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(57)【 要 約 】
【課題】
各種剥離剤からなる剥離層を容易に剥離し、剥離力の調整が可能な熱硬化性離型コート
剤、並びに、支持フィルム又はシート上に、この熱硬化性離型コート剤を使用して形成さ
れた離型層を有する、離型フィルム又はシート及び熱転写フィルム又はシートを提供する
。
【解決手段】
フッ素樹脂及びアミノ樹脂を含有することを特徴とする熱転写フィルム又はシート用の
熱硬化性離型コート剤；支持フィルム又はシートと、該支持フィルム又はシート上に、前
記熱硬化性離型コート剤を使用して形成された離型層を有することを特徴とする離型フィ
ルム又はシート；並びに、前記離型フィルム又はシート上に転写層を有することを特徴と
する熱転写フィルム又はシート。
【選択図】

なし。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
フッ素樹脂及びアミノ樹脂を含有することを特徴とする熱転写フィルム又はシート用の
熱硬化性離型コート剤。
【請求項２】
さらに、アルキド樹脂又はアクリルポリオール樹脂の少なくとも一種を含有することを
特徴とする請求項１に記載の熱硬化性離型コート剤。
【請求項３】
支持フィルム又はシートと、該支持フィルム又はシート上に、請求項１又は２に記載の
熱硬化性離型コート剤を使用して形成された離型層を有することを特徴とする離型フィル
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ム又はシート。
【請求項４】
請求項３に記載の離型フィルム又はシート上に、転写層を有することを特徴とする熱転
写フィルム又はシート。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は、熱転写フィルム又はシート用の熱硬化性離型コート剤、並びに、支持フィル
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ム又はシート上に、この熱硬化性離型コート剤を使用して形成された離型層を有する離型
フィルム又はシート、及び熱転写フィルム又はシートに関する。
【背景技術】
【０００２】
従来、熱転写フィルムは、熱転写フィルムの転写層を被転写体に転移させて、被転写体
の表面に絵柄等の意匠を簡便に付与するために広く用いられている。
【０００３】
このような熱転写フィルムの一例を図４に示す。図４に示す熱転写フィルム１０ｂは、
支持フィルム１ｂ上に、熱硬化性離型コート剤から形成された離型層２ｂと、離型層２ｂ
上に、剥離層５ｂ、絵柄等の装飾層６ｂ、接着剤層７ｂからなる転写層３ｂを積層した構
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成を有する。また、支持フィルム１ｂと離型層２ｂとの積層体は離型フィルム２０ｂと称
される。
【０００４】
図４に示す熱転写フィルム１０ｂは、図５（Ａ）に示すように、熱転写フィルムの最表
面部にある接着剤層７ｂと被転写体４ｂとを重ね合わせ、上部から熱と圧力を加え、次い
で、図５（Ｂ）に示すように、離型層２ｂと剥離層５ｂとの界面で剥離させ、転写層３ｂ
を被転写体４ｂに転移させて、被転写体４ｂの表面に絵柄等を付与するために用いられて
いる。
【０００５】
また、図４に示す熱転写フィルム１０ｂは、支持フィルム１ｂ表面に、主にエポキシメ
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ラミン樹脂系の熱硬化性離型コート剤等の熱硬化性離型コート剤を塗布することにより、
離型層２ｂを形成し、離型層２ｂの上に剥離剤を塗布することにより剥離層５ｂを形成し
、剥離層５ｂ上に装飾層６ｂ及び接着剤層７ｂを順次形成することにより、製造されてい
る。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
上述したように、熱転写フィルムは、被転写体の表面に絵柄等の意匠を簡便に付与する
ために広く用いられている。ところが、近年、ＩＴ関連分野の発展とともに熱転写フィル
ムの用途が多岐にわたり、その用途に合わせて選定される剥離剤の種類も様々になってき
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ており、熱硬化性離型コート剤と剥離剤の組み合わせによっては、剥離不良が発生する事
例が多くなってきた。
【０００７】
例えば、エポキシメラミン系熱硬化性離型コート剤と剥離層との界面における化学的あ
るいは物理的な作用により、熱硬化性離型コート剤と剥離剤とが剥離し難くなり、転写不
良が発生したり、剥離剤として紫外線硬化型樹脂を含むものを使用する場合において、紫
外線照射後に熱硬化性離型コート剤の成分と紫外線硬化型樹脂の成分が反応して接着して
しまい、剥離が困難となる場合があった。
従って、種々の剥離剤からなる剥離層を容易に剥離できる、新しい熱硬化性離型コート
剤の開発が強く要望されていた。
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【０００８】
本発明は、このような従来技術の実情に鑑みてなされたものであり、各種剥離剤からな
る剥離層を容易に剥離できる離型層形成用の熱硬化性離型コート剤、並びに、支持フィル
ム又はシート上に、この熱硬化性離型コート剤を使用して形成された離型層を有する、離
型フィルム又はシート、及び熱転写フィルム又はシートを提供することを課題とする。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
本発明者は、上記課題を解決すべく鋭意検討した結果、フッ素樹脂とアミノ樹脂との混
合物を含有する熱硬化性離型コート剤を調製し、この熱硬化性離型コート剤を用いて形成
した離型層は、各種剥離剤からなる剥離層を容易に剥離できることを見出し、本発明を完
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成するに至った。
【００１０】
かくして本発明の第１によれば、フッ素樹脂及びアミノ樹脂を含有することを特徴とす
る熱転写フィルム又はシート用の熱硬化性離型コート剤が提供される。
本発明の熱硬化性離型コート剤においては、さらに、アルキド樹脂又はアクリルポリオ
ール樹脂の少なくとも一種を含有することが好ましい。
【００１１】
本発明の第２によれば、支持フィルム又はシートと、該支持フィルム又はシート上に、
本発明の熱硬化性離型コート剤を使用して形成された離型層を有することを特徴とする離
型フィルム又はシートが提供される。
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本発明の第３によれば、本発明の離型フィルム又はシート上に、転写層を有することを
特徴とする熱転写フィルム又はシートが提供される。
【発明の効果】
【００１２】
本発明の熱硬化性離型コート剤から形成された離型層は、各種剥離剤からなる剥離層を
容易に剥離することができる。
【００１３】
本発明の離型フィルム又はシート及び熱転写フィルム又はシートは、本発明の熱硬化性
離型コート剤から形成された離型層を有するので、各種剥離剤からなる剥離層を容易に剥
離することができ、転写層を被転写体に確実に転移させて、成形体等の表面に絵柄等の意

40

匠を簡便に付与することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１４】
以下、本発明を、１）熱硬化性離型コート剤、２）離型フィルム又はシート、及び３）
熱転写フィルム又はシート、に項分けして詳細に説明する。
【００１５】
１）熱硬化性離型コート剤
本発明の熱硬化性離型コート剤は、熱転写フィルム又はシートの離型層形成用のコート
剤であり、少なくともフッ素樹脂とアミノ樹脂とを含有することを特徴とする。
【００１６】

50

(4)

JP 2007‑2066 A 2007.1.11

（１）フッ素樹脂
本発明に用いるフッ素樹脂は、分子中にフッ素を含有する樹脂である。フッ素樹脂の具
体例としては、ポリテトラフルオロエチレン、テトラフルオロエチレン−ペルフルオロア
ルコキシビニルエーテル共重合体、テトラフルオロエチレン−ヘキサフルオロプロピレン
共重合体、ポリクロロトリフルオロエチレン、テトラフルオロエチレン−エチレン共重合
体、クロロトリフルオロエチレン−エチレン共重合体、ポリビニリデンフロライド、ポリ
ビニルフロライド等が挙げられる。これらは一種単独で、あるいは二種以上を組み合わせ
て用いることができる。
【００１７】
また、アミノ樹脂と反応させるために、分子内に水酸基を有するフッ素樹脂を用いるこ
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ともできる。分子内に水酸基を有するフッ素樹脂としては、例えば、フッ素原子を含有す
る重合性単量体と水酸基を含む重合性単量体とを共重合させて得られるフッ素樹脂（含フ
ッ素共重合体）が挙げられる。水酸基を含む重合性単量体としては、特に限定されず、フ
ッ素原子を含有する重合性単量体と共重合できる公知の重合性単量体を使用できる。
【００１８】
本発明に用いるフッ素樹脂の重量平均分子量は、特に制限されないが、１０，０００〜
３００，０００であるのが好ましく、２０，０００〜２００，０００であるのがより好ま
しい。重量平均分子量があまりに小さいと、一般に樹脂の粘着性が強くなり、印刷時のガ
イドロール取られが起こりやすくなる。逆に大きくなりすぎると、粘度が高くなるため、
多量の溶剤で希釈する必要があり、印刷時の溶液固形分が低くなるので適正な膜厚を維持
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するのが困難になる。
【００１９】
本発明に用いるフッ素樹脂が水酸基を含むフッ素樹脂の場合、その水酸基価は、特に制
限されないが、１０〜５０ＫＯＨｍｇ／ｇの範囲であるのが好ましく、２０〜４０ＫＯＨ
ｍｇ／ｇの範囲であるのがより好ましい。水酸基価があまりに低くなると、硬化塗膜の架
橋密度が低くなる。逆に高くなりすぎると、樹脂の粘着性が強くなり印刷時のガイドロー
ル取られが起こりやすく、また、硬化不足になり易いため硬化温度を高く、又は硬化時間
を長くする必要が生じる。
【００２０】
（２）アミノ樹脂
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本発明に用いるアミノ樹脂は、尿素、メラミン、グラアナミン、スルホアミド、アミノ
基含有アクリル樹脂等の、アミノ基含有化合物とホルムアルデヒドとを反応させて得られ
る樹脂である。アミノ樹脂の具体例としては、尿素樹脂、メラミン樹脂、グアナミン樹脂
、アニリン樹脂等が挙げられる。これらは一種単独で、あるいは二種以上を組み合わせて
用いることができる。
【００２１】
本発明の熱硬化性離型コート剤は、上記したフッ素樹脂とアミノ樹脂の混合物を必須の
構成成分とし、配合する樹脂の種類及び配合割合を変化させることで、剥離力を任意に調
整することができる。
【００２２】
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フッ素樹脂とアミノ樹脂との配合割合は、フッ素樹脂：アミノ樹脂（重量比）で、通常
、１：１００〜１００：１の範囲であるが、より優れた剥離性が発揮される観点から、好
ましくは１０：９０〜９０：１０、より好ましくは２０：８０〜８０：２０の範囲である
。
【００２３】
また、フッ素樹脂及びアミノ樹脂の合計配合量は、特に制限されないが、熱硬化性離型
コート剤全体に対して、通常、１０〜９０重量％、好ましくは２０〜８０重量％、より好
ましくは３０〜８０重量％である。
【００２４】
（３）アルキド樹脂及びアクリルポリオール樹脂
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本発明の熱硬化性離型コート剤は、上記したフッ素樹脂及びアミノ樹脂を必須の構成成
分とするが、さらに、アルキド樹脂又はアクリルポリオール樹脂の少なくとも一種を含有
していてもよい。アルキド樹脂又はアクリルポリオール樹脂の種類及び含有量を適宜選定
することにより、剥離力を任意の値に調整することができる。
【００２５】
用いるアルキド樹脂としては、無水フタル酸等の多塩基酸とグリセリン、ペンタエリス
リトール等の多価アルコールとを縮合して得られる樹脂、又はこのものを、更にヒマシ油
等の各種の油脂、不飽和脂肪酸、ロジン、フェノール樹脂、エポキシ樹脂、イソシアネー
ト等で変性して得られる樹脂等が挙げられる。
【００２６】
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アクリルポリオール樹脂は、水酸基を有する重合性不飽和単量体類と、該水酸基を有す
る重合性不飽和単量体類と共重合可能な他の重合性不飽和単量体類とを常法により共重合
させることにより得られる樹脂である。
【００２７】
水酸基を有する重合性不飽和単量体類としては、２−ヒドロキシエチルメタアクリレー
ト、２−ヒドロキシエチルアクリレート、２−ヒドロキシプロピルメタアクリレート、２
−ヒドロキシプロピルアクリレート、４−ヒドロキシブチルメタアクリレート、４−ヒド
ロキシブチルアクリレートの如き（メタ）アクリル酸のヒドロキシアルキルエステル類；
マレイン酸、フマル酸、イタコン酸の如き多価カルボン酸類のジヒドロキシアルキルエス
テル類；ヒドロキシアルキルビニルエーテル類；等が挙げられる。
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【００２８】
水酸基を有する重合性不飽和単量体類と共重合可能な他の重合性不飽和単量体類として
は、メチルメタアクリレート、エチル（メタ）アクリレート、ブチル（メタ）アクリレー
ト、ステアリル（メタ）アクリレート、イソボルニル（メタ）アクリレート、ベンジル（
メタ）アクリレートもしくはシクロヘキシル（メタ）アクリレートの如きアルキル（メタ
）アクリレート類；メトキシエチル（メタ）アクリレート等に代表されるようなアルコキ
シアルキル（メタ）アクリレート類；ジメチルマレエート、ジエチルフマレート、ジブチ
ルフマレートもしくはジブチルイタコネートの如きマレイン酸、フマル酸ないしはイタコ
ン酸等によって代表されるジカルボン酸類と１価アルコール類とのジエステル類；（メタ
）アクリル酸、クロトン酸、マレイン酸、フマル酸、イタコン酸の如き不飽和モノ−又は
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ジ−カルボン酸類又は上述したような酸無水物の種々のカルボキシル基含有単量体類；グ
リシジル（メタ）アクリレート、グリシジルビニルエーテルの如きエポキシ基含有単量体
類；スチレン、ビニルトルエン、ｐ−メチルスチレン等のスチレン系モノマー類；等が挙
げられる。
【００２９】
本発明に用いるアクリルポリオール樹脂の水酸基価は、特に制限されないが、通常、１
０〜１００ｍｇＫＯＨ／ｇ、好ましくは２０〜８０ｍｇＫＯＨ／ｇである。
また、アクリルポリオール樹脂のガラス転移温度は、特に制限されないが、通常１０〜
１００℃、好ましくは３０〜８０℃である。
【００３０】
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アルキド樹脂又はアクリルポリオール樹脂の含有量は、本発明の効果が損なわれない範
囲であれば特に制限されないが、熱硬化性離型コート剤全体に対して、通常、０〜５０重
量％である。
【００３１】
（４）その他の樹脂
本発明の熱硬化性離型コート剤においては、必要に応じて、上記フッ素樹脂、アミノ樹
脂と相溶する他の樹脂を、本発明の効果が損なわれない範囲で含有させることができる。
このような樹脂としては、シリコン樹脂、ポリエステル樹脂、各種変性ポリ塩化ビニル、
ポリスチレン樹脂、ポリウレタン樹脂、アクリル樹脂、セルロース樹脂等が挙げられる。
【００３２】
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（５）他の成分
本発明の熱硬化性離型コート剤は、上記したフッ素樹脂とアミノ樹脂を必須構成成分と
し、所望により、アルキド樹脂又はアクリルポリオール樹脂の少なくとも一種を含有し、
さらに、所望により他の成分を含有していてもよい。
他の成分としては、艶消し材、酸触媒、各種添加剤等が挙げられる。
【００３３】
艶消し材は、任意の艶消し意匠性を付与するために配合される。用いる艶消し材として
は、可視光線を乱反射させる関係上、粒径が０．５〜１０μｍ、好ましくは１〜７μｍの
粒状固体を用いることができる。材料としては、二酸化珪素、炭酸カルシウム、硫酸バリ
ウム、水酸化アルミニウム等の無機化合物；ポリエチレン、アクリル樹脂、ウレタン樹脂
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等の有機化合物；が挙げられる。
艶消し材を配合する場合、その配合量は、熱硬化性離型コート材の固形分に対して、通
常１〜２５重量％、好ましくは５〜２０重量％である。
【００３４】
酸触媒は、熱硬化反応を促進させるために配合させる。用いる酸触媒としては、酸成分
であれば特に限定されないが、パラトルエンスルホン酸等の有機酸が好ましい。酸触媒を
含有させる場合、熱硬化反応を制御する目的で、トリエチルアミン、２−アミノ−２−メ
チル−１−プロパノール等のアミン類を併用することができる。
【００３５】
各種添加剤としては、特に制限されず、公知のものが使用でき、例えば、レベリング剤
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、ブロッキング防止剤、静電防止剤、可塑剤、オレフィンワックス、界面活性剤等が挙げ
られる。これらの添加剤は、流動性の改良及び表面改質等を目的として添加される。
【００３６】
（６）熱硬化性離型コート剤の調製
本発明の熱硬化性離型コート剤は、上記したフッ素樹脂及びアミノ樹脂、並びに、所望
により、アルキド樹脂又はアクリルポリオール樹脂の少なくとも一種、及び艶消し材等の
他の成分を、溶剤に溶解又は分散させることにより調製することができる。
【００３７】
本発明の熱硬化性離型コート剤の調製に用いる溶剤としては、アセトン、メチルエチル
ケトン、メチルイソブチルケトン、シクロヘキサノン、メチルシクロヘキサノン、ジアセ
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トンアルコール等のケトン系溶剤；ベンゼン、トルエン、キシレン等の芳香族炭化水素系
溶剤；シクロペンタン、メチルシクロペンタン、エチルシクロペンタン、シクロヘキサン
、メチルシクロヘキサン、エチルシクロヘキサン、ジメチルシクロヘキサン等の脂環式炭
化水素系溶剤；酢酸エチル、酢酸ｎ−プロピル、酢酸イソプロピル、酢酸ｎ−ブチル、酢
酸イソブチル等のエステル系溶剤；ジエチルエーテル、ジｎ−プロピルエーテル、１，２
−ジメトキシエタン、テトラヒドロフラン等のエーテル系溶剤；Ｎ，Ｎ−ジメチルホルム
アミド、ｎ−メチルピロリドン等のアミド系溶剤；ジクロロメタン、クロロホルム、四塩
化炭素、１，２−ジクロロエタン、クロロベンゼン等のハロゲン化炭化水素系溶剤；メチ
ルアルコール、エチルアルコール、プロピルアルコール、ブチルアルコール等のアルコー
ル系溶剤；エチレングリコールモノメチルエーテル、エチレングリコールモノエチルエー
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テル、プロピレングリコールモノメチルエーテル、プロピレングリコールモノエチルエー
テル、エチレングリコールモノメチルエーテルアセテート、エチレングリコールモノエチ
ルエーテルアセテート、プロピレングリコールモノメチルエーテルアセテート、プロピレ
ングリコールモノエチルエーテルアセテート等のグリコールエーテル系溶剤；等が挙げら
れる。これらの溶剤は一種単独で、あるいは二種以上を組み合わせて用いることができる
。
【００３８】
これらの中でも、ケトン系溶剤、芳香族炭化水素系溶剤、脂環式炭化水素系溶剤、（ケ
トン系溶剤、芳香族炭化水素系溶剤又は脂環式炭化水素系溶剤）と（アルコール系溶剤又
はグリコールエーテル系溶剤）との組み合わせが好ましい。
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【００３９】
溶剤の使用量は、特に制限されないが、熱硬化性離型コート剤全体に対して、通常、１
０〜２００重量％、好ましくは５０〜１００重量％である。
【００４０】
以上のようにして調製される本発明の熱硬化性離型コート剤は、後述するように、本発
明の離型フィルム又はシートの離型層形成用材料として有用である。
【００４１】
２）離型フィルム又はシート
本発明の離型フィルム又はシートは、支持フィルム又はシートと、該支持フィルム又は
シート上に、本発明の熱硬化性離型コート剤を使用して形成された離型層を有することを

10

特徴とする。
【００４２】
本発明に用いる支持フィルム又はシートとしては、合成樹脂フィルム又はシートの単層
体又は積層体、あるいは、上質紙、薄葉紙、グラシン紙、硫酸紙の紙等が挙げられる。
【００４３】
合成樹脂フィルム又はシートを用いる場合、合成樹脂としては、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、ポリエチレンテレフタレート−イソフタレート共
重合体等のポリエステル樹脂；ポリエチレン、ポリプロピレン、ポリメチルペンテン等の
ポリオレフィン樹脂；ポリビニルフロライド、ポリフッ化ビニリデン、ポリテトラフルオ
ロエチレン、テトラフルオロエチレン−エチレン共重合体等のフッ素樹脂；ナイロン６、

20

ナイロン６６等のポリアミド；ポリ塩化ビニル、塩化ビニル−酢酸ビニル共重合体、エチ
レン−酢酸ビニル共重合体、エチレン−ビニルアルコール共重合体、ポリビニルアルコー
ル、ビニロン等のビニル重合体；酢酸セルロース、セロファン等のセルロース系樹脂；ポ
リメタアクリル酸メチル、ポリメタアクリル酸エチル、ポリアクリル酸ブチル等のアクリ
ル系樹脂；ポリスチレン；ポリカーボネート；ポリアリレート；ポリイミド；等が挙げら
れる。
【００４４】
なかでも、本発明に用いる支持フィルム又はシートとしては、熱可塑性のポリエステル
系樹脂にて製造された合成樹脂フィルム又はシートが好ましく、２軸延伸ポリエチレンテ
レフタレートフィルムが特に好ましい。
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【００４５】
また、本発明に用いる支持フィルム又はシートとしては、その表面が未処理である他に
、コロナ放電処理、易接着コート処理等の公知の表面処理が施されたものを使用すること
ができる。
【００４６】
支持フィルム又はシートの厚みは、特に制限されないが、通常、５〜２００μｍである
が、熱硬化時の温度に耐え得る厚みが要求される観点からは、３０〜１００μｍが好まし
い。
【００４７】
離型層は、本発明の熱硬化性離型コート剤を支持フィルム又はシート上に塗工して形成
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することができる。
離型層の厚みは、通常０．２〜３．０μｍである。
【００４８】
本発明においては、上記離型層に艶消し材を添加して離型層表面を凹凸に形成すること
ができる。艶消し材としては、炭酸カルシウム、硫酸バリウム、シリカ、炭酸バリウム、
アルミナ、ガラスバルーン、ポリエチレン等の微粒子を用いることができる。微粒子の粒
径は、通常１〜７μｍ程度である。
【００４９】
以上のようにして、本発明の離型フィルム又はシートを得ることができる。本発明の離
型フィルム又はシートは、後述する本発明の熱転写フィルム又はシートの製造原料として

50

(8)

JP 2007‑2066 A 2007.1.11

好適である。
３）熱転写フィルム又はシート
本発明の熱転写フィルム又はシートは、本発明の離型フィルム又はシート上に、転写層
を有することを特徴とする。
【００５０】
転写層は、本発明の熱転写フィルム又はシートと被転写体とを重ね合わせた後、上部か
ら熱と圧力を加えることにより、または、被転写体となる樹脂を熱転写フィルム又はシー
ト上に溶融射出させることにより、離型層と剥離して被転写体に転写される層である。
【００５１】
転写層は、剥離層；絵柄層、金属蒸着層等の装飾層；接着剤層；等の層から選択した一
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種以上の層から形成されてなる。例えば、前記離型フィルム又はシートの離型層上に、剥
離層、装飾層、接着剤層が積層された構造とすることができる。
【００５２】
剥離層は、前記離型層シートの離型層上に、剥離剤を塗布することにより形成すること
ができる。
剥離剤としては、離型シートと剥離性を有し、且つ転写終了後は転写層の表面保護層と
して所望の物性を有する樹脂組成を選定すればよい。
【００５３】
剥離層を形成する樹脂は、特に制限されず、例えば、メチルメタアクリレートを主体と
する樹脂を用いることができる。また、特に表面の耐擦傷性、耐薬品性、耐汚染性を要す
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る場合等では、アクリルポリオール樹脂とイソシアネート樹脂との混合物や、熱硬化性樹
脂又は電離放射線硬化性樹脂の使用が好ましい。
剥離層の厚みは、所望の物性等により選定することができるが、通常０．５〜８．０μ
ｍである。
【００５４】
装飾層は全面に設けても部分的に模様状に設けてもよく、模様としては木目、石目、布
目等の天然物の意匠、文字、図形、記号、各種抽象模様等いずれでもよい。
【００５５】
接着剤層は、転写層を被転写体に転移、接着させるための層で、感熱接着剤、感圧接着
剤、溶剤活性型接着剤、電離放射線硬化性接着剤等の中から用途に応じて選定して、形成
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することができる。尚、絵柄層、剥離層等接着剤層以外の転写層自身が十分な接着性を有
するときは接着剤層を省略することもできる。感熱接着剤は加熱によって接着性が発現す
るものであり、通常熱可塑性樹脂、アイオノマー等が用いられる。
接着剤層の厚みは特に制限されず、要求される接着強度等に応じて適宜設定することが
できる。
【００５６】
本発明の熱転写フィルム又はシートの一例の層構成断面図を図１に示す。図１に示す熱
転写フィルム又はシート（１０ａ）は、支持体層（１ａ）上に、熱硬化性離型コート剤を
使用して形成された離型層（２ａ）、該離型層（２ａ）上に剥離層（３ａ）、該剥離層（
３ａ）上に接着剤層（４ａ）が積層された構造を有する。
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【００５７】
なお、図１においては装飾層の図示を省略しているが、装飾層は、剥離層（３ａ）と接
着剤層（４ａ）の間に形成することができる。
また、後述する装飾層や剥離層等の接着剤層以外の転写層自身が十分な接着性を有する
ときは接着剤層（４ａ）を省略することもできる。
【００５８】
本発明の熱転写フィルム又はシートの転写層を被転写体に転写する方法としては、例え
ば 、 以 下 の （ ｉ ） ロ ー ル を 用 い て 加 圧 ・ 加 熱 す る 方 法 や 、 (ii)い わ ゆ る イ ン モ ー ル ド 転 写
法による方法が挙げられる。
【００５９】
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（ｉ）の方法では、図２に示すように、本発明の熱転写フィルム又はシートの接着剤層
（４ａ）側と、被転写体（５ａ

）とを重ね合わせて、本発明の熱転写フィルム又はシー

トの接着剤層（４ａ）上に被転写層（５ａ）を積層する。次いで、図３に示すように、連
続的に上部からロールを用いて熱と圧力を加える。これにより、接着剤層（４ａ）の接着
剤が軟化し、接着剤層（４ａ）と被転写層（５ａ）とが接着すると同時に、剥離層（３ａ
）が離型層（２ａ）との界面で剥離し、剥離層（３ａ）と接着剤層（４ａ）とが被転写層
（５ａ）に転写される。
【００６０】
ま た （ ii） の イ ン モ ー ル ド 方 法 で は 、 成 型 同 時 転 写 機 の 成 形 金 型 内 に 転 写 箔 を 装 着 し た
後、該成形金型内に本発明の熱転写フィルム又はシートを設置し、該成形金型内に被転写
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層（５ａ）を形成する溶融樹脂を射出することにより、本発明のフィルム又はシートの接
着剤層（４ａ）上に被転写層（５ａ）を形成する。次いで、図３に示すように、被転写層
（５ａ）が形成されると同時に、被転写層を形成する溶融樹脂の熱量で接着剤層（４ａ）
の接着剤が軟化して、接着剤層（４ａ）と被転写層（５ａ）とが接着し、また、剥離層（
３ａ）が離型層（２ａ）との界面で剥離して、剥離層（３ａ）と接着剤層（４ａ）とが被
転写層（５ａ）に転写される。
【００６１】
本発明の離型フィルム又はシート及び熱転写フィルム又はシートは、本発明の熱硬化性
離型コート剤から形成された離型層を有するので、各種剥離剤からなる剥離層を容易に剥
離することができ、転写層を被転写体に確実に転移させて、成形体等の表面に絵柄等の意
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匠を簡便に付与することができる。
【実施例】
【００６２】
次に、実施例及び比較例により本発明をさらに詳細に説明するが、本発明はこれらの実
施例により何ら限定されるものではない。
【００６３】
（実施例１）
フッ素樹脂（商品名：ルミフロン２００、旭硝子（株）製、加熱残分６０％）２０重量
部に、尿素樹脂（商品名：メラン２６５、日立化成工業（株）製、加熱残分６０．１％、
溶剤組成：キシレン／イソブチルアルコール）７０重量部、メチルエチルケトン１０重量
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部の混合液を調製した。
【００６４】
この混合液１００重量部に、パラトルエンスルホン酸溶液（加熱残分５０％、トルエン
２５％、メチルアルコール２５％）１０重量部を混合し、更に２−アミノ−２−メチル−
１−プロパノール２重量部を混合して、溶液粘度１５秒（リゴーカップ＃３、２０℃）に
調整して熱硬化性離型コート剤Ａを得た。このコート剤Ａにて、ヘリオ、１７５線、コン
プレスト、１３０°の版を使用し、厚さ３８μの未処理ポリエステル支持フィルム１ａ上
に印刷し、硬化炉温度１４０℃、硬化時間２０秒にて熱硬化させ、離型層２ａを形成する
ことにより、離型層付きポリエステルフィルム２０ａを作製した。このものを離型フィル
ムＡとする。
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【００６５】
次いで、この離型フィルムＡ上に、一般転写フィルム用剥離剤（商品名：ＴＭ−ＦＨＫ
剥離剤、大日精化工業（株）製）を、ヘリオ、１７５線、コンプレスト、１３０°の版に
て印刷して剥離層３ａを形成し、更に、一般転写フィルム用接着剤（商品名：ＴＭ−ＲＥ
Ｘ（Ｐ）Ｂ−１シール剤、大日精化工業（株）製）を、ヘリオ、１７５線、コンプレスト
、１３０°の版にて印刷して接着層４ａを形成することにより、図１に示す構造の熱転写
フィルム１０ａを得た。
【００６６】
次に、熱転写フィルム１０ａの接着層４ａ上に被転写体５ａ

を重ね合わせ、図３に示

すように、ポリエステル支持フィルム１ａ側からロールを２００℃で押圧して、転写時の
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剥離性を確認したところ、剥離性は良好であり、ロール押圧時の加熱温度を３００℃とし
た場合においても良好な剥離性を示した。
結果を第１表に示す。
なお、第１表中、剥離強度（ｇｆ／２５ｍｍ幅）は、最大測定荷重５０ニュートンのテ
ンションゲージ（バネ量り）で測定した値であり、２００℃ロール転写は、ロール転写機
のロール表面温度２００℃、テーブル速度２ｍ毎分の条件下で、ポリエステル支持フィル
ム１ａ側からロールで押圧して、転写時の剥離性を調べた結果を示す。また、３００℃ロ
ール転写は、ロール転写機のロール表面温度３００℃、テーブル速度２ｍ毎分の条件下で
、ポリエステル支持フィルム１ａ側からロールで押圧して、転写時の剥離性を調べた結果
を示す。
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【００６７】
（実施例２）
フッ素樹脂（商品名：ルミフロン２００、旭硝子（株）製、加熱残分６０％）２０重量
部に、シリコーン変性アミノアルキド樹脂（商品名：テスファイン３１９、日立化成ポリ
マー（株）製、加熱残分４５％）７０重量部、及びメチルエチルケトン１０重量部の混合
液を調製した。
【００６８】
この混合液１００重量部に、パラトルエンスルホン酸溶液（加熱残分５０％、トルエン
２５％、メチルアルコール２５％）１０重量部を混合し、更に２−アミノ−２−メチル−
１−プロパノール２重量部を混合して、溶液粘度１５秒（リゴーカップ＃３、２０℃）に
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調整して熱硬化性離型コート剤Ｂを得た。このコート剤Ｂにて、実施例１と同様にして離
型層付きポリエステルフィルムを作製した。このものを離型フィルムＢとする。
【００６９】
次いで、この離型フィルムＢを用いて、実施例１と同様にして熱転写フィルムを得た。
得られた熱転写フィルムについて、実施例１と同様に２００℃ロール転写時の剥離性を
確認したところ剥離性は良好であり、３００℃ロール転写時においても良好な剥離性を示
した。結果を第１表に示す。
【００７０】
（実施例３）
フッ素樹脂（ルミフロン２００、旭硝子（株）製、加熱残分６０％）２０重量部に、尿
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素樹脂（商品名：メラン２６５、日立化成工業（株）製、加熱残分６０．１％、溶剤組成
：キシレン／イソブチルアルコール）７０重量部、メチルエチルケトン１０重量部の混合
液を調製した。この混合液１００重量部に、パラトルエンスルホン酸溶液（加熱残分５０
％、トルエン２５％、メチルアルコール２５％）１０重量部を混合し、更に２−アミノ−
２−メチル−１−プロパノール２重量部を混合して、溶液粘度１５秒（リゴーカップ＃３
、２０℃）に調整して熱硬化性離型コート剤Ｃを得た。このコート剤Ｃにて、実施例１と
同様にして離型層付きポリエステルフィルムを作製した。このものを離型フィルムＣとす
る。
【００７１】
次いで、この離型フィルムＣ上に、紫外線硬化型樹脂剥離剤（商品名：セイカビーム、
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大日精化工業（株）製）を、バーコーター＃７にて厚みが５μｍとなるように塗布して、
剥離層を形成することにより、熱転写フィルムを得た。
【００７２】
次に、得られた熱転写フィルムの剥離層（紫外線硬化型樹脂剥離剤の層）側から、積算
光量１０００ｍｊの紫外線を照射した。その後、実施例１と同様に２００℃ロール転写時
の剥離性を確認したところ剥離性は良好であり、３００℃ロール転写時においても良好な
剥離性を示した。結果を第１表に示す。
【００７３】
（実施例４）
フッ素樹脂（商品名：ルミフロン１００，旭硝子（株）製、加熱残分５０％）２０重量
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部に、シリコーン変性アミノアルキド樹脂（商品名：テスファイン３１９、日立化成ポリ
マー（株）製、加熱残分４５％）７０重量部、メチルエチルケトン１０重量部の混合液を
調製した。この混合液１００重量部に、パラトルエンスルホン酸溶液（加熱残分５０％、
トルエン２５％、メチルアルコール２５％）１０重量部を混合し、更に２−アミノ−２−
メチル−１−プロパノール２重量部を混合して、溶液粘度１５秒（リゴーカップ＃３、２
０℃）に調整して熱硬化性離型コート剤Ｄを得た。このコート剤Ｄにて、実施例１と同様
にして離型層付きポリエステルフィルムを作製した。このものを離型フィルムＤとする。
【００７４】
次いで、この離型フィルムＤを用いて、実施例３と同様にして剥離層（紫外線硬化型樹
脂剥離剤の層）を形成することにより熱転写フィルムを得た。

10

次に、得られた熱転写フィルムの剥離層（紫外線硬化型樹脂剥離剤の層）側から、積算
光量１０００ｍｊの紫外線を照射した。その後、実施例１と同様に２００℃ロール転写時
の剥離性を確認したところ、剥離性は良好であり、３００℃ロール転写時においても良好
な剥離性を示した。結果を第１表に示す。
【００７５】
（比較例１）
エポキシ樹脂（商品名：ＡＥＲ−６０８４、旭化成エポキシ（株）製、ビスフェノール
Ａタイプエポキシ樹脂）２０重量部、メチルエチルケトン５０重量部、尿素樹脂（商品名
：メラン２６５、日立化成工業（株）製、加熱残分６０．１％、溶剤組成キシレン／イソ
ブチルアルコール）３０重量部の混合液を調製した。
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【００７６】
この混合液１００重量部に、パラトルエンスルホン酸溶液（加熱残分５０％、トルエン
２５％、メチルアルコール２５％）１０重量部を混合し、更に２−アミノ−２−メチル−
１−プロパノール２重量部を混合して、溶液粘度１５秒（リゴーカップ＃３、２０℃）に
調整して熱硬化性離型コート剤Ｇを得た。このコート剤Ｇにて、実施例１と同様にして離
型層付きポリエステルフィルムを作製した。このものを離型フィルムＧとする。
【００７７】
次いで、この離型フィルムＧを用いて、実施例１と同様にして熱転写フィルムを得た。
得られた熱転写フィルムについて、実施例１と同様に２００℃ロール転写時の剥離性を
確認したところ、剥離性は良好であったが、３００℃ロール転写加温時においては部分的
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に剥離強度が強くなり剥離不良となった。結果を第１表に示す。
【００７８】
（比較例２）
エポキシ樹脂（商品名：ＡＥＲ−６０８４、旭化成エポキシ（株）製、ビスフェノール
Ａタイプエポキシ樹脂）２０重量部、メチルエチルケトン５０重量部、尿素樹脂（商品名
：メラン２６５、日立化成工業（株）製）、加熱残分６０．１％、溶剤組成キシレン／イ
ソブチルアルコール）３０重量部の混合液を調製した。
【００７９】
この混合液１００重量部に、パラトルエンスルホン酸溶液（加熱残分５０％、トルエン
２５％、メチルアルコール２５％）１０重量部を混合し、更に２−アミノ−２−メチル−
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１−プロパノール２重量部を混合して、溶液粘度１５秒（リゴーカップ＃３、２０℃）に
調整して熱硬化性離型コート剤Ｈを得た。このコート剤Ｈにて実施例１と同様にして離型
層付きポリエステルフィルムを作製した。このものを離型フィルムＨとする。
【００８０】
次いで、この離型フィルムＨを用いて、実施例３と同様にして剥離層を形成することに
より熱転写フィルムを得た。
次に、得られた熱転写フィルムの剥離層（紫外線硬化型樹脂剥離剤の層）側から、積算
光量１０００ｍｊの紫外線を照射した。その後、実施例１と同様に２００℃ロール転写時
の剥離性を確認したところ、剥離強度が強く剥離することができなかった。また、３００
℃ロール転写時も同様に剥離できなかった。結果を第１表に示す。
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【００８１】
【表１】

10

20
【００８２】
第１表より、フッ素樹脂とアミノ樹脂を含有する熱硬化性離型コート剤を使用して離型
層を形成した場合（実施例１〜４）には、良好な剥離性を有していた。一方、エポキシ樹
脂とアミノ樹脂を含有する熱硬化性離型コート剤を使用して離型層を形成した場合（比較
例１、２）では、剥離性不十分又は剥離不良であった。
【００８３】
（実施例５）
フッ素樹脂（商品名：ルミフロン２００，旭硝子（株）製、加熱残分６０％）２０重量
部に、尿素樹脂（商品名：メラン２６５、日立化成工業（株）製、加熱残分６０．１％、
溶剤組成キシレン／イソブチルアルコール）７０重量部、メチルエチルケトン１０重量部

30

、及び、艶消し材として、二酸化珪素（商品名：エースマットＯＫ４１２、デグサジャパ
ン（株）製）３重量部の混合液を調製した。この混合液１００重量部に、パラトルエンス
ルホン酸溶液（加熱残分５０％、トルエン２５％、メチルアルコール２５％）１０重量部
を混合し、更に２−アミノ−２−メチル−１−プロパノール２重量部を混合して、溶液粘
度１５秒（リゴーカップ＃３、２０℃）に調整して熱硬化性離型コート剤Ｅを得た。この
コート剤Ｅにて、ヘリオ、１７５線、コンプレスト、１３０°の版を使用し、厚さ３８μ
の未処理ポリエステルフィルムに印刷し、硬化炉温度１４０℃、硬化時間２０秒にて熱硬
化させて、離型層付きポリエステルフィルムを作製した。このものを離型フィルムＥとす
る。
【００８４】
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次いで、この離型フィルムＥ上に、紫外線硬化型樹脂剥離剤（商品名：セイカビーム、
大日精化工業（株）製）を、バーコーター＃７にて、厚みが５μｍとなるように塗布して
剥離層を形成することにより、熱転写フィルムを得た。
【００８５】
次に、得られた熱転写フィルムの剥離層（紫外線硬化型樹脂剥離剤の層）側から、積算
光量１０００ｍｊの紫外線を照射した。その後、実施例１と同様の剥離性を確認したとこ
ろ、２００℃ロール転写時の剥離性は良好で、３００℃ロール転写時においても良好な剥
離性を示した。また、転写後の表面に均一な艶消し意匠性が付与された。
【００８６】
（実施例６）
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フッ素樹脂（商品名：ルミフロン１００、旭硝子（株）製、加熱残分５０％）２０重量
部に、シリコーン変性アミノアルキド樹脂（商品名：テスファイン３１９、日立化成ポリ
マー（株）製、加熱残分４５％）７０重量部、メチルエチルケトン１０重量部、及び艶消
し材として二酸化珪素（商品名：エースマットＯＫ４１２、デグサジャパン（株）製）３
重量部の混合液を調製した。
【００８７】
この混合液１００重量部に、パラトルエンスルホン酸溶液（加熱残分５０％、トルエン
２５％、メチルアルコール２５％）１０重量部を混合し、更に２−アミノ−２−メチル−
１−プロパノール２重量部を混合して、溶液粘度１５秒（リゴーカップ＃３、２０℃）に
調整して熱硬化性離型コート剤Ｆを得た。このコート剤Ｆにて、ヘリオ、１７５線、コン
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プレスト、１３０°の版を使用し、厚さ３８μの未処理ポリエステルフィルムに印刷し、
硬化炉温度１４０℃、硬化時間２０秒にて熱硬化させて、離型層付きポリエステルフィル
ムを作製した。このものを離型フィルムＦとする。
【００８８】
この離型フィルムＦ上に、紫外線硬化型樹脂剥離剤（商品名：セイカビーム、大日精化
工業（株）製）をバーコーター＃７にて、厚みが５μｍとなるように塗布し、紫外線硬化
型樹脂剥離剤側から、積算光量１０００ｍｊの紫外線を照射して、紫外線硬化型樹脂剥離
剤の２００℃ロール転写時の剥離性を確認したところ、剥離性良好で、３００℃ロール転
写時においても良好な剥離性を示した。
また、転写後の表面に均一な艶消し意匠性が付与出来た。
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【図面の簡単な説明】
【００８９】
【図１】本発明の熱転写フィルム又はシートの一例の層構成断面図である。
【図２】本発明の熱転写フィルム又はシートに被転写体を積層する工程を説明する概念図
である。
【図３】本発明の熱転写フィルム又はシートと被転写体を重ね合わせ、加熱・加圧するこ
とにより、あるいは射出成形加工することにより、離型層と剥離層との界面で剥離する工
程を説明する概念図である。
【図４】従来の熱転写フィルムの層構成断面図である。
【図５】熱転写フィルムを被転写体と重ね合わせ、上部から熱と圧力を加え、転写層を被
転写体に転移させる工程を説明する概念図である。
【符号の説明】
【００９０】
１ａ…ポリエステルフィルム、１ｂ…支持フィルム、２ａ，２ｂ…離型層、３ａ，５ｂ
…剥離層、３ｂ…転写層、４ａ…接着剤層、５ａ…被転写層、５ａ

…被転写体、６ｂ…

装飾層、７ｂ…接着剤層、１０ａ，１０ｂ…熱転写フィルム、２０ａ、２０ｂ…硬化層付
きポリエステルフィルム（離型フィルム）
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【図２】

【図５】
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