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(57)【要約】
【課題】ガラスとの接着性と耐光性に優れ、容易に温水等によって除去することができる
ガラス用接着剤を提供すること。
【解決手段】下記一般式（１）で表される１，２－ジオール構造単位を有するポリビニル
アルコール系樹脂を含有する。

［式中、Ｒ1、Ｒ2及びＲ3はそれぞれ独立して水素原子または有機基を示し、Ｘは単結合
または結合鎖を示し、Ｒ4、Ｒ5、及びＲ6はそれぞれ独立して水素原子または有機基を示
す。］
【選択図】なし
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
下記一般式（１）で表される１，２－ジオール構造単位を有するポリビニルアルコール系
樹脂を含有することを特徴とするガラス用接着剤。
【化１】

［式中、Ｒ1、Ｒ2及びＲ3はそれぞれ独立して水素原子または有機基を示し、Ｘは単結合
または結合鎖を示し、Ｒ4、Ｒ5、及びＲ6はそれぞれ独立して水素原子または有機基を示
す。］
【請求項２】
一般式（１）で表わされる１，２－ジオール構造単位におけるＲ1、Ｒ2、及びＲ3がいず
れも水素であり、Ｘが単結合であり、Ｒ4、Ｒ5、及びＲ6がいずれも水素であることを特
徴とする請求項１記載のガラス用接着剤。
【請求項３】
側鎖に１，２－ジオール成分を有するポリビニルアルコール系樹脂が、ビニルエステル系
モノマーと一般式（２）で表される化合物との共重合体をケン化して得られたものである
ことを特徴とする請求項１または２記載のガラス用接着剤。
【化２】

［式中、Ｒ1、Ｒ2、及びＲ3はそれぞれ独立して水素または有機基を示し、Ｘは単結合ま
たは結合鎖を示し、Ｒ4、Ｒ5、及びＲ6はそれぞれ独立して水素原子または有機基を示し
、Ｒ7及びＲ8はそれぞれ独立して水素原子またはＲ9－ＣＯ－（式中、Ｒ9はアルキル基で
ある）を示す］
【請求項４】
フィルム状であることを特徴とする請求項１～３いずれか記載のガラス用接着剤。
【請求項５】
請求項１～４いずれか記載のガラス用接着剤を含有する層を少なくとも一層有することを
特徴とするガラス積層体。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明はガラス用接着剤に関し、さらに詳しくは、ガラスとの接着性と耐光性に優れ、
水洗等によって容易に除去することができるガラス用接着剤に関する。
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【背景技術】
【０００２】
　合わせガラスに代表されるガラス積層体は、自動車用フロントガラス、防犯ガラス等に
広く用いられ、通常は複数のガラス板、あるいはガラス板と合成樹脂板を、中間膜等の接
着層を介して貼り合わせた構成となっている。かかる中間膜としては、ポリビニルブチラ
ール、ポリウレタン、エチレン－酢酸ビニル共重合体等を主成分とする熱可塑性樹脂フィ
ルムが一般的であり、かかる中間膜を用いたガラス積層体は、通常、ガラス／ガラス間、
あるいはガラス／合成樹脂間に中間膜を挟み、高温・高圧条件によって中間膜を溶融着さ
せて製造されている。
【０００３】
　しかしながら、かかる製造法はオートクレーブ等の大型装置を必要とし、一定面積の板
状製品を工場等によって大量生産する場合には適しているが、様々な形状のものを製造す
る場合や、ガラス面に不定形の物品を接着する場合、および加熱が困難な物品あるいは状
況に対しては適用が困難である。
【０００４】
　かかる課題を解決するため、容易に被着体表面に塗布できる常温で液状の接着剤、加熱
加圧を必要としない接着剤の開発が広く行われ、例えば、架橋された粘着性ポリマーとポ
リカプロラクトンとを含有するガラス用接着剤（例えば、特許文献１参照。）、ポリ（メ
タ）アクリル酸とエポキシ基含有アクリル樹脂を主成分とするガラス用接着剤（例えば、
特許文献２参照。）等が提案されている。
【０００５】
　一方、近年、産業資材等のリサイクルへの取り組みが盛んに行われており、特に自動車
材料に関しては自動車リサイクル法が施行されたこともあり、各種構成部品のリサイクル
技術確立は急務となっている。
　ガラス材料も例外ではなく、廃車から取り外されたガラス窓は、粉砕、融解等の工程を
経てガラス原料へとリサイクルされるルートが確立されている。しかしながら、合わせガ
ラス等のガラス積層体の場合、事前にガラス以外の素材を除去する必要があり、リサイク
ルの阻害要因となっている。
　特に、現行の中間膜に用いられている熱可塑性樹脂フィルムを除去するには、有機溶剤
による加熱溶解が必要であり、作業環境面においても解決すべき問題点は多い。なお、特
許文献１および特許文献２に記載のガラス用接着剤の場合も有機溶剤あるいは強酸・強ア
ルカリ条件が必要となるため、上述の課題を解決するものではなかった。
【特許文献１】特開２００２－０５３８３５号公報
【特許文献２】特開２００４－００２５１４号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　このような状況下、ガラス積層体に用いられる中間膜あるいは接着剤として、容易に剥
離、除去できるような素材からなるものが求められている。
　かかる課題の解決が期待できる方法として、安価で安全な水による除去が検討されてお
り、そのような処理が可能な素材として水溶性樹脂が注目されている。中でも、水溶性に
優れ、かつ幅広い素材に対して接着剤として使用されているポリビニルアルコール（以下
、ＰＶＡと略記する。）系樹脂は、かかる用途に対して望ましい材料であるが、従来公知
のＰＶＡ系樹脂はガラスに対しては十分な接着性がなく、かかる用途に適用できるもので
はなかった。
　なお、ガラスに対する良好な接着性を有する変性ＰＶＡとして、シラノール基を側鎖に
有するＰＶＡ系樹脂が知られているが、接着性があまりにも良すぎるため、ガラス表面の
接着剤を水、温水あるいは熱水で洗い流そうとしても困難であり、本用途の要求を満たす
ものではなかった。
　すなわち、ガラス表面に対して優れた接着性を有し、さらに廃棄時あるいは再利用時に
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水洗等によって容易に溶解除去できるガラス用接着剤が望まれていた。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　しかるに、本発明者はかかる事情に鑑み鋭意研究を重ねた結果、側鎖に１，２－ジオー
ル成分を有するＰＶＡ系樹脂がガラス面との良好な接着性を有し、さらにはガラスと接着
した後であっても、良好な温水可溶性を有することを見出し、本発明を完成した。
【０００８】
　すなわち、本発明の要旨は、下記一般式（１）で表される１，２－ジオール構造単位を
有するＰＶＡ系樹脂を含有することを特徴とするガラス用接着剤に存する。
【化１】

［式中、Ｒ1、Ｒ2及びＲ3はそれぞれ独立して水素原子または有機基を示し、Ｘは単結合
または結合鎖を示し、Ｒ4、Ｒ5、及びＲ6はそれぞれ独立して水素原子または有機基を示
す。］
【０００９】
　また、かかるガラス用接着剤に含有されるＰＶＡ系樹脂は、一般式（１）におけるおけ
るＲ1、Ｒ2、及びＲ3がいずれも水素であり、Ｘが単結合であり、Ｒ4、Ｒ5、及びＲ6がい
ずれも水素であるものが好ましい。
【００１０】
　なお、本発明で用いられる側鎖に１，２－ジオール成分を有するＰＶＡ系樹脂がガラス
表面との良好な接着性を示す理由としては、通常のＰＶＡ系樹脂にはない１級水酸基とガ
ラスのシラノール基との水素結合の寄与が大きいものと推測される。また、かかる接着作
用が水素結合によるものであるため、水によって容易に溶解除去できるものと考えられる
。
【００１１】
　また、本発明で用いられる１，２－ジオール成分を有するＰＶＡ系樹脂が種々の素材に
対して通常のＰＶＡ系樹脂よりも優れた接着性を示すことは特開２００２－２８４８１８
号公報等に記載されているが、本発明の効果、すなわちガラス表面への接着力の強さに対
する通常ＰＶＡとの差異は極めて大きく、他素材に対する効果からは到底予測できるもの
ではない。
【発明の効果】
【００１２】
　本発明のガラス用接着剤は、ガラスとの接着性に優れ、ガラスと接着した後であっても
水溶性に優れるため、廃棄時や再利用時の接着剤の除去が容易であり、さらには耐光性に
優れ、長期間露光環境で使用されたとしても着色が少ないという特徴を有することから、
各種ガラス積層体用の接着剤として工業上有用である。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１３】
　以下に記載する構成要件の説明は、本発明の実施態様の一例（代表例）であり、これら
の内容に特定されるものではない。
　以下、本発明について詳細に説明する。
【００１４】
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　本発明で用いられるＰＶＡ系樹脂は、下記一般式（１）で表わされる１，２－ジオール
構造単位を有するＰＶＡ系樹脂であり、一般式（１）において、Ｒ1、Ｒ2、及びＲ3はそ
れぞれ独立して水素原子または有機基を示し、Ｘは単結合または結合鎖を示し、Ｒ4、Ｒ5

、及びＲ6はそれぞれ独立して水素原子または有機基を示す。
【化２】

【００１５】
　なお、かかるＰＶＡ系樹脂の一般式（１）で表わされる１，２－ジオール構造単位の含
有量は、通常、０．３～２０モル％程度であり、残る部分は、通常のＰＶＡ系樹脂と同様
、ビニルアルコール構造単位と若干量の酢酸ビニル構造単位からなる。
【００１６】
　一般式（１）で表わされる１，２－ジオール構造単位中のＲ1～Ｒ3、及びＲ4～Ｒ6は、
すべて水素原子であることが望ましいが、樹脂特性を大幅に損なわない程度の量であれば
有機基で置換されていてもよく、その有機基としては特に限定されないが、例えばメチル
基、エチル基、ｎ－プロピル基、イソプロピル基、ｎ－ブチル基、イソブチル基、ｔｅｒ
ｔ－ブチル基等の炭素数１～４のアルキル基が好ましく、必要に応じて、ハロゲン基、水
酸基、エステル基、カルボン酸基、スルホン酸基等の置換基を有していてもよい。
【００１７】
　また、一般式（１）で表わされる１，２－ジオール構造単位中のＸは代表的には単結合
であり、熱安定性の点で単結合であるものが最も好ましいが、本発明の効果を阻害しない
範囲であれば結合鎖であってもよく、かかる結合鎖としては特に限定されないが、アルキ
レン、アルケニレン、アルキニレン、フェニレン、ナフチレン等の炭化水素（これらの炭
化水素はフッ素、塩素、臭素等のハロゲン等で置換されていても良い）の他、－Ｏ－、－
（ＣＨ2Ｏ）m－、－（ＯＣＨ2）m－、－（ＣＨ2Ｏ）mＣＨ2－、－ＣＯ－、－ＣＯＣＯ－
、－ＣＯ（ＣＨ2）mＣＯ－、－ＣＯ（Ｃ6Ｈ4）ＣＯ－、－Ｓ－、－ＣＳ－、－ＳＯ－、－
ＳＯ2－、－ＮＲ－、－ＣＯＮＲ－、－ＮＲＣＯ－、－ＣＳＮＲ－、－ＮＲＣＳ－、－Ｎ
ＲＮＲ－、－ＨＰＯ4－、－Ｓｉ（ＯＲ）2－、－ＯＳｉ（ＯＲ）2－、－ＯＳｉ（ＯＲ）2

Ｏ－、－Ｔｉ（ＯＲ）2－、－ＯＴｉ（ＯＲ）2－、－ＯＴｉ（ＯＲ）2Ｏ－、－Ａｌ（Ｏ
Ｒ）－、－ＯＡｌ（ＯＲ）－、－ＯＡｌ（ＯＲ）Ｏ－、等が挙げられ（Ｒは各々独立して
任意の置換基であり、水素原子、アルキル基が好ましく、またｍは自然数である）、その
中でも製造時あるいは使用時の安定性の点で炭素数６以下のアルキレン基、特にメチレン
基、あるいは－ＣＨ2ＯＣＨ2－が好ましい。
【００１８】
　本発明で用いられるＰＶＡ系樹脂の製造法は、特に限定されないが、（ｉ）ビニルエス
テル系モノマーと下記一般式（２）で示される化合物との共重合体をケン化する方法が好
適に用いられる。
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【化３】

［式中、Ｒ1、Ｒ2、及びＲ3、はそれぞれ独立して水素または有機基を示し、Ｘは単結合
または結合鎖を示し、Ｒ4、Ｒ5、及びＲ6はそれぞれ独立して水素原子または有機基を示
し、Ｒ7及びＲ8はそれぞれ独立して水素原子またはＲ9－ＣＯ－（式中、Ｒ9はアルキル基
である）を示す］
【００１９】
　また、（ｉ）以外の製造法として、
（ｉｉ）ビニルエステル系モノマーと下記一般式（３）で示される化合物との共重合体を
ケン化及び脱炭酸する方法や、
【化４】

［式中、Ｒ1、Ｒ2及びＲ3はそれぞれ独立して水素原子または有機基を示し、Ｘは単結合
または結合鎖を示し、Ｒ4、Ｒ5、及びＲ6はそれぞれ独立して水素原子または有機基を示
す。］
（ｉｉｉ）ビニルエステル系モノマーと下記一般式（４）で示される化合物との共重合体
をケン化及び脱ケタール化する方法を用いてもよい。
【化５】

［式中、Ｒ1、Ｒ2及びＲ3はそれぞれ独立して水素原子または有機基を示し、Ｘは単結合
または結合鎖を示し、Ｒ4、Ｒ5、及びＲ6はそれぞれ独立して水素原子または有機基を示
し、Ｒ10及びＲ11はそれぞれ独立して水素原子または有機基を示す。］
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【００２０】
　なお、本発明で用いられるビニルエステル系モノマーとしては、ギ酸ビニル、酢酸ビニ
ル、プロピオン酸ビニル、バレリン酸ビニル、酪酸ビニル、イソ酪酸ビニル、ピバリン酸
ビニル、カプリン酸ビニル、ラウリン酸ビニル、ステアリン酸ビニル、安息香酸ビニル、
バーサチック酸ビニル等が挙げられるが、経済的にみて中でも酢酸ビニルが好ましく用い
られる。
　以下、かかる（ｉ）、（ｉｉ）、及び（ｉｉｉ）の方法について説明する。
【００２１】
［（ｉ）の方法］
　（ｉ）の方法は、ビニルエステル系モノマーと上記一般式（２）で示される化合物とを
共重合したのちケン化して、上記一般式（１）で表わされる１，２－ジオール構造単位を
有するＰＶＡ系樹脂を製造する方法である。
　かかる上記一般式（２）で示される化合物において、Ｒ1～Ｒ3、Ｒ4～Ｒ6及びＸは上記
一般式（１）と同様のものが挙げられ、Ｒ7及びＲ8は、それぞれ独立して水素原子または
Ｒ9－ＣＯ－（式中、Ｒ9は、アルキル基、好ましくはメチル基、プロピル基、ブチル基、
ヘキシル基またはオクチル基であり、かかるアルキル基は共重合反応性やそれに続く工程
において悪影響を及ぼさない範囲で、ハロゲン基、水酸基、エステル基、カルボン酸基、
スルホン酸基等の置換基を有していてもよい）である。
【００２２】
　式（２）で示される化合物としては、具体的にＸが単結合である３，４－ジヒドロキシ
－１－ブテン、３，４－ジアシロキシ－１－ブテン、３－アシロキシ－４－ヒドロキシ－
１－ブテン、４－アシロキシ－３－ヒドロキシ－１－ブテン、３，４－ジアシロキシ－２
－メチル－１－ブテン、Ｘがアルキレン基である４，５－ジヒドロキシ－１－ペンテン、
４，５－ジアシロキシ－１－ペンテン、４，５－ジヒドロキシ－３－メチル－１－ペンテ
ン、４，５－ジアシロキシ－３－メチル－１－ペンテン、５，６－ジヒドロキシ－１－ヘ
キセン、５，６－ジアシロキシ－１－ヘキセン、Ｘが－ＣＨ2ＯＣＨ2－あるいは－ＯＣＨ

2－であるグリセリンモノアリルエーテル、２，３－ジアセトキシ－１－アリルオキシプ
ロパン、２－アセトキシ－１－アリルオキシ－３－ヒドロキシプロパン、３－アセトキシ
－１－アリルオキシ－２－ヒドロキシプロパン、グリセリンモノビニルエーテル、グリセ
リンモノイソプロペニルエーテル、などが挙げられる。
【００２３】
　なかでも、共重合反応性及び工業的な取り扱いにおいて優れるという点で、Ｒ1、Ｒ2、
Ｒ3、Ｒ4、Ｒ5、Ｒ6が水素、Ｘが単結合、Ｒ7、Ｒ8がＲ9－ＣＯ－でありＲ9がアルキル基
である３，４－ジアシロキシ－１－ブテンが好ましく、そのなかでも特にＲ9がメチル基
である３，４－ジアセトキシ－１－ブテンが好ましく用いられる。なお、酢酸ビニルと３
，４－ジアセトキシ－１―ブテンを共重合させた時の各モノマーの反応性比は、ｒ（酢酸
ビニル）＝０．７１０、ｒ（３，４－ジアセトキシ－１ブテン）＝０．７０１、であり、
これは後述のビニルエチレンカーボネートの場合の、ｒ（酢酸ビニル）＝０．８５、ｒ（
ビニルエチレンカーボネート）＝５．４と比較して、３，４－ジアセトキシ－１－ブテン
が酢酸ビニルとの共重合反応性に優れることを示すものである。
【００２４】
　なお、３，４－ジアセトキシ－１－ブテンは、工業生産用ではイーストマンケミカル社
、試薬レベルではアクロス社の製品を市場から入手することができる。また、１，４―ブ
タンジオール製造工程中の副生成物として得られる３，４－ジアセトキシ－１－ブテンを
利用することも出来る。
　また、特開平１０－２１２２６４等に記載の１，４－ジアセトキシ－２－ブテンを３，
４－ジアセトキシ－１－ブテンに変換する方法や、ＷＯ００／２４７０２に記載の１，３
－ブタジエンからモノエポキシドを経て３，４－ジアセトキシブテンを得る方法等、公知
の技術を利用して得ることも出来る。
【００２５】
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　かかるビニルエステル系モノマーと一般式（２）で表される化合物とを共重合するに当
たっては、特に制限はなく、塊状重合、溶液重合、懸濁重合、分散重合、またはエマルジ
ョン重合等の公知の方法を採用することができるが、通常は溶液重合が行われる。
　共重合時のモノマー成分の仕込み方法としては特に制限されず、一括仕込み、分割仕込
み、連続仕込み等任意の方法が採用されるが、一般式（２）で示される化合物に由来する
１，２－ジオール構造単位がポリビニルエステル系ポリマーの分子鎖中に均一に分布させ
られる点から滴下重合が好ましく、特には前述の酢酸ビニルとの反応性比を用いたＨＡＮ
ＮＡ法に基づく重合方法が好ましい。
　なお、滴下重合とは、共重合の際に反応系内のモノマー比率を一定範囲に保つために、
いずれか一方あるいは両方のモノマーを連続的あるいは非連続的に滴下しながら重合させ
るものであり、特に、両モノマーの反応性比に基づいて計算されたモノマー消費速度に見
合う速度でモノマー滴下を行い、系内のモノマー比率をほぼ一定に保つようにしたのがＨ
ＡＮＮＡ法による滴下重合である。
【００２６】
　かかる共重合で用いられる溶媒としては、通常、メタノール、エタノール、イソプロピ
ルアルコール、ｎ－プロパノール、ブタノール等の低級アルコールやアセトン、メチルエ
チルケトン等のケトン類等が挙げられ、工業的には、メタノールが好適に使用される。
　溶媒の使用量は、目的とする共重合体の重合度に合わせて、溶媒の連鎖移動定数を考慮
して適宜選択すればよく、例えば、溶媒がメタノールの時は、Ｓ（溶媒）／Ｍ（モノマー
）＝０．０１～１０（重量比）、好ましくは０．０５～３（重量比）程度の範囲から選択
される。
【００２７】
　共重合に当たっては重合触媒が用いられ、かかる重合触媒としては、例えばアゾビスイ
ソブチロニトリル、過酸化アセチル、過酸化ベンゾイル、過酸化ラウリル等の公知のラジ
カル重合触媒やアゾビスジメチルバレロニトリル、アゾビスメトキシジメチルバレロニト
リル、ｔ－ブチルパーオキシネオデカノエート等の低温活性ラジカル重合触媒等が挙げら
れ、重合触媒の使用量は、コモノマーの種類や触媒の種類により異なり一概には決められ
ないが、重合速度に応じて任意に選択される。例えば、アゾイソブチロニトリルや過酸化
アセチルを用いる場合、ビニルエステル系モノマーに対して０．０１～０．７モル％が好
ましく、特には０．０２～０．５モル％が好ましい。
　また、共重合反応の反応温度は、使用する溶媒や圧力により３０℃～沸点程度で行われ
、より具体的には、３５～１５０℃、好ましくは４０～７５℃の範囲で行われる。
【００２８】
　得られた共重合体は次いでケン化されるのであるが、かかるケン化にあたっては上記で
得られた共重合体をアルコール等の溶媒に溶解し、アルカリ触媒又は酸触媒を用いて行わ
れる。代表的な溶媒としては、メタノール、エタノール、プロパノール、ｔｅｒｔ－ブタ
ノール等が挙げられるが、メタノールが特に好ましく用いられる。アルコール中の共重合
体の濃度は系の粘度により適宜選択されるが、通常は１０～６０重量％の範囲から選ばれ
る。ケン化に使用される触媒としては、水酸化ナトリウム、水酸化カリウム、ナトリウム
メチラート、ナトリウムエチラート、カリウムメチラート、リチウムメチラート等のアル
カリ金属の水酸化物やアルコラートの如きアルカリ触媒、硫酸、塩酸、硝酸、メタスルフ
ォン酸、ゼオライト、カチオン交換樹脂等の酸触媒が挙げられる。
【００２９】
　かかるケン化触媒の使用量については、ケン化方法、目標とするケン化度等により適宜
選択されるが、アルカリ触媒を使用する場合は通常、ビニルエステル系モノマー及び式（
２）～（４）で示される化合物に由来する１，２－ジオール構造単位の合計量１モルに対
して０．１～３０ミリモル、好ましくは２～１７ミリモルの割合が適当である。
　また、ケン化反応の反応温度は特に限定されないが、１０～６０℃が好ましく、より好
ましくは２０～５０℃である。
【００３０】
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　なお、（ｉ）の方法による１，２－ジオール成分を有するＰＶＡ系樹脂は、（ｉｉ）や
（ｉｉｉ）の方法によるものと異なり、そのケン化度によっては側鎖にアセトキシ基が残
存する。かかる側鎖アセトキシ基は側鎖水酸基よりも大きく、主鎖アセトキシ基よりも自
由度が大きいことから、ＰＶＡ系樹脂の結晶性阻害、水溶液としたときの界面特性、ある
いは他素材との親和性等に対する効果が大きく、本発明においても、ガラス表面と親和性
に対して影響を及ぼしているものと推測される。　
【００３１】
［（ｉｉ）の方法］
　（ｉｉ）の方法は、ビニルエステル系モノマーと上記一般式（３）で示される化合物と
を共重合したのちケン化、脱炭酸して、上記一般式（１）で表わされる１，２－ジオール
構造単位を有するＰＶＡ系樹脂を製造する方法である。
　本発明で用いられる上記一般式（３）で示される化合物において、Ｒ1～Ｒ3、Ｒ4～Ｒ6

及びＸは上記一般式（１）と同様のものが挙げられる。中でも入手の容易さ、良好な共重
合性を有する点で、Ｒ1、Ｒ2、Ｒ3、Ｒ4、Ｒ5、Ｒ6が水素で、Ｘが単結合であるビニルエ
チレンカーボネートが好適に用いられる。
【００３２】
　ビニルエステル系モノマーと一般式（３）で示される化合物とを共重合及びケン化する
に当たっては、上記（ｉ）の方法と同様に行われる。
　なお、脱炭酸については、特別な処理を施すことなく、ケン化とともに脱炭酸が行われ
、エチレンカーボネート環が開環することで１，２－ジオール構造に変換される。
　また、一定圧力下（常圧～１×１０7Ｐａ）で且つ高温下（５０～２００℃）でビニル
エステル部分をケン化することなく、脱炭酸を行うことも可能であり、かかる場合、脱炭
酸を行った後、上記ケン化を行うこともできる。
【００３３】
［（ｉｉｉ）の方法］
　（ｉｉｉ）の方法は、ビニルエステル系モノマーと上記一般式（４）で示される化合物
とを共重合したのちケン化、脱ケタール化して、上記一般式（１）で表わされる１，２－
ジオール構造単位を有するＰＶＡ系樹脂を製造する方法である。
　本発明で用いられる上記一般式（４）で示される化合物において、Ｒ1～Ｒ3、Ｒ4～Ｒ6

及びＸは上記一般式（１）と同様のものが挙げられ、Ｒ10、Ｒ11はそれぞれ独立して水素
又はアルキル基であり、該アルキル基としては特に限定されないが、例えばメチル基、エ
チル基、ｎ－プロピル基、イソプロピル基、ｎ－ブチル基、イソブチル基、ｔｅｒｔ－ブ
チル基等の炭素数１～４のアルキル基が好ましい。かかるアルキル基は共重合反応性等を
阻害しない範囲内において、ハロゲン基、水酸基、エステル基、カルボン酸基、スルホン
酸基等の置換基を有していてもよい。中でも入手の容易さ、良好な共重合性を有する点で
、Ｒ1、Ｒ2、Ｒ3、Ｒ4、Ｒ5、Ｒ6が水素で、Ｒ10、Ｒ11がメチル基である２，２－ジメチ
ル－４－ビニル－１，３－ジオキソランが好適である。
【００３４】
　ビニルエステル系モノマーと上記一般式（４）で示される化合物とを共重合及びケン化
するに当たっては、上記（ｉ）の方法と同様に行われる。
　なお、脱ケタール化については、ケン化反応がアルカリ触媒を用いて行われる場合は、
ケン化後、更に酸触媒を用いて水系溶媒（水、水／アセトン、水／メタノール等の低級ア
ルコール混合溶媒等）中で脱ケタール化が行われ、１，２－ジオール構造に変換される。
その場合の酸触媒としては、酢酸、塩酸、硫酸、硝酸、メタスルフォン酸、ゼオライト、
カチオン交換樹脂等が挙げられる。
　また、ケン化反応が酸触媒を用いて行われる場合は、特別な処理を施すことなく、ケン
化とともに脱ケタール化が行われ、１，２－ジオール構造に変換される。
【００３５】
　なお、上述の（ｉｉ）および（ｉｉｉ）の方法で得られたＰＶＡ系樹脂は、（ｉ）の方
法によるＰＶＡ系樹脂と異なり、側鎖にカーボネート環あるいはアセタール環が残存する
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可能性があり、それらが残存すると、成形工程で脱離して接着剤中の気泡となったり、臭
気の原因となったり、さらには着色等の原因となる場合がある。よって、かかる（ｉｉ）
の方法における脱炭酸、（ｉｉｉ）の方法における脱アセタール化は十分に行う必要があ
る。
【００３６】
　また、本発明に用いるＰＶＡ系樹脂は、本発明の目的を阻害しない範囲において各種不
飽和モノマーを共重合したものを用いることができる。かかる不飽和モノマーの導入量と
しては、一概にはいえないが、導入量が多すぎると水溶性が損なわれたり、ガスバリアー
性が低下することがあるため、好ましくない。
　かかる不飽和モノマーとしては、例えばエチレンやプロピレン、イソブチレン、α－オ
クテン、α－ドデセン、α－オクタデセン等のオレフィン類、アクリル酸、メタクリル酸
、クロトン酸、マレイン酸、無水マレイン酸、イタコン酸等の不飽和酸類、その塩、モノ
エステル、あるいはジアルキルエステル、アクリロニトリル、メタアクリロニトリル等の
ニトリル類、ジアセトンアクリルアミド、アクリルアミド、メタクリルアミド等のアミド
類、エチレンスルホン酸、アリルスルホン酸、メタアリルスルホン酸等のオレフィンスル
ホン酸類あるいはその塩、アルキルビニルエーテル類、ジメチルアリルビニルケトン、Ｎ
－ビニルピロリドン、塩化ビニル等のビニル化合物、酢酸イソプロペニル、１－メトキシ
ビニルアセテート等の置換酢酸ビニル類、塩化ビニリデン、１，４－ジアセトキシ－２－
ブテン、ビニレンカーボネート、アセトアセチル基含有モノマー等が挙げられる。
【００３７】
　更に、ポリオキシエチレン（メタ）アリルエーテル、ポリオキシエチレン（メタ）アク
リルアミド、ポリオキシプロピレン（メタ）アクリルアミド、ポリオキシエチレン（メタ
）アクリレート、ポリオキシプロピレン（メタ）アクリレート、ポリオキシエチレン（１
－（メタ）アクリルアミド－１，１－ジメチルプロピル）エステル、ポリオキシエチレン
ビニルエーテル、ポリオキシプロピレンビニルエーテル、ポリオキシエチレンアリルアミ
ン、ポリオキシプロピレンアリルアミン、ポリオキシエチレンビニルアミン、ポリオキシ
プロピレンビニルアミン等のポリオキシアルキレン基含有モノマー、Ｎ－アクリルアミド
メチルトリメチルアンモニウムクロライド、Ｎ－アクリルアミドエチルトリメチルアンモ
ニウムクロライド、Ｎ－アクリルアミドプロピルトリメチルアンモニウムクロライド、２
－アクリロキシエチルトリメチルアンモニウムクロライド、２－メタクリロキシエチルト
リメチルアンモニウムクロライド、２－ヒドロキシ－３－メタクリロイルオキシプロピル
トリメチルアンモニウムクロライド、アリルトリメチルアンモニウムクロライド、メタア
リルトリメチルアンモニウムクロライド、３－ブテントリメチルアンモニウムクロライド
、ジメチルジアリルアンモニウムクロリド、ジエチルジアリルアンモニウムクロライド等
のカチオン基含有モノマー等も挙げられる。
　又、重合温度を１００℃以上にすることにより、ＰＶＡ主鎖中に１，２－ジオール結合
を１．６～３．５モル％程度導入したものを使用することが可能である。
【００３８】
　また、ＰＶＡ系樹脂のケン化度は、７５～１００モル％、さらには９５～９９．９９モ
ル％、特には９８～９９．９モル％であることが好ましく、かかるケン化度が低すぎると
接着後の耐久性が不十分となる場合があり好ましくない。
【００３９】
　また、ＰＶＡ系樹脂の平均重合度（ＪＩＳ　Ｋ６７２６に準拠して測定）は２００～５
５００、さらには３００～４５００、特には３５０～３０００のものが好ましく、かかる
平均重合度が小さすぎると接着強度が不足する場合があり、逆に大きすぎると、溶液ある
いは溶融液の粘度が高くなりすぎて被着体への塗工性が低下するため、好ましくない。
【００４０】
　本発明のＰＶＡ系樹脂における一般式（１）で表される１，２－ジオール構造単位の含
有量は２～３０モル％、さらには３～１８モル、特には４～１６モル％、殊には６～１４
モル％であることが好ましく、かかる含有量が少なすぎるとガラスとの接着性、特に瞬間
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的な接着性が弱くなる場合があり、逆に含有量が多すぎるとガラス積層体とした場合の寸
法安定性が低下する場合があるため好ましくない。
【００４１】
　また、本発明で使用されるＰＶＡ系樹脂は、異なる他のＰＶＡ系樹脂との混合物であっ
てもよく、かかる他のＰＶＡ系樹脂としては、一般式（１）で表わされる１，２－ジオー
ル構造単位の含有量が異なるもの、ケン化度が異なるもの、重合度が異なるもの、他の共
重合成分が異なるもの、変性基を有さないものなどを挙げることができる。
【００４２】
　本発明の接着剤はかくして得られた一般式（１）で表わされる１，２－ジオール構造単
位を有するＰＶＡ系樹脂を主成分とするものであるが、本発明の目的を阻害しない範囲に
おいて他の任意の樹脂を配合することができる。かかる他の樹脂としては、例えばポリエ
チレングリコール、ポリビニルピロリドン、ポリオキサゾリン、ポリアミド、ポリエステ
ル、ポリアクリルアミド、ポリエチレンイミン、を挙げることができる。
　また、同様に各種添加剤を配合することも可能であり、かかる添加剤としては、例えば
、反応性希釈剤、離型剤、帯電防止剤、充填剤、繊維状補強材、シランカップリング剤、
染料、顔料、蛍光増白剤、紫外線吸収剤、酸化防止剤、可塑剤等の公知の添加剤を挙げる
ことができる。
　なお、接着層の強度、剛度を向上させるためには充填剤の配合が効果的であり、かかる
充填剤としてはカオリンなどのクレー類、非晶質シリカ、気相法シリカ、コロイダルシリ
カなどのシリカ類、タルク、炭酸カルシウムなどの無機系充填剤、プラスチックピグメン
トなどの有機系充填剤などを挙げることができる。また、かかる充填剤の配合量はＰＶＡ
系樹脂１００重量部に対して０．５～５０重量部の範囲から選択される。
【００４３】
　本発明のガラス用接着剤の形状と使用形態としては特に限定されるものではないが、例
えば、液状接着剤として被着面に塗布、スプレーする方法、フィルム状接着剤として被着
面に貼付する方法、ホットメルト型接着剤として加熱溶融させて用いる方法、などを挙げ
ることができる。
【００４４】
　まず、液状接着剤として使用する場合について詳細に説明する。
　本発明のガラス用接着剤に用いられるＰＶＡ系樹脂は水溶性に優れるため、これを水溶
液とした水性の液状接着剤として使用することが可能である。なお、かかる水性液状接着
剤は、作業時の安全性、取扱い性に優れ、さらに本発明で用いられるＰＶＡ系樹脂は側鎖
の１，２－ジオール基の存在によって、結晶性が低いため、これを含有する水性液状接着
剤は経時の粘度安定性に優れるという特徴をもつものである。
【００４５】
　かかる水性液状接着剤には、本発明の目的を阻害しない範囲において、例えばガラス以
外の基材への親和性の調整や揮発性の調整等を目的として各種溶剤を単独あるいは混合し
て配合することもできる。かかる溶剤としては、メチルアルコール、エチルアルコール、
ｎ－プロピルアルコール、イソプロピルアルコール、ブチルアルコールなどの１級アルコ
ール類、エチレングリコール、プロピレングリコール、グリセリン等の多価アルコール類
、フェノール、クレゾール等のフェノール類、エチレンジアミン、トリメチレンジアミン
等のアミン類、ジメチルスルホキシド、ジメチルアセトアミド、Ｎ－メチルピロリドン等
を挙げることができる。
　また、その他の添加剤として、水性液として貯蔵する場合の安定性、および使用する場
合の作業性等の向上を目的として、消泡剤、防錆剤、防黴剤、防腐剤、レベリング剤等を
配合してもよい。
【００４６】
　かかる水性液状接着剤の製造方法としては、特に限定されないが、ＰＶＡ系樹脂水溶液
を作製し、これに必要に応じて他の添加剤を配合する方法や、ＰＶＡ系樹脂に各種添加剤
を配合した後、これを水に溶解する方法などを挙げることができる。
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【００４７】
　かかる水性液状接着剤の濃度は、通常は３～５０重量％、さらには５～３０重量％、特
には７～２５重量％であることが好ましく、かかる濃度が低すぎると、充分な接着強度を
得るために塗工量を増やす必要があり、その結果水が過剰となって乾燥に長時間要したり
、余分な水が被着体外に染み出す場合があったり、粘度が低くなりすぎて塗工性が低下し
たりする場合があり、逆に高すぎると粘度が高くなりすぎて取扱い性や塗工性が低下する
場合があるため好ましくない。
【００４８】
　かくして得られた水性液状接着剤を使用するにあたっては、通常の液状接着剤と同様の
方法を用いればよく、例えば、被着体であるガラス表面にバーコーター、アプリケーター
、エアナイフコーター、カーテンコーター、スプレーコート等などを用いて均一に塗布す
ればよい。
　かかる塗工量としては、通常は乾燥重量で２０～２５００ｇ／ｍ2であり、さらには３
０～２３００ｇ／ｍ2、特には５０～２０００ｇ／ｍ2であることが好ましく、かかる塗工
量が少なすぎると充分な接着強度が得られず、逆に多すぎると接着剤としての役割を終え
た後の洗浄による除去が困難となる場合があるため好ましくない。
【００４９】
　かくして被着体表面に塗工された水性液状接着剤は、これが水分を含有し、粘着性を有
している状態でもう一方の被着体を重ね合わせ、その後、加熱、あるいは基材への吸収な
どによって接着剤中の水分を除去してもよいし、一旦、加熱乾燥することで水分を除去し
、膜を形成した後、これに一方の被着体を重ね合わせ、加熱溶融させて接着性を発現させ
てもよい。
【００５０】
　次に、本発明のガラス用接着剤をフィルム状接着剤として使用する場合について詳細に
説明する。なお、本願明細書におけるフィルムとは、シートを包含するものである。
【００５１】
　本発明のガラス用フィルム状接着剤の製造法は、特に限定されるものではなく、例えば
、溶液流延製膜法や、溶融押出製膜法などを挙げることができる。
　溶液流延製膜法とは、本発明で用いるＰＶＡ系樹脂を含有する水溶液を金属ロール等の
支持体上に流延し、加熱乾燥することで膜状に成形する方法であり、その際の水溶液の濃
度、流延量は所望するフィルム状接着剤の膜厚に応じて選定すればよい。
　また、製膜性を向上させる目的で、上述の水性液状接着剤の添加剤として例示した各種
有機溶剤や添加剤を配合することができる。また、得られたフィルムを巻取る際のブロッ
キング防止の為に、公知のブロッキング防止剤を添加することもできる。
【００５２】
　溶融押出製膜法は接着剤樹脂およびその樹脂組成物を加熱溶融させ、押出製膜する方法
であり、特に、本発明の１，２－ジオール成分を側鎖に有するＰＶＡ系樹脂は通常のＰＶ
Ａ系樹脂と比較して融点が低いという特徴を有していることから、かかる製膜法を好適に
行うことができる。
【００５３】
　なお、製膜時の溶融温度を調節する目的で、本発明の接着剤に可塑剤等を適宜配合して
もよく、かかる可塑剤としては、脂肪族多価アルコール（例えば、エチレングリコール、
ヘキサンジオール、グリセリン、トリメチロールプロパン、ジグリセリン等）、グリセリ
ン等の多価アルコールへエチレンオキサイドを付加した化合物、各種アルキレンオキサイ
ド（エチレンオキサイド、プロピレンオキサイド、エチレンオキサイドとプロピレンオキ
サイドの混合付加体等）、糖類（例えば、ソルビトール、マンニトール、ペンタエリスリ
トール、キシロール、アラビノース、リブロース等）、ビスフェノールＡやビスフェノー
ルＳ等のフェノール誘導体、Ｎ－メチルピロリドン等のアミド化合物、α－メチル－Ｄ－
グルコシド等のグルコシド類、水等を挙げることができる。
【００５４】
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　かかる溶融押出製膜時の溶融温度としては、通常１００～２５０℃の範囲から選ばれる
が、本発明のＰＶＡ系樹脂あるいはその組成物においては、ＰＶＡ系樹脂が高ケン化度で
あっても１１０～２２０℃、さらには１４０～２１０℃の低温で溶融製膜することが可能
であり、さらにＰＶＡ系樹脂のケン化度を下げればより低温での製膜が可能である。
【００５５】
　上述の方法により製膜して得られたフィルム状接着剤の厚さは、目的とする性能やガラ
ス以外の被接着物の種類などによって異なるが、通常は２０～２５００μｍであり、さら
には３０～２３００μｍ、特に５０～２０００μｍであることが好ましい。かかる厚みが
薄すぎると充分な接着強度が得られず、逆に厚すぎると接着剤としての役割を終えた後の
洗浄による除去が困難になる傾向があるため好ましくない。
　また、フィルム状接着剤の表面状態は保存時等のフィルム同士の密着を防止したり、被
着面と重ね合わせた後の貼りなおしを容易にするため、凹凸のあるマット処理あるいはエ
ンボス処理が施されたものも好ましい。
【００５６】
　かくして得られたフィルム状接着剤をガラス積層体等の接着剤として使用するにあたっ
ては、特に限定されないが、例えばガラス等の被着体の間にかかるフィルム状接着剤を挟
み、真空バッグに入れ密着させた後、加熱加圧することでＰＶＡ系樹脂を溶融させ、接着
機能を発現させればよく、その際の装置としては公知のオートクレーブや真空加熱加圧ラ
ミネーターなどを挙げることができる。
　かかる真空加圧加熱ラミネーターとは、例えば特許３０４３７２５号に記載された装置
であり、基材を平箱に入れて急速に真空引きすると同時に加熱加圧し、３０秒～１２０秒
程度で急速に貼合接着、多層化できる装置である。かかる装置は現在パソコンのＣＰＵ（
ＭＰＵ）などのビルドアップ基板製造に使用されており、比較的小型で小回りが効く装置
であるため、例えば街のガラス屋さんやガラス問屋において、予め切り出した色々な寸法
のガラスの接着貼合わせをするのにとても有効である。
　かかる加熱加圧による接着時の条件は特に限定されないが、通常は６０～１８０℃の温
度範囲、２ｈＰａ以下の真空度で実施される。
　なお、かかる接着方法を用いる場合の接着剤中の含水率は、真空ポンプ側の負荷の点か
らより少ないほうが好ましいが、通常５％以内であれば特に問題なく接着させることがで
きる。
【００５７】
　また本発明のフィルム状接着剤は、その表面を若干水で濡らして膨潤させるだけで粘着
性が発現し、その後、乾燥あるいはフィルム内部や基材に水分が移行して、接着剤中の水
分量が少なくなるとともに非常に強い接着力が発現する。
　工業的には、ガラス表面とフィルム状接着剤表面のいずれかを水で濡らして接着するの
が好ましく、例えば、ガラス基材とフィルム状接着剤の間に水を満たした後に、プレスや
加圧ローラーなどの加圧により水を搾り出す、いわゆるウエット＆スクイーズラミネート
などの方法を用いることができる。なお、かかる方法における接着貼り合わせは常温でも
可能であるが、工程短縮などのため、適宜加熱して急速に乾燥させてもよい。
【００５８】
　本発明のガラス用接着剤は、ガラス積層体としての用件が終了し、そのリサイクル時の
ような、積層体を各層に剥離しなければならない場合、および接着剤を完全に除去する必
要がある場合、さらには接着工程における貼り損じ品を再使用するために剥離させたい場
合などに、かかる接着剤を容易に水洗除去できる点が最大の特徴である。
　かかる接着剤の水洗除去は、通常は１０℃以上の水、望ましくは４０℃以上の温水、８
０℃以上の熱水で行うことが好ましいが、これに限定されるものではなく、例えば、蒸気
によって接着層を膨潤させたのち、これを洗浄除去する方法や、水、温水、あるいは熱水
中にガラス積層体を浸漬し、さらに超音波振動を加える方法などを採用することも可能で
ある。
【００５９】
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　なお、本発明の接着剤の特徴である水溶性を阻害することになるが、接着後の耐水性を
必要とされる場合においては、架橋剤を併用することも可能である。かかる架橋剤として
は、炭酸ジルコニウムアンモニウム、硝酸ジルコニル、塩基性塩化ジルコニルなどのジル
コニウム化合物、ホウ酸、ホウ砂などのホウ素化合物、テトラアルコキシチタネートなど
のチタン化合物を挙げることができる。
【実施例】
【００６０】
　以下に、本発明を実施例を挙げて具体的に説明するが、本発明はその要旨を超えない限
り、実施例の記載に限定されるものではない。
　なお、例中「％」とあるのは、断りのない限り重量基準を意味する。
【００６１】
実施例１
（１）ＰＶＡ系樹脂の作製
　還流冷却器、滴下漏斗、撹拌機を備えた反応缶に、酢酸ビニル１０００ｇ、メタノール
ｇ、３，４－ジアセトキシ－１－ブテン６０ｇ（３モル％対仕込み酢酸ビニル）を仕込み
、アゾビスイソブチロニトリルを０．００３６モル％（対仕込み酢酸ビニル）投入し、撹
拌しながら窒素気流下で温度を上昇させ、重合を開始した。さらに、重合開始３時間後に
アゾビスイソブチロニトリルを０．００２モル％追加し、酢酸ビニルの重合率が４０％と
なった時点で、ｍ－ジニトロベンゼンを所定量添加して重合を終了し、続いて、メタノー
ル蒸気を吹き込みつつ蒸留することで未反応の酢酸ビニルモノマーを系外に除去し共重合
体のメタノール溶液を得た。
　次いで、該溶液を濃度４０％に調整してニーダーに仕込み、溶液温度を４０℃に保ちな
がら、水酸化ナトリウムの２％メタノール溶液を共重合体中の酢酸ビニル構造単位及び３
，４－ジアセトキシ－１－ブテン構造単位の合計量１モルに対して５ミリモルとなる割合
で加えてケン化を行った。ケン化が進行すると共にケン化物が析出し、粒子状となった時
点で、中和用の酢酸を水酸化ナトリウムの０．８当量添加し、濾別、メタノールでよく洗
浄して熱風乾燥機中で乾燥し、ＰＶＡ系樹脂を得た。
　得られたＰＶＡ系樹脂のケン化度は、残存酢酸ビニル及び３，４－ジアセトキシ－１－
ブテンの加水分解に要するアルカリ消費量で分析を行ったところ、９９．０モル％であり
、平均重合度は、ＪＩＳ　Ｋ　６７２６に準して分析を行ったところ、２４００であった
。また、１，２－ジオール構造単位の含有量は1Ｈ－ＮＭＲ（内部標準物質；テトラメチ
ルシラン）で測定して算出したところ３モル％であった。なお、ＮＭＲ測定には日本ブル
カー社製「ＡＶＡＮＣＥ　ＤＰＸ４００」を用いた。
【００６２】
（２）フィルム状接着剤の作製
　（１）で得られたＰＶＡ系樹脂の１０％水溶液をＰＥＴフィルム上に流延し、２３℃、
５０％ＲＨの雰囲気下で７日間乾燥させ、膜厚１１０μｍのフィルム状接着剤を得た。
【００６３】
（３）評価用試験片の作製
　フィルム状接着剤を５ｃｍ×５ｃｍに裁断し、その片面を水で濡らし、湿潤面をガラス
板に密着させ、ヒートシーラーにて９５℃、２ｋｇ／ｃｍ2、３秒間の条件で圧着し、さ
らに９５℃の調整した熱風乾燥機中で、１時間乾燥させ、ガラス表面に接着剤層を形成し
た。
【００６４】
　得られた評価用試験片を用い、以下の評価を行った。結果を表１に示す。
＜接着性評価＞
　接着剤層とガラス層の界面にカッターナイフを入れ、その接着状況を以下の通り評価し
た。
　　○・・・層間にカッターナイフが入らない
　　×・・・層間にカッターナイフが容易に入り、剥離できる
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＜耐光性評価＞
　２３℃、５０％ＲＨの雰囲気下、３０ｃｍの距離から１００Ｗの白熱電球と３０Ｗの蛍
光灯を試験片の接着剤層側から６ヶ月照射し、そのＹＩ値を色差計（日本分光社製「ＳＺ
－Σ９０」）にて測定した。
＜温水除去性評価＞
　試験片を５５℃の温水中に１時間浸漬し、接着剤層を指でこすり、以下の通り評価した
。
　　○・・・除去可能
　　×・・・除去不可能
【００６５】
実施例２
（１）ＰＶＡ系樹脂の作製
　還流冷却器、滴下漏斗、撹拌機を備えた反応缶に、酢酸ビニル１０００ｇ、メタノール
ｇ、３，４－ジアセトキシ－１－ブテン１２０ｇ（６モル％対仕込み酢酸ビニル）を仕込
み、アゾビスイソブチロニトリルを０．００３モル％（対仕込み酢酸ビニル）投入し、撹
拌しながら窒素気流下で温度を上昇させ、重合を開始した。酢酸ビニルの重合率が７２％
となった時点で、ｍ－ジニトロベンゼンを所定量添加して重合を終了し、続いて、メタノ
ール蒸気を吹き込みつつ蒸留することで未反応の酢酸ビニルモノマーを系外に除去し共重
合体のメタノール溶液を得た。
　次いで、該溶液を濃度４０％に調整してニーダーに仕込み、溶液温度を４０℃に保ちな
がら、水酸化ナトリウムの２％メタノール溶液を共重合体中の酢酸ビニル構造単位及び３
，４－ジアセトキシ－１－ブテン構造単位の合計量１モルに対して７ミリモルとなる割合
で加えてケン化を行った。ケン化が進行すると共にケン化物が析出し、粒子状となった時
点で、中和用の酢酸を水酸化ナトリウムの０．８当量添加し、濾別、メタノールでよく洗
浄して熱風乾燥機中で乾燥し、ＰＶＡ系樹脂を得た。
　得られたＰＶＡ系樹脂のケン化度は、残存酢酸ビニル及び３，４－ジアセトキシ－１－
ブテンの加水分解に要するアルカリ消費量で分析を行ったところ、９９．４モル％であり
、平均重合度は、ＪＩＳ　Ｋ　６７２６に準して分析を行ったところ、１４５０であった
。また、１，２－ジオール構造単位の含有量は1Ｈ－ＮＭＲ（内部標準物質；テトラメチ
ルシラン）で測定して算出したところ５．９モル％であった。
　得られたＰＶＡ系樹脂を用い、実施例１と同様に試験片を作製、同様に評価した。結果
を表１に示す。
【００６６】
比較例１
　実施例１においてＰＶＡ系樹脂として、重合度２４００、ケン化度９９．１モル％の未
変性ＰＶＡを用いた以外は実施例１と同様に試験片を作製し、同様に評価した。結果を表
１に示す。
【００６７】
比較例２
　実施例１においてＰＶＡ系樹脂として、重合度１４００、ケン化度８７．５モル％の未
変性ＰＶＡを用いた以外は実施例１と同様に試験片を作製し、同様に評価した。結果を表
１に示す。
【００６８】
比較例３
　実施例１で得られたフィルム状接着剤を５ｃｍ×５ｃｍに裁断し、その片面を水で濡ら
し、湿潤面をＰＥＴフィルムに密着させ、ヒートシーラーにて９５℃、２ｋｇ／ｃｍ2、
３秒間の条件で圧着し、さらに９５℃の調整した熱風乾燥機中で、１時間乾燥させ、ＰＥ
Ｔフィルム表面に接着剤層を形成し、試験片として実施例１と同様に評価した。結果を表
１に示す。
【００６９】
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【産業上の利用可能性】
【００７０】
　本発明のガラス用接着剤は、ガラスとの接着性に優れ、なおかつ耐光性にも優れるため
、さらに接着剤としての役割を終えた後、ガラス表面から容易に水洗などによって溶解除
去することが可能なため、自動車用合わせガラス、防犯用ガラス等の各種ガラス積層体用
接着剤として、あるいはガラスに各種物品を接着するための接着剤として好適である。
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