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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　上張りされた箔上にグラフィックを有する商取引カードの製造方法であって、当該カー
ドは商取引カードに対するアメリカ規格協会／国際標準化機構の基準を満足し、当該方法
が、
可塑性基板層と、印刷可能な上部被覆層をもつフロント部を有する金属を含有した箔層と
を設ける工程と、
前記基板層の表面上に前記金属を含有した箔層を該箔層の背部から張る工程と、
前記金属を含有した箔層の前記フロント部表面上にグラフィックを印刷する工程と、
前記金属を含有した箔層の前記グラフィックが設けられた前記フロント部表面に透明な保
護オーバレイを設ける工程
とを含み、
前記上張りにした箔を有するカードを形成する材料の複数の構成層が、当該カードのデラ
ミネーションを防止するために、いずれの層も１インチ当り３．４ポンドの最小剥離強度
を有する程度に互いに接合されてなる方法。
【請求項２】
　前記箔層上の前記フロント部表面上にセキュリティー強化グラフィックを印刷する工程
をさらに含む請求項１記載の方法。
【請求項３】
　前記方法が、前記箔層を該箔層の背部から張る工程の後に、前記箔層の前記フロント部
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に接着剤層を設ける工程をさらに備えてなることを特徴とする請求項１記載の方法。
【請求項４】
　前記接着剤層がシルクスクリーンの作用によって前記箔層の前記フロント部に設けられ
る請求項３記載の方法。
【請求項５】
　前記フロント部に設けられた前記グラフィックが、前記接着剤層の上部に設けられた前
記箔層の前記フロント部表面に印刷されてなることを特徴とする請求項３記載の方法。
【請求項６】
　前記フロント部表面上にグラフィックを印刷する工程の後に、前記接着剤層が設けられ
てなることを特徴とする請求項３記載の方法。
【請求項７】
　前記金属を含有した箔層が金属被膜をもつポリエステルフィルムであり、当該箔層の両
側に共重合体のホットメルト接着剤と共にオーバレイが設けられ、該オーバレイの一方が
印刷のための上部被覆であり、他方が前記基板層上に前記箔層を張るための接着剤である
請求項１記載の方法。
【請求項８】
　前記箔層を張る工程がロールラミネーティングプロセスによって行なわれる請求項１記
載の方法。
【請求項９】
　オフセットリソプレスを用いて前記接着剤層の前記フロント部に前記第１のグラフィッ
クを印刷する工程を含む請求項１記載の方法。
【請求項１０】
　前記方法が、前記カードに少なくとも１つのセキュリティーの特徴を加える工程を含む
ことを特徴とする請求項１記載の方法。
【請求項１１】
　前記セキュリティーの特徴が、前記箔層の前記フロント部表面上に印刷された紫外線イ
ンキセキュリティーグラフィックを含むことを特徴とする請求項１０記載の方法。
【請求項１２】
　前記方法が、ホットスタンピングによって前記カードにホログラムおよび修正防止署名
パネルのうちの少なくとも１つをカードに加える工程を含む請求項１１記載の方法。
【請求項１３】
　前記カードの背部のために第２の可塑性基板層を設ける工程、該第２の可塑性基板の一
方の面にグラフィックを印刷する工程、透明な保護オーバレイに対して印刷された基板層
を並べて配置する工程、および当該層を互いに接合するために積層する工程をさらに含む
請求項１記載の方法。
【請求項１４】
　前記積層する工程がプラタンプレスの温度、圧力およびサイクル時間の制御された条件
下のもとでプラタンプレスにより行なわれる請求項１３記載の方法。
【請求項１５】
　前記カードを隆起させ、当該カードに形成された隆起の先端に箔を張る工程をさらに含
む請求項１記載の方法。
【請求項１６】
　前記箔層の前記フロント部上の透明な保護オーバレイが、ポリビニルクロライドである
ことを特徴とする請求項１記載の方法。
【請求項１７】
　グラフィックが印刷された上張りにした箔を有する商取引カードであって、当該カード
は商取引カードに対するアメリカ規格協会／国際標準化機構の基準を満足し、当該カード
が、
可塑性基板層と、
金属を含有した箔層であって、該箔層の背部表面上で前記可塑性基板層の表面に接合され
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、該箔層のフロント部表面が印刷可能な層を有する箔層と、
前記印刷可能な層の前記フロント部表面に印刷されたグラフィックと、
前記グラフィックの上の前記フロント部表面上に接合された透明な保護オーバレイ
とを備え、
前記上張りにした箔を有するカードを形成する材料の複数の構成層が、当該カードのデラ
ミネーションを防止するために、いずれの層も１インチ当り３．４ポンドの最小剥離強度
を有する程度に互いに接合されてなるカード。
【請求項１８】
　前記カードが、前記カードの箔に面する表面上に少なくとも１つのセキュリティーの特
徴を含むセキュアカードであることを特徴とする請求項１７記載のカード。
【請求項１９】
　前記少なくとも１つのセキュリティーの特徴が、前記印刷可能な層の前記フロント部表
面上に印刷されたセキュリティー強化グラフィックを含むことを特徴とする請求項１８記
載のカード。
【請求項２０】
　前記セキュリティー強化グラフィックが、前記印刷可能な層上に被覆されたグラフィッ
ク上に印刷されてなることを特徴とする請求項１９記載のカード。
【請求項２１】
　前記セキュリティー強化グラフィックが、紫外線インキから形成されてなることを特徴
とする請求項１９記載のカード。
【請求項２２】
　前記少なくとも１つのセキュリティーの特徴が、ホログラムを含むことを特徴とする請
求項１８記載のカード。
【請求項２３】
　前記箔層が、ロールラミネーティングプロセスを用いてホットメルト接着剤によって前
記基板層に接合されてなる請求項１７記載のカード。
【請求項２４】
　前記印刷されたグラフィックが、オフセットリソまたはシルクスクリーンプロセスを用
いて前記接着剤層に塗布されたインキから形成されてなる請求項１７記載のカード。
【請求項２５】
　前記カードの文字および／または数字が隆起されており、当該隆起された文字および／
または数字の上部に先細りした箔が張られてなる請求項１７記載のカード。
【請求項２６】
　前記カードが、ホットスタンプがなされたホログラム、前記カードの背部にホットスタ
ンプされた修正防止署名パネルおよび前記接着剤層のフロント部表面上の前記グラフィッ
クの上に印刷された紫外線インキセキュリティーグラフィックからなる群から選択された
少なくとも１つのセキュリティーの特徴を有するセキュアカードである請求項１７記載の
カード。
【請求項２７】
　前記基板が剛性を有する可塑性材料からなり、互いに積層された２枚のシートを備えて
なる請求項１７記載のカード。
【請求項２８】
　前記箔層の前記フロント部上の透明な保護オーバレイが、ポリビニルクロライドシート
であることを特徴とする請求項１７記載のカード。
【請求項２９】
　前記カードの背部が磁性を帯びたストライプを有してなる請求項１７記載のカード。
【請求項３０】
　前記印刷可能な層が、前記フロント部表面上の印刷可能な上部被覆層と、該印刷可能な
上部被覆層上に設けられた接着剤層とを含むことを特徴とする請求項１７記載のカード。
【発明の詳細な説明】
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【０００１】
［技術分野］
本発明は改良された商取引カード、とくにセキュアカード（secure card）およびその製
法に向けられている。当該商取引カードは、その表面上に印刷されたグラフィック（grap
hic）を有する、ひっかきを防止し得る金属表面を有しており、アメリカ規格協会（ANSI
）／国際標準化機構（ISO）の基準を満足している。
【０００２】
ひっかき傷を防止し得る、引きつけるような（attractive）金属表面を有し、該表面上に
印刷されたグラフィックを有する商取引カードを提供することを試みる際に遭遇する問題
は、本件の譲受人の米国特許第４，８９７，５３３号明細書の導入部において論じられて
いる。かかる問題は、薄い金属被覆した表面の破断および／またはオーバーラミネート（
over-laminate）におけるクラリティー（clarity）の欠如を含む。商取引カードなどの薄
い可塑性基板上の金属化された表面の従来のオフセットリソグラフィー印刷は、とりわけ
自動化されたプロセスにおいて実用的でなかった。なぜなら、微細な線などのグラフィッ
クの細部が汚れがちだからである。
【０００３】
追加のセキュリティーグラフィックを印刷することを含むセキュリティーの特徴が望まれ
るようなカードを製造する際の困難性、デラミネーション（delamination）を防止するた
めにアメリカ規格協会（ANSI）／国際標準化機構（ISO）の基準を満足することをより困
難にしていることが増大している。改良された商取引カードおよび該カードの製造に対す
るニーズがある。当該カードは引きつけるような箔の面を有し、該面上に印刷されたグラ
フィックを有する。当該カードはセキュアカードに対するアメリカ規格協会（ANSI）／国
際標準化機構（ISO）の基準を満足させることができ、同時にオフセットリソプレス（off
set litho press）および／または箔面に印刷するためのシルクスクリーン（silkscreen
）印刷プロセスのいずれかの使用を許すものである。
【０００４】
このニーズは、上張りにされた箔上にグラフィックを有する商取引カードを製造するため
の本発明の方法によって検討される。当該方法は、可塑性基板層と、該基板層上に印刷可
能な上部被覆層をもつフロント面を有する金属を含む箔層とを設ける工程を含む。該金属
を含有した箔層は、前記基板層の表面上に、その背面から設けられる。接着剤の層が前記
箔層の印刷可能な上部被覆層に塗付される。フロント面のグラフィックが、当該接着剤層
のフロント面上に印刷される。透明の保護オーバレイ（overlay）がグラフィック上の接
着剤層のフロント面に設けられる。当該カードは、商取引カードの特性に対するアメリカ
規格協会（ANSI）／国際標準化機構（ISO）の基準を満足する。すなわち、上張りされた
箔を有するカードを形成する材料の複数の構成層は、当該カードのデラミネーションを防
止するために１インチ当り３．４ポンド（3.4 lbf/in）の最小剥離強度を有する程度に互
いに接合される。
【０００５】
開示された実施例において、当該方法は、前記接着剤層上のフロントグラフィックの上に
促進されたセキュリティーグラフィックを印刷する工程をさらに含む。前記接着剤層のフ
ロント面上に印刷された第１のグラフィックは、オフセットリソおよび／またはシルクス
クリーン印刷プロセスを用いて印刷され得る。当該フロントグラフィックは、紫外線に露
出することによって印刷直後に硬化される紫外線硬化型インキを用いて接着剤層上に印刷
されることが好ましい。
【０００６】
開示された実施例の方法は、さらに、前記カードの背面のために第２の可塑性基板層を設
ける工程と、該第２の可塑性基板層の一方の側にグラフィックを印刷する工程と、透明な
可塑性オーバレイに対して印刷された基板層を照合する工程と、当該層を積層し、互いに
接着する工程とを含む。当該積層工程は、プラタンプレス（platen press）の温度、圧力
およびサイクル時間の制御された条件下でプラタンプレスにより行われる。
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【０００７】
本発明の改良された上張りされた箔を有する商取引カードは、叙上のとおりに、箔上に印
刷されたグラフィックを有し、当該カードは、商取引カードの特性に対するアメリカ規格
協会（ANSI）／国際標準化機構（ISO）の基準を満足する。これは、前記カードが接着剤
層のフロントグラフィックの上に印刷された促進されたセキュリティーグラフィックを含
む場合である。また、前記カードは文字および／または数字を隆起させることもでき、隆
起した文字および／または数字の上部には先細りした箔が加えられる。ホログラムと不正
な修正を防止し得る署名パネルを含むさらなるセキュリティーの特徴は、アメリカ規格協
会（ANSI）／国際標準化機構（ISO）の基準を満足するために、カードの所要の構造的な
完全性を保持しつつ、当該カード上でホットスタンプされることができる。当該カードの
背面は開示された実施例において磁気を帯びたストライプを含んでいる。
【０００８】
本発明のかかる目的、特徴および有利な点は添付図面と共に開示された実施例の以下の詳
細な説明からより明らかになるであろう。
【０００９】
図面を参照すると、本発明のセキュア型商取引カード２０は図１～３に示されている。カ
ード２０は商取引カードの特性に対するアメリカ規格協会（ANSI）／国際標準化機構（IS
O）の基準、とりわけ国際標準化機構（ISO）／国際電気標準会議（IEC）７８１０：１９
９５を満足する。８．１．８章デラミネーションの基準は、カード構造体を形成する材料
の複数の構成層が、いずれも１インチ当り３．４ポンド（3.4 lbf/in）の最小剥離強度を
有する程度に互いに接合されなければならないを要求している。テストのあいだのオーバ
レイの引き裂きは、結合がオーバレイより強いことを意味しており、これは機械的に受け
入れられる。
【００１０】
上張りした箔を有する商取引カード２０を製造する方法は、可塑性基板層、たとえば２６
ｍｉｌの厚さを有するポリビニルクロライドの剛性を有する固体層を設ける工程を含む。
金属を含有した箔層１は、該固体層上に印刷可能な上部被覆層をもつフロント面を有する
。図示された実施例において、金属を含有した箔層１は、印刷のための上部被覆であり、
かつ基板層に箔層を張るための接着剤である、金属被覆したポリエステルフィルムである
。このポリエステルフィルムは箔層の両側に共重合体のホットメルト接着剤をもつポリエ
ステルフィルムオーバレイを有する。そのような箔層は商業的に入手できる。該箔層の厚
さは、開示された実施例では０．００２インチである。
【００１１】
金属を含有した箔層１は、ロールラミネーティングプロセス（roll laminating process
）および金属を含有した箔層の背面の感熱接着剤によって、基板層、すなわち開示された
実施例中の基板２の表面の背面から設けられる。
【００１２】
好ましくは、金属を含有した箔層にフロントグラフィックを印刷する前に、箔層の印刷可
能な上部被覆層に接着剤層１０が設けられる。開示された実施例において、ビニルをベー
スにした材料がナフサおよびケトンの溶剤と共に使用される。接着剤は積層した金属光沢
の透明なベースを有し、商業的に入手し得る。接着剤層は、図示された実施例において５
０ミクロンのオーダー、とりわけ５１ミクロンの厚さを有する。
【００１３】
金属を含有した箔層上の接着剤層１０は、ついで接着剤層のフロント面のフロントグラフ
ィックと共に印刷される。印刷はオフセットリソプレスまたはシルクスクリーンプロセス
を用いて行なわれる。ついで、促進されたセキュリティーグラフィックが接着剤層のフロ
ントグラフィックの上に印刷され得る。金属を含有した箔層上のフロントグラフィックの
上の紫外線インキのセキュリティーグラフィックの使用が、ブラックライト（black ligh
t）のもとで見たときに促進された、鮮明な外観を引き起こすことが見出された。
【００１４】
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透明な保護オーバレイ４が、グラフィックの上の接着剤層１０のフロント面に設けられた
。この積層は、温度、圧力および時間の制御された条件下のプラタンプレスにより行なわ
れることが好ましい。ホログラム７および署名パネル９を含む追加のセキュリティーの特
徴は、ホットスタンピングによってカード２０に選択的に加えられる。磁気を帯びたスト
ライプ６はカードの背面オーバレイ５にも設けることができる。図示された実施例の可塑
性基板は２つの１３ｍｉｌの白色の剛性を有するポリビニルクロライド（ＰＶＣ）基板を
備えており、該基板は積層のための透明な保護オーバレイと照合されることに注意される
。また、すでに注意したとおり、単一の２６ｍｉｌの白色の剛性を有するポリビニルクロ
ライド（ＰＶＣ）が採用され得る。
【００１５】
図４のフローダイアグラムは、カードを製造するプロセスの工程を概略示している。この
目的のために、箔の量は指定された箔のデザインを得る下請負者からオーダーされる。箔
の下請負者印刷可能な上部被覆を箔のフロント面に加え、かつホットメルト接着剤を箔の
背面に塗付する。ロールが下請負された取付請負者に送られる。１３ｍｉｌの剛性を有す
るポリビニルクロライドのシートが下請負された取付請負者に送られる。取付請負者は、
叙上のとおりホットメルト接着剤を介して箔をポリビニルクロライド（ＰＶＣ）に加え、
複合体を譲受人製造設備に戻す。
【００１６】
箔にされたポリビニルクロライド（ＰＶＣ）シートは、印刷プレス時の供給能力を改善す
るためにシアカット（shear cut）される。積層を保証するために、接着剤被覆１０がシ
ルクスクリーンプロセスによって箔シートのフロント部に塗付される。多色紫外オフセッ
トリソプレスまたはシルクスクリーンプロセスを用いてグラフィックが箔シートのフロン
ト部に加えられる。カードの背面用のグラフィックは、１３ｍｉｌの白色のポリビニルク
ロライド（ＰＶＣ）の別々のシート上に準備される。これらのグラフィックはオフセット
リソおよび／またはシルクスクリーンプロセスを用いて印刷される。紫外セキュリティー
グラフィックは、上張りされた箔を有する基板層２のフロントグラフィック上にオフセッ
トリソ印刷がなされる。シートのフロント部および背部は製造プロセスのつぎの段の積層
部に移動される。
【００１７】
フロント部および背部のシートは、フロント部で２．０ｍｉｌの透明なポリビニルクロラ
イド（ＰＶＣ）と照合され、背部で２．０ｍｉｌの磁性を帯びた（mag）ストライプを有
するポリビニルクロライド（ＰＶＣ）と照合される。照合されたシートは制御された条件
下でプラタンンプレスにより積層される。積層されたシートはカード減少部に移動され、
当該シートはカードのサイズにダイカットされ、ＣＲ８０の基準を満足する。カードは欠
点と不適合の検査がなされ、数えられ、ホットスタンプ部に移動される。署名パネル６、
ホログラム７および他の箔の装飾部８は、規定されるなら、カードに適合される。仕上げ
られたカード２０は、ついで顧客の基準にしたがって数えられ、梱包される。カードは、
印刷されたセキュリティーグラフィックがフロントグラフィックに加えてカードに設けら
れる場合においてさえ、カードのデラミネーションを防止するために、上張りされた箔を
有するカードを形成する材料の複数の構成層が、いずれの層も１インチ当り３．４ポンド
（3.4 lbf/in）の最小剥離強度を有する程度に、互いに接合される点でデラミネーション
に対する基準を含むアメリカ規格協会（ANSI）／国際標準化機構（ISO）の基準を満足す
ることが有利である。また、標準的な装置で個人用のものとするとき、当該カードは先細
りした箔および平坦なカード印刷を受け入れるであろう。当該カードは装飾的な箔および
ホログラムと共にホットスタンプされることができ、当該カードは、従来のカード、すな
わち譲受人の米国特許第４，８９７，５３３号の従来の箔カードと比べて改善された耐磨
耗性を有している。
【００１８】
本発明の単一の実施例を示し説明したが、開示されたカードおよび方法における変形が本
発明の範囲から逸脱することなく可能であることは当業者に明らかであろう。それゆえ、



(7) JP 4607414 B2 2011.1.5

本発明に向けられたつぎの特許請求の範囲にのみに限定されることは意図されていない。
【図面の簡単な説明】
【図１】　図１は本発明の商取引カードのフロント部の上部平面図である。
【図２】　図２は図１の商取引カードの背部の上部平面図である。
【図３】　図３は図１の３－３線に沿って切り取られた商取引カードの断面図である。
【図４】　図４は本発明の商取引カードを製造する方法のフローダイアグラムである。

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】
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