
JP 6133674 B2 2017.5.24

10

20

(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　シート状又は平板状の基材の片面上に印刷層を形成する工程と、前記基材の前記印刷層
を有する側の面上にホットメルト型粘着剤及び活性エネルギー線硬化型粘着剤からなる群
より選ばれた１種以上の粘着剤を塗布し、ホットメルト型粘着剤の場合はその後冷却し、
活性エネルギー線硬化型粘着剤の場合はその後活性エネルギー線を照射して、粘着剤層を
形成して［シート状又は平板状の基材／印刷層／粘着剤層］の構造のみからなる積層体を
得る工程とを含み、前記積層体の、前記粘着剤層表面のガラス板に対する２３℃における
１８０°引き剥がし粘着力が５Ｎ／２０ｍｍ以上であることを特徴とする光学部材の製造
方法。
【請求項２】
　前記積層体の、前記粘着剤層のゲル分率が３０～８０重量％である、請求項１に記載の
光学部材の製造方法。
【請求項３】
　前記の光学部材の製造方法により製造された光学部材の、下記で定義されるゆがみ指数
が０～０．５μｍである請求項１又は２に記載の光学部材の製造方法。
　ゆがみ指数：前記光学部材の製造方法により製造された光学部材の、前記粘着剤層の表
面に厚さ１００μｍのポリエチレンテレフタレートフィルムを貼付したときの、ポリエチ
レンテレフタレートフィルム側の表面の表面粗さを測定し、表面粗さのｍａｘ値及びｍｉ
ｎ値を算出し、下記の式（Ａ）よりゆがみ指数を求める。
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　　ゆがみ指数（μｍ）＝（ｍａｘ値）－（ｍｉｎ値）　（Ａ）
【請求項４】
　前記粘着剤層の厚さが１０～２００μｍである、請求項１～３のいずれか１項に記載の
光学部材の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、光学部材の製造方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　液晶表示装置、有機ＥＬ（エレクトロルミネッセンス）表示装置、ＰＤＰ（プラズマデ
ィスプレイパネル）、電子ペーパーなどでは、タッチセンサー等の光学部材が広く用いら
れている。
【０００３】
　これらの光学部材の中には、印刷層を有するものがある。例えば、静電容量型のタッチ
センサーなどが挙げられる。上記タッチセンサーは、従来はカバーガラスに印刷を施し（
印刷層）、両面粘着シートを介してフィルム型のセンサー（フィルムセンサー）を貼り合
わせて製造されてきた（例えば、特許文献１）。
【０００４】
　上記タッチセンサーにおいて、印刷層は、意匠性を持たせると同時にフィルムセンサー
の電極を隠す目的があり、黒色にすることが一般であった。これは隠蔽性（バックライト
からの光により透けないこと）が必要であることからである。しかしながら、近年はデザ
イン性から白などの薄い色が要求されることがある。白色の印刷層は、黒色の印刷層と同
等の隠蔽性を示すためには、従来の黒色の印刷層に比べて非常に厚くする必要があり、例
えば、黒色の印刷層の４～８倍の厚さが必要になっている。このように印刷層の厚さが厚
くなると、従来の比較的厚さの薄い印刷層では目立たなかった印刷層による段差（印刷段
差）による歪みが非常に大きくなり、見栄えが悪くなるという課題があった。図１０は、
白色の印刷層などの厚さの厚い印刷層を用いた場合の従来の光学部材の製造方法の一例を
示す概略図である。図１０に示すように、シート状又は平板状の基材１１の片面上に印刷
層１２を施し、両面粘着シート１０１を介してフィルムセンサー等のフィルム１０２を貼
付すると、歪み部分１０３が発生する。
【０００５】
　なお、タッチセンサー以外の光学部材においても、印刷段差による歪みが大きくなり、
見栄えが悪くなることがあった。
【０００６】
　上記課題を解決する技術としては、両面粘着シートの代わりに液状樹脂を使用すること
が開示されている（例えば、特許文献２）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００７】
【特許文献１】特開２０１０－０７７２８７号公報
【特許文献２】特開２０１２－１１７０２８号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　しかしながら、上記のような液状樹脂では、液漏れや、印刷段差部分を硬化しにくいと
いう課題があった。
【０００９】
　従って、本発明の目的は、印刷段差による歪みがなく、見栄えが良い光学部材の製造方
法を提供することにある。又は、印刷段差による歪みがなく、見栄えが良い光学部材に用
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いられる光学部材の製造方法を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　そこで、上記課題を解決するために本発明者らは鋭意検討した結果、シート状又は平板
状の基材の片面上に印刷層を形成する工程と、上記基材の上記印刷層を有する側の面上に
ホットメルト型粘着剤及び活性エネルギー線硬化型粘着剤からなる群より選ばれた１種以
上の粘着剤を塗布して粘着剤層を形成する工程とを含む製造方法で光学部材を製造するこ
とで、印刷段差による歪みがなく、見栄えが良い光学部材が得られること、又は、印刷段
差による歪みがなく、見栄えが良い光学部材に用いられる光学部材が得られることを見出
し、本発明を完成した。
【００１１】
　すなわち、本発明は、シート状又は平板状の基材の片面上に印刷層を形成する工程と、
前記基材の前記印刷層を有する側の面上にホットメルト型粘着剤及び活性エネルギー線硬
化型粘着剤からなる群より選ばれた１種以上の粘着剤を塗布して粘着剤層を形成する工程
とを含むことを特徴とする光学部材の製造方法を提供する。
【００１２】
　前記の光学部材の製造方法は、前記の光学部材の製造方法により製造された光学部材の
、下記で定義されるゆがみ指数が０～０．２μｍである前記の光学部材の製造方法である
ことが好ましい。
　ゆがみ指数：前記光学部材の製造方法により製造された光学部材の、前記粘着剤層の表
面に厚さ１００μｍのポリエチレンテレフタレートフィルムを貼付したときの、ポリエチ
レンテレフタレートフィルム側の表面の表面粗さを測定し、表面粗さのｍａｘ値及びｍｉ
ｎ値を算出し、下記の式（Ａ）よりゆがみ指数を求める。
　　ゆがみ指数（μｍ）＝（ｍａｘ値）－（ｍｉｎ値）　（Ａ）
【発明の効果】
【００１３】
　本発明の光学部材の製造方法は、シート状又は平板状の基材の、印刷層を有する側の面
上に特定の粘着剤層を形成する工程を有することにより、印刷段差が高い場合でも、歪み
がなく、見栄えが良好である光学部材を提供することができる。又、本発明の光学部材の
製造方法は、シート状又は平板状基材の、印刷層を有する側の面上に特定の粘着剤層を形
成する工程を有することにより、印刷段差が高い場合でも、歪みがなく、見栄えが良好で
ある光学部材に用いられる光学部材を提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１４】
【図１】本発明の光学部材の製造方法における工程（ｉ）及び工程（ｉｉ）の一例を示す
概略図である。
【図２】本発明の光学部材の製造方法における工程（ｉｉｉ）の一例を示す概略図である
。
【図３】本発明の光学部材の製造方法における工程（ｉｖ）の一例を示す概略図である。
【図４】工程（ｉｉ）によって得られる積層体（積層体（ｂ））の一例を示す概略図であ
る。
【図５】工程（ｉ）、工程（ｉｉ）、及び工程（ｉｉｉ）によって得られる積層体の一例
を示す概略図である。
【図６】工程（ｉ）、工程（ｉｉ）、及び工程（ｉｖ）によって得られる積層体の一例を
示す概略図である。
【図７】本発明の光学部材の製造方法の具体的態様（１）の一例を示す概略図である。
【図８】本発明の光学部材の製造方法の具体的態様（１）の一例を示す概略図である。
【図９】本発明の光学部材の製造方法の具体的態様（２）の一例を示す概略図である。
【図１０】従来の光学部材の製造方法の一例を示す概略図である。
【発明を実施するための形態】
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【００１５】
　本発明は、シート状又は平板状の基材の片面上に印刷層を形成する工程と、上記基材の
上記印刷層を有する側の面上にホットメルト型粘着剤及び活性エネルギー線硬化型粘着剤
からなる群より選ばれた１種以上の粘着剤を塗布して粘着剤層を形成する工程とを少なく
とも含むことを特徴とする光学部材の製造方法である。なお、本明細書において、「シー
ト状又は平板状の基材の片面上に印刷層を形成する工程と、上記基材の上記印刷層を有す
る側の面上にホットメルト型粘着剤及び活性エネルギー線硬化型粘着剤からなる群より選
ばれた１種以上の粘着剤を塗布して粘着剤層を形成する工程とを少なくとも含むことを特
徴とする光学部材の製造方法」を「本発明の製造方法」と称する場合がある。
【００１６】
　なお、本明細書において、上記「シート状又は平板状の基材の片面上に印刷層を形成す
る工程」を「工程（ｉ）」と称する場合がある。また、「上記基材の上記印刷層を有する
側の面上にホットメルト型粘着剤及び活性エネルギー線硬化型粘着剤からなる群より選ば
れた１種以上の粘着剤を塗布して粘着剤層を形成する工程」を「工程（ｉｉ）」と称する
場合がある。
【００１７】
　本発明の製造方法は、上記工程（ｉ）、工程（ｉｉ）以外の工程（以下、「他の工程」
と称する場合がある）を含んでいてもよい。
【００１８】
　図１は、本発明の製造方法における工程（ｉ）及び工程（ｉｉ）の一例を示す概略図で
ある。シート状又は平板状の基材１１の片面上にまず印刷層１２を形成して積層体（ａ）
１３が製造される。その後、基材１１の印刷層１２を有する側の面上に本発明の粘着剤層
１４を形成し、積層体（ｂ）１５が製造される。
【００１９】
［工程（ｉ）］
　工程（ｉ）は、シート状又は平板状の基材の片面上に印刷層を形成する工程である。
【００２０】
（シート状又は平板状の基材）
　上記シート状又は平板状の基材は、シート状の基材又は平板状の基材を表す。上記シー
ト状又は平板状の基材としては、特に限定されないが、透明性の観点から、ガラス基板な
どのガラス基材；プラスチック基板やプラスチックフィルムなどのプラスチック系基材が
好ましい。なお、これらのシート状又は平板状の基材は単独でもよいし、２種以上の組み
合わせでもよい。
【００２１】
　上記プラスチック系基材の素材としては、特に限定されないが、例えば、ポリエチレン
テレフタレート（ＰＥＴ）などのポリエステル系樹脂、ポリメチルメタクリレート（ＰＭ
ＭＡ）などのアクリル系樹脂、ポリカーボネート、トリアセチルセルロース（ＴＡＣ）、
ポリサルフォン、ポリアリレート、ポリイミド、ポリ塩化ビニル、ポリ酢酸ビニル、ポリ
エチレン、ポリプロピレン、エチレン－プロピレン共重合体、商品名「アートン（環状オ
レフィン系ポリマー；ＪＳＲ（株）製）」、商品名「ゼオノア（環状オレフィン系ポリマ
ー；日本ゼオン（株）製）」などの環状オレフィン系ポリマーなどが挙げられる。中でも
、加工性、透明性の観点から、ＰＥＴ、ＰＭＭＡ、ポリカーボネート、環状オレフィン系
ポリマーが好ましい。なお、これらの基材の素材は単独でもよいし、２種以上の組み合わ
せでもよい。
【００２２】
　上記シート状の基材としては、特に限定されないが、上記シート状又は平板状の基材と
して例示された基材の中でも、プラスチックフィルムが好ましい。また、上記プラスチッ
クフィルムの素材は、特に限定されないが、上記プラスチック系基材の素材として例示さ
れた素材の中でも、ＰＥＴ、ポリカーボネート、環状オレフィン系ポリマーが好ましい。
即ち、上記シート状の基材は、ＰＥＴフィルム、ポリカーボネートフィルム、環状オレフ
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ィン系ポリマー製のフィルムが好ましい。なお、これらの基材は単独でもよいし、２種以
上の組み合わせでもよい。市販品では、例えば、商品名「アートン」（ＪＳＲ（株）製）
、商品名「ゼオノア」（日本ゼオン（株）製）などの無配向フィルムなどが使用できる。
【００２３】
　上記シート状の基材の厚さは、特に限定されないが、５～１００μｍが好ましい。なお
、上記シート状の基材は単層および複層のいずれの形態を有していてもよい。また、上記
シート状の基材の表面には、例えば、コロナ放電処理、プラズマ処理などの物理的処理、
下塗り処理などの化学的処理などの公知慣用の表面処理が適宜施されていてもよい。
【００２４】
　上記平板状の基材は、特に限定されないが、上記シート状又は平板状の基材として例示
された基材の中でも、ガラス基板、プラスチック基板が好ましい。上記プラスチック基板
の素材は、特に限定されないが、上記プラスチック系基材の素材として例示された素材の
中でも、ＰＭＭＡ、ポリカーボネートが好ましい。即ち、上記平板状の基材は、ガラス基
板、ＰＭＭＡ基板、ポリカーボネート基板が好ましい。なお、これらの基材は単独でもよ
いし、２種以上の組み合わせでもよい。
【００２５】
　上記平板状の基材の厚さは、特に限定されないが、１００～５００μｍが好ましい。な
お、上記平板状の基材は単層および複層のいずれの形態を有していてもよい。また、上記
平板状の基材の表面には、例えば、コロナ放電処理、プラズマ処理などの物理的処理、下
塗り処理などの化学的処理などの公知慣用の表面処理が適宜施されていてもよい。
【００２６】
　上記シート状又は平板状の基材の可視光波長領域における全光線透過率（ＪＩＳ　Ｋ７
３６１－１に準じる）は、特に限定されないが、８５％以上が好ましく、より好ましくは
８８％以上である。また、上記基材のヘイズ（ＪＩＳ　Ｋ７１３６に準じる）は、特に限
定されないが、１．０％以下が好ましく、より好ましくは０．５％以下である。
【００２７】
（印刷層）
　上記印刷層は、特に限定されず、公知慣用の印刷層を用いることができる。上記印刷層
は、特に限定されないが、例えば、バインダー樹脂、色材を含む。他に、必要に応じて分
散剤、架橋剤、光重合開始剤、増感剤などを含んでいてもよい。
【００２８】
　上記バインダー樹脂としては、特に限定されないが、例えば、ポリウレタン系樹脂、フ
ェノール系樹脂、エポキシ系樹脂、尿素メラミン系樹脂、シリコーン系樹脂、フェノキシ
樹脂、メタクリル系樹脂、アクリル系樹脂、ポリアリレート樹脂、ポリエステル系樹脂（
ポリエチレンテレフタレートなど）、ポリオレフィン系樹脂（ポリエチレン、ポリプロピ
レン、エチレン－プロピレン共重合体など）、ポリスチレン系樹脂（ポリスチレン、スチ
レン－アクリロニトリル共重合体、スチレン－ブタジエン共重合体、スチレン－無水マレ
イン酸共重合体、アクリロニトリル－ブタジエン－スチレン樹脂など）、ポリ塩化ビニル
、塩化ビニル－酢酸ビニル共重合体、ポリ酢酸ビニル、ポリ塩化ビニリデン、ポリカーボ
ネート、セルロース類（酢酸セルロース樹脂、エチルセルロース樹脂など）、ポリアセタ
ールなどの公知の樹脂（熱可塑性樹脂、熱硬化性樹脂や光硬化性樹脂など）などが挙げら
れる。なお、これらのバインダー樹脂は単独でもよいし、２種以上の組み合わせでもよい
。
【００２９】
　上記色材は、特に限定されず、公知慣用の顔料、染料などを用いることができる。具体
的には、例えば、特開２０１１－２１４０１０号公報に例示されている白系色材、銀系色
材、黒系色材、シアン系色材、マゼンタ系色材、イエロー系色材などが挙げられる。なお
、これらの色材は単独でもよいし、２種以上の組み合わせでもよい。
【００３０】
　上記印刷層は、単層、多層のいずれの形態であってもよい。特に限定されないが、隠蔽
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性をより一層高める観点から、多層の形態であることが好ましい。なお、多層の形態であ
る場合、印刷層の層の数としては２以上であればよく、例えば、２～１０の範囲から適宜
選択することができ、好ましくは２～６である。
【００３１】
　上記印刷層の厚さは、特に限定されないが、２５～１００μｍが好ましく、より好まし
くは３５～９０μｍ、さらに好ましくは４５～８０μｍである。上記印刷層の厚さが２５
μｍ以上である場合、印刷段差が十分高くなり、従来の光学部材の製造方法では、光学部
材を製造した際の歪みが大きくなるため、本発明の目的である歪みの解消のために本発明
を適用することがより効果的である。また、上記印刷層の厚さが１００μｍ以下である場
合、印刷にかかるコストの面で有利である。
【００３２】
（印刷層の形成方法）
　上記シート状又は平板状の基材の片面上に印刷層を形成する方法は、特に限定されず、
公知慣用の印刷層の形成方法を用いることができる。具体的には、例えば、上記印刷層を
形成するための組成物を上記基材の片面上に塗布し、必要に応じて乾燥や熱硬化、活性エ
ネルギー線硬化を行う方法や、各種印刷法（グラビア印刷法、フレキソ印刷法、オフセッ
ト印刷法、凸版印刷法、スクリーン印刷法など）を利用した方法、蒸着法を利用した方法
などが挙げられる。なお、これらの形成方法は単独でもよいし、２種以上の組み合わせで
もよい。
【００３３】
　上記印刷層を形成するための組成物は、上記バインダー樹脂、上記色材の他、必要に応
じて分散剤、架橋剤、溶剤、光重合開始剤、増感剤などを含んでいてもよい。
【００３４】
　工程（ｉ）においては、上記印刷層を上記基材の片面側の全面に形成してもよいし、上
記基材の片面側に部分的に形成してもよい。上記印刷層を上記基材の片面側に部分的に形
成する態様としては、特に限定されないが、上記基材の縁に沿って上記印刷層を形成する
態様（例えば、上記基材が長方形の場合、額縁のような状態になるように上記印刷層を形
成する態様）、上記印刷層を上記基材の片面上に意匠性のあるように図柄を形成する態様
などが挙げられる。中でも、一般的なタッチパネルに使用する観点から、上記基材の縁に
沿って上記印刷層を形成する態様が好ましい。
【００３５】
　上記工程（ｉ）によって、［シート状又は平板状の基材／印刷層］の構造を有する積層
体が製造される。上記積層体を「積層体（ａ）」と称する場合がある。
【００３６】
［工程（ｉｉ）］
　工程（ｉｉ）は、上記工程（ｉ）の後に、上記シート状又は平板状の基材の上記印刷層
を有する側の面上に上記ホットメルト型粘着剤及び活性エネルギー線硬化型粘着剤からな
る群より選ばれた１種以上の粘着剤を塗布して粘着剤層を形成する工程である。本明細書
において、「ホットメルト型粘着剤及び活性エネルギー線硬化型粘着剤からなる群より選
ばれた１種以上の粘着剤」を、「本発明の粘着剤」と称する場合がある。上記工程（ｉｉ
）は、前工程で製造された積層体（例えば、積層体（ａ））の上記印刷層を有する側の面
上に本発明の粘着剤を塗布して粘着剤層を形成する工程である。また、「本発明の粘着剤
を塗布して形成される粘着剤層」、即ち、「シート状又は平板状の基材の印刷層を有する
側の面上にホットメルト型粘着剤及び活性エネルギー線硬化型粘着剤からなる群より選ば
れた１種以上の粘着剤を塗布して形成される粘着剤層」を、「本発明の粘着剤層」と称す
る場合がある。
【００３７】
（本発明の粘着剤）
　本発明の粘着剤は、ホットメルト型粘着剤及び活性エネルギー線硬化型粘着剤からなる
群より選ばれた１種以上の粘着剤である。上記「ホットメルト型粘着剤及び活性エネルギ
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ー線硬化型粘着剤からなる群より選ばれた１種以上の粘着剤」とは、ホットメルト型粘着
剤及び活性エネルギー線硬化型粘着剤、又は、ホットメルト型粘着剤又は活性エネルギー
線硬化型であることを表す。本発明の粘着剤は、単独又は２種以上の組み合わせであって
もよい。上記粘着剤がホットメルト型粘着剤及び活性エネルギー線硬化型粘着剤からなる
群より選ばれた１種以上の粘着剤であることにより、塗布、形成して粘着剤層になった際
の体積減少量が小さいため、高い印刷段差がある場合でも、その後フィルムセンサーなど
のフィルムを貼付した場合に歪みがなく見栄えが良い光学部材を製造することができる。
一方、溶剤系の粘着剤である場合は、塗布、乾燥することにより、大きく体積が減少する
ため、高い印刷段差による歪みが発生し、見栄えが悪化する。
【００３８】
　上記ホットメルト型粘着剤は、特に限定されないが、例えば、ゴム系粘着剤、ウレタン
系粘着剤（アクリルウレタン系粘着剤）、アクリル系粘着剤、シリコーン系粘着剤、ポリ
エステル系粘着剤、ポリアミド系粘着剤、エポキシ系粘着剤、ビニルアルキルエーテル系
粘着剤、フッ素系粘着剤などの公知の粘着剤を用いることができる。上記の中でも、ゴム
系粘着剤、ウレタン（アクリルウレタン）系粘着剤が特に好ましい。また、上記ホットメ
ルト型粘着剤は単独でもよいし、２種以上の組み合わせでもよい。
【００３９】
　上記ゴム系粘着剤としては、例えば、天然ゴムや各種の合成ゴムをベースポリマーとし
たゴム系粘着剤が挙げられる。合成ゴムをベースポリマーとしたゴム系接着剤としては、
例えば、スチレン・ブタジエン（ＳＢ）ゴム、スチレン・イソプレン（ＳＩ）ゴム、スチ
レン・イソプレン・スチレンブロック共重合体（ＳＩＳ）ゴム、スチレン・ブタジエン・
スチレンブロック共重合体（ＳＢＳ）ゴム、スチレン・エチレン・ブチレン・スチレンブ
ロック共重合体（ＳＥＢＳ）ゴム、スチレン・エチレン・プロピレン・スチレンブロック
共重合体（ＳＥＰＳ）ゴム、スチレン・エチレン・イソプレン・スチレンブロック共重合
体（ＳＩＰＳ）ゴム、スチレン・エチレン・プロピレンブロック共重合体（ＳＥＰ）ゴム
などのスチレン系ゴム（スチレン系エラストマーともいう）、ポリイソプレンゴム、再生
ゴム、ブチルゴム、ポリイソブチレンや、これらの変性体などが挙げられる。中でも、ス
チレン系エラストマーの粘着剤が好ましく、さらに好ましくは、ＳＩＳ、ＳＢＳである。
上記ゴム系粘着剤は単独でもよいし、２種以上の組み合わせでもよい。
【００４０】
　上記活性エネルギー線硬化型粘着剤は、特に限定されないが、例えば、天然ゴムや各種
の合成ゴム（例えば、ポリイソプレンゴム、スチレン・ブタジエンゴム、スチレン・イソ
プレン・スチレンブロック共重合体ゴム、スチレン・ブタジエン・スチレンブロック共重
合体ゴム、再生ゴム、ブチルゴム、ポリイソブチレンなど）をベースポリマーとしたゴム
系粘着剤；（メタ）アクリル酸アルキルエステルの１種又は２種以上を単量体成分として
用いたアクリル系重合体（単独重合体又は共重合体）をベースポリマーとするアクリル系
粘着剤が挙げられる。中でも、アクリル系粘着剤が好ましい。
【００４１】
　上記アクリル系粘着剤に含まれるアクリル系ポリマーの含有量は、特に限定されないが
、臭気の観点から、９６～１００重量％が好ましく、より好ましくは９８～１００重量％
である。
【００４２】
　上記アクリル系ポリマーは、特に限定されないが、直鎖又は分岐鎖状のアルキル基を有
する（メタ）アクリル酸アルキルエステル及び／又は（メタ）アクリル酸アルコキシアル
キルエステルを必須のモノマー成分（単量体成分）として構成されたアクリル系ポリマー
であることが好ましい。なお、上記「（メタ）アクリル」とは、「アクリル」及び／又は
「メタクリル」（「アクリル」及び「メタクリル」のうち、いずれか一方又は両方）を表
し、他も同様である。
【００４３】
　また、上記アクリル系ポリマーを構成するモノマー成分としては、特に限定されないが



(8) JP 6133674 B2 2017.5.24

10

20

30

40

50

、さらに、極性基含有モノマー、多官能性モノマー、上記モノマー成分以外の共重合性モ
ノマー（以下、「その他の共重合性モノマー」と称する場合がある）を含有していてもよ
い。
【００４４】
　上記直鎖又は分岐鎖状のアルキル基を有する（メタ）アクリル酸アルキルエステル（単
に「（メタ）アクリル酸アルキルエステル」と称する場合がある）としては、特に限定さ
れないが、例えば、（メタ）アクリル酸メチル、（メタ）アクリル酸エチル、（メタ）ア
クリル酸プロピル、（メタ）アクリル酸イソプロピル、（メタ）アクリル酸ブチル（（メ
タ）アクリル酸ｎ－ブチル）、（メタ）アクリル酸イソブチル、（メタ）アクリル酸ｓ－
ブチル、（メタ）アクリル酸ｔ－ブチル、（メタ）アクリル酸ペンチル、（メタ）アクリ
ル酸イソペンチル、（メタ）アクリル酸ヘキシル、（メタ）アクリル酸ヘプチル、（メタ
）アクリル酸オクチル、（メタ）アクリル酸２－エチルヘキシル、（メタ）アクリル酸イ
ソオクチル、（メタ）アクリル酸ノニル、（メタ）アクリル酸イソノニル、（メタ）アク
リル酸デシル、(メタ)アクリル酸イソデシル、（メタ）アクリル酸ウンデシル、（メタ）
アクリル酸ドデシル、（メタ）アクリル酸トリデシル、（メタ）アクリル酸テトラデシル
、（メタ）アクリル酸ペンタデシル、(メタ)アクリル酸ヘキサデシル、（メタ）アクリル
酸ヘプタデシル、（メタ）アクリル酸オクタデシル、（メタ）アクリル酸ノナデシル、（
メタ）アクリル酸エイコシルなどのアルキル基の炭素数が１～２０の（メタ）アクリル酸
アルキルエステルが挙げられる。上記（メタ）アクリル酸アルキルエステルは単独で、又
は２種以上を組み合わせて使用することができる。これらの中でも、アクリル酸２－エチ
ルヘキシル（２ＥＨＡ）、アクリル酸イソオクチル（ｉ－ＯＡ）、アクリル酸ブチル（Ｂ
Ａ）が好ましい。
【００４５】
　上記（メタ）アクリル酸アルキルエステル及び／又は（メタ）アクリル酸アルコキシア
ルキルエステルの含有量は、特に限定されないが、粘着力、応力緩和性の観点から、アク
リル系ポリマーを構成するモノマー成分全量（１００重量％）に対して、５０～９８重量
％が好ましく、より好ましくは５０～９５重量％である。なお、モノマー成分として（メ
タ）アクリル酸アルキルエステル及び（メタ）アクリル酸アルコキシアルキルエステルの
両方が用いられている場合は、（メタ）アクリル酸アルキルエステルの含有量と（メタ）
アクリル酸アルコキシアルキルエステルの含有量の合計量（合計含有量）が上記の範囲を
満たせばよい。
【００４６】
　上記極性基含有モノマーとしては、特に限定されないが、例えば、（メタ）アクリル酸
などのカルボキシル基含有モノマー（酸無水物基含有モノマーを含む）；（メタ）アクリ
ル酸２－ヒドロキシエチル、（メタ）アクリル酸３－ヒドロキシプロピルなどの（メタ）
アクリル酸ヒドロキシアルキル、ビニルアルコール、アリルアルコールなどのヒドロキシ
ル基（水酸基）含有モノマー；（メタ）アクリルアミドなどのアミド基含有モノマー；（
メタ）アクリル酸アミノエチルなどのアミノ基含有モノマー；（メタ）アクリル酸グリシ
ジルなどのエポキシ基含有モノマー；（メタ）アクリロニトリルなどのシアノ基含有モノ
マー；Ｎ－ビニル－２－ピロリドンなどの複素環含有ビニル系モノマー；ビニルスルホン
酸ナトリウムなどのスルホン酸基含有モノマー；２－ヒドロキシエチルアクリロイルフォ
スフェートなどのリン酸基含有モノマー；シクロヘキシルマレイミド、イソプロピルマレ
イミドなどのイミド基含有モノマー；２－メタクリロイルオキシエチルイソシアネートな
どのイソシアネート基含有モノマーなどが挙げられる。上記極性基含有モノマーは単独、
又は２種以上の組み合わせでもよい。
【００４７】
　上記多官能性モノマーとは、一分子中に２以上のエチレン性不飽和基を有するモノマー
をいう。上記エチレン性不飽和基としては、特に限定されないが、例えば、ビニル基、プ
ロペニル基、イソプロペニル基、ビニルエーテル基（ビニルオキシ基）、アリルエーテル
基（アリルオキシ基）などのラジカル重合性官能基が挙げられる。なお、上記（メタ）ア
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クリル酸アルキルエステル、（メタ）アクリル酸アルコキシアルキルエステル、極性基含
有モノマー、及びその他の共重合性モノマーは、一分子中にエチレン性不飽和基を１つの
み有するモノマー（単官能性モノマー）である。
【００４８】
　上記多官能性モノマーとしては、特に限定されないが、例えば、ヘキサンジオールジ（
メタ）アクリレート、ブタンジオールジ（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、（ポリ）プロピレングリコールジ（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、ペンタエリスリトールジ（メタ）アク
リレート、ペンタエリスリトールトリ（メタ）アクリレート、ジペンタエリスリトールヘ
キサ（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、テトラ
メチロールメタントリ（メタ）アクリレート、アリル（メタ）アクリレート、ビニル（メ
タ）アクリレート、ジビニルベンゼン、エポキシアクリレート、ポリエステルアクリレー
ト、ウレタンアクリレートなどが挙げられる。上記多官能性モノマーは単独、又は２種以
上の組み合わせでもよい。
【００４９】
　また、上記その他の共重合性モノマーとしては、特に限定されないが、例えば、シクロ
ペンチル（メタ）アクリレート、シクロヘキシル（メタ）アクリレート、イソボルニル（
メタ）アクリレートなどの脂環式炭化水素基を有する（メタ）アクリル酸エステルやフェ
ニル（メタ）アクリレート、フェノキシエチル（メタ）アクリレート、ベンジル（メタ）
アクリレートなどの芳香族炭化水素基を有する（メタ）アクリル酸エステルなどの、上述
の（メタ）アクリル酸アルキルエステル、極性基含有モノマー、及び多官能性モノマー以
外の（メタ）アクリル酸エステル；酢酸ビニル、プロピオン酸ビニルなどのビニルエステ
ル類；スチレン、ビニルトルエンなどの芳香族ビニル化合物；エチレン、ブタジエン、イ
ソプレン、イソブチレンなどのオレフィン類又はジエン類；ビニルアルキルエーテルなど
のビニルエーテル類；塩化ビニルなどが挙げられる。
【００５０】
　本発明の粘着剤は、特に限定されないが、必要に応じて、シランカップリング剤、光重
合開始剤、架橋剤（例えば、イソシアネート系架橋剤、エポキシ系架橋剤など）、架橋促
進剤、粘着付与樹脂（例えば、ロジン誘導体、ポリテルペン樹脂、石油樹脂、油溶性フェ
ノールなど）、老化防止剤、充填剤、着色剤（顔料や染料など）、紫外線吸収剤、酸化防
止剤、連鎖移動剤、可塑剤、軟化剤、界面活性剤、帯電防止剤などの公知の添加剤を含有
していてもよい。
【００５１】
　上記光重合開始剤としては、特に限定されないが、ベンゾインエーテル系光重合開始剤
、アセトフェノン系光重合開始剤、α－ケトール系光重合開始剤、芳香族スルホニルクロ
リド系光重合開始剤、光活性オキシム系光重合開始剤、ベンゾイン系光重合開始剤、ベン
ジル系光重合開始剤、ベンゾフェノン系光重合開始剤、ケタール系光重合開始剤、チオキ
サントン系光重合開始剤等を用いることができる。上記光重合開始剤は単独で、又は２種
以上を組み合わせて使用することができる。
【００５２】
（本発明の粘着剤層の形成方法）
　本発明の粘着剤を塗布（塗工）して粘着剤層を形成する上記基材の上記印刷層を有する
側の面上とは、上記基材の全面に印刷層が形成されている場合は印刷層上であり、上記基
材の片面上に部分的に印刷層が形成されている場合は、印刷層が形成されていない部分で
は基材上、印刷層が形成されている部分では印刷層上である。
【００５３】
　本発明の粘着剤層の形成方法は、特に限定されず、公知慣用の粘着剤層の形成方法を用
いることができる。本発明の粘着剤層は、本発明の粘着剤が上記ホットメルト型粘着剤で
ある場合、特に限定されないが、加熱により溶融した状態で塗布され、その後冷却される
ことによって形成される。
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【００５４】
　本発明の粘着剤層は、本発明の粘着剤が上記活性エネルギー線硬化型粘着剤である場合
、特に限定されないが、本発明の粘着剤が塗布され、その後活性エネルギー線を照射され
ることによって形成される。
【００５５】
　なお、本発明の粘着剤がホットメルト型かつ活性エネルギー線硬化型の粘着剤である場
合、上記ホットメルト型粘着剤の形成方法、上記活性エネルギー線硬化型粘着剤の形成方
法のどちらで形成してもよいし、順次又は同時に両方の形成方法で形成してもよい。
【００５６】
　本発明の粘着剤の塗布の方法は、特に限定されず、公知慣用のコーティング法を用いる
ことができる。具体的には、例えば、グラビアロールコーター、リバースロールコーター
、キスロールコーター、ディップロールコーター、バーコーター、ナイフコーター、スプ
レーコーター、コンマコーター、ダイレクトコーター、ファウンテンダイコーター、Ｔダ
イコーター、ロールコーター、グラビアコーターなどの塗工装置（コーター）を用いたコ
ーティング法などが挙げられる。本発明の粘着剤がホットメルト型粘着剤である場合は、
中でも、ロールコーター、グラビアコーターが好ましい。一方、本発明の粘着剤が活性エ
ネルギー線硬化型粘着剤である場合は、中でも、ロールコーター、コンマコーターが好ま
しい。
【００５７】
　上記活性エネルギー線としては、例えば、α線、β線、γ線、中性子線、電子線などの
電離性放射線や、紫外線などが挙げられる。中でも、紫外線が好ましい。また、上記活性
エネルギー線を照射するための装置（活性エネルギー線照射装置）としては、特に限定さ
れず、公知慣用の活性エネルギー線照射装置を使用できる。例えば、紫外線発生用ランプ
（ＵＶランプ）、ＥＢ（電子線）照射装置などが挙げられる。上記ＵＶランプとしては、
例えば、メタルハライドランプ、高圧水銀ランプなどの高圧放電ランプや、ケミカルラン
プ、ブラックライトランプ、捕虫用蛍光ランプなどの低圧放電ランプなどが好ましい。
【００５８】
　本発明の粘着剤層を形成するために照射する活性エネルギー線（特に、紫外線）の照度
は、特に限定されないが、１～２０ｍＷ／ｃｍ2が好ましく、より好ましくは１～１５ｍ
Ｗ／ｃｍ2である。上記活性エネルギー線照射の際には、特に限定されないが、酸素遮断
の目的で、塗布した本発明の粘着剤表面にセパレータ（剥離ライナー）などが貼付されて
いてもよい。上記セパレータとしては、公知慣用の剥離紙などを使用できる。なお、セパ
レータは公知慣用の方法により形成することができる。また、セパレータの厚さなども特
に限定されない。
【００５９】
　本発明の粘着剤を塗布して形成される粘着剤層の厚さは、特に限定されないが、１０～
２００μｍが好ましく、より好ましくは２５～２００μｍである。厚さを２５μｍ以上と
することにより、接着信頼性に優れる。また、厚さを２００μｍ以下とすることにより、
全体の厚さを薄くすることができる。なお、本発明の粘着剤層の厚さは、特に限定されな
いが、上記印刷層の厚さより厚いことが好ましい。なお、本発明の粘着剤層の厚さは、粘
着剤層の中で最も厚い部分の厚さである。即ち、上記積層体（ｂ）において基材の全面に
印刷層が形成されている場合は、粘着剤層の厚さは印刷層の最上部から粘着剤層表面まで
の粘着剤層の厚さである。一方、上記積層体（ｂ）において基材の全面に対して部分的に
印刷層が形成されている場合は、印刷層が形成されていない部分の基材面上から粘着剤層
表面までの粘着剤層の厚さである。
【００６０】
　本発明の粘着剤層のゲル分率は、特に限定されないが、８０重量％（％）以下（例えば
、３０～８０重量％）が好ましく、より好ましくは５０～８０重量％、さらに好ましくは
５５～７５重量％である。上記ゲル分率を８０重量％以下とすることによって、粘着剤層
の柔軟性が向上し、光学部材に対する貼り合わせが容易となる。上記ゲル分率（溶剤不溶
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成分の割合）は、酢酸エチル不溶分として求めることができ、具体的には、粘着剤層を酢
酸エチル中に２３℃で７日間浸漬した後の不溶成分の、浸漬前の粘着剤層に対する重量分
率として求められる。
【００６１】
　上記ゲル分率は、具体的には、例えば、以下の「ゲル分率の測定方法」により算出され
る値である。
　（ゲル分率の測定方法）
　本発明の粘着剤層を約０．１ｇ採取し、平均孔径０．２μｍの多孔質テトラフルオロエ
チレンシート（商品名「ＮＴＦ１１２２」、日東電工（株）製）に包んだ後、凧糸で縛り
、その際の重量を測定し、該重量を浸漬前重量とする。なお、該浸漬前重量は、本発明の
粘着剤層（上記で採取した粘着剤層）と、テトラフルオロエチレンシートと、凧糸との総
重量である。また、テトラフルオロエチレンシートと凧糸との合計重量も測定しておき、
該重量を包袋重量とする。
　次に、本発明の粘着剤層をテトラフルオロエチレンシートで包み凧糸で縛ったもの（「
サンプル」と称する）を、酢酸エチルで満たした５０ｍＬ容器に入れ、２３℃にて７日間
静置する。その後、容器からサンプル（酢酸エチル処理後）を取り出して、アルミニウム
製カップに移し、１３０℃で２時間、乾燥機中で乾燥して酢酸エチルを除去した後、重量
を測定し、該重量を浸漬後重量とする。
　そして、下記の式からゲル分率を算出する。
　　　　ゲル分率（重量％）＝（Ａ－Ｂ）／（Ｃ－Ｂ）　×　１００
　（上記式において、Ａは浸漬後重量であり、Ｂは包袋重量であり、Ｃは浸漬前重量であ
る。）
【００６２】
　なお、上記ゲル分率は、例えば、多官能性モノマーの使用量（含有量）などにより制御
することができる。
【００６３】
　上記工程（ｉｉ）によって、［シート状又は平板状の基材／印刷層／本発明の粘着剤層
］の構造を有する積層体が製造される。上記積層体を、「積層体（ｂ）」と称する場合が
ある。上記積層体（ｂ）は、特に限定されないが、上記構造以外にも、他の層（例えば、
中間層、下塗り層、セパレータなど）を有していてもよい。上記積層体（ｂ）を用いるこ
とで、印刷段差による歪みがなく、見栄えが良い光学部材を製造することができる。
【００６４】
　上記積層体（ｂ）（上記積層体（ｂ）の粘着剤層表面）の、ガラス板に対する２３℃に
おける１８０°引き剥がし粘着力（「粘着力（２３℃）」と称する）は、特に限定されな
いが、５Ｎ／２０ｍｍ以上が好ましく、より好ましくは７Ｎ／２０ｍｍ以上（上限として
は、例えば、３０Ｎ／２０ｍｍ以下）である。粘着力（２３℃）を５Ｎ／２０ｍｍ以上と
することにより、接着信頼性に優れる。なお、上記粘着力（２３℃）は、２３℃において
、ガラス板を被着体とする１８０°剥離試験（ＪＩＳ　Ｚ０２３７（２０００）に準拠、
引張速度：３００ｍｍ／分）を行うことにより測定することができる。
【００６５】
　上記積層体（ｂ）のゆがみ指数、即ち、上記積層体（ｂ）の、下記で定義されるゆがみ
指数は、特に限定されないが、０～０．５μｍが好ましく、より好ましくは０～０．３μ
ｍ、さらに好ましくは０～０．２μｍである。上記ゆがみ指数が０．５μｍ以下であるこ
とにより、画像をゆがみなく見ることができる。
　ゆがみ指数：本発明の製造方法により製造された光学部材の、本発明の粘着剤層の表面
に厚さ１００μｍのポリエチレンテレフタレートフィルム（ＰＥＴフィルム）を貼付した
ときの、ＰＥＴフィルム側の表面の表面粗さを測定し、表面粗さのｍａｘ値及びｍｉｎ値
を算出し、下記の式（Ａ）よりゆがみ指数を求めた。
　　ゆがみ指数（μｍ）＝（ｍａｘ値）－（ｍｉｎ値）　（Ａ）
【００６６】
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［他の工程］
　上記他の工程（工程（ｉ）、工程（ｉｉ）以外の工程）としては、特に限定されないが
、例えば、上記積層体（ｂ）の両面上にそれぞれ部材を設ける工程（「工程（ｉｉｉ）」
と称する場合がある）、上記積層体（ｂ）の片面上に部材を設ける工程（「工程（ｉｖ）
」と称する場合がある）、上記積層体（ａ）の印刷層を有する側とは反対側の基材面上に
部材を設ける工程などが挙げられる。中でも、工程（ｉｉｉ）又は工程（ｉｖ）が好まし
い。即ち、本発明の製造方法は、特に限定されないが、工程（ｉ）及び工程（ｉｉ）を含
むこと、工程（ｉ）、工程（ｉｉ）、及び工程（ｉｉｉ）を含むこと、工程（ｉ）、工程
（ｉｉ）、及び工程（ｉｖ）を含むことが好ましい。
【００６７】
　上記工程（ｉｉｉ）は、特に限定されないが、例えば、上記積層体（ｂ）の本発明の粘
着剤層側の面上に部材（部材（Ｉ））を貼付する段階と、上記積層体（ｂ）の上記シート
状又は平板状の基材側の面上に本発明の粘着剤層とは別の粘着剤層（他の粘着剤層）を介
して部材（部材（ＩＩ））を貼付する段階とを含む工程が挙げられる。
【００６８】
　図２は、本発明の光学部材の製造方法における工程（ｉｉｉ）の一例を示す概略図であ
る。積層体（ｂ）１５の基材１１面に他の粘着剤層２１、部材（Ｉ）２２を、本発明の粘
着剤層１４面に部材（ＩＩ）２３を形成して積層体２４が製造される。なお、部材（Ｉ）
２２と部材（ＩＩ）２３は相互に逆の位置関係であってもよい。
【００６９】
　上記部材（部材（Ｉ）、部材（ＩＩ））としては、特に限定されないが、透明性の観点
から、ガラス基板などのガラス部材；プラスチック基板やプラスチックフィルムなどのプ
ラスチック系部材が好ましく、より好ましくはガラス基板；ＰＭＭＡ、ポリカーボネート
、ＰＥＴ、環状オレフィン系ポリマーを素材とするプラスチック基板やプラスチックフィ
ルム、さらに好ましくは、ガラス基板、ＰＥＴフィルム、ポリカーボネートフィルム、環
状オレフィン系ポリマー製フィルム、ＰＭＭＡ基板、ポリカーボネート基板である。
【００７０】
　上記部材（Ｉ）、部材（ＩＩ）は上記部材の中からそれぞれ選択される。上記部材（Ｉ
）、部材（ＩＩ）の組み合わせとしては、特に限定されないが、例えば、ガラス基板とプ
ラスチックフィルム、プラスチック基板とプラスチックフィルムが好ましく、より好まし
くはガラス基板とＰＥＴフィルム、ガラス基板と環状オレフィン系ポリマー製フィルムで
ある。上記部材（Ｉ）、部材（ＩＩ）は、相互に逆の位置関係であっても良い。
【００７１】
　上記部材の形状は、特に限定されないが、例えば、シート状、平板状などが挙げられる
。
【００７２】
　上記部材は、特に限定されないが、例えば、偏光板、波長板、位相差板、光学補償フィ
ルム、輝度向上フィルム、導光板、反射フィルム、反射防止フィルム、透明導電フィルム
（ＩＴＯフィルムなど）、意匠フィルム、装飾フィルム、表面保護フィルム、フィルムセ
ンサー、液晶表示装置、液晶パネル、有機ＥＬ（エレクトロルミネッセンス）表示装置、
ＰＤＰ（プラズマディスプレイパネル）、カバーガラスなどが挙げられる。
【００７３】
　上記他の粘着剤層は、特に限定されず、公知慣用の粘着剤層を使用することができる。
上記他の粘着剤層は、粘着シート（粘着テープ）を含む。上記他の粘着剤層としては、特
に限定されないが、本発明の粘着剤層であってもよいし、市販の粘着シートであってもよ
い。
【００７４】
　上記他の粘着剤層は、特に限定されないが、例えば、上記積層体（ｂ）の基材側の面上
又は上記部材に粘着シートを貼付して形成されてもよいし、上記積層体（ｂ）の基材側の
面上又は上記部材に粘着剤を塗布した後に必要に応じて乾燥及び／又は硬化処理を行って
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形成されてもよい。中でも、工程簡略化の観点から、上記積層体（ｂ）の基材側の面上又
は上記部材に粘着シートを貼付して形成されることが好ましい。
【００７５】
　上記他の粘着剤層の厚さは、特に限定されないが、モジュール設計の観点から、１０～
２５０μｍが好ましく、より好ましくは５０～２００μｍである。
【００７６】
　上記工程（ｉｖ）は、特に限定されないが、例えば、上記積層体（ｂ）の本発明の粘着
剤層側の面上に部材（部材（ＩＩＩ））を設ける工程が挙げられる。
【００７７】
　図３は、本発明の光学部材の製造方法における工程（ｉｖ）の一例を示す概略図である
。積層体（ｂ）１５の本発明の粘着剤層１４に部材（ＩＩＩ）３１を形成し、積層体３２
が製造される。
【００７８】
　上記部材（ＩＩＩ）としては、特に限定されないが、例えば、上記部材（Ｉ）、部材（
ＩＩ）で例示された部材を用いることができる。中でも、透明性の観点から、ガラス部材
、プラスチック系部材が好ましく、より好ましくはガラス基板；ＰＭＭＡ、ポリカーボネ
ート、ＰＥＴ、環状オレフィン系ポリマーを素材とするプラスチック基板やプラスチック
フィルム、さらに好ましくは、ガラス基板、ＰＥＴフィルム、ポリカーボネートフィルム
、環状オレフィン系ポリマー製フィルム、ＰＭＭＡ基板、ポリカーボネート基板である。
【００７９】
　図４は、上記工程（ｉｉ）によって製造される積層体（積層体（ｂ））の一例を示す概
略図である。積層体（ｂ）１５は、［シート状又は平板状の基材１１／印刷層１２／本発
明の粘着剤層１４］の構造を有する。
【００８０】
　図５は、上記工程（ｉ）、工程（ｉｉ）、及び工程（ｉｉｉ）によって製造される積層
体の一例を示す概略図である。上記積層体２４は、［部材（Ｉ）２２／他の粘着剤層２１
／シート状又は平板状の基材１１／印刷層１２／本発明の粘着剤層１４／部材（ＩＩ）２
３］の構造、又は、図３には例示されていないが、［部材（ＩＩ）／他の粘着剤層／シー
ト状又は平板状の基材／印刷層／本発明の粘着剤層／部材（Ｉ）］の構造を有する。上記
積層体は、特に限定されないが、上記構造以外にも、他の層（例えば、印刷層などの中間
層、下塗り層、セパレータなど）を有していてもよい。
【００８１】
　図６は、上記工程（ｉ）、工程（ｉｉ）、及び工程（ｉｖ）によって製造される積層体
の一例を示す概略図である。上記積層体３２は、［シート状又は平板状の基材１１／印刷
層１２／本発明の粘着剤層１４／部材（ＩＩＩ）３１］の構造を有する。上記積層体は、
特に限定されないが、上記構造以外にも、他の層（例えば、印刷層などの中間層、下塗り
層、セパレータなど）を有していてもよい。
【００８２】
　上記工程（ｉｉ）によって得られた積層体（積層体（ｂ））は、積層体（ｂ）の両面上
又は片面上に部材を貼付することでタッチセンサーなどの光学部材の部品として使用する
ことができる。上記工程（ｉ）、工程（ｉｉ）、及び工程（ｉｉｉ）によって得られた積
層体、上記工程（ｉ）、工程（ｉｉ）、及び工程（ｉｖ）によって得られた積層体は、タ
ッチセンサーとして使用することができる。
【００８３】
　上記の中でも、本発明の製造方法として特に好ましい具体的態様を以下に説明する。
【００８４】
［本発明の製造方法の具体的態様（１）］
　具体的態様（１）は、上記工程（ｉ）、工程（ｉｉ）、及び工程（ｉｉｉ）を有する光
学部材の製造方法の一例である。具体的態様（１）は、シート状又は平板状の基材の片面
上に印刷層を形成する工程（工程（ｉ）に相当する）と、上記基材の上記印刷層を有する
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側の面上にホットメルト型粘着剤及び活性エネルギー線硬化型粘着剤からなる群より選ば
れた粘着剤を塗布して第１の粘着剤層（本発明の粘着剤層に相当する）を形成する工程（
工程（ｉｉ）に相当する）と、上記基材の上記印刷層を有する側とは反対側の面上に第２
の粘着剤層（他の粘着剤層）を介して第１の部材（部材（Ｉ）に相当する）を貼付する工
程と、上記第１の粘着剤層に第２の部材（部材（ＩＩ）に相当する）を貼付する工程とを
含む光学部材の製造方法を例示する。
【００８５】
　図７、図８は、本発明の光学部材の製造方法の具体的態様（１）の一例を示す概略図で
ある。図７では、シート状又は平板状の基材１１の片面上にまず印刷層１２が形成される
。続いて、シート状又は平板状の基材１１の印刷層１２を有する側の面上に第１の粘着剤
層７１が形成される。次に、シート状又は平板状の基材１１の印刷層１２が形成されてい
る側とは反対側の面上に第２の粘着剤層７２が形成される。その後、第２の粘着剤層７２
に第１の部材７３が、第１の粘着剤層７１に第２の部材７４が貼付されて積層体が製造さ
れる。一方、図８では、シート状又は平板状の基材１１の片面上にまず印刷層１２が形成
される。次に、シート状又は平板状の基材１１の印刷層１２を有する側の面上に第１の粘
着剤層７１が形成される。その後、シート状又は平板状の基材１１の印刷層１２が形成さ
れている側とは反対側の面上に、第１の部材７３に第２の粘着剤層７２があらかじめ形成
された積層体８１が、第１の粘着剤層７１に第２の部材７４が貼付されて積層体が製造さ
れる。
【００８６】
　具体的態様（１）におけるシート状又は平板状の基材は、特に限定されないが、加工性
の観点から、プラスチックフィルムが好ましく、より好ましくは、ＰＥＴフィルム、ポリ
カーボネートフィルム、環状オレフィン系ポリマー製フィルムである。
【００８７】
　具体的態様（１）におけるシート状又は平板状の基材の厚さは、特に限定されないが、
５～１００μｍが好ましい。なお、上記基材は単層および複層のいずれの形態を有してい
てもよい。また、上記基材の表面には、例えば、コロナ放電処理、プラズマ処理などの物
理的処理、下塗り処理などの化学的処理などの公知慣用の表面処理が適宜施されていても
よい。
【００８８】
　第１の部材、第２の部材としては、特に限定されないが、透明性の観点から、ガラス部
材、プラスチック系部材が好ましく、より好ましくはガラス基板；ＰＭＭＡ、ポリカーボ
ネート、ＰＥＴ、環状オレフィン系ポリマーを素材とするプラスチック基板やプラスチッ
クフィルム、さらに好ましくはガラス基板、ＰＥＴフィルム、ポリカーボネートフィルム
、環状オレフィン系ポリマー製フィルム、ＰＭＭＡ基板、ポリカーボネート基板である。
【００８９】
　第１の部材、第２の部材は上記の部材の中からそれぞれ選択される。第１の部材、第２
の部材の組み合わせとしては、特に限定されないが、例えば、ガラス基板とプラスチック
フィルム、プラスチック基板とプラスチックフィルムが好ましく、より好ましくはガラス
基板と環状オレフィン系ポリマー製フィルムである。第１の部材、第２の部材は、相互に
逆の位置関係であっても良い。
【００９０】
　第１の部材、第２の部材の形状は、特に限定されないが、例えば、シート状、平板状な
どが挙げられる。
【００９１】
　第１の部材、第２の部材は、特に限定されないが、例えば、偏光板、波長板、位相差板
、光学補償フィルム、輝度向上フィルム、導光板、反射フィルム、反射防止フィルム、透
明導電フィルム（ＩＴＯフィルムなど）、意匠フィルム、装飾フィルム、表面保護フィル
ム、フィルムセンサー、液晶表示装置、液晶パネル、有機ＥＬ（エレクトロルミネッセン
ス）表示装置、ＰＤＰ（プラズマディスプレイパネル）、カバーガラスなどが挙げられる
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。
【００９２】
［本発明の製造方法の具体的態様（２）］
　具体的態様（２）は、上記工程（ｉ）、工程（ｉｉ）、及び工程（ｉｖ）を有する光学
部材の製造方法の一例である。具体的態様（２）は、シート状又は平板状の基材の片面上
に印刷層を形成する工程（工程（ｉ）に相当する）と、上記基材の上記印刷層を有する側
の面上にホットメルト型粘着剤及び活性エネルギー線硬化型粘着剤からなる群より選ばれ
た粘着剤を塗布して粘着剤層を形成する工程（工程（ｉｉ）に相当する）と、上記粘着剤
層に部材（部材（ＩＩＩ）に相当する）を貼付する工程（工程（ｉｖ）に相当する）とを
含む光学部材の製造方法を例示する。
【００９３】
　図９は、本発明の光学部材の製造方法の具体的態様（２）の一例を示す概略図である。
シート状又は平板状の基材１１の片面上にまず印刷層１２が形成される。次に、シート状
又は平板状の基材１１の印刷層１２を有する側の面上に本発明の粘着剤層１４が形成され
る。その後、本発明の粘着剤層１４に部材３１が貼付されて積層体が製造される。
【００９４】
　具体的態様（２）におけるシート状又は平板状の基材と部材の組み合わせとしては、上
記シート状又は平板状の基材、上記部材（ＩＩＩ）の中からそれぞれ選択される。具体的
態様（２）におけるシート状又は平板状の基材と部材の組み合わせとしては、特に限定さ
れないが、例えば、ガラス基材とプラスチックフィルム、プラスチック基板とプラスチッ
クフィルムが好ましい。具体的態様（２）におけるシート状又は平板状の基材と部材は、
相互に逆の位置関係であっても良い。
【００９５】
（光学部材）
　本発明の製造方法によって製造される光学部材は、光学的特性（例えば、偏光性、光屈
折性、光散乱性、光反射性、光透過性、光吸収性、光回折性、旋光性、視認性など）を有
する部材である。光学部材としては、光学的特性を有する部材であれば、特に限定されな
い。例えば、表示装置（画像表示装置）、入力装置などの機器を構成する部材又はこれら
の機器に用いられる部材が挙げられる。より具体的には、例えば、偏光板、波長板、位相
差板、光学補償フィルム、輝度向上フィルム、導光板、反射フィルム、反射防止フィルム
、透明導電フィルム（ＩＴＯフィルムなど）、意匠フィルム、装飾フィルム、表面保護フ
ィルム、プリズム、レンズ、カラーフィルター、透明基板や、さらにはこれらが積層され
ている部材が挙げられる。なお、上記の「板」及び「フィルム」は、それぞれ板状、フィ
ルム状、シート状などの形態をも含むものとし、例えば、「偏光板」は「偏光フィルム」
、「偏光シート」も含むものとする。
【００９６】
　上記表示装置としては、例えば、液晶表示装置、有機ＥＬ（エレクトロルミネッセンス
）表示装置、ＰＤＰ（プラズマディスプレイパネル）、電子ペーパーなどが挙げられる。
また、上記入力装置としては、タッチパネルなどが挙げられる。
【００９７】
　本発明の製造方法によって製造される光学部材としては、特に限定されないが、上記の
中でも、タッチパネルを構成する部材又はタッチパネルであることが好ましい。
【実施例】
【００９８】
　以下に、実施例に基づいて本発明をより詳細に説明するが、本発明はこれらの実施例に
より限定されるものではない。
【００９９】
　表１には、実施例及び比較例に基づいて製造した光学部材の製造条件及び評価結果を示
す。
【０１００】
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（実施例１）
（プレポリマー組成物の調製）
　アクリル酸２－エチルヘキシル（２ＥＨＡ）５７重量部、アクリル酸イソボルニル（Ｉ
ＢＸＡ）２２重量部、アクリル酸２－ヒドロキシエチル（ＨＥＡ）２１重量部が混合され
たモノマー混合物に、光重合開始剤として商品名「ＩＲＧＡＣＵＲＥ　１８４」（チバ・
スペシャルティ・ケミカルズ（株）製）０．０５重量部、商品名「ＩＲＧＡＣＵＲＥ　６
５１」（チバ・スペシャルティ・ケミカルズ（株）製）０．０５重量部を配合した後、粘
度（ＢＨ粘度計Ｎｏ．５ローター、１０ｒｐｍ、測定温度３０℃）が約２０Ｐａ・ｓにな
るまで、ブラックライト（東芝（株）製）を用いて照度５．０ｍＷ／ｃｍ2の紫外線を１
２０秒間照射し、上記モノマー成分の一部が重合したプレポリマー組成物を調製した。
【０１０１】
（粘着剤の調製）
　上記プレポリマー組成物（１００重量部）に、ジペンタエリスリトールヘキサアクリレ
ート（ＤＰＨＡ）（日本化薬（株）製、商品名「ＫＡＹＡＲＡＤ　ＤＰＨＡ－４０Ｈ」）
０．０６重量部を添加し、粘着剤（活性エネルギー線硬化型粘着剤）を調製した。
【０１０２】
（光学部材の作製）
　シート状又は平板状の基材として厚さ２５μｍのＰＥＴフィルム（ＰＥＴ＃２５）を用
い、ＰＥＴ＃２５上にスクリーン印刷法で印刷層を形成して意匠性フィルムを作製した（
印刷層の厚さ：４５μｍ）。上記意匠性フィルムの印刷層を有する側に、上記で調製した
粘着剤（活性エネルギー線硬化型粘着剤）を、最終的な粘着剤層の厚さが１００μｍとな
るようにロールコーターで塗布し、粘着剤面に酸素遮断のためのＰＥＴセパレータ（三菱
樹脂（株）製、商品名「ＭＲＦ３８」）を貼付して積層体を形成した。上記積層体のＰＥ
Ｔセパレータ側からブラックライト（東芝（株）製）を用いて紫外線照射（照度：５ｍＷ
／ｃｍ2、照射時間：３００秒）を行い、硬化して粘着剤層を形成した。その後、上記Ｐ
ＥＴセパレータを剥がし、１３０℃の乾燥機で２分間加熱処理を行うことで残存モノマー
を揮発させて積層体を作製した。なお、作製した積層体は、積層体の粘着剤層面にＰＥＴ
セパレータ（三菱樹脂（株）製、商品名「ＭＲＦ３８」）を貼付し、積層体（ｂ１）とし
て保存した。
【０１０３】
　上記で作製した積層体（ｂ１）のＰＥＴセパレータを剥がし、粘着剤層面をガラスに貼
り合わせ、上記積層体（ｂ１）のＰＥＴ＃２５に、粘着シート（日東電工（株）製、商品
名「ＣＳ９６２２Ｔ」）を貼付した厚さ１００μｍのＰＥＴフィルム（ＰＥＴ＃１００）
を貼付した。その後５０℃、０．５ＭＰａで１５分オートクレーブ処理を行い、光学部材
を作製した。
【０１０４】
（実施例２）
　印刷層の厚さを７５μｍとしたこと以外は、実施例１と同様の方法で積層体（ｂ２）及
び光学部材を作製した。
【０１０５】
（実施例３）
　最終的な粘着剤層の厚さが８０μｍとなるように粘着剤層を形成したこと以外は、実施
例２と同様の方法で積層体（ｂ３）及び光学部材を作製した。
【０１０６】
（実施例４）
　シート状又は平板状の基材として厚さ５０μｍのＰＥＴフィルム（ＰＥＴ＃５０）を用
いたこと以外は、実施例１と同様の方法で積層体（ｂ４）及び光学部材を作製した。
【０１０７】
（比較例１）
（粘着シートの作製）
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　実施例１で調製した粘着剤を厚さ７５μｍのＰＥＴセパレータ（三菱樹脂（株）製、商
品名「ＭＲＦ７５」）に、最終的な粘着剤層の厚さが１００μｍとなるようにロールコー
ターで塗布し、粘着剤面に酸素遮断のためＰＥＴセパレータ（三菱樹脂（株）製、商品名
「ＭＲＦ３８」）を貼付して積層体を形成した。上記積層体のＰＥＴセパレータ（ＭＲＦ
３８）側からブラックライト（東芝（株）製）を用いて紫外線照射（照度：５ｍＷ／ｃｍ
2、照射時間：３００秒）を行い、硬化して粘着剤層を形成した。その後、片面側のＰＥ
Ｔセパレータを剥がし、１３０℃の乾燥機で２分間加熱処理を行うことで残存モノマーを
揮発させて、基材レス型の粘着シート（厚さ：１００μｍ）を作製した。なお、作製した
粘着シートは、ＰＥＴセパレータ（三菱樹脂（株）製、商品名「ＭＲＦ３８」を貼付し、
粘着シート（Ｘ１）とした。
【０１０８】
（光学部材の作製）
　シート状又は平板状の基材として厚さ４００μｍのガラスを用い、ガラス上にスクリー
ン印刷法で印刷層を形成して意匠性ガラスを作製した（印刷層の厚さ：４５μｍ）。上記
意匠性ガラスの印刷層を有する側に、あらかじめ上記粘着シート（Ｘ１）のＰＥＴセパレ
ータを剥がして貼付した厚さ１００μｍのＰＥＴフィルムを、上記粘着シートを介して、
０．３ＭＰａで貼り合わせた。その後５０℃、０．５ＭＰａで１５分オートクレーブ処理
を行い、光学部材（積層体（ｂ５））を作製した。
【０１０９】
（比較例２）
（プレポリマー組成物の調製）
　モノマー成分としてアクリル酸２－メトキシエチル７０重量部、アクリル酸２－エチル
ヘキシル（２ＥＨＡ）２９重量部、アクリル酸４－ヒドロキシブチル１重量部、重合開始
剤として２，２’－アゾビスイソブチロニトリル０．２重量部、重合溶媒として酢酸エチ
ル１００重量部を、セパラブルフラスコに投入し、窒素ガスを導入しながら、１時間攪拌
した。このようにして、重合系内の酸素を除去した後、６３℃に昇温し、１０時間反応さ
せて、トルエンを加え、固形分濃度２５重量％のアクリル系ポリマー溶液を得た。上記ア
クリル系ポリマー溶液におけるアクリル系ポリマーの平均分子量は１５０万であった。
【０１１０】
（粘着剤の調製）
　固形分換算で上記アクリル系ポリマー溶液１００重量部に対して、架橋剤として多官能
イソシアネート化合物（日本ポリウレタン工業（株）製、商品名「コロネートＨＬ」）０
．７重量部を加え、粘着剤（溶剤重合型粘着剤）を調製した。
【０１１１】
（光学部材の作製）
　シート状又は平板状の基材として厚さ２５μｍのＰＥＴフィルム（ＰＥＴ＃２５）を用
い、ＰＥＴ＃２５上にスクリーン印刷法で印刷層を形成して意匠性フィルムを作製した（
印刷層の厚さ：４５μｍ）。上記意匠性フィルムの印刷層を有する側に、上記で調製した
粘着剤（溶液重合型粘着剤）を、加熱乾燥後の粘着剤層の厚さが１００μｍとなるように
ロールコーターで塗布し、１３０℃で３分間加熱乾燥を行って粘着剤層を形成した。上記
加熱乾燥後、粘着剤層面にＰＥＴセパレータ（三菱樹脂（株）製、商品名「ＭＲＦ３８」
）を貼付し、５０℃で２４時間エージングを行って、積層体（ｂ６）を作製した。
【０１１２】
　上記で作製した積層体（ｂ６）のＰＥＴセパレータを剥がし、粘着剤層面をガラスに貼
り合わせ、上記積層体（ｂ６）のＰＥＴ＃２５に、粘着シート（日東電工（株）製、商品
名「ＣＳ９６２２Ｔ」）を貼付し、さらに上記粘着シートを介して厚さ１００μｍのＰＥ
Ｔフィルム（ＰＥＴ＃１００）を貼付した。その後５０℃、０．５ＭＰａで１５分オート
クレーブ処理を行い、光学部材を作製した。
【０１１３】
（評価）
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　実施例及び比較例で得られた各光学部材について、加工性、歪み、ゆがみ指数をそれぞ
れ、下記の測定方法又は評価方法により測定又は評価した。
【０１１４】
（１）加工性
　実施例及び比較例で得られた各光学部材の印刷層を有しないものであって、粘着剤層又
は粘着シートにセパレータを貼り合わせたもの作製し、これを評価用のサンプルとした。
上記サンプルを、ガラス板上に固定し、ＮＴカッターで１ｍ／ｓの速さで切断した。切断
直後及び切断後４０℃２４時間の保管後の両方の条件で上記サンプルの切断面の観察及び
セパレータの剥離を行い、加工性を下記の基準で評価した。
　○：切断直後及び切断後４０℃２４時間の保管後の両方で、切断面に粘着剤層のはみ出
しがなく、セパレータがきれいに剥がせた。
　×：切断直後及び切断後４０℃２４時間の保管後の少なくともどちらかで、少しでも粘
着剤層の欠け（糊欠け）が発生した、又は、セパレータ剥離時にひっかかりがあった。
【０１１５】
（２）歪み
　実施例及び比較例で得られた光学部材の、シート状又は平板状の基材側の最表面より目
視にて角度０～１８０°で確認し、下記の基準で評価した。
　○：歪みなし
　×：歪みあり
【０１１６】
（３）ゆがみ指数
　実施例及び比較例で得られた積層体（ｂ１）～（ｂ６）について、粘着剤層面にセパレ
ータを有する場合はセパレータを剥がし、上記積層体（ｂ１）～（ｂ６）の粘着剤層面側
又は粘着シート側にＰＥＴフィルムを貼付し、貼付したＰＥＴフィルム側（シート状又は
平板状の基材とは反対側）の最表面を、走査型の表面形状測定装置（ＫＬＡ　Ｔｅｎｃｏ
ｒ　Ｐ－１５）を用いて表面粗さを測定した。上記表面粗さのｍａｘ値（最大値）及びｍ
ｉｎ値（最小値）を算出し、下記の式（Ａ）よりゆがみ指数を求めた。
　　ゆがみ指数（μｍ）＝（ｍａｘ値）－（ｍｉｎ値）　（Ａ）
【０１１７】
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【表１】

【０１１８】
　表１から明らかなように、本発明の製造方法で製造した光学部材（実施例１～４）は歪
みがなく、見栄えが良好であった。一方、本発明の製造方法ではない方法で製造した光学
部材（比較例１、２）は歪みが目立ち、見栄えが悪かった。
【符号の説明】
【０１１９】
　１１　　シート状又は平板状の基材（基材）
　１２　　印刷層
　１３　　積層体（ａ）
　１４　　本発明の粘着剤層
　１５　　積層体（ｂ）
　２１　　他の粘着剤層
　２２　　部材（Ｉ）
　２３　　部材（ＩＩ）
　２４　　積層体
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　３１　　部材（ＩＩＩ）
　３２　　積層体
　７１　　第１の粘着剤層
　７２　　第２の粘着剤層
　７３　　第１の部材
　７４　　第２の部材
　８１　　積層体
　１０１　両面粘着シート
　１０２　フィルムセンサー等のフィルム
　１０３　歪み部分

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】

【図５】

【図６】
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