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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共重合体を主成分とするベースポリマー、アクリル系架
橋モノマーおよび架橋開始剤を含有する粘着剤組成物と、近赤外線吸収剤とを含有する近
赤外線吸収粘着組成物を、紫外線照射架橋してなる近赤外線吸収透明粘着シートであって
、
　近赤外線吸収剤として、銅イオン化合物、並びに、モノメチルフォスフェート、ジメチ
ルフォスフェート、モノエチルフォスフェート、ジエチルフォスフェート、モノイソプロ
ピルフォスフェート、ジイソプロピルフォスフェート、モノｎ－ブチルフォスフェート、
ジｎ－ブチルフォスフェート、モノブトキシエチルフォスフェート、ジブトキシエチルフ
ォスフェート、モノ（２－エチルヘキシル）フォスフェート、ジ（２－エチルヘキシル）
フォスフェート、モノｎ－デシルフォスフェート、ジｎ－デシルフォスフェート、モノイ
ソデシルフォスフェート、ジイソデシルフォスフェート、モノオレイルフォスフェート、
ジオレイルフォスフェート、モノイソステアリルフォスフェート、ジイソステアリルフォ
スフェート、モノフェニルフォスフェート及びジフェニルフォスフェートからなる群から
選択されるいずれか一種以上のリン酸基含有化合物を含有し、
　紫外線架橋してなる、紫外線架橋型ディスプレイパネル用近赤外線吸収透明粘着シート
。
【請求項２】
　前記近赤外線吸収粘着組成物は、溶剤を含まない近赤外線吸収粘着組成物であり、該近
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赤外線吸収粘着組成物を、紫外線照射架橋してなる近赤外線吸収透明粘着シートであって
、
　シートの厚みが５０μｍ～５ｍｍである請求項１に記載のディスプレイパネル用近赤外
線吸収透明粘着シート。
【請求項３】
　ベースポリマー１００質量部に対して、リン酸基含有化合物を１～３００質量部の割合
で含有する請求項１又は２に記載のディスプレイパネル用近赤外線吸収透明粘着シート。
【請求項４】
　ベースポリマー１００質量部に対して、銅イオン化合物を０．１～３０質量部の割合で
含有する請求項１～３の何れかに記載のディスプレイパネル用近赤外線吸収透明粘着シー
ト。
【請求項５】
　銅イオン化合物およびリン酸基含有化合物は、両者を混合することによって錯体を形成
する組合せのものである請求項１～４のいずれかに記載のディスプレイパネル用近赤外線
吸収透明粘着シート。
【請求項６】
　紫外線架橋後の粘着シートの８００ｎｍ～９５０ｎｍの光線透過率が３０％以下である
請求項１～５のいずれかに記載のディスプレイパネル用近赤外線吸収透明粘着シート。
【請求項７】
　紫外線架橋後の粘着シートの５５０ｎｍの光線透過率が５０％以上である請求項１～６
のいずれかに記載のディスプレイパネル用近赤外線吸収透明粘着シート。
【請求項８】
　請求項１～７のいずれかに記載のディスプレイパネル用近赤外線吸収透明粘着シートを
、ディスプレイ被着面に積層してなる構成を備えたディスプレイ体。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ディスプレイパネルの構成材料として好適に用いることができる粘着シート
、特に７００ｎｍ～１１００ｎｍ領域の近赤外線を吸収して遮断することができる近赤外
線吸収透明粘着シートに関する。
【背景技術】
【０００２】
　透明部材の貼り合せが行われる製品としてフラットパネルディスプレイを挙げることが
できる。近年、この種のフラットパネルディスプレイは、ブラウン管テレビの代替製品と
して期待され、その市場は急成長している。中でもプラズマディスプレイ（「ＰＤＰ」と
いう）や液晶ディスプレイはその代表例である。
【０００３】
　ＰＤＰは、放電ガスとしてのネオン及びキセノンの混合ガスなどをパネル内部に封入し
、これらのガス中で放電させ、この放電によって発生する真空紫外線によりパネル内部の
セルに設けられたＲ、Ｇ、Ｂの蛍光体を発光させる構成のものである。
【０００４】
　ところが、ＰＤＰは、その発光過程において、放電によって近赤外線や紫外線、その他
電磁波などを同時に放出するため、これらが悪影響を及ぼす可能性がある。特に近赤外線
に関して言えば、ＰＤＰやその周辺機器のリモコン操作において近赤外線領域の波長が利
用されることが多いため、リモコンの誤動作を誘発しないようにＰＤＰから放出される近
赤外線を遮断する必要がある。
【０００５】
　従来、この種の近赤外線を遮断する方法として、銅イオンを配合してなるアクリル系樹
脂性フィルタや、樹脂に色素を分散又は溶解した層を積層してなる光学フィルタなどをＰ
ＤＰパネル上に積層することが実施されている。
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【０００６】
　例えば特許文献１には、近赤外線吸収剤としてジチオール金属錯体化合物を含有させた
近赤外線吸収フィルタが開示されている。
　また、特許文献２には、近赤外線吸収色素としてジインモニウム系やアミニウム系など
のオニウム系色素を含有させる提案が為され、特許文献３には、透明基材フィルム上に、
波長８００～１２００ｎｍに極大吸収を有するジイモニウム塩系化合物を含有する近赤外
線吸収色素、樹脂、有機溶媒を含む塗布液を、塗布、乾燥させた後に、ポストキュア処理
することにより得られる近赤外線吸収層を設けた近赤外線吸収フィルムが開示されている
。
　また、特許文献４には、透明明樹脂中に近赤外線吸収剤としてフタロシアニン化合物を
含ませるプラズマディスプレイ用近赤外線吸収フィルタが開示されている。
【０００７】
　他方、特許文献５には、以上のような近赤外線カットフィルム乃至フィルタをＰＤＰの
前面表示ガラスに直貼りするための粘着剤が開示されている。
【０００８】
【特許文献１】特開平９－２３０１３４号公報
【特許文献２】特開平１０－１８０９２２号公報
【特許文献３】特開２００６－１８４８２８号公報
【特許文献４】特開２００６－１３９２１３号公報
【特許文献５】特開２００４－２６３０８４号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　本発明者は、ＰＤＰの構成材料としての粘着層に近赤外線吸収機能を付与すれば、近赤
外線カットフィルム乃至フィルタの積層を省き、ＰＤＰをより一層薄く形成できると共に
、近赤外線カットフィルム乃至フィルタの積層工程を省略して効率良く製造できる点に着
目した。
【００１０】
　しかし、粘着剤（通常は溶剤を含有）を塗布して粘着層を形成したのでは、溶剤を揮発
させる工程が必要となるほか、通常２５μｍ～５０μｍ前後の薄い粘着層しか形成できな
いため、衝撃吸収性や近赤外線吸収性能を得ることが難しいという問題を抱えていた。
　そこで、紫外線架橋型の粘着シートを用いてみたところ、厚い粘着層を形成でき衝撃吸
収性を得ることができるものの、従来一般的に用いられてきた近赤外線吸収染料を含有さ
せると、これらの近赤外線吸収剤は紫外線架橋によって劣化するため、近赤外線吸収性能
を十分に得ることができないことが判明した。また、近赤外線吸収性能を持つ酸化インジ
ウムや酸化錫系の金属酸化物を含有させた場合には、７５０～９５０ｎｍ波長領域の近赤
外線を十分に遮蔽することができないことも判明した。
【００１１】
　本発明は、このような課題に鑑み、優れた近赤外線吸収性能を備えた新たな構成を備え
たディスプレイパネル用近赤外線吸収透明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】
【００１２】
　本発明は、（メタ）アクリル酸エステル系共重合体を主成分とするベースポリマー、ア
クリル系架橋モノマーおよび架橋開始剤を含有する粘着剤組成物と、近赤外線吸収剤とを
含有する近赤外線吸収粘着組成物を、紫外線照射架橋してなる近赤外線吸収透明粘着シー
トであって、近赤外線吸収剤として、２価の銅イオンを提供する化合物（本発明では「銅
イオン化合物」ともいう）およびリン酸基含有化合物を含有するディスプレイパネル用近
赤外線吸収透明粘着シートを提案する。
【００１３】
　本発明のディスプレイパネル用近赤外線吸収透明粘着シートは、紫外線架橋によって製
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造する粘着シートであるから、溶剤を含む粘着剤を塗布する場合に比べて比較的厚い粘着
層を形成でき、衝撃吸収性を得ることができる。さらに、近赤外線吸収剤として配合する
銅イオン化合物およびリン酸基含有化合物は、紫外線に強いため、紫外線架橋しても性能
が劣化せず、十分な近赤外線吸収性能、特に波長７００ｎｍ～１１００ｎｍ領域の近赤外
線を吸収して遮蔽することができ、好ましくは波長８００ｎｍ～９５０ｎｍ領域であれば
光線透過率３０％以下まで遮蔽することができる。しかも、他の波長領域の光線を良好に
透過させることができ、好ましくは波長５５０ｎｍの光線透過率５０％以上を確保するこ
とができる。
【００１４】
　なお、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。
　また、本発明において「主成分」と表現した場合には、特に記載しない限り、当該主成
分の機能を妨げない範囲で他の成分を含有することを許容する意を包含するものである。
特に当該主成分の含有割合を特定するものではないが、通常、その成分（２成分以上が主
成分である場合には、これらの合計量）が組成物中で５０質量％以上、特に７０質量％以
上、中でも９０質量％以上（１００％含む）を占めるものである。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１５】
　以下、本発明の実施形態について説明するが、本発明の範囲がこの実施形態に限定され
るものではない。
　なお、本明細書において、「Ｘ～Ｙ」（Ｘ，Ｙは任意の数字）と記載した場合、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より大きく、Ｙより小さい
」の意を包含するものである。
【００１６】
　本実施形態に係るディスプレイパネル用近赤外線吸収透明粘着シート（「本粘着シート
」という）は、ベースポリマー、架橋モノマー、架橋開始剤、および必要に応じて可塑剤
を含有する粘着剤組成物と、銅イオン化合物及びリン酸基含有化合物を含有する赤外線吸
収剤とを含む近赤外線吸収粘着組成物を、紫外線照射架橋して得られる粘着シートである
。
【００１７】
（ベースポリマー）
　本粘着シートに用いるベースポリマーとしては、(メタ)アクリル酸アルキルエステル系
共重合体が挙げられる。
　但し、(メタ)アクリル酸アルキルエステル系共重合体以外の樹脂であっても、これと同
様の結果が得られる樹脂が存在することを想定できるため、(メタ)アクリル酸アルキルエ
ステル系共重合体以外の樹脂を全て除外する意図ではない。
【００１８】
　(メタ)アクリル酸アルキルエステル系共重合体を形成するために用いるアルキル（メタ
）アクリレート成分、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
ては、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。
　その他の成分として、カルボキシル基、水酸基、グリシジル基等の有機官能基を有する
アクリレート又はメタクリレートが共重合したものであってもよい。
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【００１９】
　具体的には、前記アルキル（メタ）アクリレート成分と有機官能基を有する（メタ）ア
クリレート成分とを適宜選択的に組み合わせたモノマー成分を出発原料として加熱重合し
て得られる(メタ)アクリル酸エステル系共重合体ポリマーを挙げることができる。
【００２０】
　中でも好ましくは、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のアルキルアクリレート等の１種
又はこれら２種以上の混合物、或いは、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、例えばイソ－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の１種又はこれら２
種以上の混合物と、アクリル酸とが共重合してなるものを挙げることができる。
【００２１】
　ベースポリマーのガラス転移温度（Ｔｇ）は－１０℃以下、特に－８０℃～－１５℃で
あるのが好ましく、その１３０℃における溶融粘度は５万ｍＰａ・ｓ以上、特に１０万ｍ
Ｐａ・ｓ～５０万ｍＰａ・ｓ、中でも特に１０万ｍＰａ・ｓ～３０万ｍＰａ・ｓであるの
が好ましい。
【００２２】
　なお、上記のガラス転移温度（Ｔｇ）及び溶融粘度は、粘弾性測定装置、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ＲＤＡII」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％、１３０℃
、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。
【００２３】
（架橋モノマー）
　架橋モノマーとしては、アクリル系架橋モノマーを用いることが重要であり、中でも多
官能（メタ）アクリレートモノマー、その中でも有機官能基含有（メタ）アクリレートモ
ノマーを用いるのが好ましい。
　有機官能基含有（メタ）アクリレートモノマーとしては、グリシジル基含有（メタ）ア
クリレートモノマー、ヒドロキシ基含有（メタ）アクリレートモノマー、イソシアネート
基含有（メタ）アクリレートモノマー等の前記不飽和カルボン酸と反応する官能基を有す
るものを挙げることができる。具体的には、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挙げることができる。
【００２４】
　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０．０１～３０．０質量
部、特に０．０１～２５．０質量部、中でも１．０～２０．０質量部の範囲内で調整する
のが好ましい。但し、他の要素とのバランスでこの範囲を超えてもよい。
【００２５】
（架橋開始剤）
　架橋開始剤、すなわち光開始剤としては、開裂型の光開始剤及び水素引抜型の光開始剤
のいずれを用いることもできるが、好ましくは水素引抜型であり、例えばベンゾフェノン
、ミヒラーケトン、ジベンゾスベロン、２－エチルアントラキノン、イソブチルチオキサ
ンソンなどのいずれか或いはこれらの二種類以上の組合わせからなる混合物を用いるのが
好ましい。但し、水素引抜型の光開始剤として前記に挙げた物質に限定するものではない
。
【００２６】
　光開始剤の添加量は、ベースポリマー１００質量部に対し０．０５～２．０質量部の割
合で調整するのが好ましい。但し、他の要素とのバランスによってはこの範囲を超えても
よい。
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【００２７】
（可塑剤）
　可塑剤は、必要に応じて配合するのが好ましい。可塑剤の種類と量を調整して配合する
ことにより、緩衝力を調整することができ、粘着シートの貯蔵せん断弾性率を全体的に下
げることができるため、ベースポリマーの溶融粘度（；主として分子量で左右される）、
アクリル系架橋モノマーの組成と量、架橋開始剤の種類と量、架橋方法とその程度等によ
っては、可塑剤を配合するのがよい場合がある。
【００２８】
　可塑剤としては、凝固点が－２０℃以下の液状のもの、特に凝固点－８０～－４０℃の
液状のものが好ましく、例えば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、(メタ)アクリル酸エステル系共重合体ポリマーに相溶するものが好ましい。また、
本粘着シートは、紫外線光架橋するから、紫外線を吸収しない可塑剤を用いるのが好まし
い。
【００２９】
　可塑剤の配合量は、ベースポリマー１００質量部に対し１～１５０質量部、特に１０～
１００質量部の割合で調整するのが好ましい。但し、他の要素とのバランスによってはこ
の範囲を超えてもよい。
【００３０】
（赤外線吸収剤）
　本粘着シートに含有させる赤外線吸収剤は、銅イオン化合物及びリン酸基含有化合物の
両方を含むことが重要である。
　近赤外線の吸収特性は、主に２価の銅イオン濃度で決まるが、２価の銅イオンのみでは
、７００ｎｍ～１１００ｎｍ領域の近赤外線、中でも波長８００ｎｍ～９５０ｎｍ領域の
近赤外線を十分に吸収し遮蔽（カット）することができない。そこで、リン酸基含有化合
物を同時に含むことが重要である。
【００３１】
（銅イオン化合物）
　銅イオン化合物、すなわち、２価の銅イオンを本粘着シートに提供する化合物としては
、銅のカルボン酸塩、無機塩、銅錯体等の銅化合物が挙げられる。具体例としては、酢酸
銅、塩化銅、水酸化銅、蟻酸銅、ステアリン酸銅、安息香酸銅、エチルアセト酢酸銅、ピ
ロリン酸銅、ナフテン酸銅、クエン酸銅、アセチルアセトン銅、塩基性炭酸銅等の無水物
または水和物などを挙げることができる。
【００３２】
　また、本粘着シートにおいて、銅イオン化合物の配合割合は、ベースポリマー１００質
量部に対して０．１～３０質量部、特に０．５～２０質量部とするのが好ましい。配合割
合が０．１質量部未満の場合には、近赤外線を吸収する性能が殆ど得られない。一方、こ
の割合が３０質量部を超える場合には、粘着性アクリル系樹脂中に均一に分散させること
が困難となる。
【００３３】
（リン酸基含有化合物）
　リン酸基含有化合物としては、リン酸基を含有する化合物であればよく、例えばモノメ
チルフォスフェート、ジメチルフォスフェート、モノエチルフォスフェート、ジエチルフ
ォスフェート、モノイソプロピルフォスフェート、ジイソプロピルフォスフェート、モノ
ｎ－ブチルフォスフェート、ジｎ－ブチルフォスフェート、モノブトキシエチルフォスフ
ェート、ジブトキシエチルフォスフェート、モノ（２－エチルヘキシル）フォスフェート
、ジ（２－エチルヘキシル）フォスフェート、モノｎ－デシルフォスフェート、ジｎ－デ
シルフォスフェート、モノイソデシルフォスフェート、ジイソデシルフォスフェート、モ
ノオレイルフォスフェート、ジオレイルフォスフェート、モノイソステアリルフォスフェ
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ート、ジイソステアリルフォスフェート、モノフェニルフォスフェート、ジフェニルフォ
スフェート等のリン酸エステルを挙げることができる。
【００３４】
　リン酸基含有化合物として、紫外線照射架橋によってベースポリマー若しくはアクリル
系架橋モノマー若しくはこれらの両方と重合し得るリン酸基含有単量体（「紫外線重合可
能リン酸基含有単量体」という）を含んでいてもよい。
【００３５】
　リン酸基含有化合物は、ベースポリマー１００質量部に対して１～３００質量部の割合
で配合するのが好ましい。
　また、銅イオン化合物との関係で言えば、リン酸基含有化合物は、２価の銅イオンより
なる金属イオン１モルに対して１～１０モルとなる割合で配合することが好ましい。
【００３６】
　銅イオン化合物及びリン酸基含有化合物は、それぞれを粘着剤組成物と混合するように
しても、また、予め銅イオン化合物とリン酸基含有化合物とを混合した上で粘着剤組成物
と混合するようにしてもよく、混合の順序は任意である。
　但し、銅イオン化合物及びリン酸基含有化合物は反応性が良くないため、銅イオン化合
物及びリン酸基含有化合物を混合して錯体、例えば銅錯体を生成するものが好ましく、こ
の錯体を粘着剤組成物に添加混合するのが好ましい。この観点から、銅イオン化合物及び
リン酸基含有化合物の組合せとしては、両者を混合した特に錯体を形成する組合せのもの
を選択するのが好ましい。
【００３７】
（他の添加剤）
　上記成分のほか、必要に応じて、近赤外線吸収特性を有する顔料や染料などの色素、粘
着付与剤、酸化防止剤、老化防止剤、吸湿剤、天然物や合成物の樹脂類、ガラス繊維やガ
ラスビーズなどの各種の添加剤を適宜配合することもできる。
【００３８】
（粘着シートの近赤外線吸収性能）
　本粘着シートは、近赤外線（７００ｎｍ～１１００ｎｍ領域）の中でも、波長８００ｎ
ｍ～９５０ｎｍの光線透過率が３０％以下、特に２０％以下であるのが好ましい。
　その一方、近赤外線領域以外の波長領域の光線透過率は高く維持できるものが好ましく
、例えば波長５５０ｎｍの光線透過率が５０％以上、特に７０％以上、中でも８０％以上
であるのが好ましい。
【００３９】
（粘着シートの厚み）
　本粘着シートの厚みは、用途に応じて適宜変えることができる。好ましくは５０μｍ～
５ｍｍ、より好ましくは１００μｍ～５ｍｍ、さらに好ましくは２５０μｍ～５ｍｍであ
る。
　粘着シートの厚みを大きくすることにより、十分な近赤外線吸収性能と衝撃吸収性とを
得ることができるばかりか、５０μｍ～５ｍｍ程度に厚くすれば、リン酸基含有化合物の
濃度を薄くすることができ、そうするとブリードアウトし難くなるため、紫外線重合可能
リン酸基含有単量体ではないリン酸基含有化合物を使用しても、ブリードアウトを防止す
ることができる。
【００４０】
（粘着シートの製造方法）
　本実施形態の粘着シートは、例えば、ベースポリマーに、架橋モノマー及び架橋開始剤
、近赤外線吸収剤、必要に応じて可塑剤、その他の添加剤を添加して近赤外線吸収粘着組
成物を調製し、この近赤外線吸収粘着組成物を加熱溶融し、シート状に成形する共に、離
型フィルム間に挟んで積層シートとし、その後、この積層シートを紫外線照射して紫外線
照射架橋させることにより、離型フィルムに挟まれた状態の粘着シートとして提供するこ
とができる。紫外線照射するには、例えば高圧水銀ランプやメタルハライドランプ等を用
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いればよい。
【００４１】
（用途）
　本粘着シートは、複層窓などの各種窓材や各種表示パネル等を構成するガラスの貼り合
せ、フラットパネルディスプレイ前面側への光学フィルムの貼り合せ、光学フィルム同士
の貼り合せ、ガラスやプラスチック等の透明基材への各種透明フィルムの貼り合せなど、
各種透明部材の貼り合せに用いることができるが、中でも、ＰＤＰなどのディスプレイ被
着面に積層してディスプレイ体を形成する用途に用いるのが好ましい。
　本粘着シートを用いてなるディスプレイ体、すなわち本粘着シートが、７００ｎｍ～１
１００ｎｍ、特に８００ｎｍ～９５０ｎｍ、中でも７５０ｎｍ～９５０ｎｍにおける近赤
外線吸収性能を有するディスプレイ体を提供することができる。
【実施例】
【００４２】
　次に、実施例を挙げてより具体的に説明する。
【００４３】
＜積算光量の測定＞
　ウシオ電機製紫外線積算光量計「ＵＩＴ－１５０」に受光器「ＵＶＤ-Ｓ３６５」を取
付けて波長３６５ｎｍの積算光量を測定した。
【００４４】
＜光線透過率の測定＞
　分光光度計（島津製作所製ＵＶ３１５０型）を用いて、ＪＩＳＲ－３１０６に準じて、
紫外線架橋後の粘着シートについて、波長５５０ｎｍ、８００ｎｍ、９５０ｎｍの光線透
過率（τλ）を測定した。
【００４５】
＜酸臭＞
　以下の実施例及び比較例で得られた粘着シートの表面の臭いを嗅ぎ、次の基準で酸臭を
評価した。
　○：酸臭を感じなかった。
　△：弱い酸臭を感じた。
　×：強い酸臭を感じた。 
【００４６】
（実施例１～５）
　リン酸基含有化合物としてのリン酸エステルに銅イオン化合物を溶解させて、近赤外線
吸収剤としての銅錯体を調製した（詳しくは表１参照）。
【００４７】
　アクリル酸エステル共重合体からなるベースポリマー（Ｔｇ：－１５℃、１３０℃溶融
粘度：３０万ｍＰａ・ｓｅｃ）１００質量部に対し、光開始剤として２，４，６－トリメ
チルベンゾフェノン及び４－メチルベンゾフェノンの混合品（日本シイベルヘグナー　Ｅ
ｓａｃｕｒｅＴＺＴ）と、架橋モノマーとしてトリメチロールプロパントリアクリレート
（大阪有機化学社製の商品名「ビスコートＶ＃２９５」）と、近赤外線吸収剤としての前
記銅錯体とを、それぞれ表１に示す質量割合で添加し、１００℃に加熱して溶融させ、こ
れを厚さ３８μｍと１００μｍの離型ＰＥＴとの間に挟んでシート状にホットメルト成形
した。そして、シートの表裏両面側から、高圧水銀ランプを用いて離型ＰＥＴ越しに片面
積算光量およそ３０００ｍＪ／ｃｍ2 を照射して粘着シートを得た。
【００４８】
（比較例１）
　アクリル酸エステル共重合体からなるベースポリマー（Ｔｇ：－１５℃、１３０℃溶融
粘度：３０万ｍＰａ・ｓｅｃ）１００質量部に対し、光開始剤として２，４，６－トリメ
チルベンゾフェノン及び４－メチルベンゾフェノンの混合品（日本シイベルヘグナー　Ｅ
ｓａｃｕｒｅＴＺＴ）と、架橋モノマーとしてトリメチロールプロパントリアクリレート
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（大阪有機化学社製の商品名「ビスコートＶ＃２９５」）と、酢酸銅とを、それぞれ表２
に示す質量割合で添加し、１００℃に加熱して溶融させ、これを厚さ３８μｍと１００μ
ｍの離型ＰＥＴとの間に挟んでシート状にホットメルト成形した。そして、シートの表裏
両面側から、高圧水銀ランプを用いて離型ＰＥＴ越しに片面積算光量およそ３０００ｍＪ
／ｃｍ2 を照射して粘着シートを得た。
【００４９】
（比較例２）
　近赤外線吸収剤として、酢酸銅3質量部を水30質量部に溶解させて酢酸銅水溶液を調製
した。
【００５０】
　アクリル酸エステル共重合体からなるベースポリマー（Ｔｇ：－１５℃、１３０℃溶融
粘度：３０万ｍＰａ・ｓｅｃ）１００質量部に対し、光開始剤として２，４，６－トリメ
チルベンゾフェノン及び４－メチルベンゾフェノンの混合品（日本シイベルヘグナー　Ｅ
ｓａｃｕｒｅＴＺＴ）と、架橋モノマーとしてトリメチロールプロパントリアクリレート
（大阪有機化学社製の商品名「ビスコートＶ＃２９５」）と、前記酢酸銅水溶液とを、そ
れぞれ表２に示す質量割合で添加し、１００℃に加熱して溶融させ、これを厚さ３８μｍ
と１００μｍの離型ＰＥＴとの間に挟んでシート状にホットメルト成形した。そして、シ
ートの表裏両面側から、高圧水銀ランプを用いて離型ＰＥＴ越しに片面積算光量およそ３
０００ｍＪ／ｃｍ2 を照射して粘着シートを得た。
【００５１】
（比較例３）
　アクリル酸エステル共重合体からなるベースポリマー（Ｔｇ：－１５℃、１３０℃溶融
粘度：３０万ｍＰａ・ｓｅｃ）１００質量部に対し、光開始剤として２，４，６－トリメ
チルベンゾフェノン及び４－メチルベンゾフェノンの混合品（日本シイベルヘグナー　Ｅ
ｓａｃｕｒｅＴＺＴ）と、架橋モノマーとしてトリメチロールプロパントリアクリレート
（大阪有機化学社製の商品名「ビスコートＶ＃２９５」）と、近赤外線吸収染料「ＮＩＲ
－ＡＭ１」（ナガセケムテックス）とを、それぞれ表２に示す質量割合で添加し、１００
℃に加熱して溶融させ、これを厚さ３８μｍと１００μｍの離型ＰＥＴとの間に挟んでシ
ート状にホットメルト成形した。そして、シートの表裏両面側から、高圧水銀ランプを用
いて離型ＰＥＴ越しに片面積算光量およそ３０００ｍＪ／ｃｍ2 を照射して粘着シートを
得た。
【００５２】
　なお、上記アクリル酸エステル共重合体は、酢酸ビニル：１９質量部、２－エチルヘキ
シルアクリレート：７７質量部、アクリル酸：４質量部を共重合させたものである。
【００５３】
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【表１】

【００５４】
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【表２】

【００５５】
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　実施例１～４においては、紫外線架橋後の粘着シートの８００～９５０ｎｍにおける光
線透過率はいずれも２０％以下で、５５０ｎｍにおける光線透過率は７０％以上であった
。
また、実施例５は、紫外線架橋後の粘着シートの８００～９５０ｎｍにおける光線透過率
はいずれも２０％以下であったが、５５０ｎｍにおける光線透過率は５０％以下であった
。
【００５６】
　これに対し、比較例１では、酢酸銅が粘着剤に均一に分散せず、凝集体が目視で確認さ
れた。
　また、比較例２では、酢酸銅は均一に分散したが、８００ｎｍにおける光線透過率は３
０％以下であったものの、９５０ｎｍにおける光線透過率が５０％以上であった。
　また、比較例３は、紫外線架橋後の近赤外線透過率が高く、８００～９５０ｎｍの光線
透過率が８０％以上であった。
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