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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　視覚化された痕跡を粘着剤層の表面に転写して採取する鑑識用粘着シートにおいて、
　前記粘着剤層が、ａ）アルキル基の平均炭素数１～１４の（メタ）アクリル酸アルキル
エステル、ｂ）多官能（メタ）アクリレート、および、ｃ）光重合開始剤を含有するアク
リル系粘着剤組成物からなる層を光照射して形成され、かつ、
　前記粘着剤層のゲル分率が５０重量％以上であり、前記粘着剤層のステンレス板に対す
る粘着力が０．１～２．０Ｎ／２０ｍｍであり、
　前記ａ）が、前記アクリル系粘着剤組成物の全単量体成分中、５０～９９重量％である
ことを特徴とする鑑識用粘着シート。
【請求項２】
　前記アクリル系粘着剤組成物の全単量体中、ａ）アルキル基の平均炭素数１～１４の（
メタ）アクリル酸アルキルエステル１００重量部に対して、ｄ）極性基含有モノマーの含
有量が４．５重量部未満であり、
　前記ｄ）が、前記ｂ）以外の極性基含有重合性モノマーである請求項１に記載の鑑識用
粘着シート。
【請求項３】
　前記粘着剤層の厚みが５０～５００μｍである請求項１または２に記載の鑑識用粘着シ
ート。
【請求項４】
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　前記転写の対象が、痕跡に付着した四三酸化鉄の微粉末である請求項１～３のいずれか
に記載の鑑識用粘着シート。
【請求項５】
　視覚化された痕跡を粘着剤層の表面に転写して採取する鑑識用粘着シートの製造方法に
おいて、
　ａ）アルキル基の平均炭素数１～１４の（メタ）アクリル酸アルキルエステル、ｂ）多
官能（メタ）アクリレート、および、ｃ）光重合開始剤を含有するアクリル系粘着剤組成
物からなる層を、基材上に形成する工程、
　アクリル系粘着剤組成物からなる層を光照射する工程、及び、
　前記光照射することにより、ゲル分率が５０重量％以上の粘着剤層を形成する工程、を
含み、
　前記ａ）が、前記アクリル系粘着剤組成物の全単量体成分中、５０～９９重量％であり
、
　前記粘着剤層のステンレス板に対する粘着力が、０．１～２．０Ｎ／２０ｍｍであるこ
とを特徴とする鑑識用粘着シートの製造方法。
【請求項６】
　前記アクリル系粘着剤組成物の全単量体中、ａ）アルキル基の平均炭素数１～１４の（
メタ）アクリル酸アルキルエステル１００重量部に対して、ｄ）極性基含有モノマーの含
有量が４．５重量部未満であり、
　前記ｄ）が、前記ｂ）以外の極性基含有重合性モノマーである請求項５に記載の鑑識用
粘着シートの製造方法。
【請求項７】
　前記粘着剤層の厚みが５０～５００μｍである請求項５または６に記載の鑑識用粘着シ
ートの製造方法。
【請求項８】
　前記転写の対象が、痕跡に付着した四三酸化鉄の微粉末である請求項５～７のいずれか
に記載の鑑識用粘着シートの製造方法。
 

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、微粉末を刷毛等で塗布する方法や溶液中に分散させた微粉末を噴霧する方法
などで視覚化した指紋、足跡、タイヤ痕跡等の痕跡を、粘着面に転写して採取するのに使
用する鑑識用粘着シートに関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来、指紋、足跡等を採取する方法としては、採取対象面に、アルミなどの粉末を刷毛
等で塗布し、指紋の痕跡部分に付着させた粉末を採取する方法や、四三酸化鉄と界面活性
剤を水で溶かした溶液を痕跡部分に塗布し、痕跡部分に付着した四三酸化鉄を、粘着シー
ト等を用いて採取する方法等が知られている。
【０００３】
　従来、指紋等の採取に使用する鑑識用粘着シートとしては、透明フィルムの片面にウレ
タン系粘着シートを塗布したものが知られている（たとえば、特許文献１～４参照）。ウ
レタン系粘着シートは、耐熱性、耐寒性、耐水性を有するため、鑑識用粘着シートとして
主に使用されてきた。その他、指紋検出や指紋採取用シートとして、下記の特許文献５～
８に記載のものが知られている。
【０００４】
　指紋隆線部分にアルミ粉等を付着させて浮き上げさせた指紋痕跡を鑑識用粘着シートに
満足に転写させるには、粘着剤層の厚みをある程度厚くする必要がある。
【０００５】



(3) JP 5165282 B2 2013.3.21

10

20

30

40

50

　しかしながら、上記の鑑識用粘着シートでは、それらの粘着剤層は、通常、溶剤で希釈
した粘着剤溶液を塗布し、この粘着剤溶液中の溶剤を乾燥させる事により形成されるもの
であり、厚膜塗工を行うと、粘着剤層の表面に乾燥した粘着剤層膜が形成する事により、
内部の溶剤が乾燥されず、粘着剤層がクレーター状になってしまうという問題があった。
また、この問題の解決手段として、粘着剤層を積層する手法（たとえば、特許文献３参照
）などが提案されてはいるが、粘着剤層を積層する回数だけ塗布や乾燥の工程が必要であ
り、生産工数が多くなってしまうものであった。
【０００６】
　また、従来のアクリル系粘着剤を用いた鑑識用粘着シート（たとえば、特許文献８）で
は、凹凸の急峻の隆起面に付着した指紋を採取する場合、採取対象面にアクリル系粘着シ
ートを密接すると、角等の急峻な面変化箇所で粘着剤層が伸びて薄肉化してその箇所での
粘着剤量が不足し正確な採取が難しくなるものであった。一方、粘着剤層を厚くすると、
それだけ粘着力がアップし、アクリル系粘着剤の本来の高い粘着力とあいまって、採取対
象面の塗装の剥離等、特に古い塗装面等では現状破損が生じ易くなるものであった。
【０００７】
　一方、四三酸化鉄、雲母等の溶液（分散液）を用いる湿式法では、指紋等の痕跡以外の
部分に残留する四三酸化鉄等を水洗等で除去する必要が有り、水洗後の乾燥に長時間を要
する場合があった。たとえば、指紋を採取する対象が自動車である場合、乾燥するまでに
５時間もかかる場合があった。また、雨天の場合でも、指紋の採取が必要な場合もあり、
採取対象物が濡れた状態でも、指紋等を粘着面に十分転写して採取できる鑑識用粘着シー
トが望まれていた。
【０００８】
　しかしながら、上記従来のウレタン系粘着剤等を用いた鑑識用粘着シートでは、採取対
象物の表面が水分で濡れている場合、指紋等の接着力が低下し、また採取対象物に対して
粘着シートのズレが生じ易く、指紋等の採取が困難であった。なお、ゼラチン系の鑑識用
粘着シートも知られているが、ゼラチンが水に溶解するため、水分が存在する場合には、
使用できなかった。
【０００９】
　他方、上記従来の鑑識用粘着シートに使用されているウレタン系粘着剤等の感圧性粘着
剤の製造に際し、通常、多量の有機溶剤を用いている。しかし、最近では、これら有機溶
剤の安全性と環境保護の観点から、こうした多量の有機溶剤の使用を止めるまたは低減す
る手法が求められている。
【００１０】
【特許文献１】特開２００１－４０２９９号公報
【特許文献２】特開２００２－１９４３０２号公報
【特許文献３】特開２００２－２０００６０号公報
【特許文献４】特開２００３－８９７７６号公報
【特許文献５】特開２０００－８３９２９号公報
【特許文献６】特開平９－７５３２９号公報
【特許文献７】特開２００４－１８７８５９号公報
【特許文献８】特開平３－８０８３３号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１１】
　本発明は、このような事情に照らし、粘着剤層の厚膜塗工が容易であって、採取対象物
の表面が水分で濡れている場合でも使用でき、製造工程で有機溶剤を用いない、採取対象
物の表面の破損を抑えた鑑識用粘着シートを提供することを目的とする。
【００１２】
　また、本発明は、粘着剤層の厚膜塗工が容易であって、採取対象物の表面が水分で濡れ
ている場合でも使用でき、製造工程で有機溶剤を用いない、採取対象物の表面の破損を抑
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えた鑑識用粘着シートの製造方法を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１３】
　本発明者らは、上記課題を解決するため鋭意検討した結果、以下に示す鑑識用粘着シー
トにより上記目的を達成できることを見出し、本発明を完成するに至った。
【００１４】
　すなわち、本発明は、視覚化された痕跡を粘着剤層の表面に転写して採取する鑑識用粘
着シートにおいて、
　前記粘着剤層が、ａ）主単量体としてアルキル基の平均炭素数１～１４の（メタ）アク
リル酸アルキルエステル、ｂ）多官能（メタ）アクリレート、および、ｃ）光重合開始剤
を含有するアクリル系粘着剤組成物からなる層を光照射して形成され、かつ、
　前記粘着剤層のゲル分率が５０重量％以上であり、前記粘着剤層のステンレス板に対す
る粘着力が０．１～２．０Ｎ／２０ｍｍであることを特徴とする。
【００１５】
　なお、本発明における（メタ）アクリル系ポリマーとは、アクリル系ポリマーおよび／
またはメタクリル系ポリマーをいう。また、（メタ）アクリル酸アルキルエステルとは、
アクリル酸アルキルエステルおよび／またはメタクリル酸アルキルエステルをいい、（メ
タ）アクリレートとは、アクリレートおよび／またはメタクリレートをいう。
【００１６】
　本発明の鑑識用粘着シートによると、実施例の結果に示すように、上述の特定の成分か
らなるアクリル系粘着剤組成物（無溶媒型光重合性粘着剤組成物）からなる層を光照射し
て架橋した粘着剤層を用いるため、採取対象物の表面が水分で濡れている場合でも使用で
き、採取対象物の表面の破損を抑えたものとなる。上記鑑識用粘着シートがかかる特性を
発現する理由の詳細は明らかではないが、上述の無溶媒型光重合性粘着剤組成物を用いる
ことにより、これを光にて架橋した粘着剤層は凝集力および粘着力がバランスよく付与さ
れ、鑑識用粘着シートに適した優れた粘着性および採取対象物の表面の破損の抑制を並立
して実現していると推測される。
【００１７】
　また、上記の鑑識用粘着シートは上記アクリル系粘着剤組成物からなる層を光照射して
得られたものであるため、製造工程で有機溶剤を用いることなく製造することができる。
さらには、上記アクリル系粘着剤組成物を用いることにより、粘着剤層の厚膜塗工におい
て、従来の内部の溶剤が乾燥されず、粘着剤層がクレーター状になってしまうという問題
も生じることがなく、さらには、従来の粘着剤層を積層する回数だけ塗布や乾燥の工程が
必要であった手法に比べて、生産工数を大幅に低減したものとなる。
【００１８】
　本発明の鑑識用粘着シートは、前記粘着剤層が、ａ）主単量体である炭素数１～１４の
アルキル基を有する（メタ）アクリル酸エステル、ｂ）多官能（メタ）アクリレート、お
よび、ｃ）光重合開始剤を含有するアクリル系粘着剤組成物からなる層を光照射して形成
され、かつ、前記粘着剤層のゲル分率が５０重量％以上であり、前記粘着剤層のステンレ
ス板に対する粘着力が０．１～２．０Ｎ／２０ｍｍであることを特徴とする。上記無溶媒
型光重合性粘着剤組成物を用いることにより、凝集力および粘着力がバランスよく付与さ
れた粘着剤層となる。
【００１９】
　なお、本発明におけるｂ）多官能（メタ）アクリレートとは、１分子中に２個以上の反
応性の官能基を含有する（メタ）アクリレート（少なくとも２個の（メタ）アクリロイル
基を有する化合物）をいうが、反応性の官能基としては、水酸基、メチロール基などと反
応する官能基があげられる。上記ｂ）多官能（メタ）アクリレートを用いることにより、
バランスの良い凝集力および剥離性を得ることができると推測される。
【００２０】
　上記ｂ）多官能（メタ）アクリレートとしては、たとえば、トリメチロールプロパント
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リ（メタ）アクリレート、ペンタエリスリトールテトラ（メタ）アクリレート、１，２－
エチレングリコールジ（メタ）アクリレート、１，６－ヘキサンジオールジ（メタ）アク
リレート、１，１２－ドデカンジオールジ（メタ）アクリレートなどがあげられる。
【００２１】
　上記ｂ）多官能（メタ）アクリレートの使用量は、アクリル系粘着剤組成物から形成さ
れるアクリル系粘着剤層のゲル分率が５０重量％以上となるように配合することが好まし
い。上記ゲル分率が５０重量％未満となると、粘着剤層の凝集力が不足し、被着体への糊
残りの発生を抑える効果が低減してしまう。
【００２２】
　なお、本発明におけるゲル分率は、粘着剤組成物約１ｇを精秤し、これを酢酸エチル約
４０ｇに７日間浸漬し、その後、酢酸エチルに対する不溶解分をすべて回収し、１３０℃
で２時間乾燥し、その重量を求め、得られた数値を以下の式に代入して算出した。
・不溶解分（ゲル分率）＝（不溶解分重量／浸漬前の粘着剤組成物の重量）×１００（重
量％）。
【００２３】
　本発明において、上記アクリル系粘着剤組成物が無溶媒型光重合により得られたもので
あることが好ましい。かかるアクリル系粘着剤組成物を用いることにより、無溶媒型の光
重合性粘着剤組成物の調整および重合率の制御を行いやすくなり、さらには光架橋の工程
を容易にかつ効率よく行うことができる。
【００２４】
　さらに、上記アクリル系粘着剤組成物の全単量体中、ａ）主単量体である炭素数１～１
４のアルキル基を有する（メタ）アクリル酸エステル１００重量部に対して、ｄ）極性基
含有モノマーの含有量が４．５重量部未満であることが好ましい。上記ｄ）極性基含有重
合性モノマーの含有量を規定することにより、バランスの良い凝集力および剥離性をより
確実に得ることができる。
【００２５】
　なお、本発明におけるｄ）極性基含有重合性モノマーとは、分子中に極性の大きい官能
基を含有し、重合性の不飽和結合を有する重合性モノマーであって、上記ｂ）多官能（メ
タ）アクリレートに該当しないものをいうが、極性の大きい官能基としては、カルボキシ
ル基、スルフォニル基、水酸基、メチロール基などの官能基があげられる。
【００２６】
　また、本発明の鑑識用粘着シートにおいては、上記粘着剤層のステンレス板に対する粘
着力が０．１～２．０Ｎ／２０ｍｍである。上記工程を有する製造方法を用いることによ
りこの範囲の鑑識用粘着シートを製造することが容易となり、また、粘着力がこの範囲で
あると、転写・採取を行う際に、剥離の作業性も良好になる。
【００２７】
　さらに、上記粘着剤層の厚みが５０～５００μｍであることが好ましい。この範囲であ
ると、採取対象面に凹凸が有る場合でも、凹凸への追従性が良好になる。
【００２８】
　また、上記転写の対象が、痕跡に付着した四三酸化鉄の微粉末であることが好ましい。
四三酸化鉄の微粉末は、その分散液が使用されるため、水洗が必要となり、本発明のよう
に採取対象物の表面が水分で濡れている場合でも、粘着シートがズレを起こさずに、視覚
化された痕跡を鮮明に転写・採取することができる鑑識用粘着シートが、特に有効になる
。
【００２９】
　一方、本発明は、視覚化された痕跡を粘着剤層の表面に転写して採取する鑑識用粘着シ
ートの製造方法において、
　ａ）主単量体としてアルキル基の平均炭素数１～１４の（メタ）アクリル酸アルキルエ
ステル、ｂ）多官能（メタ）アクリレート、および、ｃ）光重合開始剤を含有するアクリ
ル系粘着剤組成物からなる層を、基材上に形成する工程、ならびに、
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　アクリル系粘着剤組成物からなる層を光照射する工程、
を含むことを特徴とする。
【００３０】
　上述の工程を有する本発明の製造方法を用いることにより、製造工程で有機溶剤を用い
ることなく、粘着剤層の厚膜塗工が容易となり、上述の特徴を有する鑑識用粘着シートを
効率良く得ることができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００３１】
　以下、本発明の実施の形態について、図面を参照しながら説明する。図１は、本発明の
鑑識用粘着シートの一例の使用前の状態を示す断面図である。
【００３２】
　本発明の鑑識用粘着テープは、図１に示すように、視覚化された痕跡を粘着剤層２０の
表面に転写して採取するものであるが、粘着剤層２０は、基材１０の片面側に形成される
。このとき、粘着剤層２０と基材１０との間にはプライマー層などを設けてもよい。
【００３３】
　視覚化される痕跡としては、鑑識の対象となる、指紋、足跡、タイヤ痕跡等があげられ
る。視覚化の方法としては、微粉末等を用いた乾式法、湿式法いずれによるものでもよい
。
【００３４】
　乾式法としては、たとえば、アルミの微粉末を痕跡部分に刷毛等で塗布した後、痕跡部
以外の粉末は風等で吹き除ける方法や、その他、アルミの代わりに、磁性粉末等を使用す
る方法などがあげられる。本発明の鑑識用粘着テープを用いると、採取対象面の塗装の剥
離等、特に古い塗装面等でも現状破損の発生を抑制することが可能となる。
【００３５】
　湿式法としては、たとえば、四三酸化鉄の微粉末と界面活性剤を水で溶かした分散液を
痕跡部分に塗布した後、水洗する方法や、その他、四三酸化鉄の代わりに、雲母類や真珠
粉などの微粉末を使用する方法などがあげられる。本発明では、特に転写の対象が、痕跡
に付着した四三酸化鉄の微粉末である場合に有効である。本発明の鑑識用粘着テープを用
いると、水洗後に採取対象物の表面が水分で濡れている場合でも、粘着シートがズレを起
こさずに、視覚化された痕跡を鮮明に転写・採取することができる。つまり、水洗の採取
対象物の乾燥を実施しなくても転写・採取が可能であり、雨天の場合にもそれが可能とな
る。
【００３６】
　本発明に用いられる粘着剤層は、ａ）主単量体としてアルキル基の平均炭素数１～１４
の（メタ）アクリル酸アルキルエステル、ｂ）多官能（メタ）アクリレート、および、ｃ
）光重合開始剤を含有するアクリル系粘着剤組成物からなる層を光照射して形成され、か
つ、
　前記粘着剤層のゲル分率が５０重量％以上であり、前記粘着剤層のステンレス板に対す
る粘着力が０．１～２．０Ｎ／２０ｍｍであることを特徴とする。
【００３７】
　上記アクリル系粘着剤組成物としては、ａ）主単量体としてアルキル基の平均炭素数１
～１４の（メタ）アクリル酸アルキルエステル、ｂ）多官能（メタ）アクリレート、およ
び、ｃ）光重合開始剤を含有するアクリル系粘着剤組成物が用いられる。
【００３８】
　上記ａ）主単量体としてアルキル基の平均炭素数１～１４の（メタ）アクリル酸アルキ
ルエステルの具体例としては、たとえば、メチル（メタ）アクリレート、エチル（メタ）
アクリレート、ｎ－ブチル（メタ）アクリレート、ｓ－ブチル（メタ）アクリレート、ｔ
－ブチル（メタ）アクリレート、イソブチル（メタ）アクリレート、ヘキシル（メタ）ア
クリレート、２－エチルヘキシル（メタ）アクリレート、ｎ－オクチル（メタ）アクリレ
ート、イソオクチル（メタ）アクリレート、ｎ－ノニル（メタ）アクリレート、イソノニ
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ル（メタ）アクリレート、ｎ－デシル（メタ）アクリレート、イソデシル（メタ）アクリ
レート、ｎ－ウンデシル（メタ）アクリレート、ｎ－ドデシル（メタ）アクリレート、ｎ
－トリデシル（メタ）アクリレート、ｎ－テトラデシル（メタ）アクリレートなどがあげ
られる。
【００３９】
　上述のａ）主単量体としてアルキル基の平均炭素数１～１４の（メタ）アクリル酸アル
キルエステルは単独で使用してもよく、また２種以上を混合して使用してもよいが、全体
としての含有量は上記アクリル系粘着剤組成物の全単量体成分中５０～９９重量％である
ことが好ましく、６０～９８重量％であることがより好ましく、７０～９５重量％である
ことがさらに好ましい。
【００４０】
　また、上記粘着剤組成物中において、ａ）主単量体としてアルキル基の平均炭素数１～
１４の（メタ）アクリル酸アルキルエステルは部分重合体（一部重合したモノマーシロッ
プなど）であってもよい。その場合、たとえば、高分子が１０重量％含まれ、粘度が２０
ポイズのモノマー溶液（モノマーシロップ）などが好ましい。
【００４１】
　また、上記アクリル系粘着剤組成物においては、その他の重合性単量体成分として、粘
着性能のバランスが取りやすい理由から、Ｔｇが０℃以下（通常－１００℃以上）になる
ようにして、アクリル系粘着剤組成物のガラス転移温度や剥離性を調整するための重合性
モノマーなどを、本発明の効果を損なわない範囲で使用することができる。
【００４２】
　上記アクリル系粘着剤組成物において用いられる上述のその他の重合性単量体成分とし
ては、たとえば、ビニルエステル類、芳香族ビニル化合物などの凝集力・耐熱性向上成分
や、アミド基含有モノマー、アミノ基含有モノマー、エポキシ基含有モノマー、ビニルエ
ーテル類などの接着力向上や架橋化基点としてはたらく官能基を有す成分などを適宜用い
ることができる。これらのモノマー化合物は単独で使用してもよく、また２種以上を混合
して使用してもよい。
【００４３】
　上記ビニルエステル類としては、たとえば、酢酸ビニル、プロピオン酸ビニル、ラウリ
ン酸ビニルなどがあげられる。
【００４４】
　上記芳香族ビニル化合物としては、たとえば、スチレン、クロロスチレン、クロロメチ
ルスチレン、α－メチルスチレン、その他の置換スチレンなどがあげられる。
【００４５】
　上記アミド基含有モノマーとしては、たとえば、アクリルアミド、メタクリルアミド、
ジエチルアクリルアミド、Ｎ－ビニルピロリドン、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，Ｎ－ジエチルアクリルアミド、Ｎ，Ｎ－ジエチル
メタクリルアミド、Ｎ，Ｎ’－メチレンビスアクリルアミド、Ｎ，Ｎ－ジメチルアミノプ
ロピルアクリルアミド、Ｎ，Ｎ－ジメチルアミノプロピルメタクリルアミド、ジアセトン
アクリルアミドなどがあげられる。
【００４６】
　上記アミノ基含有モノマーとしては、たとえば、アミノエチル（メタ）アクリレート、
Ｎ，Ｎ－ジメチルアミノエチル（メタ）アクリレート、Ｎ，Ｎ－ジメチルアミノプロピル
（メタ）アクリレート、（メタ）アクリロイルモルホリンなどがあげられる。
【００４７】
　上記エポキシ基含有モノマーとしては、たとえば、グリシジル（メタ）アクリレート、
メチルグリシジル（メタ）アクリレート、アリルグリシジルエーテルなどがあげられる。
【００４８】
　上記ビニルエーテル類としては、たとえば、メチルビニルエーテル、エチルビニルエー
テル、イソブチルビニルエーテルなどがあげられる。
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【００４９】
　本発明において、上述のその他の重合性単量体成分は、単独で使用してもよく、また２
種以上を混合して使用してもよい。
【００５０】
　次に、上記ｂ）多官能（メタ）アクリレートとは、１分子中に２個以上の反応性の官能
基を含有する（メタ）アクリレート（少なくとも２個の（メタ）アクリロイル基を有する
化合物）をいうが、反応性の官能基としては、水酸基、メチロール基など反応する官能基
があげられる。上記ｂ）多官能（メタ）アクリレートを用いることにより、バランスの良
い凝集力および剥離性を得ることができると推測される。
【００５１】
　上記ｂ）多官能（メタ）アクリレートの具体例としては、たとえば、トリメチロールプ
ロパントリ（メタ）アクリレート、ペンタエリスリトールテトラ（メタ）アクリレート、
１，２－エチレングリコールジ（メタ）アクリレート、１，１２－ドデカンジオールジ（
メタ）アクリレートなどの２官能以上の多価アルキル（メタ）アクリレートなどがあげら
れる。上記ｂ）多官能（メタ）アクリレートは単独で使用してもよく、また２種以上を混
合して使用してもよい。
【００５２】
　本発明に用いられる無溶媒型光重合性粘着剤組成物は、上記ａ）主単量体としてアルキ
ル基の平均炭素数１～１４の（メタ）アクリル酸アルキルエステル１００重量部に対して
、上記ｂ）多官能（メタ）アクリレート０．１～３重量部含有するものであるが、０．１
～２重量部含有することが好ましく、０．２～１．５重量部含有することがより好ましい
。上記ｂ）多官能（メタ）アクリレートの含有量を規定することにより、バランスの良い
凝集力および剥離性を得ることができると推測される。
【００５３】
　さらに、本発明においては、上記無溶媒型光重合性粘着剤組成物中、上記ａ）主単量体
としてアルキル基の平均炭素数１～１４の（メタ）アクリル酸アルキルエステル１００重
量部に対して、ｄ）上記ｂ）以外の極性基含有重合性モノマーの含有量が４．５重量部未
満であることが好ましく、上記含有量が３重量部未満であることがより好ましく、上記含
有量が２重量部未満であることがさらに好ましい。上記ｄ）極性基含有重合性モノマーの
含有量を規定することにより、バランスの良い凝集力および剥離性をより確実に得ること
ができると推測される。
【００５４】
　なお、本発明におけるｄ）極性基含有重合性モノマーとは、分子中に極性の大きい官能
基を含有し、重合性の不飽和結合を有する重合性モノマーであって、上記ｂ）多官能（メ
タ）アクリレートに該当しないものをいうが、極性の大きい官能基としては、カルボキシ
ル基、スルフォニル基、水酸基、メチロール基などの官能基があげられる。
【００５５】
　上記ｄ）極性基含有重合性モノマーの具体例としては、たとえば、カルボキシル基含有
モノマー、酸無水物基含有モノマー、リン酸基含有モノマーなどの不飽和酸、ヒドロキシ
ル基含有モノマーなどがあげられる。上記ｄ）極性基含有重合性モノマーは単独で使用し
てもよく、また２種以上を混合して使用してもよい。
【００５６】
　上記カルボキシル基含有モノマーとしては、たとえば、アクリル酸、メタクリル酸、カ
ルボキシエチル（メタ）アクリレート、カルボキシペンチル（メタ）アクリレート、イタ
コン酸、マレイン酸、フマル酸、クロトン酸などがあげられる。
【００５７】
　上記酸無水物基含有モノマーとしては、たとえば、無水マレイン酸、無水イタコン酸、
および上記カルボキシル基含有モノマーの無水物体などがあげられる。
【００５８】
　上記スルホン酸基含有モノマーとしては、たとえば、スチレンスルホン酸、アリルスル
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ホン酸、２－（メタ）アクリルアミド－２－メチルプロパンスルホン酸、（メタ）アクリ
ルアミドプロパンスルホン酸、スルホプロピル（メタ）アクリレート、（メタ）アクリロ
イルオキシナフタレンスルホン酸、ビニルスルホン酸ナトリウムなどをあげることができ
る。
【００５９】
　上記リン酸基含有モノマーとしては、たとえば、２－ヒドロキシエチルアクリロイルホ
スフェートがあげられる。
【００６０】
　上記ヒドロキシル基含有モノマーとしては、たとえば、２－ヒドロキシエチル（メタ）
アクリレート、２－ヒドロキシプロピル（メタ）アクリレート、４－ヒドロキシブチル（
メタ）アクリレート、６－ヒドロキシヘキシル（メタ）アクリレート、８－ヒドロキシオ
クチル（メタ）アクリレート、１０－ヒドロキシデシル（メタ）アクリレート、１２－ヒ
ドロキシラウリル（メタ）アクリレート、（４－ヒドロキシメチルシクロヘキシル）メチ
ルアクリレート、ビニルアルコール、アリルアルコール、２－ヒドロキシエチルビニルエ
ーテル、４－ヒドロキシブチルビニルエーテル、ジエチレングリコールモノビニルエーテ
ルなどがあげられる。
【００６１】
　また、上記無溶媒型光重合性粘着剤組成物において、上記ａ）主単量体としてアルキル
基の平均炭素数１～１４の（メタ）アクリル酸アルキルエステルと上記ｂ）多官能（メタ
）アクリレートの配合時、または、上記ａ）主単量体としてアルキル基の平均炭素数１～
１４の（メタ）アクリル酸アルキルエステルと上記ｂ）多官能（メタ）アクリレートの配
合後に、さらにｃ）光重合開始剤（および光重合開始助剤）を配合してもよい。上記アク
リル系粘着剤組成物の部分重合体が光重合により得られたものである場合には、上記光重
合時に未反応のまま上記部分重合体中に残存している光重合開始剤（および光重合開始助
剤）を粘着剤組成物の光架橋のために適宜用いてもよい。一方、上記ａ）主単量体として
アルキル基の平均炭素数１～１４の（メタ）アクリル酸アルキルエステルの部分重合時の
光重合開始剤（および光重合開始助剤）が残存していない場合には、上記光重合開始剤（
および光重合開始助剤）を配合することが好ましい。
【００６２】
　上記ｃ）光重合開始剤としては、その重合反応の引金となり得る適当な波長の紫外線を
照射することによりラジカルもしくはカチオンを生成する物質であればよい。具体的には
、たとえば、光ラジカル重合開始剤や光カチオン重合開始剤などがあげられる。
【００６３】
　上記光ラジカル重合開始剤として、たとえば、ベンゾイソメチルエーテル、ベンゾイン
イソプロピルエーテル、２，２－ジメトキシ－１，２－ジフェニルエタン－１－オンなど
のペンゾインエーテル、アニソールメチルエーテルなどの置換ペンゾインエーテル、２，
２－ジエトキシアセトフェノン、２，２ジメトキシ－２－フェニルアセトフェノン、１－
ヒドロキシ－シクロへキシル－フェニル－ケトンなどの置換アセトフェノン、２－メチル
－２ヒドロキシプロピオフェノンなどの置換アルファーケートル、２－ナフタレンスルフ
ォニルクロライドなどの芳香族スルフォニルクロライド、１－フェニル－１，１－プロパ
ンジオン－２－（ｏ－エトキシカルポニル）－オキシムなどの光活性オキシム、アシルフ
ォスフィンオキサイドなどがあげられる。これらの化合物は単独で使用してもよく、また
２種以上を混合して使用してもよい。
【００６４】
　上記光カチオン重合開始剤として、たとえば、芳香族ジアゾニウム塩、芳香族ヨードニ
ウム塩、芳香族スルホニウム塩などのオニウム塩や、鉄－アレン錯体、チタノセン錯体、
アリールシラノール－アルミニウム錯体などの有機金属錯体類、ニトロベンジルエステル
、スルホン酸誘導体、リン酸エステル、フェノールスルホン酸エステル、ジアゾナフトキ
ノン、Ｎ－ヒドロキシイミドスルホナートなどがあげられる。これらの化合物は単独で使
用してもよく、また２種以上を混合して使用してもよい。
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【００６５】
　上記ｃ）光重合開始剤は、上記ａ）主単量体としてアルキル基の平均炭素数１～１４の
（メタ）アクリル酸アルキルエステルなどの部分重合時の光重合開始剤（および光重合開
始助剤）が残存していない場合、上記ａ）主単量体としてアルキル基の平均炭素数１～１
４の（メタ）アクリル酸アルキルエステル１００重量部に対し、０．０１～５重量部を上
記単量体混合物に配合されることが好ましく、０．０５～５重量部配合されることがより
好ましく、０．１～３重量部配合されることがさらに好ましい。
【００６６】
　さらに、アミン類などの光重合開始助剤を併用することも可能である。上記光重合開始
助剤としては、たとえば、２－ジメチルアミノエチルベンゾエート、ジメチルアミノアセ
トフェノン、ｐ－ジメチルアミノ安息香酸エチルエステル、ｐ－ジメチルアミノ安息香酸
イソアミルエステルなどがあげられる。これらの化合物は単独で使用してもよく、また２
種以上を混合して使用してもよい。
【００６７】
　また、本発明の粘着剤組成物は、適宜他の架橋することで、さらに耐熱性、耐候性に優
れたものとなる。
【００６８】
　架橋方法の具体的手段としては、イソシアネート化合物、エポキシ化合物、メラミン系
樹脂、アジリジン化合物などの架橋剤を用いる方法がある。なかでも、主に適度な凝集力
を得る観点から、イソシアネート化合物やエポキシ化合物が特に好ましく用いられる。こ
れらの化合物は、単独で使用してもよく、また２種以上を混合して使用してもよい。
【００６９】
　このうち、イソシアネート化合物としては、トリレンジイソシアネート、キシレンジイ
ソシアネートなどの芳香族イソシアネート、イソホロンジイソシアネートなどの脂環族イ
ソシアネート、ヘキサメチレンジイソシアネートなどの脂肪族イソシアネートなどがあげ
られる。
【００７０】
　より具体的には、イソシアネート化合物としては、たとえば、ブチレンジイソシアネー
ト、ヘキサメチレンジイソシアネートなどの低級脂肪族ポリイソシアネート類、シクロペ
ンチレンジイソシアネート、シクロヘキシレンジイソシアネート、イソホロンジイソシア
ネートなどの脂環族イソシアネート類、２，４－トリレンジイソシアネート、４，４’－
ジフェニルメタンジイソシアネート、キシリレンジイソシアネートなどの芳香族ジイソシ
アネート類、トリメチロールプロパン／トリレンジイソシアネート３量体付加物、トリメ
チロールプロパン／ヘキサメチレンジイソシアネート３量体付加物、ヘキサメチレンジイ
ソシアネートのイソシアヌレート体（日本ポリウレタン社製、コロネートＨＸ）等のイソ
シアネート付加物などがあげられる。これらのイソシアネート化合物は単独で使用しても
よく、また２種以上を混合して使用してもよい。
【００７１】
　エポキシ化合物としては、たとえば、Ｎ，Ｎ，Ｎ’，Ｎ’－テトラグリシジル－ｍ－キ
シレンジアミン（三菱瓦斯化学社製、商品名ＴＥＴＲＡＤ－Ｘ）や１，３－ビス（Ｎ，Ｎ
－ジグリシジルアミノメチル）シクロヘキサン（三菱瓦斯化学社製、商品名ＴＥＴＲＡＤ
－Ｃ）などがあげられる。これらの化合物は単独で使用してもよく、また２種以上を混合
して使用してもよい。
【００７２】
　メラミン系樹脂としては、たとえば、ヘキサメチロールメラミンなどがあげられる。メ
ラミン系樹脂は単独で使用してもよく、また２種以上を混合して使用してもよい。
【００７３】
　アジリジン誘導体としては、たとえば、市販品としての商品名ＨＤＵ、商品名ＴＡＺＭ
、商品名ＴＡＺＯ（以上、相互薬工社製）などがあげられる。これらの化合物は単独で使
用してもよく、また２種以上を混合して使用してもよい。
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【００７４】
　これらの架橋剤の使用量は、架橋すべきアクリル系粘着剤組成物とのバランスにより適
宜選択される。アクリル粘着剤の凝集力により十分な耐熱性を得るには一般的には、上記
粘着剤層のゲル分率が５０重量％以上であることが好ましく、６０重量％以上であること
がより好ましく、７０重量％以上であることがさらに好ましい。
【００７５】
　また、本発明において、上記アクリル系粘着剤組成物が無溶媒型光重合により得られた
ものであることが好ましい。上記アクリル系粘着剤組成物を用いることにより、無溶剤型
の光重合性粘着剤組成物の調整および重合率の制御を行いやすくなり、さらには光架橋の
工程を容易にかつ効率よく行うことができる。また、特に上述の無溶媒型光重合により得
られたアクリル系粘着剤組成物を用いる場合、未反応のまま上記アクリル系粘着剤組成物
中に残存している（メタ）アクリレートや光重合開始剤（および光重合開始助剤）を含ん
だまま粘着剤組成物を調整してもよく、かかる場合には、上記アクリル系粘着剤組成物を
重合した際の反応物を精製などの工程を適宜省略または軽減して用いることができる。
【００７６】
　上記光重合は、紫外線照射により行うことが好ましい。また、得られる上記アクリル系
粘着剤組成物は、ランダム共重合体、ブロック共重合体、交互共重合体、グラフト共重合
体などいずれでもよい。なお、上記紫外線による光重合を用いる場合には光重合開始剤を
添加することが好ましい。
【００７７】
　上記紫外線としては、波長２００～４００ｎｍの紫外線が用いられることが好ましい。
また、上記光重合開始剤の種類、添加量、および厚みにより適宜異なるものとすることが
できる。
【００７８】
　上記光重合開始剤としては、その重合反応の引金となり得る適当な波長の紫外線を照射
することによりラジカルもしくはカチオンを生成する物質であればよい。具体的には、た
とえば、光ラジカル重合開始剤や光カチオン重合開始剤などがあげられる。
【００７９】
　上記光ラジカル重合開始剤として、たとえば、ベンゾイソメチルエーテル、ベンゾイン
イソプロピルエーテル、２，２－ジメトキシ－１，２－ジフェニルエタン－１－オンなど
のペンゾインエーテル、アニソールメチルエーテルなどの置換ペンゾインエーテル、２，
２－ジエトキシアセトフェノン、２，２ジメトキシ－２－フェニルアセトフェノン、１－
ヒドロキシ－シク口へキシル－フェニル－ケトンなどの置換アセトフェノン、２－メチル
－２ヒドロキシプロピオフェノンなどの置換アルファーケートル、２－ナフタレンスルフ
ォニルクロライドなどの芳香族スルフォニルクロライド、１－フェニル－１，１－プロパ
ンジオン－２－（ｏ－エトキシカルポニル）－オキシムなどの光活性オキシム、アシルフ
ォスフィンオキサイドなどがあげられる。これらの化合物は単独で使用してもよく、また
２種以上を混合して使用してもよい。
【００８０】
　上記光カチオン重合開始剤として、たとえば、芳香族ジアゾニウム塩、芳香族ヨードニ
ウム塩、芳香族スルホニウム塩などのオニウム塩や、鉄－アレン錯体、チタノセン錯体、
アリールシラノール－アルミニウム錯体などの有機金属錯体類、ニトロベンジルエステル
、スルホン酸誘導体、リン酸エステル、フェノールスルホン酸エステル、ジアゾナフトキ
ノン、Ｎ－ヒドロキシイミドスルホナートなどがあげられる。これらの化合物は単独で使
用してもよく、また２種以上を混合して使用してもよい。
【００８１】
　また、上記紫外線は、高圧水銀灯、マイクロ波励起型ランプ、ケミカルランプなどの適
宜光源を用いて照射することができる。
【００８２】
　また、本発明に用いられるアクリル系粘着剤組成物の主成分（粘着剤組成物全量中５０
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重量％以上）として、上記アクリル系粘着剤組成物のガラス転移温度（Ｔｇ）が通常０℃
以下のものが用いられるが、－１００℃～－５℃であることが好ましく、－８０℃～－１
０℃であることがより好ましい。
【００８３】
　上記ポリマーのガラス転移温度が０℃より高くなると、十分な粘着力を得るのが困難に
なる場合がある。なお、上記アクリル系粘着剤組成物のガラス転移温度（Ｔｇ）は、用い
るモノマー成分や組成比を適宣変えることにより上記範囲内に調整することができる。
【００８４】
　さらに本発明に用いられる粘着剤組成物には、その他の公知の添加剤を含有していても
よく、たとえば、着色剤、顔料などの粉体、界面活性剤、可塑剤、粘着性付与剤、低分子
量ポリマー、表面潤滑剤、レベリング剤、酸化防止剤、腐食防止剤、光安定剤、紫外線吸
収剤、重合禁止剤、シランカップリング剤、無機または有機の充填剤、金属粉、粒子状、
箔状物などを使用する用途に応じて適宜添加することができる。これらの化合物は単独で
使用してもよく、また２種以上を混合して使用してもよい。
【００８５】
　本発明において用いられる粘着剤組成物は、上述のような構成を有する無溶媒型光重合
性粘着剤組成物である。
【００８６】
　一方、本発明における粘着剤層２０は、上記無溶媒型光重合性粘着剤組成物からなる層
を光架橋して形成されることを特徴とする。
【００８７】
　上記アクリル系粘着剤組成物は、その取り扱い上、あらかじめ、塗工に適した粘度（通
常、Ｂ型粘度計における粘度測定において、２５℃で０．３～４０（Ｐａ・ｓ）に調整す
るのが好ましい。このため、上記無溶媒型光重合性粘着剤組成物は、予備重合して部分重
合物としておくことができる。
【００８８】
　上記無溶媒型光重合性粘着剤組成物の部分重合物の重合率は、部分重合物中のポリマー
分子量にもよるが、２～４０重量％程度とすることが好ましく、５～２０重量％とするこ
とがより好ましい。
【００８９】
　また、上記部分重合を行う際には、酸素との接触を避けて紫外線照射することにより行
うことが好ましい。
【００９０】
　アクリル系粘着剤層は、重合率９６％以上にすることが好ましく、照度や光量は重合率
を損なわない範囲で紫外線を照射することが好ましい。また、前記好ましい照射条件は、
粘着剤組成や光重合開始剤の種類や部数によって異なる。
【００９１】
　前記重合率が９６％未満の場合、接着力の低下が残存するモノマー成分による臭気等の
不具合が生じる。また、前記重合率は、紫外線照射後に乾燥を行うことによっても向上さ
せることができる。
・重合率（重量％）＝〔１３０℃×2ｈｒ乾燥後のアクリル系粘着剤組成物重量（ｇ）／
乾燥処理前のアクリル系粘着剤組成物重量（ｇ）〕×１００。
【００９２】
　また、上記紫外線は、高圧水銀灯、マイクロ波励起型ランプ、ケミカルランプなどの適
宜光源を用いて照射することができる。
【００９３】
　本発明の鑑識用粘着シートは、上記粘着剤層を基材上に形成してなるものである。その
際、上記粘着剤組成物の架橋は、上記粘着剤組成物の塗布後に行うのが一般的であるが、
上記粘着剤組成物からなる層を他の支持体上で架橋して粘着剤層を形成した後、上記支持
体に転写することも可能である。
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【００９４】
　また、上記粘着剤層の形成方法としては、粘着シート類の製造に用いられる公知の方法
が適宜用いられる。具体的には、たとえば、ロールコート、グラビアコート、リバースコ
ート、ロールブラッシュ、スプレーコート、エアーナイフコート法、ダイコーターなどに
よる押出しコート法などがあげられる。
【００９５】
　さらに、上記粘着剤層の厚みが５０～５００μｍであることが好ましく、１００～４０
０μｍであることがより好ましく、１５０～３００μｍであることがさらに好ましい。厚
みが５０μｍ以上にすることで、たとえば１００円硬貨程度の凹凸面からでも指紋等の採
取をより効果的に行うことができる。
【００９６】
　また、本発明の鑑識用粘着シートにおいては、上記粘着剤層のステンレス板に対する粘
着力が０．１～２．０Ｎ／２０ｍｍであることが好ましく、０．１～１．５Ｎ／２０ｍｍ
であることがより好ましく、０．２～１．０Ｎ／２０ｍｍであることがさらに好ましい。
本発明の製造方法を用いることにより上記範囲の鑑識用粘着シートを製造することが容易
となり、また、上記粘着力がこの範囲であると、転写・採取を行う際に、剥離の作業性も
良好になる。特に上記範囲の鑑識用粘着シートを用いることにより、塗装面が古くなった
指紋採取面や、もろく壊れやすい指紋採取面であっても良好に採取することができる。
【００９７】
　また、本発明の基材１０は、特に限定されるものでは無いが、ポリエチレンテレフタレ
ート、ポリブチレンテレフタレート、ポリエチレンナフタレート等のポリエステルフィル
ム、ポリエチレン、ポリプロピレン等のポリオレフィンフィルムが使用出来る。この基材
の粘着塗工面には、投錨性を向上させるために必要に応じてコロナ処理等を施す事が出来
る。
【００９８】
　上記基材の厚みは、採取作業性が良好であれば特に限定される物では無いが、通常５０
～１５０μｍ、好ましくは５０～１２５μｍ程度である。
【００９９】
　また、本発明の鑑識用粘着テープは、使用前または使用後には、通常、台紙３０に貼着
されている。台紙３０は紙質シート３２の裏面に黒色または白色のプラスチックフィルム
３１を接着または融着してあり、プラスチックフィルム３１面に上記粘着剤層２０が貼り
合わされて形成されている。また、プラスチックフィルムに必要に応じ、シリコーン系や
長鎖アルキル系等の離型処理剤を塗布することができる。
【０１００】
　上記台紙の厚みは、通常１００～４００μｍ、好ましくは１５０～３００μｍ程度であ
る。
【０１０１】
　上記台紙には、必要に応じて、シリコーン系、フッ素系、長鎖アルキル系もしくは脂肪
酸アミド系の離型剤、シリカ粉などによる離型および防汚処理や、酸処理、アルカリ処理
、プライマー処理、コロナ処理、プラズマ処理、紫外線処理などの易接着処理、塗布型、
練り込み型、蒸着型などの静電防止処理をすることもできる。
【０１０２】
　さらに、本発明の鑑識用粘着シートにおいては、粘着シート全体の厚みが１００～６５
０μｍであることが好ましく、１５０～５５０μｍであることがより好ましく、３００～
５００μｍであることがさらに好ましい。
【０１０３】
　一方、本発明は、視覚化された痕跡を粘着剤層の表面に転写して採取する鑑識用粘着シ
ートの製造方法において、
　ａ）主単量体としてアルキル基の平均炭素数１～１４の（メタ）アクリル酸アルキルエ
ステル、ｂ）多官能（メタ）アクリレート、および、ｃ）光重合開始剤を含有するアクリ
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ル系粘着剤組成物からなる層を、基材上に形成する工程、ならびに、
　アクリル系粘着剤組成物からなる層を光照射する工程、
を含むことを特徴とする。
【０１０４】
　上述の工程を有する本発明の製造方法を用いることにより、製造工程で有機溶剤を用い
ることなく、粘着剤層の厚膜塗工が容易となり、上述の特徴を有する鑑識用粘着シートを
効率良く得ることができる。
【実施例】
【０１０５】
　以下、本発明の構成と効果を具体的に示す実施例等について説明する。なお、実施例等
における評価項目は下記のようにして測定を行った。
【０１０６】
　＜モノマーシロップ（Ａ）の調製＞
　〔モノマーシロップ（Ａ）〕
　２－エチルヘキシルアクリレート１００重量部、２，２－ジメトキシ－１，２－ジフェ
ニルエタン－１－オン０．０５重量部、および１－ヒドロキシ－シクロヘキシル－フェニ
ル－ケトン０．０５重量部をフラスコに仕込み、
緩やかに攪拌しながら窒素ガスを導入し、紫外線を照射し、モノマーシロップ（Ａ）を調
製した。上記モノマーシロップ（Ａ）の重合率１３．０重量％、であった。
・重合率＝（１３０℃×２ｈｒ乾燥後重量）／（乾燥前重量）×１００（重量％）。
【０１０７】
　〔実施例１〕
　（粘着剤溶液の調製）
　上記モノマーシロップ（Ａ）に、上記モノマーシロップ（Ａ）１００重量部に対してト
リメチロールプロパントリアクリレート０．６重量部を加えて、常温（２５℃）下で１５
分間均一混合撹拌し、光重合性粘着剤（１）を調製した。
【０１０８】
　（粘着シートの作製）
　ポリエチレンテレフタレートフィルム（東レ社製、ルミラＴ６０、厚さ：７５μｍ）上
に、上記光重合性アクリル粘着剤（１）を光重合後の厚さが２８０μｍになるように塗布
し、さらに上記粘着剤からなる層の上に剥離処理されたポリエチレンテレフタレートフィ
ルム（三菱化学ポリエステルフィルム社製、ダイヤホイルＭＲＮ３８、厚さ：３８μｍ）
を被せ、貼り合せたシートを作製した。次いで、上記シートをメタルハライドランプ（最
大照度：２５０ｍＷ／ｃｍ２、光量：８０００ｍＪ／ｃｍ２）を用いて光重合反応を行い
、粘着シートを作製した。
【０１０９】
　〔実施例２〕
　（粘着剤溶液の調製）
　上記モノマーシロップ（Ａ）に、上記モノマーシロップ（Ａ）１００重量部に対してト
リメチロールプロパントリアクリレート０．６重量部およびアクリル酸１重量部を加えて
、常温（２５℃）下で１５分間均一混合撹拌し、光重合性粘着剤（２）を調製した。
【０１１０】
　（粘着シートの作製）
　ポリエチレンテレフタレートフィルム（東レ社製、ルミラＴ６０、厚さ：７５μｍ）上
に、上記光重合性アクリル粘着剤（２）を光重合後の厚さが２８０μｍになるように塗布
し、さらに上記粘着剤からなる層の上に剥離処理されたポリエチレンテレフタレートフィ
ルム（三菱化学ポリエステルフィルム社製、ダイヤホイルＭＲＮ３８、厚さ：３８μｍ）
を被せ、貼り合せたシートを作製した。次いで、上記シートをメタルハライドランプを用
いて光重合反応を行い、粘着シートを作製した。
【０１１１】
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　〔実施例３〕
　（粘着剤溶液の調製）
　上記モノマーシロップ（Ａ）に、上記モノマーシロップ（Ａ）１００重量部に対してト
リメチロールプロパントリアクリレート０．４重量部およびアクリル酸１重量部を加えて
、常温（２５℃）下で１５分間均一混合撹拌し、光重合性粘着剤（３）を調製した。
【０１１２】
　（粘着シートの作製）
　ポリエチレンテレフタレートフィルム（東レ社製、ルミラＴ６０、厚さ：７５μｍ）上
に、上記光重合性アクリル粘着剤（３）を光重合後の厚さが２８０μｍになるように塗布
し、さらに上記粘着剤からなる層の上に剥離処理されたポリエチレンテレフタレートフィ
ルム（三菱化学ポリエステルフィルム社製、ダイヤホイルＭＲＮ３８、厚さ：３８μｍ）
を被せ、貼り合せたシートを作製した。次いで、上記シートをメタルハライドランプを用
いて光重合反応を行い、粘着シートを作製した。
【０１１３】
　〔実施例４〕
　（粘着剤溶液の調製）
　上記モノマーシロップ（Ａ）に、上記モノマーシロップ（Ａ）１００重量部に対してト
リメチロールプロパントリアクリレート０．４重量部およびアクリル酸４重量部を加えて
、常温（２５℃）下で１５分間均一混合撹拌し、光重合性粘着剤（４）を調製した。
【０１１４】
　（粘着シートの作製）
　ポリエチレンテレフタレートフィルム（東レ社製、ルミラＴ６０、厚さ：７５μｍ）上
に、上記光重合性アクリル粘着剤（４）を光重合後の厚さが２８０μｍになるように塗布
し、さらに上記粘着剤からなる層の上に剥離処理されたポリエチレンテレフタレートフィ
ルム（三菱化学ポリエステルフィルム社製、ダイヤホイルＭＲＮ３８、厚さ：３８μｍ）
を被せ、貼り合せたシートを作製した。次いで、上記シートをメタルハライドランプを用
いて光重合反応を行い、粘着シートを作製した。
【０１１５】
　〔実施例５〕
　（粘着剤溶液の調製）
　上記モノマーシロップ（Ａ）に、上記モノマーシロップ（Ａ）１００重量部に対してト
リメチロールプロパントリアクリレート０．１５重量部およびアクリル酸４重量部を加え
て、常温（２５℃）下で１５分間均一混合撹拌し、光重合性粘着剤（５）を調製した。
【０１１６】
　（粘着シートの作製）
　ポリエチレンテレフタレートフィルム（東レ社製、ルミラＴ６０、厚さ：７５μｍ）上
に、上記光重合性アクリル粘着剤（５）を光重合後の厚さが２８０μｍになるように塗布
し、さらに上記粘着剤からなる層の上に剥離処理されたポリエチレンテレフタレートフィ
ルム（三菱化学ポリエステルフィルム社製、ダイヤホイルＭＲＮ３８、厚さ：３８μｍ）
を被せ、貼り合せたシートを作製した。次いで、上記シートをメタルハライドランプを用
いて光重合反応を行い、粘着シートを作製した。
【０１１７】
　〔比較例１〕
　（粘着剤溶液の調製）
　上記モノマーシロップ（Ａ）に、上記モノマーシロップ（Ａ）１００重量部に対してト
リメチロールプロパントリアクリレート０．２重量部およびアクリル酸２重量部を加えて
、常温（２５℃）下で１５分間均一混合撹拌し、光重合性粘着剤（６）を調製した。
【０１１８】
　（粘着シートの作製）
　ポリエチレンテレフタレートフィルム（東レ社製、ルミラＴ６０、厚さ：７５μｍ）上
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に、上記光重合性アクリル粘着剤（６）を光重合後の厚さが２８０μｍになるように塗布
し、さらに上記粘着剤からなる層の上に剥離処理されたポリエチレンテレフタレートフィ
ルム（三菱化学ポリエステルフィルム社製、ダイヤホイルＭＲＮ３８、厚さ：３８μｍ）
を被せ、貼り合せたシートを作製した。次いで、上記シートをメタルハライドランプを用
いて光重合反応を行い、粘着シートを作製した。
【０１１９】
　〔比較例２〕
　（粘着剤溶液の調製）
　上記モノマーシロップ（Ａ）に、上記モノマーシロップ（Ａ）１００重量部に対してト
リメチロールプロパントリアクリレート０．１重量部およびアクリル酸１重量部を加えて
、常温（２５℃）下で１５分間均一混合撹拌し、光重合性粘着剤（７）を調製した。
【０１２０】
　（粘着シートの作製）
　ポリエチレンテレフタレートフィルム（東レ社製、ルミラＴ６０、厚さ：７５μｍ）上
に、上記光重合性アクリル粘着剤（７）を光重合後の厚さが２８０μｍになるように塗布
し、さらに上記粘着剤からなる層の上に剥離処理されたポリエチレンテレフタレートフィ
ルム（三菱化学ポリエステルフィルム社製、ダイヤホイルＭＲＮ３８、厚さ：３８μｍ）
を被せ、貼り合せたシートを作製した。次いで、上記シートをメタルハライドランプを用
いて光重合反応を行い、粘着シートを作製した。
【０１２１】
　上記の実施例、比較例で得られた粘着シートについて、以下の要領で、特性評価（粘着
剤層の厚み、粘着力、ゲル分率）および指紋採取性（指紋採取性、凹凸追従性、耐熱性）
について測定、評価し、さらにその結果に基づき鑑識用シートとしての総合判定を行った
。なお、上記総合判定の判定基準は以下のとおりである。
・特性評価および指紋採取性すべてをクリアできた場合：○
・特性評価および指紋採取性すべてはクリアできなかった場合：×。
【０１２２】
　＜粘着剤層の厚みの測定＞
　粘着剤層の厚みは、１／１０００ダイヤルゲージを用いて測定を行った。
【０１２３】
　＜粘着力の測定＞
　ＪＩＳ　Ｇ　４３０５に規定するＳＵＳ３０４鋼板をＪＩＳ　Ｒ　６２５３に規定する
３６０番の耐水研磨紙で長さ方向によく磨いたものを試験片とし、試験前に試験片の表面
をトルエンで洗い、十分乾燥させた。その後、２０ｍｍ幅×１００ｍｍのサイズに切断し
た測定サンプルを２ｋｇローラーを用いて、３００ｍｍ／ｍｉｎの速度で圧着し、圧着３
０分後、引張り試験機にて、引張速度３００ｍｍ／ｍｉｎの条件で１８０°ピーリング法
にて測定し、粘着力の値とした。
【０１２４】
　＜指紋採取評価Ａ（鮮明性、作業性）＞
　ＪＩＳ　Ｇ　４３０５に規定するＳＵＳ３０４鋼板をＪＩＳ　Ｒ　６２５３に規定する
３６０番の耐水研磨紙で長さ方向によく磨いたもの試験片とし、試験前に試験片をトルエ
ンにて洗浄し、洗浄面（指紋採取面）に意図的に指を押し付けて指紋を残した物に、アル
ミ粉末を刷毛で塗布して指紋を検出させた。指紋を発現させた物から２０ｍｍ×４０ｍｍ
のサイズに切断した粘着シートサンプルの糊面を貼り付け、背面から指で押さえた後、粘
着シートサンプルを剥がし、粘着剤面に転写した指紋跡を目視にて鮮明性を判定した。ま
た、指紋採取する際の作業性（貼りやすさ，剥がしやすさ）についても判定した。なお、
それぞれの判定基準は以下のとおりである。
【０１２５】
　（鮮明性）
・鮮明に採取できた場合：○
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・塗装面（指紋採取面）を破壊し、指紋採取できなかった場合：×。
【０１２６】
　（作業性）
・問題なく視認できた場合：○
・指で押し付けるとズレが発生した場合：×
・重くて剥がしにくかった場合：×。
【０１２７】
　＜指紋採取評価Ｂ（鮮明性、作業性）＞
　上記指紋採取面として古い塗装面を用いたこと以外は、上記指紋採取評価Ａと同様に評
価、判定を行った。なお、それぞれの判定基準は上記指紋採取評価Ａと同様である。
【０１２８】
　＜指紋採取評価Ｃ（鮮明性、作業性）＞
　空き缶の底部を酢酸エチルにて洗浄し、洗浄面に意図的に指を押し付けて指紋を残し、
その指紋部に、四三酸化鉄粉末９５重量部と非イオン系界面活性剤（花王社製、エマルゲ
ン１３０Ｋ）５重量部を混合したものを蒸留水で３％溶液へと希釈調整した指紋採取用溶
液を刷毛にて塗布し、その後、水洗することにより指紋を検出させた。検出した指紋上に
水を掛け、濡れた状態の上から２０ｍｍ×４０ｍｍのサイズに切断した粘着シートサンプ
ルの糊面を貼り付け、背面から指で押さえた。その後、粘着シートサンプルを剥がし、粘
着剤面に転写した指紋跡を目視にて鮮明性を判定した。また、指紋採取する際の作業性（
貼りやすさ，剥がしやすさ）についても判定した。なお、それぞれの判定基準は上記指紋
採取評価Ａと同様である。
【０１２９】
　＜凹凸追従性の評価＞
　１００円玉の裏面を酢酸エチルにて洗浄し、洗浄面に意図的に指を押し付けて指紋を残
し、その指紋部に、アルミ粉末を刷毛にて塗布することにより指紋を検出させた。検出し
た指紋上に３０ｍｍ×３０ｍｍのサイズに切断した粘着シートサンプルの糊面を貼り付け
、背面から指で押さえた後、粘着シートを剥がし、粘着面に転写した１００円玉の凹部の
採取状態を目視にて判定した。
【０１３０】
　＜耐熱性評価＞
　上記指紋採取評価Ａにおいて指紋を検出したステンレス板を１２０℃乾燥機内で１ｈｒ
以上加熱した物を粘着シートを貼り付けて指紋採取を試みた。なお、夏場の車ボンネット
を想定した評価である。
・鮮明に採取できた場合：○
・ズレにより指紋採取できなかった場合：×
・塗装面（指紋採取面）を破壊し、指紋採取できなかった場合：×。
【０１３１】
　＜ゲル分率＞
　ゲル分率は、粘着剤組成物約１ｇを精秤し、これを酢酸エチル約４０ｇに７日間浸漬し
、その後、酢酸エチルに対する不溶解分をすべて回収し、１３０℃で２時間乾燥し、その
重量を求め、得られた数値を以下の式に代入して算出した。
・不溶解分（ゲル分率）＝（不溶解分重量／浸漬前の粘着剤組成物の重量）×１００（重
量％）。
【０１３２】
　以上の結果を表１に示す。
【０１３３】
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【０１３４】
　上記表１の結果から明らかなように、本発明にしたがって作製された粘着シートを用い
た場合（実施例１～５）、いずれの実施例においても、特性評価（粘着剤層の厚み、粘着
力）および指紋採取性（指紋採取性、凹凸追従性、耐熱性）を並立させることができた。
したがって、本発明の鑑識用粘着シートおよびその製造方法を用いることにより、粘着剤
層の厚膜塗工が容易であって、採取対象物の表面が水分で濡れている場合でも使用でき、
採取対象物の表面の破損を抑えることができることが明らかとなった。
【０１３５】
　また、本発明の実施例１～３の粘着シートは、剥離速度が３００ｍ／ｍｉｎでの１８０
°ピール粘着力が０．１～２．０Ｎ／２５ｍｍの範囲にあり、鑑識用粘着シートとして特
に好適な粘着シートであることがわかる。
【図面の簡単な説明】
【０１３６】
【図１】本発明の鑑識用粘着シートの一例の使用前の状態を示す断面図

【図１】
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