びメタクリレートをそれぞれ包括する意味であり、「（共）重合体」とは、重合体
及び共重合体を包括する意味である。また、「シート」とは、シート、フィルム、テープ
を概念的に包含するものである。
【００６７】
　また、「貯蔵弾性率Ｇ’」とは、剪断モードで動的粘弾性測定を行った際の貯蔵弾性率
を意味し、後述する実施例に記載の方法で求められる値をいう。
【００６８】
≪両面粘着シート≫
　本発明の両面粘着シート（以下「本両面粘着シート」とも称する。）は、基材レスであ
って、少なくとも次の（１）～（４）の特性を有する。
なお、基材レスの両面粘着シートとは、支持体となる基材を有さず、粘着剤層だけを有す
る両面粘着シートをいう。
【００６９】
　（１）少なくとも（メタ）アクリル酸エステル（共）重合体（Ａ）を含有する粘着剤組
成物から形成される。
【００７０】
　（２）厚みが１０μｍ以上１５０μｍ以下の範囲内にある。
【００７１】
　（３）動的粘弾性のＴａｎδピーク温度で定義される、ガラス転移温度（Ｔｇ）が－５
０℃～－２０℃の範囲内にある。
【００７２】
　（４）周波数１Ｈｚ、温度１００℃における貯蔵弾性率Ｇ’が、２．０×１０３～３．
０×１０４Ｐａの範囲内にある。
【００７３】
　上記特性（１）～（４）について詳述する。
【００７４】
　まず、上記特許文献５に開示されている粘着剤は、ガラス転移温度（Ｔｇ）が－７０℃
以上－５５℃以下になるように設定されており、室温における実用的な粘着力が乏しく、
耐久性が十分ではないことが考えられる。
【００７５】
　そこで、本発明者らは、粘着剤のガラス転移温度（Ｔｇ）を、上記特許文献５のように
、極端に低くすることなく、高い折り曲げ耐性を有する粘着シートを得ることを検討すべ
く、粘着シートに折り曲げ痕が形成されるメカニズムを徹底的に検証したところ、粘着シ
ートに形成される折り曲げ痕の原因は、大きく２つの現象に起因することを明らかにした
。
【００７６】
　すなわち、２つの現象のうちの一つは「座屈」であり、もう一つは「流れ」である。
【００７７】
　前記「座屈」とは、屈曲試験後に屈曲線を中心に粘着シートが白くなったり、折り曲げ
痕が形成されたりする現象である。
　また、「流れ」とは、屈曲試験後に屈曲線の周辺の粘着シートが盛り上がって見える現
象である。
【００７８】
　そして、これらの現象の発生原因を突き止めるべく検討を続けたところ、前記「座屈」
は主に粘着剤のガラス転移温度やせん断貯蔵弾性率（Ｇ’）が高く、ミクロレベルで分子
鎖が自由に運動する余裕が粘着剤に無いことから生じる一種の高分子組織の破壊、降伏現
象であることを明らかにした。
　また、前記「流れ」は、せん断貯蔵弾性率（Ｇ’）が低く、上下のフィルムによって挟
まれた粘着シートが屈曲により押し出され、これが蓄積することによって生じる現象であ
ることを明らかにした。
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【００７９】
　以上の結果を通じて、本発明者らは、粘着剤のせん断貯蔵弾性率（Ｇ’）を調整するこ
とにより、上記２つの現象（座屈・流れ）を抑制することができるのではないかという仮
定の下で、さらに検討を重ねたところ、ある特定温度域のせん断貯蔵弾性率を制御するこ
とで、粘着剤のガラス転移温度を、上記特許文献５のように、極端に低くすることなく、
折り曲げ耐性を有する粘着シートを得られることを見出したのである。
【００８０】
　このような結果から、本両面粘着シートは、例えばプラスチックパネルや有機ＥＬ（El
ectronic Luminescent）ディスプレイパネル等の画像表示装置構成用部材、とりわけ、屈
曲又は湾曲可能画像表示装置構成用フレキシブル部材を有するフレキシブルディスプレイ
において、当該画像表示装置構成用部材を貼合する為に、好適に使用されるものである。
【００８１】
　なお、フレキシブルとは、屈曲又は湾曲可能であることを意味し、屈曲又は湾曲可能で
あるとは、屈曲又は湾曲している状態も含むものとする。具体的には、屈曲又は湾曲可能
な曲率半径が１０ｍｍ以下であることが好ましく、３ｍｍ以下であることがより好ましい
。特に曲率半径が３ｍｍ以下のフレキシブル部材に適用すれば、ディスプレイを折り畳ん
で使用することも可能となる。
【００８２】
　画像表示装置構成用部材としては、屈曲又は湾曲可能なフレキシブル部材であればよく
、例えば、屈曲又は湾曲可能な樹脂フィルムやガラス等からなる基材を有する、表面保護
パネル、タッチパネル、光学フィルム、有機ＥＬ（Electronic Luminescent）ディスプレ
イパネルからなる群のうち２種以上の組み合わせを挙げることができる。
　これらの中でも、少なくとも１つの画像表示装置構成用部材が、フレキシブル部材であ
ることが好ましく、とりわけ、フレキシブル有機ＥＬ（Electronic Luminescent）ディス
プレイパネルであることが好ましい。
【００８３】
　前記表面保護パネルとしては、例えば薄板ガラス、プラスチック等の材料で作製され、
カバーフィルムと称されるような、最表層側に位置することで外部衝撃から保護する、フ
レキシブル部材を挙げることができる。その他、タッチパネル機能が一体化したものであ
ってもよく、例えばタッチオンレンズ（ＴＯＬ）型やワンガラスソリューション（ＯＧＳ
）型であってもよい。
【００８４】
　また、前記表面保護パネルは、その周縁部に枠状に印刷された印刷段差部を有していて
もよい。
【００８５】
　前記タッチパネルとしては、例えば薄板ガラスやプラスチック等の基材にタッチセンサ
ーが搭載され、センサー機能を有する、フレキシブル部材を挙げることができる。
【００８６】
　また、画像表示パネル内にタッチ機能を内蔵したインセル型や偏光板と有機ＥＬの間に
タッチパネル機能を内蔵したオンセル型の画像表示パネルも、タッチパネルに包含される
ものとする。
【００８７】
　前記光学フィルムとしては、例えば偏光フィルム、位相差フィルム、光学フィルタ、反
射防止フィルム、近赤外線カットフィルム、電磁波シールドフィルム等のフレキシブルデ
ィスプレイ内部に搭載され、光学機能を発現するフレキシブル部材を挙げることができる
。
【００８８】
　前記フレキシブル有機ＥＬディスプレイパネルとしては、例えば屈曲又は湾曲可能なプ
ラスチック基板上に各種電極層や有機ＥＬ素子が形成され、また、封止膜及びパッシベー
ション膜が積層された構成の部材を挙げることができる。
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【００８９】
　本両面粘着シートの使用態様としては、有機ＥＬディスプレイパネル／本両面粘着シー
ト／離型フィルム、タッチパネル／本両面粘着シート／離型フィルム、表面保護パネル／
本両面粘着シート／離型フィルム、光学フィルム／本両面粘着シート／離型フィルムの何
れかを好適な例として挙げることができ、さらに、有機ＥＬディスプレイパネル／本両面
粘着シート／タッチパネル、有機ＥＬディスプレイパネル／本両面粘着シート／表面保護
パネル、有機ＥＬディスプレイパネル／本両面粘着シート／タッチパネル／本両面粘着シ
ート／表面保護パネル、光学フィルム／本両面粘着シート／タッチパネル、光学フィルム
／本両面粘着シート／タッチパネル／本両面粘着シート／表面保護パネルなどの構成を好
適な例として挙げることができる。
【００９０】
＜粘着剤組成物＞
　本両面粘着シートは、少なくとも（メタ）アクリル酸エステル（共）重合体（Ａ）を含
有する粘着剤組成物（以下「本粘着剤組成物」という。）から形成される。
【００９１】
　なお、本粘着剤組成物は、さらに、架橋剤（Ｂ）、光開始剤（Ｃ）、その他の成分を含
有してもよく、また、光硬化性の組成物であることが好ましい。
【００９２】
　また、本両面粘着シートは、単層構成であっても多層構成のいずれであってもよい。
【００９３】
＜（メタ）アクリル酸エステル（共）重合体（Ａ）＞
　上記（メタ）アクリル酸エステル（共）重合体（Ａ）としては、例えばアルキル（メタ
）アクリレートの単独重合体の他、これと共重合可能なモノマー成分を重合することによ
り得られる共重合体を挙げることができる。
　中でも、（メタ）アクリル酸エステル（共）重合体（Ａ）が、２成分以上の共重合成分
を含み、少なくとも１つの共重合成分が、アルキル（メタ）アクリレート及び／又は下記
共重合性モノマーＡ～Ｈの何れかであることが好ましい。
【００９４】
（１）上記共重合性モノマーＡ～Ｈの中でも下記共重合性モノマーＡ、Ｂ又はＥが特に好
ましい。
（２）また、上記共重合性モノマーＡを含まず、共重合性モノマーＢ又はＥの何れかもし
くは両方を含むことが特に好ましい。共重合性モノマーＢ又はＥの何れか若しくは両方を
含むことで、耐腐食特性、接着性及び耐湿熱白化特性の兼備が可能となる。
　なお、「共重合性モノマーＡを含まない」とは、“実質的に含まない”の意であり、完
全に含まない場合のみならず、（メタ）アクリル酸エステル（共）重合体中に、共重合性
モノマーＡが０．５質量％未満、好ましくは、０．１質量％未満で含むことを包含する。
（３）さらに、上記アルキル（メタ）アクリレートの中でも、（メタ）アクリロイル基と
３級炭素原子が結合したアルキル（メタ）アクリートが好ましい。このようなアルキル（
メタ）アクリレートを用いることで、本両面粘着シートの高温側（１００℃～１５０℃）
のせん断貯蔵弾性率（Ｇ’）をフラット化し易くなる。
【００９５】
　より具体的には、上記（メタ）アクリル酸エステル（共）重合体（Ａ）として、アルキ
ル（メタ）アクリレートと、これと共重合可能な前記アルキル（メタ）アクリレート以外
の（ａ）カルボキシル基含有モノマー（以下「共重合性モノマーＡ」とも称する。）、（
ｂ）水酸基含有モノマー（以下「共重合性モノマーＢ」とも称する。）、（ｃ）アミノ基
含有モノマー（以下「共重合性モノマーＣ」とも称する。）、（ｄ）エポキシ基含有モノ
マー（以下「共重合性モノマーＤ」とも称する。）、（ｅ）アミド基含有モノマー（以下
「共重合性モノマーＥ」とも称する。）、（ｆ）ビニルモノマー（以下「共重合性モノマ
ーＦ」とも称する。）、（ｇ）側鎖の炭素数が１～３の（メタ）アクリレートモノマー（
以下「共重合性モノマーＧ」とも称する。）及び（ｈ）マクロモノマー（以下「共重合性
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モノマーＨ」とも称する。）から選択される何れか一つ以上のモノマーを含むモノマー成
分の共重合体を挙げることができる。
【００９６】
　上記アルキル（メタ）アクリレートとしては、側鎖の炭素数が４～１８の直鎖又は分岐
アルキル（メタ）アクリレートが好ましく、側鎖の炭素数が４～１８の直鎖又は分岐アル
キル（メタ）アクリレートとしては、例えばｎ－ブチル（メタ）アクリレート、イソブチ
ル（メタ）アクリレート、ｓｅｃ－ブチル（メタ）アクリレート、ｔ－ブチル（メタ）ア
クリレート、ペンチル（メタ）アクリレート、イソペンチル（メタ）アクリレート、ネオ
ペンチル（メタ）アクリレート、ヘキシル（メタ）アクリレート、シクロヘキシル（メタ
）アクリレート、ヘプチル（メタ）アクリレート、２－エチルヘキシル（メタ）アクリレ
ート、ｎ－オクチル（メタ）アクリート、イソオクチル（メタ）アクリレート、ノニル（
メタ）アクリレート、イソノニル（メタ）アクリレート、ｔ－ブチルシクロヘキシル（メ
タ）アクリレート、デシル（メタ）アクリレート、イソデシル（メタ）アクリレート、ウ
ンデシル（メタ）アクリレート、ラウリル（メタ）アクリレート、トリデシル（メタ）ア
クリレート、テトラデシル（メタ）アクリレート、セチル（メタ）アクリレート、ステア
リル（メタ）アクリレート、イソステアリル（メタ）アクリレート、イソボルニル（メタ
）アクリレート、３，５，５－トリメチルシクロヘキサン（メタ）アクリレート、ジシク
ロペンタニル（メタ）アクリレート、ジシクロペンテニル（メタ）アクリレート、ジシク
ロペンテニルオキシエチル（メタ）アクリレート等を挙げることができる。これらは１種
又は２種以上を組み合わせて使用してもよい。
【００９７】
　上記共重合性モノマーＡとしては、例えば（メタ）アクリル酸、２－（メタ）アクリロ
イルオキシエチルヘキサヒドロフタル酸、２－（メタ）アクリロイルオキシプロピルヘキ
サヒドロフタル酸、２－（メタ）アクリロイルオキシエチルフタル酸、２－（メタ）アク
リロイルオキシプロピルフタル酸、２－（メタ）アクリロイルオキシエチルマレイン酸、
２－（メタ）アクリロイルオキシプロピルマレイン酸、２－（メタ）アクリロイルオキシ
エチルコハク酸、２－（メタ）アクリロイルオキシプロピルコハク酸、クロトン酸、フマ
ル酸、マレイン酸、イタコン酸を挙げることができる。これらは１種又は２種以上を組み
合わせてもよい。
【００９８】
　上記共重合性モノマーＢとしては、２－ヒドロキシエチル（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、３－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）アクリレート等のヒドロキシアルキル（メタ）アクリ
レート類を挙げることができる。これらは１種又は２種以上を組み合わせてもよい。
【００９９】
　上記共重合性モノマーＣとしては、例えばアミノメチル（メタ）アクリレート、アミノ
エチル（メタ）アクリレート、アミノプロピル（メタ）アクリレート、アミノイソプロピ
ル（メタ）アクリレート等のアミノアルキル（メタ）アクリレート、Ｎ－アルキルアミノ
アルキル（メタ）アクリレート、Ｎ，Ｎ－ジメチルアミノエチル（メタ）アクリレート、
Ｎ，Ｎ－ジメチルアミノプロピル（メタ）アクリレート等のＮ，Ｎ－ジアルキルアミノア
ルキル（メタ）アクリレートを挙げることができる。これらは１種又は２種以上を組み合
わせてもよい。
【０１００】
　上記共重合性モノマーＤとしては、例えばグリシジル（メタ）アクリレート、メチルグ
リシジル（メタ）アクリレート、３，４－エポキシシクロヘキシルメチル（メタ）アクリ
レート、４－ヒドロキシブチル（メタ）アクリレートグリシジルエーテルを挙げることが
できる。これらは１種又は２種以上を組み合わせてもよい。
【０１０１】
　上記共重合性モノマーＥとしては、例えば（メタ）アクリルアミド、Ｎ，Ｎ－ジメチル
（メタ）アクリルアミド、Ｎ－ブチル（メタ）アクリルアミド、Ｎ－メチロール（メタ）
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アクリルアミド、Ｎ－メチロールプロパン（メタ）アクリルアミド、Ｎ－メトキシメチル
（メタ）アクリルアミド、Ｎ－ブトキシメチル（メタ）アクリルアミド、ダイアセトン（
メタ）アクリルアミド、マレイン酸アミド、マレイミドを挙げることができる。これらは
１種又は２種以上を組み合わせてもよい。
【０１０２】
　上記共重合性モノマーＦとしては、ビニル基を分子内に有する化合物が挙げられる。こ
のような化合物としては、アルキル基の炭素数が１～１２である（メタ）アクリル酸アル
キルエステル類並びに分子内にヒドロキシル基、アミド基及びアルコキシルアルキル基等
の官能基を有する官能性モノマー類並びにポリアルキレングリコールジ（メタ）アクリレ
ート類並びに酢酸ビニル、プロピオン酸ビニル及びラウリン酸ビニル等のビニルエステル
モノマー並びにスチレン、クロロスチレン、クロロメチルスチレン、α－メチルスチレン
及びその他の置換スチレン等の芳香族ビニルモノマーを例示することができる。
　これらは１種又は２種以上を組み合わせてもよい。
【０１０３】
　上記共重合性モノマーＧとしては、メチル（メタ）アクリレート、エチル（メタ）アク
リレート、ｎ－プロピル（メタ）アクリレート、ｉ－プロピル（メタ）アクリレート等を
挙げることができる。これらは１種又は２種以上を組み合わせてもよい。
【０１０４】
　上記共重合性モノマーＨは、重合により（メタ）アクリル系（共）重合体となった際に
側鎖の炭素数が２０以上となるモノマーである。共重合性モノマーＨを用いることにより
、（メタ）アクリル系（共）重合体をグラフト共重合体とすることができる。
【０１０５】
　したがって、共重合性モノマーＨと、それ以外のモノマーの選択や配合比率によって、
グラフト共重合体の主鎖と側鎖の特性を変化させることができる。
【０１０６】
　上記共重合性モノマーＨとしては、骨格成分がアクリル系重合体又はビニル系重合体か
ら構成されるのが好ましい。マクロモノマーの骨格成分としては、例えば上記側鎖の炭素
数が４～１８の直鎖又は分岐アルキル（メタ）アクリレート、上記共重合性モノマーＡ、
後述の共重合性モノマーＧ、上記共重合性モノマーＢ等に例示されるものが挙げられ、こ
れらは単独で又は２種類以上を組み合わせて使用することができる。
【０１０７】
　マクロモノマーは、ラジカル重合性基、又はヒドロキシル基、イソシアネート基、エポ
キシ基、カルボキシル基、アミノ基、アミド基、チオール基等の官能基を有するものであ
る。マクロモノマーとしては、他のモノマーと共重合可能なラジカル重合性基を有するも
のが好ましい。ラジカル重合性基は一つあるいは二つ以上含有していてもよく、中でも一
つであるものが特に好ましい。マクロモノマーが官能基を有する場合も官能基は一つある
いは二つ以上含有していてもよく、中でも一つであるものが特に好ましい。
【０１０８】
　また、ラジカル重合性基と官能基はどちらか一方でも、両方含有していてもよい。
【０１０９】
　上記共重合性モノマーＨの数平均分子量は、５００～２万であるのが好ましく、中でも
８００以上あるいは８０００以下、その中でも１０００以上あるいは７０００以下である
のが好ましい。
【０１１０】
　マクロモノマーは、一般に製造されているもの（例えば、東亜合成社製マクロモノマー
など）を適宜使用することができる。
【０１１１】
　上記両面粘着シートのガラス転移温度（Ｔｇ）が－５０℃～－２０℃の範囲内となるよ
うに、上述した各種モノマー成分を組み合わせて得られる（メタ）アクリル酸エステル（
共）重合体（Ａ）を用いればよい。
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【０１１２】
　また、Ｔｇと貯蔵弾性率調整の観点から、（１）上記（メタ）アクリル酸エステル（共
）重合体（Ａ）としては、側鎖の炭素数が４～１８の直鎖又は分岐アルキル（メタ）アク
リレートと、共重合性モノマーＡ及び／又は共重合性モノマーＢとを含むモノマー成分の
共重合体が好ましい。中でも、（２）上記側鎖の炭素数が４～１８の直鎖又は分岐アルキ
ル（メタ）アクリレートと、共重合性モノマーＡとを含むモノマー成分の共重合体が好ま
しい。
　（メタ）アクリル酸エステル（共）重合体（Ａ）が、重合性モノマーＡを含むことによ
り、Ｔｇを低く維持することができるため、共重合性モノマーＢの選択の幅が広がり、折
り曲げ耐性と、耐湿熱白化性や接着力、耐久性などの基本的な粘着性能とのバランス化が
容易になる。
【０１１３】
　一方、本両面粘着シートの耐腐食性、耐湿熱白化性及び高温側のせん断貯蔵弾性率（Ｇ
’）のフラット性の観点からは、上記（メタ）アクリル酸エステル（共）重合体（Ａ）と
しては、共重合性モノマーＡを含まずに、側鎖の炭素数が４～１８の直鎖又は分岐アルキ
ル（メタ）アクリレートと、共重合性モノマーＢ及び／又は共重合性モノマーＥとを含む
モノマー成分の共重合体が好ましい。
【０１１４】
　また、上記の中でも、上記側鎖の炭素数が４～１８の直鎖又は分岐アルキル（メタ）ア
クリレートとして、（メタ）アクリロイル基と３級炭素原子が結合したアルキル（メタ）
アクリートを用いることがもっとも好ましい。
【０１１５】
　上記（メタ）アクリロイル基と３級炭素原子が結合したアルキル（メタ）アクリートと
しては、例えば２－エチルヘシル（メタ）アクリレート、イソオクチル（メタ）アクリレ
ート、イソノニル（メタ）アクリレート、イソデシル（メタ）アクリレート、イソブチル
（メタ）アクリレート、イソステアリル（メタ）アクリレート等を挙げることができる。
これらは１種又は２種以上使用することができる。
【０１１６】
　上記側鎖の炭素数が４～１８の直鎖又は分岐アルキル（メタ）アクリレートは、共重合
体の全モノマー成分中に、３０質量％以上９０質量％以下含有するのが好ましく、中でも
３５質量％以上あるいは８８質量％以下、その中でも特に４０質量％以上あるいは８５質
量％以下の範囲で含有するのがさらに好ましい。
【０１１７】
　上記共重合性モノマーＡは、共重合体の全モノマー成分中に１．２質量％～１５質量％
以下、中でも優れた粘着物性を得る観点から１．５質量％以上あるいは１０質量％以下、
その中でも特に２質量％以上あるいは８質量％以下の範囲で含有するのが好ましい。
【０１１８】
　上記共重合性モノマーＢは、共重合体の全モノマー成分中に０質量％以上３０質量％以
下含有されることが好ましく、中でも０質量％以上あるいは２５質量％以下、その中でも
特に１質量％以上あるいは２０質量％以下の範囲で含有されることがさらに好ましい。
【０１１９】
　上記共重合性モノマーＣは、共重合体の全モノマー成分中に０質量％以上３０質量％以
下含有されることが好ましく、中でも０質量％以上あるいは２５質量％以下、その中でも
特に０質量％以上あるいは２０質量％以下の範囲で含有されることがさらに好ましい。
【０１２０】
　上記共重合性モノマーＤは、共重合体の全モノマー成分中に０質量％以上３０質量％以
下含有されることが好ましく、中でも０質量％以上あるいは２５質量％以下、その中でも
特に０質量％以上あるいは２０質量％以下の範囲で含有されることがさらに好ましい。
【０１２１】
　上記共重合性モノマーＥは、共重合体の全モノマー成分中に０質量％以上３０質量％以
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下含有されることが好ましく、中でも０質量％以上あるいは２５質量％以下、その中でも
特に１質量％以上あるいは２０質量％以下の範囲で含有されることがさらに好ましい。
【０１２２】
　上記共重合性モノマーＦは、共重合体の全モノマー成分中に０質量％以上３０質量％以
下含有されることが好ましく、中でも０質量％以上あるいは２５質量％以下、その中でも
特に０質量％以上あるいは２０質量％以下の範囲で含有されることがさらに好ましい。
【０１２３】
　上記共重合性モノマーＧは、共重合体の全モノマー成分中に０質量％以上７０質量％以
下含有されることが好ましく、中でも３質量％以上あるいは６５質量％以下、その中でも
特に５質量％以上あるいは６０質量％以下の範囲で含有されることがさらに好ましい。
【０１２４】
　上記共重合性モノマーＨは、共重合体の全モノマー成分中に５質量％以上３０質量％以
下、中でも６質量％以上あるいは２５質量％以下、その中でも特に８質量％以上あるいは
２０質量％以下の範囲で含有されることが好ましい。
【０１２５】
　上述した他にも、無水マレイン酸、無水イタコン酸等の酸無水物基含有モノマー、ビニ
ルピロリドン、ビニルピリジン、ビニルカルバゾール等の複素環系塩基性モノマー等も必
要に応じて適宜用いることができる。
【０１２６】
　上記（メタ）アクリル酸エステル（共）重合体（Ａ）の質量平均分子量は、１０万～１
５０万、中でも１５万以上あるいは１３０万以下、その中でも特に２０万以上あるいは１
２０万以下であるのが好ましい。
【０１２７】
　また、本粘着剤組成物は、溶剤を含まない無溶剤系であることが好ましい。本粘着剤組
成物が無溶剤系であることにより、溶剤が残存せず、高温耐久性に優れる等の利点がある
。
　なお、本粘着剤組成物が無溶剤系であって、ホットメルトによって製膜する場合、上記
（メタ）アクリル酸エステル（共）重合体（Ａ）の質量平均分子量は、１０万～９０万で
あることが好ましく、中でも１５万以上或いは７５万以下であることがより好ましく、２
０万以上或いは６０万以下であることがもっとも好ましい。
　（メタ）アクリル酸エステル（共）重合体（Ａ）の質量平均分子量が、上記範囲にある
ことで、ホットメルト製膜が可能となる。
　以上の点から、（メタ）アクリル酸エステル（共）重合体（Ａ）の質量平均分子量は、
中でも１５万～７５万であることがより好ましく、その中でも２０万以上或いは６万以下
であることが最も好ましい。
【０１２８】
　（メタ）アクリル系（共）重合体（Ａ）の最も好適的な例としては、例えば２－エチル
ヘキシル（メタ）アクリレート、イソオクチル（メタ）アクリレート、イソノニル（メタ
）アクリレート、イソデシル（メタ）アクリレート、イソブチル（メタ）アクリレート、
イソステアリル（メタ）アクリレート等のモノマー成分（ａ）や、カルボキシル基をもつ
（メタ）アクリル酸、２－（メタ）アクリロイルオキシエチルヘキサヒドロフタル酸、２
－（メタ）アクリロイルオキシプロピルヘキサヒドロフタル酸、２－（メタ）アクリロイ
ルオキシエチルフタル酸、２－（メタ）アクリロイルオキシプロピルフタル酸、２－（メ
タ）アクリロイルオキシエチルマレイン酸、２－（メタ）アクリロイルオキシプロピルマ
レイン酸、２－（メタ）アクリロイルオキシエチルコハク酸、２－（メタ）アクリロイル
オキシプロピルコハク酸、クロトン酸、フマル酸、マレイン酸、イタコン酸等のモノマー
成分（ｂ）や、有機官能基等をもつ、２－ヒドロキシエチル（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、３－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）アクリレート等のヒドロキシアルキル（メタ）アクリ
レート類、（メタ）アクリルアミド、Ｎ，Ｎ－ジメチル（メタ）アクリルアミド、Ｎ－ブ
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チル（メタ）アクリルアミド、Ｎ－メチロール（メタ）アクリルアミド、Ｎ－メチロール
プロパン（メタ）アクリルアミド、Ｎ－メトキシメチル（メタ）アクリルアミド、Ｎ－ブ
トキシメチル（メタ）アクリルアミド、ダイアセトン（メタ）アクリルアミド、マレイン
酸アミド、マレイミド等のモノマー成分（ｃ）から選択される２種以上のモノマー成分を
共重合させて得られる（メタ）アクリル酸エステル共重合体を挙げることができる。
【０１２９】
　中でも、上記モノマー成分（ａ）及び（ｂ）から各々１種以上選択されるモノマー成分
を共重合させて得られる（メタ）アクリル酸エステル共重合体が好ましく、上記モノマー
成分（ａ）、（ｂ）及び（ｃ）から各々１種以上選択されるモノマー成分を共重合させて
得られる（メタ）アクリル酸エステル共重合体がより好ましい。
【０１３０】
　さらに、本両面粘着シートの耐腐食性、耐湿熱白化性及び高温側のせん断貯蔵弾性率（
Ｇ’）のフラット性の観点から、中でも、上記モノマー成分（ａ）及び（ｃ）から各々１
種以上選択されるモノマー成分を共重合させて得られる（メタ）アクリル酸エステル共重
合体がさらに好ましい。
【０１３１】
（架橋剤（Ｂ））
　本粘着剤組成物は、上記（メタ）アクリル酸エステル（共）重合体（Ａ）の他、架橋剤
（Ｂ）を含有するものであることが好ましい。
【０１３２】
　架橋剤（Ｂ）を含有することにより、上記（メタ）アクリル酸エステル（共）重合体（
Ａ）の貯蔵弾性率Ｇ’の調整が容易になる。
【０１３３】
　上記架橋剤（Ｂ）としては、少なくとも二重結合架橋を有する架橋剤が好ましい。例え
ば（メタ）アクリロイル基、エポキシ基、イソシアネート基、カルボキシル基、ヒドロキ
シル基、カルボジイミド基、オキサゾリン基、アジリジン基、ビニル基、アミノ基、イミ
ノ基、アミド基から選ばれる少なくとも１種の架橋性官能基を有する架橋剤を挙げること
ができ、１種又は２種以上を組み合わせて使用してもよい。また、架橋剤（Ｂ）が（メタ
）アクリル系共重合体（Ａ）と化学結合した態様も包含される。
【０１３４】
　中でも、多官能（メタ）アクリレートを用いるのが好ましい。ここで、多官能は２つ以
上の架橋性官能基を有するものを指す。なお、必要に応じて３つ以上、４つ以上の架橋性
官能基を有してもよい。
【０１３５】
　なお、上記架橋性官能基は、脱保護可能な保護基で保護されていてもよい。
【０１３６】
　上記多官能（メタ）アクリレートとしては、例えば１，４－ブタンジオールジ（メタ）
アクリレート、グリセリンジ（メタ）アクリレート、ネオペンチルグリコールジ（メタ）
アクリレート、グリセリングリシジルエーテルジ（メタ）アクリレート、１，６－ヘキサ
ンジオールジ（メタ）アクリレート、１，９－ノナンジオールジ（メタ）アクリレート、
トリシクロデカンジメタクリレート、トリシクロデカンジメタノールジ（メタ）アクリレ
ート、ビスフェノールＡポリエトキシジ（メタ）アクリレート、ビスフェノールＡポリプ
ロポキシジ（メタ）アクリレート、ビスフェノールＦポリエトキシジ（メタ）アクリレー
ト、エチレングリコールジ（メタ）アクリレート、ネオペンチルグリコールジ（メタ）ア
クリレート、トリメチロールプロパントリオキシエチル（メタ）アクリレート、ε-カプ
ロラクトン変性トリス（２－ヒドロキシエチル）イソシアヌレートトリ（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、プロポキシ化ペンタエリスリト
ールトリ（メタ）アクリレート、エトキシ化ペンタエリスリトールトリ（メタ）アクリレ
ート、ペンタエリスリトールテトラ（メタ）アクリレート、プロポキシ化ペンタエリスリ
トールテトラ（メタ）アクリレート、エトキシ化ペンタエリスリトールテトラ（メタ）ア
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クリレート、ジペンタエリスリトールヘキサ（メタ）アクリレート、ポリエチレングリコ
ールジ（メタ）アクリレート、トリス（アクリロキシエチル）イソシアヌレート、ペンタ
エリスリトールテトラ（メタ）アクリレート、ジペンタエリスリトールヘキサ（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、トリペンタエリスリ
トールヘキサ（メタ）アクリレート、トリペンタエリスリトールペンタ（メタ）アクリレ
ート、ヒドロキシビバリン酸ネオペンチルグリコールジ（メタ）アクリレート、ヒドロキ
シビバリン酸ネオペングリコールのε－カプロラクトン付加物のジ（メタ）アクリレート
、トリメチロールプロパントリ（メタ）アクリレート、トリメチロールプロパンポリエト
キシトリ（メタ）アクリレート、ジトリメチロールプロパンテトラ（メタ）アクリレート
等の紫外線硬化型の多官能（メタ）アクリル系モノマーの他、ポリエステル（メタ）アク
リレート、エポキシ（メタ）アクリレート、ウレタン（メタ）アクリレート、ポリエーテ
ル（メタ）アクリレート等の多官能（メタ）アクリル系オリゴマーを挙げることができる
。これらは１種又は２種以上を組み合わせてもよい。
【０１３７】
　架橋剤（Ｂ）の含有量は、上記（メタ）アクリル酸エステル（共）重合体（Ａ）１００
質量部に対して０．５～５０質量部、中でも１質量部以上あるいは４０質量部以下、その
中でも５質量部以上あるいは３０質量部以下の割合であるのが好ましい。
【０１３８】
　架橋剤（Ｂ）を上記範囲で含有することで、本両面粘着シートの形状安定性等をバラン
ス化しやすくなる。
【０１３９】
（光開始剤（Ｃ））
　本粘着剤組成物は、上記（メタ）アクリル酸エステル（共）重合体（Ａ）及び架橋剤（
Ｂ）の他、光開始剤（Ｃ）を含有するものであることが好ましい。
【０１４０】
　光開始剤（Ｃ）は、前述の架橋剤（Ｂ）の架橋反応における反応開始助剤としての機能
を果たすものである。光開始剤（Ｃ）の中でも、波長３８０ｎｍ以下の紫外線に感応する
光開始剤が、架橋反応の制御のしやすさの観点から好ましい。
【０１４１】
　一方、波長３８０ｎｍより長波長の光に感応する光開始剤は、高い光反応性を得られる
点及び、感応する光が、本粘着剤組成物をシート状に賦形した場合に、シートの深部まで
到達しやすい点で好ましい。
【０１４２】
　光開始剤は、ラジカル発生機構によって大きく２つに分類され、光開始剤自身の単結合
を開裂分解してラジカルを発生させることができる開裂型光開始剤と、光励起した開始剤
と系中の水素供与体とが励起錯体を形成し、水素供与体の水素を転移させることができる
水素引抜型光開始剤と、に大別される。
【０１４３】
　これらのうちの開裂型光開始剤は、光照射によってラジカルを発生する際に分解して別
の化合物となり、一度励起されると開始剤としての機能をもたなくなる。このため、架橋
反応が終了した後の粘着材中に活性種として残存することがなく、粘着材に予期せぬ光劣
化等をもたらす可能性がないため、好ましい。
【０１４４】
　他方、水素引抜型光開始剤は、紫外線などの活性エネルギー線照射によるラジカル発生
反応時に、開裂型光開始剤のような分解物を生じないので、反応終了後に揮発成分となり
にくく、被着体へのダメージを低減させることができる点で有用である。
【０１４５】
　また、本発明においては、光開始剤（Ｃ）として、水素引抜型開始剤を用いることが特
に好ましい。水素引抜型光開始剤を用いることで、（メタ）アクリル酸エステル（共）重
合体（Ａ）同士の架橋反応が生じ、本両面粘着シートの高温側のせん断貯蔵弾性率（Ｇ’
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）をフラットにし易くなる。中でも特に、質量平均分子量が１０万～９０万と比較的低い
範囲の（メタ）アクリル酸エステル（共）重合体（Ａ）を使用する場合には、水素引抜型
光開始剤を用いることで、本両面粘着シートの高温側のせん断貯蔵弾性率（Ｇ’）をフラ
ットにし易くなる。
【０１４６】
　また、上記と同様の理由から、（メタ）アクリル酸エステル（共）重合体（Ａ）を構成
する（共）重合体成分として、光を受光するとラジカル活性種を発生する単量体を用いる
ことも好ましい。このような単量体としては、ベンゾフェノン構造、ベンジル構造、ｏ－
ベンゾイル安息香酸エステル構造、チオキサントン構造、３－ケトクマリン構造、２－エ
チルアントラキノン構造、及びカンファーキノン構造を有し、（メタ）アクリル酸エステ
ル（共）重合体（Ａ）分子から水素ラジカルを引き抜くことができるものを挙げることが
できる。
【０１４７】
　より具体的には、４－アクリロイルオキシベンゾフェノン、４－アクリロイルオキシエ
トキシベンゾフェノン、４－アクリロイルオキシ－４’－メトキシベンゾフェノン、４－
アクリロイルオキシエトキシ－４’－メトキシベンゾフェノン、４－アクリロイルオキシ
－４’－ブロモベンゾフェノン、４－アクリロイルオキシエトキシ－４’－ブロモベンゾ
フェノン、４－メタクリロイルオキシベンゾフェノン、４－メタクリロイルオキシエトキ
シベンゾフェノン、４－メタクリロイルオキシ－４’－メトキシベンゾフェノン、４－メ
タクリロイルオキシエトキシ－４’－メトキシベンゾフェノン、４－メタクリロイルオキ
シ－４’－ブロモベンゾフェノン、４－メタクリロイルオキシエトキシ－４’－ブロモベ
ンゾフェノン及びこれらの混合物等のベンゾフェノン構造を有するアクリルモノマーを例
示することができる。
【０１４８】
　上記開裂型光開始剤としては、例えば２，２－ジメトキシ－１，２－ジフェニルエタン
－１－オン、１－ヒドロキシシクロヘキシルフェニルケトン、２－ヒドロキシ－２－メチ
ル－１－フェニル－プロパン－１－オン、１－（４－（２－ヒドロキシエトキシ）フェニ
ル）－２－ヒドロキシ－２－メチル－１－プロパン－１－オン、２－ヒロドキシ－１－［
４－｛４－（２－ヒドロキシ－２－メチル－プロピオニル）ベンジル｝フェニル］－２－
メチル－プロパン－１－オン、オリゴ（２－ヒドロキシ－２－メチル－１－（４－（１－
メチルビニル）フェニル）プロパノン）、フェニルグリオキシリック酸メチル、２－ベン
ジル－２－ジメチルアミノ－１－（４－モルフォリノフェニル）ブタン－１－オン、２－
（４－メチルベンジル）－２－ジメチルアミノ－１－（４－モルフォリノフェニル）ブタ
ン－１－オン、２－メチル－１－［４－（メチルチオ）フェニル］－２－モルフォリノプ
ロパン－１－オン、２－（ジメチルアミノ）－２－［（４－メチルフェニル）メチル］－
１－［４－（４－モルホリニル）フェニル］－１－ブタノン、１，２－オクタンジオン，
１－（４－（フェニルチオ），２－（ｏ－ベンゾイルオキシム））、１－［９－エチル－
６－（２－メチルベンゾイル）－９Ｈ－カルバゾール－３－イル］－エタノン１－（Ｏ－
アセチルオキシム)、ビス（２，４，６－トリメチルベンゾイル）－フェニルフォスフィ
ンオキサイド、２，４，６－トリメチルベンゾイルジフェニルフォスフィンオキサイド、
（２，４，６－トリメチルベンゾイル）エトキシフェニルホスフィンオキサイド、ビス（
２，６－ジメトキシベンゾイル）２，４，４－トリメチルペンチルフォスフィンオキサイ
ドや、それらの誘導体などを挙げることができる。
【０１４９】
　前記水素引抜型光開始剤としては、例えばベンゾフェノン、４－メチル-ベンゾフェノ
ン、２，４，６－トリメチルベンゾフェノン、４－フェニルベンゾフェノン、３，３‘－
ジメチル－４－メトキシベンゾフェノン、４－（メタ）アクリロイルオキシベンゾフェノ
ン、４－［２－（（メタ）アクリロイルオキシ）エトキシ］ベンゾフェノン、４－（メタ
）アクリロイルオキシ－４’－メトキシベンゾフェノン、２－ベンゾイル安息香酸メチル
、ベンゾイルギ酸メチル、ビス（２－フェニル－２－オキソ酢酸）オキシビスエチレン、
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４－（１，３－アクリロイル－１，４，７，１０，１３－ペンタオキソトリデシル）ベン
ゾフェノン、チオキサントン、２－クロロチオキサントン、３－メチルチオキサントン、
２，４－ジメチルチオキサントン、アントラキノン、２－メチルアントラキノン、２－エ
チルアントラキノン、２－ｔｅｒｔ－ブチルアントラキノン、２－アミノアントラキノン
、カンファーキノンやその誘導体などを挙げることができる。ただし、光開始剤（Ｃ）と
して上記に挙げた物質に限定するものではない。上記に挙げた光開始剤（Ｃ）のうちのい
ずれか一種またはその誘導体を使用してもよいし、二種以上を組み合わせて使用してもよ
い。
【０１５０】
　この中でも、光に対する感応性が高く、かつ反応後に分解物となり消色する点では、ビ
ス（２，４，６－トリメチルベンゾイル）－フェニルフォスフィンオキサイド、２，４，
６－トリメチルベンゾイルジフェニルフォスフィンオキサイド、（２，４，６－トリメチ
ルベンゾイル）エトキシフェニルホスフィンオキサイド、ビス（２，６－ジメトキシベン
ゾイル）２，４，４－トリメチルペンチルフォスフィンオキサイド等のアシルホスフィン
オキサイド系光開始剤が好ましい。
【０１５１】
　また、反応制御のし易さからは、光開始剤（Ｃ）として、ベンゾフェノン、４－メチル
－ベンゾフェノン、２，４，６－トリメチルベンゾフェノン、４－フェニルベンゾフェノ
ン、３，３‘－ジメチル－４－メトキシベンゾフェノン、４－（メタ）アクリロイルオキ
シベンゾフェノン、４－［２－（（メタ）アクリロイルオキシ）エトキシ］ベンゾフェノ
ン、４－（メタ）アクリロイルオキシ－４’－メトキシベンゾフェノン、２－ベンゾイル
安息香酸メチル、ベンゾイルギ酸メチルなどを用いるのが好ましい。
【０１５２】
　光開始剤（Ｃ）の含有量は特に制限されるものではない。目安としては、（メタ）アク
リル酸エステル（共）重合体（Ａ）１００質量部に対して０．１～１０質量部、中でも０
．５質量部以上あるいは５質量部以下、その中でも１質量部以上あるいは３質量部以下の
割合で含有するのが好ましい。光開始剤（Ｃ）の含有量を上記範囲とすることで、活性エ
ネルギー線に対する適度な反応感度を得ることができる。
【０１５３】
　さらに、光開始剤（Ｃ）成分に加えて増感剤を使用することも可能である。増感剤とし
ては、特に限定はなく、光開始剤に用いられる増感剤であれば問題なく使用できる。例え
ば芳香族アミン、アントラセン誘導体、アントラキノン誘導体、クマリン誘導体、チオキ
サントン誘導体、フタロシアニン誘導体等や、ベンゾフェノン、キサントン、チオキサン
トン、ミヒラーケトン、９，１０－フェナントラキノンなどの芳香族ケトン及びこれらの
誘導体などを挙げることができる。
【０１５４】
（その他の成分）
　本粘着剤組成物は、上述した（メタ）アクリル酸エステル（共）重合体（Ａ）、架橋剤
（Ｂ）及び光開始剤（Ｃ）の他にも、通常の粘着組成物に配合されている公知の成分を含
有してもよい。例えば粘着付与樹脂、酸化防止剤、光安定化剤、金属不活性化剤、防錆剤
、老化防止剤、吸湿剤、加水分解防止剤、帯電防止剤、消泡剤、無機粒子などの各種の添
加剤を適宜含有させることが可能である。本粘着剤組成物は、中でも、防錆剤を含有する
ことが好ましく、具体的には、ベンゾトリアゾール、イミダゾール、トリアゾール、テト
ラゾール、チアゾール及びこれらの誘導体からなる群より選択される防錆剤を使用するこ
とが好ましい。
【０１５５】
　また、必要に応じて反応触媒（三級アミン系化合物、四級アンモニウム系化合物、ラウ
リル酸スズ化合物など）を、適宜含有してもよい。
【０１５６】
＜ガラス転移温度（Ｔｇ）＞
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　本両面粘着シートは、ガラス転移温度（Ｔｇ）が、－５０℃～－２０℃の範囲内にある
。
　なお、本両面粘着シートが多層の場合、各層全ての粘着剤層のガラス転移温度（Ｔｇ）
が上記範囲にある必要はなく、複数の粘着剤層から構成された粘着剤層全体、すなわち、
本両面粘着シートのガラス転移温度が上記範囲にあれば良い。
【０１５７】
　これまでは、特許文献５に開示されているように、ガラス転移温度が－５５℃を超える
と、折り曲げ時の耐久性を維持できないと考えられていた。
【０１５８】
　しかしながら、本発明者は、単にガラス転移温度の数値のみで折り曲げ耐久性が決定さ
れるものではなく、下述する貯蔵弾性率Ｇ’との関係が重要であること、さらには、下述
する貯蔵弾性率Ｇ’の範囲内の両面粘着シートでは、むしろガラス転移温度を比較的高め
に設定することで、折り曲げ耐久性だけでなく、より優れた加工性を発現できることを見
出した。
【０１５９】
　以上のような観点から、上記粘着剤層のガラス転移温度（Ｔｇ）は、－５０℃～－２０
℃であることが好ましく、－３０℃～－２５℃であることが最も好ましい。
【０１６０】
　なお、ガラス転移温度（Ｔｇ）を上記の範囲内とするためには、上述したモノマーから
適宜選択したモノマーを含むモノマー成分から構成される（メタ）アクリル酸エステル（
共）重合体（Ａ）を用いればよい。
【０１６１】
＜貯蔵弾性率Ｇ’＞
　本両面粘着シートは、周波数１Ｈｚ、温度１００℃における貯蔵弾性率Ｇ’が、２．０
×１０３～３．０～１０４Ｐａの範囲内にあるものである。
【０１６２】
　これまでは、特許文献５に開示されているように、低温（－２０℃）での貯蔵弾性率Ｇ
’を比較的低く、高温（８５℃での）貯蔵弾性率Ｇ’を比較的高く設定することで、折り
曲げ耐久性を高めることができるとされていたが、本発明者は、下述するような投影試験
を利用して、折り曲げ試験後の両面粘着シートの状態を深く観察すると、このような粘弾
性特性を有するような両面粘着シート設計では折れ痕が観察され得ることを発見した。
【０１６３】
　そして、従来のように、単に低温（－２０℃）での貯蔵弾性率Ｇ’を比較的低く、高温
（８５℃での）貯蔵弾性率Ｇ’を比較的高く設定するのではなく、ある特定領域の粘弾性
特性を有する、両面粘着シートの設計とすることで、折り曲げ耐久性を高められることだ
けでなく、より優れた加工性を発現できることを見出した。
【０１６４】
　このことは、高分子材料における温度－時間換算則によって説明することができる。
　すなわち、本両面粘着シートが、折り曲げ耐久性を有するには、何万回レベルの繰り返
し折り曲げ試験、言い換えると、繰り返し動作に対する耐性を備えなければならない。
　このように、高分子材料が繰り返し動作に対する耐性を具備する為には、高分子材料の
長時間側の粘弾性挙動、すなわち温度－時間換算則では、高分子材料の高温側の粘弾性挙
動が関係してくることになる。
　そして、本発明者らは、本粘着シートの高温側の粘弾性挙動に着目して、検討を重ねる
ことにより、温度１００℃の領域における粘弾性挙動が折り曲げ耐久性に大きく寄与する
ことを見出したのである。
【０１６５】
　以上のような観点から、本両面粘着シートは、周波数１Ｈｚ、温度１００℃における貯
蔵弾性率Ｇ’が、３．０×１０３～２．０×１０４であることがより好ましく、４×１０
２Ｐａ～１．０×１０４Ｐａであることが最も好ましい。
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【０１６６】
　また、本両面粘着シートは、周波数１Ｈｚ、温度５０℃における貯蔵弾性率Ｇ’が、３
×１０２Ｐａ～４×１０４Ｐａであることが好ましい。
【０１６７】
　温度１００℃における貯蔵弾性率Ｇ’が上述の範囲内であることに加えて、温度５０℃
での貯蔵弾性率Ｇ’が、このような範囲にあることにより、広い温度範囲で折り曲げ耐久
性を高めることができる。
【０１６８】
　上記の観点から、周波数１Ｈｚ、温度５０℃における貯蔵弾性率Ｇ’は、５．０×１０
２Ｐａ～３．０×１０４Ｐａであることがより好ましく、１．０×１０３Ｐａ～１．０×
１０４Ｐａであることが最も好ましい。
【０１６９】
　さらに、本両面粘着シートは、周波数１Ｈｚ、温度－２０℃における貯蔵弾性率Ｇ’が
１．５×１０５を超えることが好ましく、１．６×１０５～１．０×１０７Ｐａであるこ
とがより好ましく、３．０×１０５～５．０×１０６Ｐａであることがさらに好ましく、
４．３×１０５～１．０×１０６Ｐａであることがもっとも好ましい。
　温度－２０℃（低温）でのせん断貯蔵弾性率（Ｇ’）が上記の範囲内にあれば、室温で
の粘着性やタック性を損なうことなく折り曲げ耐性を付与しやすいため、接着力や耐久性
、加工時や貼合時のハンドリング性が向上する等の利点を有することができる。
【０１７０】
　なお、上記貯蔵弾性率Ｇ’の範囲内とするためには、両面粘着シートの構成成分として
、上述したモノマーを含むモノマー成分の（共）重合体（Ａ）を用いればよく、架橋剤（
Ｂ）及び／又は光開始剤（Ｃ）を含むことが最も好ましい。
【０１７１】
　また、両面粘着シートへの紫外線の照射量を調整することでも上記貯蔵弾性率Ｇ’の範
囲内とすることができる。この際、紫外線の照射量は、５０００ｍＪ／ｃｍ２以下とする
のが好ましく、より好ましくは４０００ｍＪ／ｃｍ２以下であり、さらに好ましくは３０
００ｍＪ／ｃｍ２以下であり、最も好ましくは２０００ｍＪ／ｃｍ２以下である。
　また、上記と同様の理由から、紫外線の照射量は、２５０ｍＪ／ｃｍ２以上とすること
が好ましく、５００ｍＪ／ｃｍ２以上とすることがさらに好ましく、１０００ｍＪ／ｃｍ
２以上とすることが最も好ましい。
【０１７２】
　上記に加えて、本両面粘着シートは、横軸に温度、縦軸にせん断貯蔵弾性率（Ｇ’）の
対数をプロットした貯蔵弾性率－温度グラフにおいて、周波数１Ｈｚ、温度１００℃にお
ける貯蔵弾性率Ｇ’（１００）と、周波数１Ｈｚ、温度１５０℃における貯蔵弾性率Ｇ’
（１５０）との２点間を通る指数曲線を作成したとき、該指数曲線の底の自然対数が－０
．０１０以上となることが好ましい。
【０１７３】
　上記について詳述する。
　フレキシブルディスプレイは、実使用環境下においては、様々な折り曲げ速度に対する
耐性を具備しなければならない。
　また、屈曲試験においても、屈曲開始から屈曲終了時までは屈曲試験機の構造、フィル
ム積層体のたわみ等によって、両面粘着シートが屈曲する角速度は常に変化していること
が予測される。
　このように、屈曲試験においては、両面粘着シートは、さまざまな速度で変形する。こ
のため特に、フレキシブルディスプレイに用いられる両面粘着シートには、想定される様
々な速度領域において、上述した「座屈」や「流れ」が生じないことが求められる。
【０１７４】
　このことを先の温度－時間換算則を用いて言い換えると、フレキシブルディスプレイに
用いられる粘着材においては、様々な温度領域で粘弾性挙動が安定していることが求めら
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れるということがいえる。
【０１７５】
　そして、上記の通り、本発明者は、高温側（温度１００℃）のせん断の貯蔵弾性率（Ｇ
’）を特定範囲にすることで、両面粘着シートに高い折り曲げ耐性を具備させられること
を見出したが、この点をさらに発展させ、特に１００℃～１５０℃における粘弾性カーブ
をフラットにすることで、さらに実使用環境下に近い条件下においても、高い折り曲げ耐
久性を具備させられることを見出したのである。
【０１７６】
　以上の通りであり、周波数１Ｈｚ、温度１００℃における貯蔵弾性率Ｇ’（１００）と
、周波数１Ｈｚ、温度１５０℃における貯蔵弾性率Ｇ’（１５０）との２点間を通る指数
曲線を作成したとき、その指数曲線の底の自然対数が－０．０１０以上とは、温度１００
℃～１５０℃の粘弾性挙動がフラットに近いことを意味する。
【０１７７】
　したがって、かかる観点から、上記自然対数は、０．００に近いほど好ましく、－０．
０１０以上０．０１０以下であることが好ましく、－０．００７以上０．００７以下であ
ることがより好ましく、－０．００３以上０．００３以下であることがもっとも好ましい
。
【０１７８】
＜両面粘着シートの厚み＞
　本両面粘着シートの厚みは、１０μｍ以上１５０μｍ以下である。
【０１７９】
　通常、両面粘着シートの厚みの二乗に比例して折り曲げ時の圧縮応力が高くなる為、本
両面粘着シートの貯蔵弾性率Ｇ’を上記範囲内にすると共に本両面粘着シートの厚みを上
記の範囲内とすることにより、折り曲げ試験において折れ痕の発生を抑えることができる
。本両面粘着シートの厚みが１５０μｍ以上になると、圧縮応力に耐えられなくなり、折
り曲げ試験後のサンプルに折れが発生しやすくなり、折り曲げ耐久性が低下する虞がある
。
【０１８０】
　以上の観点から、本両面粘着シートの厚みは２０μｍ以上１２０μｍ以下とすることが
より好ましく、２５μｍ以上１００μｍ以下とすることが最も好ましい。
【０１８１】
（両面粘着シートの製造方法）
　本両面粘着シートの製造方法としては、公知の製造方法を採用することができる。以下
に、その一例を示す。
【０１８２】
　上述した（メタ）アクリル酸エステル（共）重合体（Ａ）並びに必要に応じて架橋剤（
Ｂ）、光開始剤（Ｃ）及びその他任意成分を所定量混合して、本粘着剤組成物を作製する
。
【０１８３】
　これらの混合方法としては、特に制限されず、各成分の混合順序も特に限定されない。
【０１８４】
　また、本粘着剤組成物製造時に熱処理工程を入れてもよく、この場合は、予め、本粘着
剤組成物の各成分を混合してから熱処理を行うことが望ましい。各種の混合成分を濃縮し
てマスターバッチ化したものを使用してもよい。
【０１８５】
　また、混合する際の装置も特に制限されず、例えば万能混練機、プラネタリミキサー、
バンバリーミキサー、ニーダー、ゲートミキサー、加圧ニーダー、三本ロール、二本ロー
ルを用いることができる。必要に応じて溶剤を用いて混合してもよい。
　また、本粘着剤組成物は、上述のとおり、溶剤を含まない無溶剤系として使用すること
できる。無溶剤系として使用することで溶剤が残存せず、耐熱性及び耐光性が高まるとい
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う利点も備えることができる。
【０１８６】
　上述のようにして調整した本粘着剤組成物を、例えば紫外線を照射して硬化させ、単層
又は多層のシート状の粘着剤層（硬化後の粘着剤層）を形成することで、本両面粘着シー
トを製造することができる。紫外線の照射量は、上述したように、５０００ｍＪ／ｃｍ２

以下とするのが好ましく、より好ましくは４０００ｍＪ／ｃｍ２以下であり、さらに好ま
しくは３０００ｍＪ／ｃｍ２以下である。
【０１８７】
　さらに、本粘着剤組成物は、（メタ）アクリル系（共）重合体（Ａ）を構成するモノマ
ー成分並びに必要に応じて架橋剤（Ｂ）、光開始剤（Ｃ）及びその他の任意成分を含む組
成物としておき、これを両面粘着シート、とりわけ、フレキシブルディスプレイ用両面粘
着シートとして使用する際に、光照射し重合反応を進行させて（メタ）アクリル系（共）
重合体（Ａ）が生成されるようにして使用することもできる。
【０１８８】
　本両面粘着シートは、被着体に本粘着剤組成物を直接塗布し、単層又は多層のシート状
の粘着剤層（硬化後の粘着剤層）を形成して使用する以外にも、離型フィルム上に単層又
は多層のシート状の粘着剤層（硬化後の粘着剤層）を成型した離型フィルム付き両面粘着
シートとすることもできる。
【０１８９】
　かかる離型フィルムの材質としては、例えばポリエステルフィルム、ポリオレフィンフ
ィルム、ポリカーボネートフィルム、ポリスチレンフィルム、アクリルフィルム、トリア
セチルセルロースフィルム、フッ素樹脂フィルム等を挙げることができる。これらの中で
も、ポリエステルフィルム及びポリオレフィンフィルムが特に好ましい。
【０１９０】
　離型フィルムの厚みは特に制限されない。中でも、例えば加工性及びハンドリング性の
観点からは、２５μｍ～５００μｍであるのが好ましく、その中でも３８μｍ以上あるい
は２５０μｍ以下、その中でも５０μｍ以上あるいは２００μｍ以下であるのがさらに好
ましい。
【０１９１】
　なお、本両面粘着シートは、上記の様に被着体や離型フィルムを使用せずに、本粘着剤
組成物を直接に押出成形する方法や、型に注入することによって成形する方法を採用する
こともできる。
【０１９２】
　さらには、被着体である画像表示装置構成用部材間に本粘着剤組成物を直接充填するこ
とによって、両面粘着シートの態様とすることもできる。
【０１９３】
≪画像表示装置構成用フレキシブル部材を有する積層体≫
　画像表示装置構成用フレキシブル部材を有する本発明の積層体（以下「本積層体」とも
称する。）は、上述した特性を有する本両面粘着シートと、画像表示装置構成用フレキシ
ブル部材とが積層された構成を有するものである。
【０１９４】
　画像表示装置構成用フレキシブル部材としては、とりわけ、上述したフレキシブル部材
を挙げることができ、中でも、屈曲又は湾曲可能な樹脂フィルムやガラス等からなる基材
を有する、表面保護パネル、タッチパネル、光学フィルム及び有機ＥＬ（Electronic Lum
inescent）ディスプレイパネルからなる群のうち２種類以上の組み合わせであることが好
ましい。
　これらの中でも、少なくとも１つの画像表示装置構成用フレキシブル部材が、フレキシ
ブル部材であることが好ましく、とりわけ、フレキシブル有機ＥＬ（Electronic Lumines
cent）ディスプレイパネルであることが好ましい。
【０１９５】
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　また、本積層体の構成としては、有機ＥＬディスプレイパネル／本両面粘着シート／離
型フィルム、タッチパネル／本両面粘着シート／離型フィルム、表面保護パネル／本両面
粘着シート／離型フィルム、光学フィルム／本両面粘着シート／離型フィルムの何れかを
好適な例として挙げることができ、また、有機ＥＬディスプレイパネル／本両面粘着シー
ト／タッチパネル、有機ＥＬディスプレイパネル／本両面粘着シート／表面保護パネル、
有機ＥＬディスプレイパネル／本両面粘着シート／タッチパネル／本両面粘着シート／表
面保護パネル、光学フィルム／本両面粘着シート／タッチパネル、光学フィルム／本両面
粘着シート／タッチパネル／本両面粘着シート／表面保護パネルの何れかを好適な例とし
て挙げることができる。
　さらに、本積層体は、曲面形状を有していることが好ましい。具体的には、本積層体の
外形が円弧状やその他の曲面である場合を挙げることができる。さらに具体的には、円弧
状、懸垂線状、放物線状、ベジェ曲線状、スプライン曲線状、たわみ曲線、その他の曲面
形状を有する、表面保護パネルを備えた積層体を挙げることができる。
【０１９６】
≪両面粘着シートの使用≫
　画像表示装置構成用フレキシブル部材の貼合において、上述した本両面粘着シートを用
いると、該部材を折り曲げて使用した場合であっても、粘着材がはみ出したり、凝集破壊
したりすることなく、また、両面粘着シートに折れ痕が付くこともない。
【０１９７】
　このように、本両面粘着シートは、高い折り曲げ耐久性を有する為、２つの屈曲又は湾
曲可能な画像表示装置構成用フレキシブル部材の貼合に好適に使用することができる。
【０１９８】
　画像表示装置構成用フレキシブル部材としては、とりわけ、上述したフレキシブル部材
を挙げることができ、中でも、屈曲又は湾曲可能な樹脂フィルムやガラス等からなる基材
を有する、表面保護パネル、タッチパネル、光学フィルム及び有機ＥＬディスプレイパネ
ルからなる群のうち２種類以上の組み合わせであることが好ましい。
　これらの中でも、少なくとも１つの画像表示装置構成用フレキシブル部材が、フレキシ
ブル部材であることが好ましく、とりわけ、フレキシブル有機ＥＬ（Electronic Lumines
cent）ディスプレイパネルであることが好ましい。
【０１９９】
≪積層体形成キット≫
　本積層体を形成するための本発明の積層体形成キット（以下、「本キット」とも称する
）は、画像表示装置構成用フレキシブル部材と、該フレキシブル部材に貼合するための両
面粘着シートとを有し、該両面粘着シートが上述した本両面粘着シートであることを特徴
とするものである。
　本積層体を形成するための積層体形成キットとは、本積層体を形成するための材料一式
の意味であり、材料同士は接合されていない状態での組み合わせである。
【０２００】
　画像表示装置構成用フレキシブル部材としては、とりわけ、上述したフレキシブル部材
を挙げることができ、中でも、屈曲又は湾曲可能な樹脂フィルムやガラス等からなる基材
を有する、表面保護パネル、タッチパネル、光学フィルム及び有機ＥＬ（Electronic Lum
inescent）ディスプレイパネルからなる群のうち２種類以上の組み合わせであることが好
ましい。
　これらの中でも、少なくとも１つの画像表示装置構成用フレキシブル部材が、フレキシ
ブル部材であることが好ましく、とりわけ、フレキシブル有機ＥＬ（Electronic Lumines
cent）ディスプレイパネルであることが好ましい。
【０２０１】
《語句の説明》
　本明細書において「Ｘ～Ｙ」（Ｘ，Ｙは任意の数字）と表現する場合、特にことわらな
い限り「Ｘ以上Ｙ以下」の意と共に、「好ましくはＸより大きい」或いは「好ましくはＹ
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より小さい」の意も包含する。
　また、「Ｘ以上」（Ｘは任意の数字）或いは「Ｙ以下」（Ｙは任意の数字）と表現した
場合、「Ｘより大きいことが好ましい」或いは「Ｙ未満であることが好ましい」旨の意図
も包含する。
　一般的に「シート」とは、ＪＩＳにおける定義上、薄く、その厚さが長さと幅のわりに
は小さく平らな製品をいい、一般的に「フィルム」とは、長さ及び幅に比べて厚さが極め
て小さく、最大厚さが任意に限定されている薄い平らな製品で、通常、ロールの形で供給
されるものをいう（日本工業規格ＪＩＳＫ６９００）。しかし、シートとフィルムの境界
は定かでなく、本発明において文言上両者を区別する必要がないので、本発明においては
、「フィルム」と称する場合でも「シート」を含むものとし、「シート」と称する場合で
も「フィルム」を含むものとする。
【実施例】
【０２０２】
　以下、実施例により本発明を具体的に説明するが、本発明は、以下の実施例により何ら
限定されるものではない。
　なお、以下の実施例及び比較例において、下記の物性測定、処理については、下記条件
で行った。
【０２０３】
＜折り曲げ試験＞
（１）実施例及び比較例で作製した両面粘着シート１～１６を、５０ｍｍ×１００ｍｍに
裁断し、ＰＥＴフィルム厚み０．３８ｍｍ×５０ｍｍ×１００ｍｍに貼合する。
（２）貼合したサンプルをＰＥＴ（０．１ｍｍ×５０ｍｍ×１００ｍｍ）と貼合した積層
体を作製する。
（３）ＰＥＴ３８μｍを内側として、作製された積層体を、折り曲げ試験機ＤＬＤＭＬＨ
－ＦＳ（ユアサシステム製）を用いて、次の試験条件で試験を行う。
・曲率半径ｒ＝３ｍｍ
・試験速度＝６０ｒｐｍ
・試験回数＝１０万回
（４）試験後の積層体を目視観察し、両面粘着シートに折れ痕のついているものと、被着
体に両面粘着シートの剥がれがあるものを「×」、目視観察で変化のないものを「○」と
して評価した。
【０２０４】
　なお、前記目視観察において、図１に示すような投影試験による観察を行った。
　投影機とスクリーンの間に折り曲げ試験後のサンプルを設置し、スクリーンに映った折
り曲げ試験後のサンプルに歪みの有無で、両面粘着シートに折れ痕のついているものと、
被着体からの両面粘着シートの剥がれを判別した。
【０２０５】
＜貯蔵弾性率Ｇ’及びガラス転移温度の測定＞
　実施例及び比較例で作製した両面粘着シート１～１６の貯蔵弾性率Ｇ’は、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　ＲＤＡＩＩ」を用いて剪断法
により、次の条件で測定した。
・治具：Φ２５ｍｍパラレルプレート
・歪み：０．５％
・周波数：１Ｈｚ
・温度：－７０～２００℃（－７０℃から昇温速度３℃／ｍｉｎで測定）
・試料厚さ：５００μｍ
【０２０６】
　なお、実施例及び比較例で作製した両面粘着シート１～１６の厚みは、５００μｍに満
たないので、それぞれ５００μｍの厚さになるまで粘着剤層を積層することで調整した。
【０２０７】
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　実施例及び比較例で作製した両面粘着シート１～１６を、それぞれ粘着剤層が１ｍｍの
厚さになるまで積層し、これをガラス転移温度の測定サンプルとした。
【０２０８】
　上記測定サンプルについて、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　ＲＤＡＩＩ」を用いて剪断法により、次の条件で測定した時のＴａｎδの極
大値を示す温度を読み取った。当該温度をガラス転移温度とした。
・治具：Φ２５ｍｍパラレルプレート
・歪み：０．５％
・周波数：１Ｈｚ
【０２０９】
＜銅薄膜変色試験＞
　ガラス基板（４５ｍｍ×４５ｍｍ）上に、厚さ５０Åの銅薄膜を形成し、銅薄膜変色試
験用ガラス基板を作製した。
【０２１０】
　上記実施例及び比較例で作製した粘着シートの片面の剥離フィルムを剥がし、その露出
面にＰＥＴフィルム（東洋紡績社製、商品名「コスモシャインＡ４１００」、１２５μｍ
）をハンドローラーにて貼着した。次に、４５ｍｍ×４５ｍｍのサイズにカットしたのち
、残る剥離フィルムを剥がして、銅薄膜変色試験用銅ガラス基板に該粘着シートをハンド
ローラーにて貼着した。
【０２１１】
　当該銅薄膜変色試験用サンプル（粘着シート付銅薄膜変色試験用ガラス基板）を、８５
℃・８５％ＲＨ環境下で約１時間保管し、保管後、当該銅薄膜変色試験用サンプルの色味
の変化を目視で確認し、銅薄膜に由来する灰色が残っているものを○（良好、ｇｏｏｄ）
、ほぼ透明になってしまっているものを×（不良、ｐｏｏｒ）と判定した。
【０２１２】
［実施例１］
　アクリル酸エステル共重合体ポリマーＡ：１００重量部に対し、光開始剤として日本シ
イベルヘグナー社製の商品名「エザキュア　ＴＺＴ」（４－メチルベンゾフェノン）：０
．６重量部と、架橋モノマーとして大阪有機化学社製の商品名「ビスコートＶ２６０（１
，９－ノナンジオールジアクリレート）」：１．０重量部とを添加して紫外線硬化型の粘
着剤組成物１を得た。
【０２１３】
　なお、前記アクリル酸エステル共重合体ポリマーＡの組成は、ｎ－ブチルアクリレート
：７８．４質量％、２－エチルヘキシルアクリレート：１９．６質量％、アクリル酸：２
．０質量％を共重合させたもので、ＧＰＣ測定による前記アクリル酸エステル共重合体ポ
リマーＡのＭｗは４１３，０００であり、Ｍｎは１４５，０００であり、Ｍｗ／Ｍｎは２
．９であって、理論Ｔｇは－５７℃である。
【０２１４】
　前記粘着剤組成物１を、厚さ７５μｍと厚さ１００μｍのポリエチレンテレフタレート
（ＰＥＴ）製の離型フィルムとの間に挟んで、厚み０．１ｍｍのシート状にホットメルト
成形し、高圧水銀ランプを用いて、該離型フィルム越しに積算光量１０００ｍＪ／ｃｍ２

の紫外線を照射させて両面粘着シート１を得た。
【０２１５】
　両面粘着シート１の評価結果は表１に示す通りである。
【０２１６】
［実施例２］
　実施例１で使用した粘着剤組成物１を、厚さ７５μｍと厚さ１００μｍのポリエチレン
テレフタレート製の離型フィルムとの間に挟んで、厚み０．１ｍｍのシート状にホットメ
ルト成形し、高圧水銀ランプを用いて、該離型フィルム越しに積算光量５００ｍＪ／ｃｍ
２の紫外線を照射させて両面粘着シート２を得た。
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【０２１７】
　両面粘着シート２の評価結果は表１に示す通りである。
【０２１８】
［実施例３］
　実施例１で使用した粘着剤組成物１を、厚さ７５μｍと厚さ１００μｍのポリエチレン
テレフタレート製の離型フィルムとの間に挟んで、厚み０．１ｍｍのシート状にホットメ
ルト成形し、高圧水銀ランプを用いて、該離型フィルム越しに積算光量１５００ｍＪ／ｃ
ｍ２の紫外線を照射させて両面粘着シート３を得た。
【０２１９】
　両面粘着シート３の評価結果は表１に示す通りである。
【０２２０】
［実施例４］
　実施例１で使用した粘着剤組成物１を、厚さ７５μｍと厚さ１００μｍのポリエチレン
テレフタレート製の離型フィルムとの間に挟んで、厚み０．０７５ｍｍのシート状にホッ
トメルト成形し、高圧水銀ランプを用いて、該離型フィルム越しに積算光量１０００ｍＪ
／ｃｍ２の紫外線を照射させて両面粘着シート４を得た。
【０２２１】
　両面粘着シート４の評価結果は表１に示す通りである。
【０２２２】
［実施例５］
　実施例１で使用した粘着剤組成物１を、厚さ７５μｍと厚さ１００μｍのポリエチレン
テレフタレート製の離型フィルムとの間に挟んで、厚み０．０２５ｍｍのシート状にホッ
トメルト成形し、高圧水銀ランプを用いて、該離型フィルム越しに積算光量１０００ｍＪ
／ｃｍ２の紫外線を照射させて両面粘着シート５を得た。
【０２２３】
　両面粘着シート５の評価結果は表１に示す通りである。
【０２２４】
［実施例６］
　アクリル酸エステル共重合体ポリマーＢ：１００重量部に対し、光開始剤として日本シ
イベルヘグナー社製の商品名「エザキュア　ＴＺＴ」（４－メチルベンゾフェノン）：０
．６重量部と、架橋モノマーとして大阪有機化学社製の商品名「ビスコートＶ２６０（１
，９－ノナンジオールジアクリレート）」：１．０重量部と、防錆剤として城北化学社製
の商品名「ＢＴ－１２０」（１，２，３－ベンゾトリアゾール）：０．５部とを添加して
紫外線硬化型の粘着剤組成物２を得た。
【０２２５】
　なお、前記アクリル酸エステル共重合体ポリマーＢの組成は、ｎ－ブチルアクリレート
：７８．４質量％、２－エチルヘキシルアクリレート：１９．６質量％、アクリル酸：２
．０質量％を共重合させたもので、ＧＰＣ測定による前記アクリル酸エステル共重合体ポ
リマーＢのＭｗは５２０，０００であり、Ｍｎは１１０，０００であり、Ｍｗ／Ｍｎ＝４
．７であって、理論Ｔｇは－５７℃である。
【０２２６】
　前記粘着剤組成物２を、厚さ７５μｍと厚さ１００μｍのポリエチレンテレフタレート
（ＰＥＴ）製の離型フィルムとの間に挟んで、厚み０．１ｍｍのシート状にホットメルト
成形し、高圧水銀ランプを用いて、該離型フィルム越しに積算光量１０００ｍＪ／ｃｍ２

の紫外線を照射させて両面粘着シート６を得た。
【０２２７】
　両面粘着シート６の評価結果は表１に示す通りである。
【０２２８】
［実施例７］
　前記粘着剤組成物２を用いた以外は、実施例２と同様にして両面粘着シート７を得た。
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【０２２９】
　両面粘着シート７の評価結果は表１に示すとおりである。
【０２３０】
［実施例８］
　実施例６で使用した粘着剤組成物２を、厚さ７５μｍと厚さ１００μｍのポリエチレン
テレフタレート製の離型フィルムとの間に挟んで、厚み０．１ｍｍのシート状にホットメ
ルト成形し、高圧水銀ランプを用いて、該離型フィルム越しに積算光量２０００ｍＪ／ｃ
ｍ２の紫外線を照射させて両面粘着シート８を得た。
【０２３１】
　両面粘着シート８の評価結果は表１に示すとおりである。
【０２３２】
［実施例９］
　前記粘着剤組成物２を用いた以外は、実施例４と同様にして両面粘着シート９を得た。
【０２３３】
　両面粘着シート９の評価結果は表１に示すとおりである。
【０２３４】
［実施例１０］
　前記粘着剤組成物２を用いた以外は、実施例５と同様にして両面粘着シート１０を得た
。
【０２３５】
　両面粘着シート１０の評価結果は表１に示すとおりである。
【０２３６】
［実施例１１］
　アクリル酸エステル共重合体ポリマーＣ：１００重量部に対し、光開始剤として日本シ
イベルヘグナー社製の商品名「エザキュア　ＴＺＴ」（４－メチルベンゾフェノン）：１
．５重量部と、架橋モノマーとして大阪有機化学社製の商品名「ビスコートＶ２６０（１
，９－ノナンジオールジアクリレート）」：１．５重量部とを添加して紫外線硬化型の粘
着剤組成物３を得た。
【０２３７】
　なお、前記アクリル酸エステル共重合体ポリマーＣの組成は、ｎ－ブチルアクリレート
：７１質量％、２－エチルヘキシルアクリレート：２６．２質量％、アクリルアミド：２
．８質量％を共重合させたもので、ＧＰＣ測定による前記アクリル酸エステル共重合体ポ
リマーＢのＭｗは４７０，０００であり、Ｍｎは７１，０００であり、Ｍｗ／Ｍｎ＝６．
６であって、理論Ｔｇは－５６℃である。
【０２３８】
　前記粘着剤組成物３を、厚さ７５μｍと厚さ１００μｍのポリエチレンテレフタレート
（ＰＥＴ）製の離型フィルムとの間に挟んで、厚み１００μｍのシート状にホットメルト
成形し、高圧水銀ランプを用いて、該離型フィルム越しに積算光量１０００ｍＪ／ｃｍ２

の紫外線を照射させて両面粘着シート１１を得た。
【０２３９】
　両面粘着シート１１の評価結果は表１に示す通りである。
【０２４０】
［比較例１］
　実施例１で使用した粘着剤組成物１を、厚さ７５μｍと厚さ１００μｍのポリエチレン
テレフタレート製の離型フィルムとの間に挟んで、厚み０．１ｍｍのシート状にホットメ
ルト成形し、高圧水銀ランプを用いて、該離型フィルム越しに積算光量２５０ｍＪ／ｃｍ
２の紫外線を照射させて両面粘着シート１２を得た。
【０２４１】
　両面粘着シート１２の評価結果は表２に示す通りである。
【０２４２】
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［比較例２］
　実施例１で使用した粘着剤組成物１を、厚さ７５μｍと厚さ１００μｍのポリエチレン
テレフタレート製の離型フィルムとの間に挟んで、厚み０．１ｍｍのシート状にホットメ
ルト成形し、高圧水銀ランプを用いて該離型フィルム越しに積算光量２５００ｍＪ／ｃｍ
２の紫外線を照射させて両面粘着シート１３を得た。
【０２４３】
　両面粘着シート１３の評価結果は表２に示す通りである。
【０２４４】
［比較例３］
　アクリル酸エステル共重合体ポリマーＤ：１００重量部に対し、光開始剤として日本シ
イベルヘグナー社製の商品名「エザキュア　ＴＺＴ」（４－メチルベンゾフェノン）：０
．１５重量部とを添加して紫外線硬化型の粘着剤組成物４を得た。
【０２４５】
　なお、前記アクリル酸エステル共重合体ポリマーＤの組成は、２－エチルヘキシルアク
リレート（ホモポリマーＴｇ－７０℃）７５質量部と、酢酸ビニル（ホモポリマーＴｇ＋
３２℃）２０質量部と、アクリル酸（ホモポリマーＴｇ＋１０６℃）５質量部とをランダ
ム共重合させたもので、ＧＰＣ測定による前記アクリル酸エステル共重合体ポリマーのＭ
ｗは４４６０００であり、Ｍｎは９７８００であり、Ｍｗ／Ｍｎは４．６であって、理論
Ｔｇは－５０℃である。
【０２４６】
　前記粘着剤組成物４を、厚さ７５μｍと厚さ１００μｍのポリエチレンテレフタレート
製の離型フィルムとの間に挟んで、厚み０．１ｍｍのシート状にホットメルト成形し、高
圧水銀ランプを用いて該離型フィルム越しに積算光量２０００ｍＪ／ｃｍ２の紫外線を照
射させて、両面粘着シート１４を得た。
【０２４７】
　両面粘着シート１４の評価結果は表２に示す通りである。
【０２４８】
［比較例４］
　アクリル系接着剤（商品名ＳＫダイン１８８２：綜研化学社製）１０００重量部に対し
て、イソシアネート系硬化剤（商品名Ｌ－４５：綜研化学社製）１．８５重量部及びエポ
キシ系硬化剤（商品名Ｅ－５ＸＭ：綜研化学社製）０．５重量部を均一混合して粘着剤溶
液を調製した。
【０２４９】
　この粘着剤溶液を、厚さ３８μｍのシリコーン離型ＰＥＴフィルムの離型面に、厚さ１
００μｍとなるようにホットメルトコーターを用いて塗布し、厚さ５０μｍのシリコーン
離型ＰＥＴフィルムに密着積層させ、室温（２３℃）で７日間放置熟成し、十分に架橋さ
せ、両面粘着シート１５を得た。
【０２５０】
　両面粘着シート１５の評価結果は表２に示す通りである。
【０２５１】
［比較例５］
　アクリル酸エステル共重合体ポリマーＤ：１００質量部に対して、架橋モノマーとして
紫外線硬化樹脂ペンタエリスリトールアクリレート（ダイセルサイテック社製の商品名「
ＰＥＴＩＡ」）２０質量部と、光開始剤として４－メチルベンゾフェノン１．５質量部を
混合して中間樹脂層用樹脂組成物を調製した。
【０２５２】
　剥離処理した、厚み７５μｍのポリエチレンテレフタレートフィルムに、前記中間樹脂
層用樹脂組成物を加熱溶融して、厚み５０μｍとなるようにアプリケータにて塗工した後
、剥離処理した、厚み３８μｍのポリエチレンテレフタレートフィルムを被覆した。
　前記ポリエチレンテレフタレートフィルム越しに、高圧水銀ランプにて積算光量２００
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０ｍＪ／ｃｍ２の紫外線を照射して前記中間層用樹脂組成物を架橋させ、中間樹脂層（Ａ
－１）を作製した。
【０２５３】
　前記アクリル酸エステル共重合体ポリマーＤ：１００質量部に対して、光開始剤として
光開始剤として４－メチルベンゾフェノン２．０質量部を混合して感圧粘着剤用組成物を
調製した。この感圧粘着剤用組成物を加熱溶融して、剥離処理した、厚み７５μｍのポリ
エチレンテレフタレートフィルム上に、厚みが２５μｍとなるようにシート状に塗工して
成形し、剥離処理を施した、厚み３８μｍのポリエチレンテレフタレートフィルムを被覆
した。前記ポリエチレンテレフタレートフィルム越しに、高圧水銀ランプにて積算光量２
０００ｍＪ／ｃｍ２の紫外線を照射して前記感圧接着材用組成物を架橋させ、感圧粘着剤
層（Ｂ－１）を作製した。
　また、塗工基材を、剥離処理した、厚み５０μｍのポリエチレンテレフタレートフィル
ムに変えた以外は、上記感圧粘着剤層（Ｂ－１）と同様に感圧粘着剤層（Ｂ－１’）を作
製した。   
【０２５４】
　中間樹脂層（Ａ－１）の両側のＰＥＴフィルムを順次剥離除去すると共に、感圧粘着剤
層（Ｂ－１）及び（Ｂ－１’）の一側のＰＥＴフィルムを剥がして、露出した粘着面を（
Ａ－１）の両表面にラミネータにて順次貼合し、多層の両面粘着シート１６（厚み１００
μｍ）を作製した。
【０２５５】
　両面粘着シート１６の評価結果は表２に示す通りである。
【０２５６】
【表１】

【０２５７】
【表２】

【０２５８】
　比較例１の両面粘着シート１２は、貯蔵弾性率Ｇ’が所定の範囲内になく、低すぎるた
め、折り曲げ試験結果では剥がれが発生した。
【０２５９】
　比較例２の両面粘着シート１３は、貯蔵弾性率Ｇ’が所定の範囲内になく、高すぎるた
め、折り曲げ試験結果では折れが発生した。
【０２６０】
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　比較例３の両面粘着シート１４及び比較例４の両面粘着シート１５は、ガラス転移温度
が所定の範囲内になく、高すぎるため、折り曲げ試験結果では折れが発生した。
【０２６１】
　比較例５の両面粘着シート１６は、ガラス転移温度が所定の範囲内になく、高すぎるた
め、折り曲げ試験結果では折れが発生した。また、指数曲線の底の自然対数が所定の範囲
内になく、低すぎるため、折り曲げ試験結果では同時に折り曲げ部分付近に膨らみのよう
な現象も見られた。
【０２６２】
　以上から、両面粘着シートのガラス転移温度及び貯蔵弾性率Ｇ’が所定の範囲内にある
ことにより、高い折り曲げ耐性を有することがわかった。
【産業上の利用可能性】
【０２６３】
　本発明により、屈曲又は湾曲可能な画像表示装置構成用フレキシブル部材を貼り合せる
のに好適な両面粘着シートが提供され、当該両面粘着シートは、折れや剥がれが発生する
ことなく、フレキシブルディスプレイの貼合にも適用できる。
【符号の説明】
【０２６４】
１　投影機
２　折り曲げ試験後のサンプル
３　スクリーン
４　折れ痕

【図１】
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