
 
 

 テクニカルデータシート 
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 2液、透明、1:1混合、流動タイプゲル 

 

特徴と長所 • 流動タイプ 
• 高透明 
• コントロール可能な硬化挙動 
• 種々の基板への高い密着性 
• 高強度、高伸び 

• 黄変対策 

 

組成 • 2液 
• 1:1 混合 

• ポリジメチルシロキサンゲル 

 

用途 • ディスプレイもしくは LED照明などに透明接着剤/透明封止材/オプテ

ィカルボンディング材として使用可能、2液タイプ、混合比 1:1、流動

性のあるゲル 

 

 

代表特性 

出荷規格ではありません。 

 

試験項目 単位 測定値 

粘度（A液） cp 1,480 

粘度（B液） cp 1,260 

粘度（混合後） cp 1,790 

ゲル化時間 (25°C) 分 20 

硬化時間 (25°C) 分 120 

硬化時間 (32°C) 分 60 

引張強度 kPa 296 

伸び % 550 

密着力 g 160 

硬さ  51/Shore 00 
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代表特性(続き) 

 

試験項目 単位 測定値 

透過率 (380 nm, 2 mm) % 94 

透過率 (450 nm, 2 mm) % 94 

透過率 (740 nm, 2 mm) % 95 

 
製品概要 ゲルはポッティング材の中でも特殊であり、硬化しても非常に柔らかいま 

まです。ゲルは硬化するとクッション性があって自己回復性を持つ材料に 

なります。硬化したゲルは、液体の応力緩和性及び自己回復性をほぼ保持 

し、同時にエラストマーとしての寸法安定性も示しますが、この様な特性 

はデリケートな電子機器に益々必要となってきています。ゲル製品は湿気 

やその他の汚染物質による有害な影響から電子回路を保護し、高電圧に対 

しては電気絶縁体として使用されてきました。また、熱的ストレスまたは

機械的ストレスから電子回路と配線部を保護す るための応力緩和材とし

ても使用されます。高さのある部品全体を封入するため、通常ゲルは厚い

層として塗布されま す。最近では、オプトエレクトロニクス分野でも使

われるようになりまし た。ゲルの応力緩和性と高い屈折率に加え、時間

がたってもこれらの物性 が安定しているためです。 

 

混合と脱泡 一部のゲルは、液体ゲル成分が空気に直接触れることを防ぐため袋状のパ 

ッケージで提供されます。プレッシャー・ポットでパッケージに空気圧を 

かけて塗布することができます。液体ゲルの表面に直接 (袋なしで) 空気

圧をかけることは避けてください。ゲルが空気で過飽和状態になり、塗布

されて硬化するとバブルが発生する ことがあります。袋を使用すること

でバブルの発生を防止し、清潔に保ち ゲルの汚染を避けることができま

す。ゲルはマニュアル塗布または市販さ れているタイプの計量混合装置

を使用して塗布できます。可能なら、電子 部品の設計の際及びゲルの塗

布方法の選定の際に、ガス (通常は空気) の 混入の可能性を考慮してく

ださい。これは、高粘度のゲルや硬化が速いゲ ルの場合に特に重要で 

す。ボイドのない保護層を得るために、10 mmHg 以下での真空脱泡を推奨

しま す。 

 

ポットライフと硬化速

度 

作業時間（またはポットライフ）は、初期の混合粘度が室温で 2倍になる

までに必要な時間です。A液と B 液が混合されると硬化反応が始まりま 

す。硬化が進むと粘度が上昇し、柔らかいゲルになるまで粘度が上昇しま

す。キュア条件は代表的な特性表に示されています。硬化とは、特定のゲ

ルを使用して、最終的な特性の 90%以上に達した状態を規定します。ゲル

は硬化前に非流動状態になります。付加硬化型シリコーンゲルは、室温で

硬化させることも、熱硬化させることもできます。加熱することで硬化反

応を促進します。硬化時間を延ばすことで加熱に似た効果を得ることがで

きます。硬化条件は、アプリケーションごとに確認する必要があります。 
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使用温度範囲 大部分の用途でシリコーン接着剤は長期間にわたり、温度範囲 -45°C から 

150°C で使用することができます。しかし、使用範囲の最 低温度と最高温

度では、材料の挙動や特別の用途での性能が複雑になり、 追加の考察が

必要となります。低温での性能、-55°C のような条件で の熱サイクルでの

耐用は可能ですが、貴社の部品やアセンブリーで性能の 検証をお願いし

ます。性能に影響すると考えられる要素は形状、部品の応 力感度、冷却

速度と保持時間、それに温度履歴です。最高温度では、硬化 シリコーン

・エラストマーの耐久性が、時間と温度に影響されます。予想 されるよ

うに、温度が高い程、材料の使用可能時間は短くなります。 

 

適合性 ある種の材料、化学物質、架橋剤、可塑剤は付加硬化タイプ接着剤の硬化 

阻害を引き起こすことがあります。代表的な硬化阻害物質は、有機スズ、 

その他の有機金属化合物、有機スズ触媒を含むシリコーン・ゴム、硫黄、 

ポリスルフィド、ポリスルホン、その他硫黄含有材料、不飽和炭化水素可 

塑剤、はんだフラックス残渣などです。基材や材料が硬化阻害を引き起こ 

す可能性のある場合は、意図する用途での小スケールの適合性確認試験を 

お勧めします。問題の基材と硬化物の間の境界面に液体や未硬化の物質が 

ある場合は、不適合性と硬化阻害を示しています。 

 

修復性 電子機器の製造においては、しばしば損傷した製品や欠陥のある製品を回 

収または再利用することが求められます。ダウ製絶縁ゲルを除去して、必 

要な修復を行うためにダウ製 OS フルイドが役立ちます。これらの製品に 

関する詳細は、ダウまでお問い合わせください。また、1 つの部品だけを

交換する必要がある場合は、ゲル越しに直接はん だごてを当てて、部品

を取り外すことができます。作業が完了したら、強 制空気やブラシで修

復した部分をきれいにして乾燥させ、追加のシリコー ンゲルを塗布しま

す。 

 

使用上の注意 使用に際し必要な安全情報は本データシートには記載されていません。ご
使用の前に、安全な使用や身体的および健康上の危険に関する情報のた 
め、安全データシート(SDS)および容器ラベルをよく読んでください。安全
データシート(SDS)はウェブサイト、dow.com/ja-jpにアクセスしてお求めい
ただけます。 

 

保証期間 

 

保管条件と使用期限日は、製品ラベルに記載されています。 
 

包装単位 一般に、ダウ製絶縁ゲルは A 液と B 液を含むバッチ対応キットとして出
荷 されます。通常、入手可能な容器は 1 kg 缶、18 kg 缶名目容器、正味
重量で す。ゲルの種類によっては入手できない容器もあります。また、
これ以外 の容器や容器サイズで入手可能な場合もあります。 
 

医療･医薬品用途への

制限 

本製品は（ヘルスケア用途製品を除き）一般工業用途向けに開発・製造さ

れたものです。弊社製品は、医療または医薬用途向けに適合するものとし

て、試験されておりません。また、そのように表明されるものでもありま

せん。 
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健康および環境に関す

る情報 

弊社は、お客様の製品安全の必要性をサポートするために、広範囲におよ

ぶプロダクト・スチュワードシップの組織、および各地域にて対応可能な

製品安全並びに法令順守のスペシャリストで構成されたチームを有してい

ます。 

 

さらなる詳細な情報については、弊社のウェブサイト dow.com/ja-jp、または

弊社の担当営業までご連絡下さい。 

 

廃棄上の注意 地方自治体（州、都道府県、市町村など）、国の規制に従って廃棄してく

ださい。空の容器に有害な物質が残留していることもあります。その物質

と容器は安全かつ合法的な方法で廃棄する必要があります。 

 

処理および廃棄の手順が地方自治体（州、都道府県、市町村など）、国の

規制に準拠していることを確認するのは利用者の責任になります。詳しく

は、ダウ技術担当者までお問い合せください。 

 

プロダクト・スチュワ

ードシップ 

製品を製造、流通、使用するすべての人々とその生活環境は、ダウの重要

な関心事です。その関心が礎となり、製品に関する安全、健康、環境面の

情報を評価し、従業員および社会の人々の健康と環境を保護するために適

切な措置を講じるというダウのプロダクト・スチュワードシップの哲学を

支えています。ダウのプロダクト・スチュワードシップ・プログラムの成

功を担っているのは、各製品の初期コンセプトや調査にはじまり、製造、

使用、販売、廃棄、リサイクルにいたる、ダウ製品に関わるすべての人々

です。 

 

お客様へのお知らせ ダウは、ダウ製品の使用目的から外れる方法や試験されていない方法での

ご利用がないよう、人体の健康と環境品質双方の観点から製造プロセスお

よびダウ製品の用途をご確認いただくことを強くおすすめします。ご質問

にはダウの担当者が回答し、適切な技術サポートを行います。安全データ

シートなどダウ製品についての資料をご参照の上、ダウ製品をご使用くだ

さい。最新版の安全データシートはダウが提供しております。 

 

How Can We Help 
You Today? 

弊社は、シリコーン材料・アプリケーション・プロセスに関する豊富な経

験をもとに、お客様が求める性能、デザインや製造上の課題解決に貢献し

ています。 

 

弊社の製品と特性については dow.com/ja-jp をご覧ください。 

 

お客様のニーズにどのようにご一緒に対応させていただくかについては

dow.com/ja-jp にアクセスし、お客様の最寄の事務所にお問い合わせくださ

い。ダウは、世界中にカスタマーサービス、研究開発拠点、アプリケーシ

ョンサポートチーム、営業所と工場を有し、あらゆる国や地域のお客様の

ニーズに応えています。 
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dow.com/ja-jp 免責事項：使用条件や適用法令は場所によって異なり、また、時の経過により変更される場合がありま

すので、お客様におかれましては、本書記載の製品及び情報がお客様の使用（用途）に適しているかど

うかを判断し、お客様の作業現場及び廃棄について、適用法令の遵守を確実にする責任があります。ま

た、弊社又はその他の者が所有する特許権の侵害がないことを表明・保証するものではありません。本

書記載の製品は、ダウが事業展開する特定の地域で販売あるいは使用できない場合があり、紹介された

内容に関しては、特定の国での使用(用途)が承認されていない場合があります。「ダウ」又は「弊社」

への言及は、特に明記しない限り、お客様に製品を販売するダウの法人を意味します。商品適格性又は

特定目的のための適合性についての黙示的保証はすべて明示的に除外され、保証するものではありませ

ん。 
 

 


