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(57)【要約】
　本発明は、少なくとも１つの多層支持体材料及び少な
くとも１つの感圧接着剤層を含む、少なくとも片面の感
圧接着テープであって、光透過率が０．１％以下であり
、全体の光反射率が少なくとも８０％であり、散乱光率
が３０～８０％であることを特徴とする、感圧接着テー
プ、並びにキーボードの製造時に接着するための、この
ような感圧接着テープの使用に関する。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　少なくとも１つの多層支持体材料及び少なくとも１つの感圧接着剤を含む、少なくとも
片面の感圧接着テープにおいて、光透過率が０．１％以下であり、かつ全光反射率が少な
くとも８０％であり、そして散乱光率が３０～８０％であることを特徴とする感圧接着テ
ープ。
【請求項２】
　両面の感圧接着テープであることを特徴とする、請求項１に記載の感圧接着テープ。
【請求項３】
　光反射面及び吸光面を有することを特徴とする、請求項１又は２に記載の感圧接着テー
プ。
【請求項４】
　前記吸光面の吸光が、完全にまたは部分的に、感圧接着テープの黒く着色された層によ
って生じることを特徴とする請求項１～３のいずれか一項に記載の感圧接着テープ。
【請求項５】
　前記光反射面の光反射が、前記感圧接着テープの金属性反射層によって完全にあるいは
部分的に生じることを特徴とする請求項１～４のいずれか一つに記載の感圧接着テープ。
【請求項６】
　少なくとも１つの多層支持体材料と少なくとも１つの接着剤層とを含む少なくとも片面
の接着テープであって、光透過率が０．１％以下であり、かつ全光反射率が少なくとも８
０％であり、そして散乱光率が３０～８０％である感圧接着テープの、特に電子機器のキ
ーボード類又はキーボードアレイのバックライト式照明を最適化するための使用。
【請求項７】
　請求項２～５のいずれか一項に記載の感圧接着テープの使用を特徴とする、請求項６に
記載の使用。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、多層支持体構造を有し、キーボードのバックライト照明のための、高い拡散
光率を伴う光反射特性及び吸光特性を有する、片面または両面感圧接着テープに関する。
【背景技術】
【０００２】
　感圧接着剤テープは、工業化時代において広く普及している加工補助手段である。特に
電子産業における使用の場合、感圧接着テープに対して非常に高い要求が課される。特定
の用途では、感圧接着テープは、特定の接着特性の他に光学特性も満たすべきである。
【０００３】
　応用分野には、キーボード類が含まれる。そのため、キーボード類はますます費用のか
かるものになっておおり、そして、夜間には使用しやすくするためにバックライトで照ら
されもする。バックライト式照明により、各キーの数字又は文字を、暗所でも明瞭に割り
当てることができる。しかし、このプロセスには問題も伴う。例えば、費用上の理由から
光源の数を制限すべきである。さらに、例えば、ノートブックの場合、多数の光源により
蓄電池の耐用年数が短くなる。
【０００４】
　従って、現在のところ、光源の数を減らし、そして比較的少数の光源で一様で均質なバ
ックライト式照明を可能にする解決策が求められている。このために、光ガイド（光分配
器）として白色の膜がしばしば使用される。さらなる問題は、干渉する光反射を最小限に
することであり、この干渉する光反射は、同様に、光の照射を不均質にし、そして、照明
される文字又は数字の精度を低下させる。他方で、反射面における非常に高い直接光率の
反射によって光スポットが発生する。
【０００５】
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　従って、キーボード類のバックライト式照明のために、上述した欠点のない又は低減さ
れた方法を有するか、あるいは改善された感圧接着テープの需要が依然としてある。
【先行技術文献】
【非特許文献】
【０００６】
【非特許文献１】“Ｈａｎｄｂｏｏｋ　ｏｆ　Ｐｒｅｓｓｕｒｅ　Ｓｅｎｓｉｔｉｖｅ　
Ａｄｈｅｓｉｖｅ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ”　ｖｏｎ　Ｄｏｎａｔａｓ　Ｓａｔａｓ　（
ｖａｎ　Ｎｏｓｔｒａｎｄ，　Ｎｅｗ　Ｙｏｒｋ　１９８９）
【非特許文献２】Ｆｏｕａｓｓｉｅｒ　“Ｐｈｏｔｏｉｎｉｔｉｔａｔｉｏｎ，　Ｐｈｏ
ｔｏｐｏｌｙｍｅｒｉｚａｔｉｏｎ　ａｎｄ　Ｐｈｏｔｏｃｕｒｉｎｇ：　Ｆｕｎｄａｍ
ｅｎｔａｌｓ　ａｎｄ　Ａｐｐｌｉｃａｔｉｏｎｓ”　Ｈａｎｓｅｒ－Ｖｅｒｌａｇ，　
Ｍｕｅｎｃｈｅｎ　１９９５
【非特許文献３】Ｃａｒｒｏｙ　ｅｔ　ａｌ．　“Ｃｈｅｍｉｓｔｒｙ　ａｎｄ　Ｔｅｃ
ｈｎｏｌｏｇｙ　ｏｆ　ＵＶ　ａｎｄ　ＥＢ　Ｆｏｒｍｕｌａｔｉｏｎ　ｆｏｒ　Ｃｏａ
ｔｉｎｇｓ，　Ｉｎｋｓ　ａｎｄ　Ｐａｉｎｔｓ”　Ｏｌｄｒｉｎｇ　（Ｈｒｓｇ．），
　１９９４．　ＳＩＴＡ．　Ｌｏｎｄｏｎ
【非特許文献４】Ｓｋｅｌｈｏｒｎｅ，　Ｅｌｅｃｔｒｏｎ　Ｂｅａｍ　Ｐｒｏｃｅｓｓ
ｉｎｇ，　ｉｎ　Ｃｈｅｍｉｓｔｒｙ　ａｎｄ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ　ｏｆ　ＵＶ　ａ
ｎｄ　ＥＢ　ｆｏｒｍｕｌａｔｉｏｎ　ｆｏｒ　Ｃｏａｔｉｎｇｓ，　Ｉｎｋｓ　ａｎｄ
　Ｐａｉｎｔｓ，　Ｖｏｌ．　１，　１９９１，　ＳＩＴＡ，　Ｌｏｎｄｏｎ
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　したがって、本発明の課題は、高い光吸収を有し、高い光反射を示し、光反射面上に対
する高い光拡散を利用して、キーボードの照明のための裏面への固定に使用することがで
きる、片面及び／又は両面の感圧接着テープを提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　上記の課題は、所定の支持膜特性により、キーボードのバックライト式照明のための高
い光吸収だけでなく高い拡散光をも可能にする、感圧接着テープによって解決される。
【０００９】
　そのために、本発明は、少なくとも１つの多層支持材料及び少なくとも１つの感圧接着
剤の層を含む少なくとも片面の感圧接着テープであって、光透過率が０．１％以下、特に
０．１％未満であり、全光反射率が少なくとも８０％（ＤＩＮ５０６３－３）であり、散
乱光率が３０～８０％であることを特徴とする接着テープに関する。
【００１０】
　本発明は、特に、１つの多層支持材料、１つ又は２つの同一又は異なる感圧接着剤の層
を含み、そして上述の光パラメータを有する、片面又は両面の感圧接着テープによって実
現される。
【００１１】
　本発明は、特に、１つの多層支持体材料と、１つまたは２つの同じまたは異なる接着剤
とからなる片面または両面接着テープであって、光透過率が０．１％未満であり、ＤＩＮ
５０６３－３に従って、光反射率が全体として８０％よりも大きく、散乱光率が３０～８
０％である接着テープに関する。
【００１２】
　本発明は、さらに、特に電子機器のキー（操作キー）、キーボード、又はキーボードア
レイ（Ｔａｓｔａｔｕｒｆｅｌｄｅｒｎ）のバックライト式照明を最適化するための、本
発明による感圧接着テープの使用に関する。「最適化」とは、本明細書では特に、キー、
キーボード及び／又はキーボードアレイのバックライト式照明用の１つ又は複数の光源（
ここでは特にＬＥＤ、以下の実施形態参照）の光収率を強化することを意味し、言い換え
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ると、光源の出力は同じままで、キー、キーボード、またはキーボードアレイの方向に送
出される光を増強することを意味する。このために、本発明による感圧接着テープは、特
に、キー又は実際のキーボードアレイと発光ダイオードとの間に設けられる光ガイド（光
導波路又は光分配器とも称す）として使用することができる。
【００１３】
　それゆえに、本発明は、キーボード又はキーボードアレイ、特に電子機器を製造する際
の接着にも関する。
【００１４】
　図１は、そのようなキーボードのバックライト式照明を概略的に図示し、例としてキー
ボードにおける、本発明による感圧接着テープの使用可能性をも与える。
【００１５】
　ここで、

　を意味する。
【００１６】

【００１７】
　感圧接着剤は、キーボード構造体を固定するのに使用される。
【００１８】
　光反射性の、特に金属性の面（４ｂ）の高い反射率と、高い散乱光率との組合せにより
、バックライト式照明ユニットの一様な照射が達成される。
【００１９】
　本発明による接着テープは、有利には、光反射面及び／又は吸光面を有する。
【００２０】
　本発明による接着テープは、その以外に、特に、光反射を生じさせるために金属性反射
層を有し、ここで、この金属性反射層は、単独で、又は補助的に反射を担うことができ、
及び／又は吸光を生じさせるためにカラーを有する層、すなわち、特に着色された層又は
有色の層を有する。吸光層は、特に暗色、好ましくは黒色の層である。
【００２１】
　本願において、本発明による感圧接着テープの金属性反射層、特に以下に説明する図２
～１３の実施形態においても（上述のような光反射層という意味で）は、白色層の反射挙
動が所望の使用目的に適っている場合は、白色層（例えば白く着色された層）に置き換え
ることができる。
【００２２】
　しかし、金属性層がより良好な反射挙動を有するため、上述した使用目的により良く適
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している。
【発明を実施するための形態】
【００２３】
　図１に示した感圧接着テープは、以下の図においてその構造についてより正確に説明す
る。該感圧接着テープは、多層支持体材料からなり、それぞれの層は１つ又は２つの感圧
接着剤を備え、光透過率が０．１％未満であり、ＤＩＮ５０６３－３に従う光反射率が全
体として８０％超であり、散乱光率が３０～８０％である。
【００２４】
製品の構成
　図２による第１の有利な実施形態では、本発明による感圧接着テープは、１つの支持膜
層（ａ）、２つの金属性反射層（ｂ）、１つの着色層（ｃ）、及び光反射面（ｂ）上の１
つの感圧接着剤層（ｄ）からなる。
【００２５】
　図３によるさらなる有利な一実施形態では、本発明による接着テープは、１つの支持膜
層（ａ）、２つの金属性反射層（ｂ）、１つの着色層（ｆａｒｂｔｒａｇｅｎｄｅｎ　Ｓ
ｃｈｉｃｈｔ）（ｃ）及び着色層（ｃ）上の１つの接着剤層（ｄ）からなる。
【００２６】
　図４によるさらなる有利な一実施形態では、本発明による感圧接着テープは、１つの支
持膜層（ａ）、２つの金属性反射層（ｂ）、１つの着色層（ｃ）及び２つの感圧接着剤層
（ｄ）と（ｄ'）からなり、ここで感圧接着剤（ｄ）と（ｄ'）は、同一又は異なる組成で
あることができる。
【００２７】
　本発明のさらなる好ましい一実施形態では、本発明による感圧接着テープは、図５に概
略的に図示した製品の構成を有する。この場合、両面感圧接着テープは、１つの支持膜（
ａ）、１つの金属性反射層（ｂ）、１つの着色層（ｃ）及び２つの接着剤層（ｄ）と（ｄ
'）からなり、ここで感圧接着剤（ｄ）と（ｄ'）は、同一又は異なる組成であることがで
きる。
【００２８】
　図６によるさらなる有利な一実施形態では、本発明による感圧接着テープは、１つの支
持膜（ａ）、１つの金属性反射層（ｂ）、１つの着色層（ｃ）及び１つの感圧接着剤層（
ｄ）からなり、ここで感圧接着剤（ｄ）は上記の反射面（ｂ）上に被覆されている。それ
ゆえ、この実施形態は片面感圧接着テープである。
【００２９】
　図７によるさらなる有利な一実施形態では、（この場合も同様に片面の）感圧接着テー
プが、１つの支持膜（ａ）、１つの金属性反射層（ｂ）、１つの着色層（ｃ）及び１つの
感圧接着剤層（ｄ）からなり、感圧接着剤（ｄ）は着色層（ｃ）上に被覆されている。
【００３０】
　本発明のさらなる好ましい一実施形態では、本発明による接着テープは、図８に示す製
品の構成を有する。すなわち、両面感圧接着テープが、この場合、１つの支持膜（ａ）、
１つの金属性反射層（ｂ）、１つの着色層（ｃ）及び２つの感圧接着剤層（ｄ）と（ｄ'
）からなり、感圧接着剤は、同一又は互いに異なっていてもよい。
【００３１】
　図９に、本発明による片面感圧接着テープのさらなる有利な一実施形態を示す。すなわ
ち、この感圧接着テープは、１つの支持膜（ａ）、１つの金属性反射層（ｂ）、１つの着
色層（ｃ）及び１つの感圧接着剤層（ｄ）からなり、該感圧接着剤（ｄ）が反射面（ｂ）
上に塗布されている。
【００３２】
　本発明による片面感圧接着テープの図１０に示す有利な実施形態は、１つの支持膜（ａ
）、１つの金属性反射層（ｂ）、１つの着色層（ｃ）及び１つの接着剤層（ｄ）からなり
、該感圧接着剤（ｄ）が着色層（ｃ）上に塗布されている。
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【００３３】
　図１１も、本発明による感圧接着テープの有利な一実施形態を示しており、この感圧接
着テープは、１つの支持膜（ａ）、２つの金属性反射層（ｂ）、少なくとも２つの、コー
ティングされた着色層（ｃ）と（ｃ'）及び２つの接着剤層（ｄ）と（ｄ'）からなり、こ
こで、該感圧接着剤は、同一又は互いに異なっていてもよい。
【００３４】
　図１２は、１つの支持膜（ａ）、２つの金属性反射層（ｂ）、相互に重なり合う少なく
とも２つのコーティングされた着色層（ｃ）と（ｃ'）及び１つの感圧接着剤層（ｄ）か
らなり、ここで、該感圧接着剤（ｄ）は反射面（ｂ）上に塗布されている、本発明による
片面感圧接着テープの有利な一実施形態を示している。
【００３５】
　図１３に示す有利な実施形態の場合、本発明による片面感圧接着テープは、１つの支持
膜（ａ）、２つの金属性反射層（ｂ）、相互に重なり合う少なくとも２つのコーティング
された着色層（ｃ）と（ｃ'）及び１つの感圧接着剤層（ｄ）からなり、ここで、該接着
剤（ｄ）は着色層（ｃ'）上に塗布されている。
【００３６】
　支持膜（ａ）は、好ましくは５～２５０μｍ、より好ましくは８～５０μｍ、最も好ま
しくは１２～３６μｍの厚さである。支持膜（ａ）は、例えば着色により、非常に好まし
く透明であるか、半透明であるか、又はわずかに光透過性である。膜（ａ）は、本発明の
好ましい一実施形態においては、片面又は両面に金属、例えばアルミニウムや銀が蒸着さ
れている。
【００３７】
　層（ｂ）は、金属様に光沢があるか、あるいはわずかに艶消しされた光反射性である。
層（ｂ）の層厚は、好ましくは５ｎｍ～２００ｎｍである。１つ又は複数の層（ｃ）、（
ｃ'）は、着色されたコート層であり、これらはそれぞれ、好ましくは０．０１～５μｍ
の層厚である。これらの層は、特に、対応する接着テープ面の良好な吸光挙動を保証する
。非常に好ましい一実施形態では、着色層（ｃ'）として、例えば対応する層に黒色の着
色剤又は顔料を導入することによって黒色層が使用される。層（ｃ）と（ｃ'）は、様々
な化学的性質であることができ、そして、層に有利に吸光特性をもたらす様々な着色顔料
を含むことができる。
【００３８】
　着色層として、コート層、特に黒色コート層を使用することもできる。
【００３９】
　感圧接着剤層（ｄ）と（ｄ'）は、好ましくはそれぞれ５μｍ～２５０μｍの厚さを有
する。本発明によれば、個々の層（ｂ）、（ｃ）、（ｃ'）、（ｄ）及び（ｄ'）は、片面
又は両面感圧接着テープ内で層厚さが異なっていてよく、それゆえ、例えば異なる厚さの
感圧接着剤層を設けることができる。
【００４０】
支持膜（ａ）
　膜支持体として、原理的には全ての薄膜状ポリマー支持体を使用することができる。そ
れゆえ、例えば、ポリエチレン、ポリプロピレン、ポリエーテルスルホン、ポリアミド、
ポリイミド、ポリエーテルイミド、ポリエステル、ポリフェニルスルフィド、ポリアミド
イミド、ポリエーテルイミド、ポリメタクリレート、スチレンベースの薄膜、ポリカーボ
ネート、ポリエーテルケトン、ポリアリール、ポリウレタン、ポリアクリレート、ポリブ
チラール、ポリエチレンビニルアセテート、ポリエチレンナフタレートびフッ化ポリマー
を使用することができる。これらのポリマータイプは、単独であるいは相互に組み合わせ
て使用することができる。特に好ましい一形態では、ポリエステル膜、特に好ましくはＰ
ＥＴ膜（ポリエチレンテレフタレート）が使用される。図８～１０に示す実施形態では、
支持膜（ａ）は透明であるべきであり、それゆえ、透明な支持膜を有する、適した構成の
形態は全て、本発明による接着テープそれぞれの非常に好ましい本発明の実施形態となる
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。
【００４１】
　膜は、緩ませてもよいか、あるいは１つ又は複数の優先方向を有していてもよい。優先
方向は、１方向または２方向での伸張によって達成される。
【００４２】
　本発明の特徴としては、支持膜（ａ）の粗さプロファイルが重要である。膜の粗さによ
り、金属的性質が付与された後に、光反射の拡散率を制御することができる。したがって
、０．０５μｍ超、もっと好ましくは０．１０超、非常に好ましくは０．１５μｍ超の膜
の粗さＲａを有する膜を使用することが非常に好ましい。好ましい膜の最大粗さＲａは０
．３５μｍである。膜の粗さは、ＤＩＮ４７６８に従って測定され、Ｒａ値によって定量
化可能である。膜の粗さが増大するにつれて、金属性面の光反射における拡散光率が高め
られる。支持膜（ａ）の粗さＲａは０．３５μｍを超えるべきではない。なぜなら、０．
３５μｍを超えると、光反射が少なくなりすぎるからである。
【００４３】
　支持膜（ａ）の膜の粗さは、製造プロセスによって制御することができる。すなわち、
膜（ａ）の製造プロセスにおいて、例えば、ブロッキング防止剤、例えば二酸化ケイ素、
ケイ酸含有チョーク（Ｋｉｅｓｅｌｋｒｅｉｄｅ）又はチョーク、ゼオライトを添加する
ことができる。ブロッキング防止剤の割合を高めることにより、膜の粗さが高められる。
さらに、膜は、押出後にエンボス加工することもできる。この場合は、エンボスローラに
よって支持膜の粗さを制御することができる。
【００４４】
　この製造プロセスにより、膜面の一方だけをより粗く構成することも可能である。本発
明の非常に好ましい一つの形態では、次いで、粗い面は金属的性質を与えられ、この面が
最終用途において光反射面として使用される。さらに、押出プロセスによって膜の粗さを
制御することもできる。コーティングダイのリップ出口で、リッププロファイルによって
膜の表面上に粗さを生じさせることができる。また、コーティングダイ中の温度制御によ
って表面粗さに影響を与えることもできる。すなわち、ダイリップの温度を低下させるこ
とによって粗さを高めることができる。絶対温度プロファイルは、押出しされる材料（ガ
ラス転移温度、レオロジープロファイル）に依存する。
【００４５】
　さらに、膜の粗さは、膜添加剤によって制御することができる。すなわち、膜の粗さを
高めるために、例えばナノメートルおよびマイクロメートルのスケールのフィラーを添加
することができる。
【００４６】
　特に好ましい一形態では、膜の粗さを一様に分布させる。特に好ましい一形態では、粗
さは多面構造を有する。
【００４７】
　コート層又は金属蒸着物の固着を向上させるために、膜を前処理するのが有利である。
膜は、エッチングすることができ（例えばトリクロロ酢酸又はトリフルオロ酢酸）、コロ
ナもしくはプラズマで前処理することができるか、あるいはプライマー（例えばＳａｒａ
ｎ（登録商標））を提供することができる。
【００４８】
反射層（ｂ）
　光反射特性及び吸光特性を設けるために、膜（ａ）の片面又は両面に金属、例えばアル
ミニウム又は銀を蒸着するのが有利である。
【００４９】
　本発明の非常に好ましい一形態では、膜層（ａ）の両面にアルミニウム又は銀が蒸着さ
れる。特に優れた反射特性を達成するために、蒸着のためのスパッタプロセスは、最適な
反射を実現させるために、アルミニウム又は銀が極めて均一に設けられるように制御され
なければならない。さらに、非常に好ましい一実施形態では、プラズマ前処理された膜が
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使用され、そして、１つの作業工程で片面又は両面にアルミニウムが蒸着される。反射層
（ｂ）の使用により、一方では望み通りに光は反射され、他方では支持体材料を通る光の
透過は低減される。金属的性質付与後、膜（ａ）の表面粗さは、いくぶんは低減されるが
維持される。金属層の層厚は完全覆い隠すようなものでなければならず、すなわち膜（ａ
）は全面にわたって金属的性質を付与されなければならない。
【００５０】
　製造プロセスに関して、感圧接着剤で塗工する前に、金属化された面を透明塗料でもう
一度保護すると有利であり得る。
【００５１】
着色層（ｃ）と（ｃ'）
　着色層（ｃ）と（ｃ'）は、様々な機能を果たすことができる。本発明の一変更例では
、着色層は、外部光を完全に吸光する機能を有する。そのためには、この場合、両面感圧
接着テープは、３００～８００ｎｍの波長範囲での透過率が＜０．５％、より好ましくは
＜０．１％、最も好ましくは＜０．０１％にならなければならない。本発明の好ましい一
変更例では、これは、黒色のコート被膜によって達成される。硬化性バインダーマトリッ
クス（好ましくは熱硬化性の系であるが、放射線硬化性の系でもよい）中で、黒色の着色
顔料をコーティングマトリックスに混合する。コーティング材料としては、例えば、ポリ
エステル、ポリウレタン、ポリアクリレート、又はポリメタクリレートを、当業者に知ら
れているコーティング添加剤と組み合わせて使用することができる。本発明による非常に
好ましい一変更例では、着色媒体粒子としてカーボンブラック粒子又はグラファイト粒子
がバインダーマトリックスに混合される。この添加により、添加剤含有量が非常に高い（
＞２０重量％）場合、完全な吸光以外に、さらに導電性も実現されるため、本発明の両面
感圧接着テープも同様に静電防止特性を有する。さらに、層（ｃ）と（ｃ'）は、接着促
進剤の追加の機能も有することができる。この場合、この層は、支持膜（ａ）あるいは金
属層（ｂ）に対する感圧接着剤（ｄ）又は（ｄ'）の接着性をも向上させることができる
。
【００５２】
　黒色の着色層（ｃ'）の吸光特性を向上させるために、着色層（ｃ）に追加的に白色の
着色顔料を充填することができる。白色の着色顔料としては、好ましくは二酸化チタン系
顔料が適している。
【００５３】
感圧接着剤（ｄ）と（ｄ'）
　本発明の好ましい一変更例では、感圧接着剤（ｄ）と（ｄ'）は、感圧接着テープの両
面上に全く同じにある。しかし、本発明の特別な一変更例では、感圧接着剤（ｄ）と（ｄ
'）が、層厚及び／又は化学組成に関して相互に異なる場合にもまた有利であることがで
きる。このようにして、例えば異なる感圧接着特性を設定することができる。本発明の両
面感圧接着テープ用の接着感圧剤システムとしては、アクリレート系接着剤、天然ゴム系
接着剤、合成ゴム系接着剤、シリコーン系接着剤、またはＥＶＡ系接着剤が使用される。
本発明の創意に富んだ変更例に関して、その本発明の両面感圧接着テープが少なくとも片
面において高い反射率を有する場合、感圧接着剤が少なくともこの片面において高い透過
率を好ましく有すると非常に有利である。
【００５４】
　しかし、基本的には、例えば“Ｈａｎｄｂｏｏｋ　ｏｆ　Ｐｒｅｓｓｕｒｅ　Ｓｅｎｓ
ｉｔｉｖｅ　Ａｄｈｅｓｉｖｅ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ”Ｄｏｎａｔａｓ　Ｓａｔａｓ　
（ｖａｎ　Ｎｏｓｔｒａｎｄ，　Ｎｅｗ　Ｙｏｒｋ　１９８９）（非特許文献１）に挙げ
られているような、その他全ての当業者に周知の感圧接着剤を加工することもできる。
【００５５】
　天然ゴム形接着剤については、約１００，０００ダルトンを下回らない、好ましくは５
００，０００ダルトンを下回らない分子量（重量平均）までの天然ゴムが粉砕されて添加
される。
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【００５６】
　接着剤の出発材料としてのゴム／合成ゴムについては、幅広い変更可能性が与えられる
。天然ゴム又は合成ゴム、あるいは天然ゴム及び／又は合成ゴムの任意のブレンドを使用
することができ、その際、天然ゴムの一種又はより多くは、基本的には、必要とされる純
度レベル並びに粘度レベルに応じて、例えば、Ｃｒｅｐｅ－、ＲＳＳ－、ＡＤＳ－、ＴＳ
Ｒ－、又はＣＶ－タイプなど入手可能な品質全てから選択することができ、合成ゴムの一
種又はより多くは、ランダム共重合されたスチレンブタジエンゴム（ＳＢＲ）、ブタジエ
ンゴム（ＢＲ）、合成ポリイソプレン（ＩＲ）、ブチルゴム（ＩＩＲ）、ハロゲン化ブチ
ルゴム（ＸＩＩＲ）、アクリレートゴム（ＡＣＭ）、エチレン－酢酸ビニルコポリマー（
ＥＶＡ）、及びポリウレタン及び／又はそのブレンドからなる群から選択することができ
る。
【００５７】
　さらに好ましくは、加工性を向上させるために、具体的には全エラストマー量に対して
１０～５０重量％の重量割合で熱可塑性エラストマーをゴムに加えることができる。代表
的なものとして、ここではとりわけ、特に適合性のあるスチレン－イソプレン－スチレン
（ＳＩＳ）及びスチレン－ブタジエン－スチレン（ＳＢＳ）タイプが挙げられる。
【００５８】
　本発明の好ましい一変更例では、好ましくは、（メタ）アクリレート系感圧接着剤が使
用される。ラジカル重合によって得ることができる、本発明に従って有利に使用可能な（
メタ）アクリレート系感圧接着剤は、少なくとも５０重量％までが、次の一般式で表され
る化合物からなる群からのアクリルモノマーの少なくとも一種からなる。
【００５９】
【化１】

【００６０】
　（式中、Ｒ１＝Ｈ又はＣＨ３であり、残基Ｒ２＝Ｈ又はＣＨ３であるか、あるいは１～
３０個の炭素原子を有する分岐された又分岐されていない飽和されたアルキル基からなる
群から選択される。）
【００６１】
　モノマーは、好ましくは、結果として得られるポリマーが室温又はそれより高い温度で
感圧接着剤として使用できるように選択され、特に、結果として得られるポリマーが、“
Ｈａｎｄｂｏｏｋ　ｏｆ　Ｐｒｅｓｓｕｒｅ　Ｓｅｎｓｉｔｉｖｅ　Ａｄｈｅｓｉｖｅ　
Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ」Ｄｏｎａｔａｓ　Ｓａｔａｓ　（ｖａｎ　Ｎｏｓｔｒａｎｄ，　
Ｎｅｗ　Ｙｏｒｋ　１９８９）（非特許文献１”のものに相当する感圧接着特性を有する
ように選択される。
【００６２】
　本発明のさらなる変更例では、感圧接着剤は、熱活性化可能な感圧接着剤として使用で
きるようにコモノマー組成が選択される。
【００６３】
　ポリマーは、好ましくは、式ＣＨ２＝Ｃ（Ｒ１）（ＣＯＯＲ２）を有するアクリル酸エ
ステル及び／又はメタクリル酸エステル及び／又はその遊離酸から構成されるモノマー混
合物の重合によって得ることができ、ここで、Ｒ１＝Ｈ又はＣＨ３であり、Ｒ２＝１～２
０個のＣ原子を有するアルキル鎖又はＨである。
【００６４】
　使用されるポリアクリレートのモル質量Ｍｗは、好ましくはＭｗ≧２００，０００ｇ／
モルである。
【００６５】
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　非常に好ましい方法において、４～１４個のＣ原子、好ましくは４～９個のＣ原子から
なるアルキル基を有するアクリル酸エステル及びメタクリル酸エステルからなる、アクリ
ルモノマー又はメタクリルモノマーが包含される。具体的な例は、これらに限定されるも
のではないが、メチルアクリレート、メチルメタクリレート、エチルアクリレート、ｎ－
ブチルアクリレート、ｎ－ブチルメタクリレート、ｎ－ペンチルアクリレート、ｎ－ヘキ
シルアクリレート、ｎ－ヘプチルアクリレート、ｎ－オクチルアクリレート、ｎ－オクチ
ルメタクリレート、ｎ－ノニルアクリレート、ラウリルアクリレート、ステアリルアクリ
レート、ベヘニルアクリレート、及びそれらの分岐された異性体、例えば、イソブチルア
クリレート、２－エチルヘキシルアクリレート、２－エチルヘキシルメタクリレート、イ
ソオクチルアクリレート、又はイソオクチルメタクリレートである。さらに使用される化
合物クラスは、少なくとも６個のＣ原子からなる架橋シクロアルキルアルコールの一官能
性アクリレート及び／又はメタクリレートである。シクロアルキルアルコールは、例えば
Ｃ１～Ｃ６のアルキル基、ハロゲン原子、又はシアノ基で置換されることができる。具体
的な例は、シクロヘキシルメタクリレート、イソボルニルアクリレート、イソボルニルメ
タクリレート、及び３，５－ジメチルアダマンチルアクリレートである。
【００６６】
　一つの方法において、カルボキシル残基、スルホン酸及びホスホン酸、ヒドロキシ残基
、ラクタム及びラクトン、Ｎ－置換アミド、Ｎ－置換アミン、カルバメート残基、エポキ
シ残基、チオール残基、アルコキシ残基、シアノ残基、エーテルなど、極性基を有するモ
ノマーが使用される。
【００６７】
　やや塩基性のモノマー、例えば、Ｎ，Ｎ－ジアルキル置換アミド、例えばＮ，Ｎ－ジメ
チルアクリルアミド、Ｎ，Ｎ－ジメチルメタクリルアミド、Ｎ－ｔｅｒｔ－ブチルアクリ
ルアミド、Ｎ－ビニルピロリドン、Ｎ－ビニルラクタム、ジメチルアミノエチルメタクリ
レート、ジメチルアミノエチルアクリレート、ジエチルアミノエチルメタクリレート、ジ
エチルアミノエチルアクリレート、Ｎ－メチロールメタクリルアミド、Ｎ－（ブトキシメ
チル）メタアクリルアミド、Ｎ－メチロールアクリルアミド、Ｎ－（エトキシメチル）ア
クリルアミド、Ｎ－イソプロピルアクリルアミドであり、ここで、これらのリストは完全
なものではない。
【００６８】
　さらに好ましい例は、ヒドロキシエチルアクリレート、ヒドロキシエチルメタクリレー
ト、ヒドロキシプロピルメタクリレート、アリルアルコール、イタコン酸無水物（Ｉｔａ
ｃｏｎｓａｅｕｒｅａｎｈｙｄｒｉｄ）、イタコン酸、グリセリジルメタクリレート、フ
ェノキシエチルメタクリレート、２－ブトキシエチルメタクリレート、ヒドロキシプロピ
ルアクリレート、無水マレイン酸、フェノキシエチルアクリレート、２－ブトキシエチル
アクリレート、シアノエチルメタクリレート、シアノエチルアクリレート、グリセリルメ
タクリレート、６－ヒドロキシヘキシルメタクリレート、酢酸ビニル、テトラヒドロフル
フリルアクリレート、β－アクリロイルオキシプロピオン酸、トリクロロアクリル酸、フ
マル酸、クロトン酸、アコニット酸、ジメチルアクリル酸であり、ここでこのリストは完
全なものではない。
【００６９】
　さらに非常に好ましい一方法において、モノマーとして、ビニルエステル、ビニルエー
テル、ハロゲン化ビニル、ハロゲン化ビニリデン、α位に芳香環および複素環を有するビ
ニル化合物が使用される。この場合も、非限定的ないくつかの例として、酢酸ビニル、ビ
ニルホルムアミド、ビニルピリジン、エチルビニルエーテル、塩化ビニル、塩化ビニリデ
ン、及びアクリロニトリルが挙げられる。
【００７０】
　さらに、さらなる一方法では、共重合可能な二重結合を有する光開始剤が使用される。
光開始剤としては、ノリッシュＩ型（Ｎｏｒｒｉｓｈ　Ｔｙｐｅ　Ｉ）及びノリッシュＩ
Ｉ型（Ｎｏｒｒｉｓｈ　Ｔｙｐｅ　ＩＩ）の光開始剤が適している。例としては、例えば
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ＵＣＢ社のベンゾインアクリレート及びアクリル化ベンゾフェノン（Ｅｂｅｃｒｙｌ　Ｐ
　３６（登録商標））である。原理的には、ＵＶ照射の下でラジカル機構によってポリマ
ーを架橋することができる、当業者に周知の全ての光開始剤が共重合化できる。二重結合
を官能化できる、使用可能な光開始剤に関する概要は、Ｆｏｕａｓｓｉｅｒ：“Ｐｈｏｔ
ｏｉｎｉｔｉｔａｔｉｏｎ，　Ｐｈｏｔｏｐｏｌｙｍｅｒｉｚａｔｉｏｎ　ａｎｄ　Ｐｈ
ｏｔｏｃｕｒｉｎｇ：　Ｆｕｎｄａｍｅｎｔａｌｓ　ａｎｄ　Ａｐｐｌｉｃａｔｉｏｎｓ
”Ｈａｎｓｅｒ－Ｖｅｒｌａｇ，　Ｍｕｅｎｃｈｅｎ　１９９５（非特許文献２）に示さ
れている。補足として、Ｃａｒｒｏｙ等“Ｃｈｅｍｉｓｔｒｙ　ａｎｄ　Ｔｅｃｈｎｏｌ
ｏｇｙ　ｏｆ　ＵＶ　ａｎｄ　ＥＢ　Ｆｏｒｍｕｌａｔｉｏｎ　ｆｏｒ　Ｃｏａｔｉｎｇ
ｓ，　Ｉｎｋｓ　ａｎｄ　Ｐａｉｎｔｓ”Ｏｌｄｒｉｎｇ　（Ｈｒｓｇ．），　１９９４
．　ＳＩＴＡ．　Ｌｏｎｄｏｎ（非特許文献３）が使用される。
【００７１】
　さらなる好ましい一方法では、上記のコモノマーに、静的な高いガラス転移温度を有す
るモノマーが添加される。成分として、例えばスチレンのような芳香族ビニル化合物が適
しており、その際、好ましくは芳香核がＣ４～Ｃ１８の構成要素から構成され、そしてヘ
テロ原子を含むこともできる。特に好ましい例は、４－ビニルピリジン、Ｎ－ビニルフタ
ルイミド、メチルスチレン、３，４－ジメトキシスチレン、４－ビニル安息香酸、ベンジ
ルアクリレート、ベンジルメタクリレート、フェニルアクリレート、フェニルメタクリレ
ート、ｔ－ブチルフェニルアクリレート、ｔ－ブチルフェニルメタクリレート、４－ビフ
ェニルアクリレート、４－ビフェニルメタクリレート、２－ナフチルアクリレート、２－
ナフチルメタクリレート、並びにこれらのモノマーからなる混合物であり、このリストも
やはり完全なものではない。
【００７２】
　芳香族の割合を高めることにより、感圧接着剤の屈折率が増大され、例えば外部からの
光によるＬＣＤガラスと感圧接着剤との間での散乱が最小限化される。
【００７３】
　さらなる発展のために、感圧接着剤に樹脂を混合させることができる。添加する粘着力
を高める樹脂として、周知の、そして文献に記載の接着性樹脂の全てが使用可能である。
代表として、ピネン樹脂、インデン樹脂、及びロジン、それらの不均化、水素化、重合化
、エステル化された、誘導体類及び塩類、脂肪族炭化水素樹脂及び芳香族炭化水素樹脂、
テルペン樹脂、及びテルペンフェノル樹脂、並びにＣ５－、Ｃ９－、及び他の炭化水素樹
脂が挙げられる。得られる接着剤の特性を所望どおりに調整するために、これら及びその
他の樹脂の任意の組合せが使用できる。一般的に、適したポリアクリレートとの相溶性で
ある（可溶である）全ての樹脂が使用でき、特に、全ての脂肪族、芳香族、アルキル芳香
族炭化水素樹脂、純粋なモノマーをベースとする炭化水素樹脂、水素化炭化水素樹脂、官
能性炭化水素樹脂、及び天然樹脂が挙げられる。“Ｈａｎｄｂｏｏｋ　ｏｆ　Ｐｒｅｓｓ
ｕｒｅ　Ｓｅｎｓｉｔｉｖｅ　Ａｄｈｅｓｉｖｅ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ”　ｖｏｎ　Ｄ
ｏｎａｔａｓ　Ｓａｔａｓ　（ｖａｎ　Ｎｏｓｔｒａｎｄ，　１９８９）（非特許文献１
）における知識水準の説明に留意されたい。
【００７４】
　ここでもまた、透過率を向上させるために、好ましくは透明な、ポリマーと非常によく
適合する樹脂が使用される。水素化または部分的に水素化された樹脂が、この特性を有す
る場合が多々ある。
【００７５】
　さらに、任意の軟化剤（可塑剤）、それ以外の充填剤（例えば繊維、カーボンブラック
、酸化亜鉛、チョーク、中実又は中空のガラスビード、別の材料からなるマイクロビード
、ケイ酸、ケイ酸塩）、造核剤、導電性材料、例えば共役ポリマー、ドープされた共役ポ
リマー、金属顔料、金属粒子、金属塩、グラファイトなど、発泡剤、配合剤、及び／又は
老化防止剤、例えば一次および二次酸化防止剤の形、または光保護剤の形のものを添加す
ることができる。
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【００７６】
　本発明のさらなる可能な一変更例では、黒色層（ｃ）上に塗布される接着剤（ｄ'）は
、吸光粒子、例えば黒色顔料またはカーボンブラック粒子またはグラファイト粒子を充填
材料として含む。
【００７７】
　さらに、架橋剤および架橋促進剤を混和することができる。電子線照射架橋およびＵＶ
架橋に適した架橋剤は、例えば、二官能性または多官能性アクリレート、二官能性または
多官能性イソシアネート（ブロックされたものも含む）または二官能性または多官能性エ
ポキシドである。さらにまた、熱活性化可能な架橋剤、例えばルイス酸、金属キレート、
または多官能性イソシアネートを添加することもできる。
【００７８】
　場合によってはＵV光で架橋させるために、接着剤にＵＶ光吸収性の光開始剤を添加す
ることもできる。非常に良好に使用することができる有用な光開始剤は、例えば、ベンゾ
インエーテル、例えばベンゾインメチルエーテルおよびベンゾインイソプロピルエーテル
、置換アセトフェノン、例えば２，２－ジエトキシアセトフェノン（Ｃｉｂａ　Ｇｅｉｇ
ｙ（登録商標）社のＩｒｇａｃｕｒｅ　６５１（登録商標）として入手可能）、２，２－
ジメトキシ－２－フェニル－１－フェニルエタノン、ジメトキシヒドロキシアセトフェノ
ン、置換α－ケトール、例えば２－メトキシ－２－ヒドロキシプロピオフェノン、芳香族
塩化スルホニル、例えば２－ナフチル塩化スルホニル、および光活性オキシム、例えば１
－フェニル－１，２－プロパンジオン－２－（Ｏ－エトキシカルボニル）オキシムである
。
【００７９】
　上述の光開始剤およびさらなる使用可能な光開始剤およびその他のノリッシュＩ型また
はノリッシュＩＩ型の光開始剤は、以下の残基を含むことができる。すなわち、ベンゾフ
ェノン残基、アセトフェノン残基、ベンジル残基、ベンゾイン残基、ヒドロキシアルキル
フェノン残基、フェニルシクロヘキシルケトン残基、アントラキノン残基、トリメチルベ
ンゾイル－ホスフィンオキシド残基、メチルチオフェニルモルホリンケトン残基、アミノ
ケトン残基、アゾベンゾイン残基、チオキサントン残基、ヘキサアリールビスイミダゾー
ル残基、トリアジン残基、またはフルオレノンであり、これらの残基はそれぞれ、さらに
、１つ又は複数のハロゲン原子及び／又は１つ又は複数のアルキルオキシ基及び／又は１
つ又は複数のアミノ基もしくはヒドロキシ基で置換されることができる。代表的な概要は
、Ｆｏｕａｓｓｉｅｒ：　“Ｐｈｏｔｏｉｎｉｔｉｔａｔｉｏｎ，　Ｐｈｏｔｏｐｏｌｙ
ｍｅｒｉｚａｔｉｏｎ　ａｎｄ　Ｐｈｏｔｏｃｕｒｉｎｇ：　Ｆｕｎｄａｍｅｎｔａｌｓ
　ａｎｄ　Ａｐｐｌｉｃａｔｉｏｎｓ”，　Ｈａｎｓｅｒ－Ｖｅｒｌａｇ，　Ｍuｎｃｈ
ｅｎ　１９９５（非特許文献２）に示されている。補足として、Ｃａｒｒｏｙ　ｅｔ　ａ
ｌ．　ｉｎ　“Ｃｈｅｍｉｓｔｒｙ　ａｎｄ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ　ｏｆ　ＵＶ　ａｎ
ｄ　ＥＢ　Ｆｏｒｍｕｌａｔｉｏｎ　ｆｏｒ　Ｃｏａｔｉｎｇｓ，　Ｉｎｋｓ　ａｎｄ　
Ｐａｉｎｔｓ”，　Ｏｌｄｒｉｎｇ　（Ｈｒｓｇ．），　１９９４，　ＳＩＴＡ，　Ｌｏ
ｎｄｏｎ（非特許文献３）を援用することができる。
【００８０】
コーティング法、支持体材料の仕上げ
　本発明による感圧接着テープを製造するために、好ましい一方法では、溶液状態の（ａ
ｕｓ　Ｌｏｅｆｓｕｎｇ）感圧接着剤が支持体材料上にコーティングされる。感圧接着剤
の固着を促進させるために、場合によっては層（ｂ）及び／又は（ｃ）と（ｃ'）を前処
理することができる。すなわち、例えば、コロナ又はプラズマで前処理することができ、
溶融物の状態又は溶液の状態で（ａｕｓ　ｄｅｒ　Ｓｃｈｍｅｌｚｅ　ｏｄｅｒ　ａｕｓ
　Ｌｏｅｓｕｎｇ）プライマーを塗布することができ、あるいは化学的にエッチングする
こともできる。
【００８１】
　しかし、特に黒色のコーティング層の場合、コロナ出力を最小にすべきであり、さもな
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ければ、膜中まで焼けてピンホール（光学的エラー、干渉部位）ができる。溶液からなる
感圧接着剤をコーティングするために、熱供給によって、例えば乾燥チャネル内で溶媒を
除去し、そして場合によっては架橋反応を開始させる。
【００８２】
　上述したポリマーは、それ以外に、ホットメルト系として（すなわち溶融物から）コー
ティングすることもできる。従って、製造方法に関して、溶媒を感圧接着剤から除去する
必要があり得る。この場合、原理的には、当業者に知られている方法を使用することがで
きる。非常に好ましい方法は、一軸もしくは二軸押出機による濃縮である。二軸押出機は
、同方向又は逆方向に駆動させることができる。溶媒又は水は、複数の真空段階で留去す
ることが好ましい。それに加えて、溶媒の蒸留温度に応じて加熱対策を行う。残留溶媒の
比率は、好ましくは＜１％、より好ましくは＜０．５％、非常に好ましくは＜０．２％で
ある。ホットメルトは、溶融物から精製される。
【００８３】
　ホットメルトとしてコーティングするのに様々なコーティング法が利用できる。一実施
形態では、感圧接着剤はロールコーティング法によってコーティングされる。様々なロー
ルコーティング法が、“Ｈａｎｄｂｏｏｋ　ｏｆ　Ｐｒｅｓｓｕｒｅ　Ｓｅｎｓｉｔｉｖ
ｅ　Ａｄｈｅｓｉｖｅ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ”　ｖｏｎ　Ｄｏｎａｔａｓ　Ｓａｔａｓ
　（ｖａｎ　Ｎｏｓｔｒａｎｄ，　Ｎｅｗ　Ｙｏｒｋ　１９８９）（非特許文献１）に記
載されている。さらなる一実施形態では、溶融ノズルを介してコーティングされる。さら
なる好ましい一方法では、押出しによってコーティングされる。押出コーティングは、好
ましくは押出ダイを用いて行われる。使用される押出ダイは、有利には、次の３つのカテ
ゴリーの１つに由来するものであることができる。すなわち、Ｔ型ダイ、フィッシュテイ
ルダイ、コートハンガーダイ（Ｂｕｅｇｅｌ－Ｄｕｅｓｅ）である。各タイプは、そのフ
ローチャネルの形状によって異なる。コーティングによって、感圧接着剤を配向させるこ
ともできる。
【００８４】
　さらに、感圧接着剤を架橋させることが必要な場合もある。好ましい一実施形態では、
電子線照射及び／又はＵＶ照射を用いて架橋させる。
【００８５】
　ＵＶ架橋を行うには、使用されるＵＶ光開始剤に応じて２００～４００ｎｍの波長範囲
での短波長紫外線照射によって、特に８０～２４０Ｗ／ｃｍの出力における水銀高圧ラン
プもしく水銀中圧ランプの使用のもとで照射される。照射強度は、ＵＶ光開始剤の量子収
量および調整すべき架橋率にそれぞれ適合させる。
【００８６】
　それ以外に、本発明の一変更例では、感圧接着剤は電子線照射を用いて架橋させること
が可能である。使用できる典型的な照射装置は、電子線照射加速器ならば、リニアカソー
ドシステム（Ｌｉｎｅａｒｋａｔｈｏｄｅｎｓｙｓｔｅｍｅ）、スキャナシステム（Ｓｃ
ａｎｎｅｒｓｙｓｔｅｍｅ）、またはセグメントカソードシステム（Ｓｅｇｍｅｎｔｋａ
ｔｈｏｄｅｎ－ｓｙｓｔｅｍｅ）である。従来技術の詳細な説明、および最も重要なプロ
セスパラメータは、Ｓｋｅｌｈｏｒｎｅ，　Ｅｌｅｃｔｒｏｎ　Ｂｅａｍ　Ｐｒｏｃｅｓ
ｓｉｎｇ，　ｉｎ　Ｃｈｅｍｉｓｔｒｙ　ａｎｄ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ　ｏｆ　ＵＶ　
ａｎｄ　ＥＢ　ｆｏｒｍｕｌａｔｉｏｎ　ｆｏｒ　Ｃｏａｔｉｎｇｓ，　Ｉｎｋｓ　ａｎ
ｄ　Ｐａｉｎｔｓ，　Ｖｏｌ．　１，　１９９１，　ＳＩＴＡ，　Ｌｏｎｄｏｎ（非特許
文献４）に見られる。典型的な加速電圧は、５０ｋＶ～５００ｋＶ、好ましくは８０ｋＶ
～３００ｋＶの範囲である。使用される線量（Ｓｔｒｅｕｄｏｓｅｎ）は、５～１５０ｋ
Ｇｙ、特に２０～１００ｋＧｙで可変である。
【００８７】
　両方の架橋方法を使用することもでき、又は高エネルギー照射を可能にする別の方法を
使用することもできる。
【００８８】
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　さらに、本発明の対象は、キーボード用のバックライト式照明ユニットを接着させるた
めの、片面及び両面感圧接着テープの使用である。その接着は、例として図１に示されて
いる。感圧接着テープとして使用するために、片面又は両面感圧接着テープに１つ又は２
つの剥離膜又は剥離紙で被覆することができる。本発明による好ましい一変更例では、シ
リコーン処理又はフッ素加工されたフィルムもしくは紙、例えばグラシン紙や、ＨＰＤＥ
またはＬＤＰＥコート紙が使用され、これらにさらに、シリコーンもしくはフッ素化ポリ
マー又はフッ素化シリコーンをベースとする剥離層が設けられる。
【００８９】
　本発明による感圧接着テープは、それに相応した、特にキーボードのバックライト式照
明を最適化するのに使用することができる。
【実施例】
【００９０】
例
　以下に本発明を説明するが、例の選択によって不要な限定が意図されるものではない。
【００９１】
　次の試験法が使用された。
【００９２】
試験法
Ａ．透過率
　透過率は、Ｂｉｏｔｅｋ　Ｋｏｎｔｒｏｎ社のＵｖｉｋｏｎ９２３を用いて、１９０～
９００ｎｍの波長範囲内で測定した。絶対透過率を５５０ｎｍにおける値として単位％で
示す。
【００９３】
Ｂ．粗さ
　膜の粗さは、ＤＩＮ４７６８に従って測定して示す。粗さを、μｍのＲａ値の形で示す
。
【００９４】
Ｃ．反射
　反射試験は、ＤＩＮ　Ｎｏｒｍ５０６３－３に従って行う。測定機器として、Ｕｌｂｒ
ｅｃｈｔｓｃｈｅ　Ｋｕｇｅｌ　Ｔｙｐ　ＬＭＴを使用した。反射度並びに散乱光率は％
で示される。
【００９５】
ポリマー１
　ラジカル重合に従来用いられている２００Ｌ反応器に、アクリル酸２４００ｇ、２－エ
チルヘキシルアクリレート６４ｋｇ、Ｎ－イソプロピルアクリルアミド６．４ｋｇ、及び
アセトン／イソプロパノール（９５：５）５３．５ｋｇを装入した。撹拌下で窒素ガスを
４５分間導入した後、反応器を５８℃に加熱し、そして２，２'－アゾビスイソブチロニ
トリル（ＡＩＢＮ）４０ｇを添加した。続いて、外部熱浴を７５℃に加熱し、そしてこの
外部温度で一定に反応を行った。１時間の反応時間後、さらにＡＩＢＮ４０ｇを添加した
。５時間後及び１０時間後のそれぞれにおいて、アセトン／イソプロパノール（９５：５
）１５ｋｇで希釈した。６時間後及び８時間後のそれぞれにおいて、アセトン８００ｇに
溶解されたジクロロヘキシルパーオキシジカーボネート（Ａｋｚｏ　Ｎｏｂｅｌ社のＰｅ
ｒｋａｄｏｘ　１６（登録商標））１００ｇを添加した。２４時間の反応時間後に反応を
止め、室温まで冷却した。
【００９６】
架橋
　感圧接着剤は溶液状態で、シリコーン処理された剥離紙（Ｌｏｐａｒｅｘ社のＰＥコー
ト剥離紙）上にコーティングされ、乾燥室中で１０分間１００℃で乾燥させ、その後、２
５ｋＧｙの線量を用いて２００ｋＶの加速電圧で架橋させる。コーティング量はそれぞれ
５０ｇ／ｍ２であった。



(15) JP 2011-505483 A 2011.2.24

10

20

30

40

50

【００９７】
膜（Ａｌ蒸着）
　ＰＥＴ膜の両面に対して、全面にわたってアルミニウム層が設けられるまで、その両面
にアルミニウムを蒸着した。その膜は、３００ｍｍの幅で、スパッタリング法に従って蒸
着した。その際、正に帯電した、イオン化されたアルゴンガスを高真空室中に導入する。
その帯電したイオンは、次いで、負に帯電したＡｌプレートに当たり、分子レベルでアル
ミニウム粒子が切り離され、該粒子は次いで、プレートの上に設けられたポリエステルフ
ィルムの上に堆積される。
【００９８】
膜（着色塗装）：
黒色塗料の製造：
　黒色塗料は、硬化剤ＣＶＬ　Ｎｏ．１０（大日本インキ化学工業株式会社）４部及びＤ
ａｉｒｅｄｕｃｅｒ（商標）Ｖ　Ｎｏ．２０（大日本インキ化学工業株式会社）３５部、
並びに塩化ビニル酢酸ビニルをベースとする塗料Ｐａｎａｃｅａ（商標）ＣＶＬ－ＳＰＲ
８０５（大日本インキ化学工業株式会社）１００部から作製した。
【００９９】
膜１（黒／銀）：
　Ａｌが蒸着された膜ＳＯ１５（ベースＳＫＣポリエステルフィルムＳＯ１５、試験法Ｂ
に従ってＲａ＝０．２２１μｍ）の片面上に上記の黒色塗料を平坦に塗布し、そして４５
℃において４８時間乾燥させる。黒色塗料でコーティングされた面は、完全かつ一様に黒
色である。塗布量は約２ｇ／ｍ２である。
【０１００】
膜２（黒／銀）：
　Ａｌが蒸着された膜ＳＣ４４（ベースＳＫＣポリエステルフィルムＳＣ４４、試験法Ｂ
に従ってＲａ＝０．１１μｍ）（ベースＨｏｓｔａｐｈａｎ（商標）５２１０）の片面上
に白色塗料を平坦に塗布し、そして４５℃において４８時間乾燥させる。塗布量は２ｇ／
ｍ２である。その後、もう一度同じ面に上記の黒色塗料を塗り重ねる。もう一度４５℃で
４８時間乾燥させる。塗料で二重にコーティングされた面は、完全かつ一様に黒い。両方
の塗料の塗布量は４ｇ／ｍ２である。
【０１０１】
膜３（黒／銀）：
　Ａｌが蒸着された膜ＳＣ４２（ベースＳＫＣポリエステルフィルムＳＣ４２、試験法Ｂ
に従ってＲａ＝０．０８μｍ）の片面上に上記の黒色塗料を平坦に塗布し、そして４５℃
において４８時間乾燥させる。黒色塗料でコーティングされた面は、完全かつ一様に黒色
である。塗布量は約２ｇ／ｍ２である。
【０１０２】
参照膜１（黒／白）：
　ＳＷ０８３（ＳＫＣポリエステルフィルム２３μｍ）の片面上に上記の黒色塗料を平坦
に塗布し、そして４５℃において４８時間乾燥させる。黒色塗料でコーティングされた面
は、完全かつ一様に黒色である。塗布量は約２ｇ／ｍ２である。
【０１０３】
参照膜２（黒／銀）：
　Ａｌが蒸着された膜（ＰＥＴ膜、試験法Ｂに従ってＲａ＝１．００μｍ）の片面上に上
記の黒色塗料を平坦に塗布し、そして４５において４８時間乾燥させる。黒色塗料でコー
ティングされた面は、完全かつ一様に黒色である。塗布量は約２ｇ／ｍ２である。
【０１０４】
例１
　膜１は、その片面がラミネート法（Ｋａｓｃｈｉｅｒｖｅｒｆａｈｒｅｎ）においてポ
リマー１を５０ｇ／ｍ２で被覆される。
【０１０５】
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例２
　膜１はその両面がラミネート法においてポリマー１で、５０ｇ／ｍ２で被覆される。
【０１０６】
例３
　膜２はその片面がラミネート法においてポリマー１で、５０ｇ／ｍ２で被覆される。
【０１０７】
例４
　膜２はその両面がラミネート法においてポリマー１で、５０ｇ／ｍ２で被覆される。
【０１０８】
例５
　膜３はその片面がラミネート法においてポリマー１で、５０ｇ／ｍ２で被覆される。
【０１０９】
例６
　膜３はその片面がラミネート法においてポリマー１で、５０ｇ／ｍ２で被覆される。
【０１１０】
参照例１
　参照膜１は、その両面がラミネート法においてポリマー１で、５０ｇ／ｍ２で被覆され
る。
【０１１１】
参照例２
　参照膜２は、その両面がラミネート法においてポリマー１で、５０ｇ／ｍ２で被覆され
る。
【０１１２】
結果
　例１～６は、参照例１及び２と共に、試験法Ａに従って試験した。結果を表１に示す。
【０１１３】
　表１から、例１～６並びに参照例１及び２は、０．１％未満の非常に小さな透過率を有
するという結果が分かる。これらの測定値は、接着テープに関する非常に小さな光透過性
が、塗料の組成によっても、金属化によっても達成できることを実証している。
【０１１４】
【表１】

【０１１５】
　反射特性を調べるために、金属面の光学測定を行った。このために、参照としてガラス
に接着させた。
【０１１６】
　値を表２に示す。
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　これらの結果は、粗さが増大するにつれて、反射における拡散率が明らかに増加するこ
とを実証している。しかし同時に、反射値は依然として非常に高いレベルにある。参照例
１は、０．０５μｍのＲａ値を有する白色の滑らかな膜では小さな反射値しか実現可能で
ないことを実証している。
【０１１８】
　０．３５μｍよりも大きいＲａ値を有する参照例２は、粗さが非常に高いと拡散率が非
常に高くなる（８０％よりも大きくなる）が、全反射率（ｔｏｔａｌ）は明らかに低下し
、そして明らかに８０％を下回ることを実証している。従って、キーボードのバックライ
ト式照明ユニットを接着させる場合には、光収率が小さすぎる。
【０１１９】
【表２】

【０１２０】
　利用技術についての検査のために、例１、３、５、６、及び参照例２を、バックライト
式照明キーボードの裏面に固定した。キーボードは寸法１×１ｃｍのキーを有し、全体の
サイズは約８ｃｍ×２８ｃｍである。
【０１２１】
　それに対し、参照例１が使用される場合、バックライト式照明ユニットをＬＣディスプ
レイに接着させるときにディスプレイに光スポットが生じ、これを避けることが重要であ
る。８個のＬＥＤユニット（それぞれ直径３ｍｍ／８０００ｍｃｄ／白色／動作電圧３．
４ボルト／開口角２０°）を用いてキーボードをバックライト式に照明した。引き続き、
数字及び文字を介したキーボード全体の光収率を暗所で測定した。例１、３、５及び６を
使用することにより、参照例２と比較して全膜キーボードの光収率を２．５％高めること
ができた。
【符号の説明】
【０１２２】
　１　ＬＥＤ（発光ダイオード）
　３　キー
　４　接着テープ
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