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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　基材テープに塗膜がコーティングされた転写テープを繰出す繰出しリールと、前記塗膜
を被転写体に押圧して転写する転写ヘッドと、転写後の基材テープを巻取る巻取りリール
及び両リールを連動させる連動機構が本体ケースに収納される塗膜転写具において、
　前記繰出しリール又は巻取りリールの同軸上にギアが設けられ、
　前記ギアと一方向にのみ噛合する爪部と、前記転写ヘッドを収納するとともに開口部を
具えたカバー部材とを有するスライド体が、前記本体ケース内に弾性部材を介して移動自
在に保持され、
　前記カバー部材が前記スライド体に対して開閉可能であり、
　前記カバー部材が閉じられた状態では、前記カバー部材の被転写体への押圧により前記
スライド体を後退させて、前記カバー部材の開口部から前記転写ヘッドを突出させ、該転
写ヘッドを被転写体に押圧することにより前記塗膜を局所的に転写し、前記カバー部材の
押圧を解除して前記スライド体を前進させ、前記爪部により前記繰出しリール及び巻取り
リールを前記転写テープの送り方向に回転させることができ、
　前記カバー部材が開放された状態では、前記転写ヘッドを被転写体に押圧して被転写体
に対して平行に移動させることにより、前記塗膜が連続的に転写可能であることを特徴と
する、
　塗膜転写具。
【請求項２】
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　前記カバー部材開放時に該カバー部材を固定するためのストッパが前記本体ケースに設
けられている、請求項１の塗膜転写具。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、文字修正剤や粘着剤の塗膜を被転写体に押圧転写するための塗膜転写具に関
する。
【背景技術】
【０００２】
　従来の塗膜転写具としては、端部に転写ヘッドを具えたケース内に、繰出しリールと巻
取りリールが回転可能に支承され、基材テープに塗膜が塗布された転写テープが繰出リー
ルに巻回されたものが知られており、転写ヘッドを被転写面に押圧し、被転写面に平行に
移動させることにより、被転写面に塗膜が転写される。
【０００３】
　上記の塗膜転写具では、十数文字等の比較的長い部分を消去することは容易にできるが
、一文字から数文字の微小な部分の消去をしようとすると、転写テープの長さを消去した
い文字の末尾に合わせることが難しく、消去したい文字以外の部分まで塗膜が転写したり
、逆に転写部分が足りなくなることがたびたび起きてしまう。このような場合には、その
つど塗膜を剥がしたり、引き足さなければならず、文字消去作業に時間が掛かっていた。
【０００４】
　そこで、局所的に塗膜を転写する塗膜転写具として、転写ヘッドを下向きに押圧するこ
とにより塗膜が転写されるスタンプ式の塗膜転写具が特許文献１及び２に開示されている
。これらの転写具は、本体内でスライダーが移動自在に保持され、スライダーの先端に転
写ヘッドが具えられ、転写具を被転写面に押圧することにより塗膜が転写されるとともに
、スライダーと連動するラチェット爪と、巻取りリールに形成されたラチェットギアとが
噛合い、常に所定量の未使用の転写テープが繰出される構造となっている。これらの押圧
転写具によれば、ヘッドの大きさ（幅）がそのまま塗膜転写面となるため、局所的な塗膜
転写を確実に行うことができる。
【０００５】
【特許文献１】特開平６-５５８９５号公報
【特許文献２】特開平１１－２２７３８６号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかし、特許文献１の第１実施例の転写具は、筒体後方のノック部を押したままでない
と転写できないため、操作性が極端に悪いものである。また第２実施例の転写具は、スラ
イダーを押さえながら押棒を突出させて塗膜を転写するため、被転写面に対して平行移動
させて連続転写を行なうことが困難である。また、スライダーを保持するスプリングが押
棒と同軸上又はスライダーの中心線上にないため、押棒の出入れがスムーズに行われず、
操作性に問題がある。
　特許文献２の転写具は、スタンプ式の押圧転写手段と、従来のように被転写面に対して
平行に移動させた転写手段とを併用することができるとされているが、ヘッド形状がほぼ
平地状であるため連続転写をスムーズに行うことができないという問題がある。また、ヘ
ッド部がばねの弾性力で支えられているため押圧力が掛かりにくい、転写具を使用しない
ときもヘッド部が露出したままであるため塗膜が剥がれやすく、使用時にリールを空送り
させて新しい転写テープを引出す必要がある等、操作性にも問題がある。
【０００７】
　本発明は、上記の点に鑑み、押圧による微小部分の転写と、押圧、平行移動による連続
転写の両方を確実に行なうことができるとともに、両者の切替えを容易に行なうことがで
きる塗膜転写具を提供することを目的とする。
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【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明は、基材テープに塗膜がコーティングされた転写テープを繰出す繰出しリールと
、前記塗膜を被転写体に押圧して転写する転写ヘッドと、転写後の基材テープを巻取る巻
取りリール及び両リールを連動させる連動機構が本体ケースに収納される塗膜転写具にお
いて、
　前記繰出しリール又は巻取りリールの同軸上にギアが設けられ、
　前記ギアと一方向にのみ噛合する爪部と、前記転写ヘッドを収納するとともに開口部を
具えたカバー部材とを有するスライド体が、前記本体ケース内に弾性部材を介して移動自
在に保持され、
　前記カバー部材が前記スライド体に対して開閉可能であり、
　前記カバー部材が閉じられた状態では、前記カバー部材の被転写体への押圧により前記
スライド体を後退させて、前記カバー部材の開口部から前記転写ヘッドを突出させ、該転
写ヘッドを被転写体に押圧することによって前記塗膜を局所的に転写し、前記カバー部材
の押圧を解除して前記スライド体を前進させ、前記爪部により前記繰出しリール及び巻取
りリールを前記転写テープの送り方向に回転させることができ、前記カバー部材が開放さ
れた状態では、前記転写ヘッドを被転写体に押圧して被転写体に対して平行に移動させる
ことにより、前記塗膜が連続的に転写可能であることを特徴とする塗膜転写具によって、
前記の課題を解決した。
　前記カバー部材開放時に該カバー部材を固定するためのストッパを、前記本体ケースに
設けると好適である。
【発明の効果】
【０００９】
　本発明の塗膜転写具によれば、スライド体のカバー部材が閉じている状態では、カバー
部材を被転写体に押圧することによりスライド体が後退し、カバー部材の開口部より転写
ヘッドが突出して、転写ヘッドが被転写体に押圧されるため、微小な部分に対して、塗膜
を確実に転写することができる。
　一方、スライド体のカバー部材が開放された状態では、転写ヘッドが外に露出している
ため、転写ヘッドを被転写体に押圧して被転写体に対して平行に移動させるという通常の
使用方法により、広範囲の塗膜の転写を確実に行うことができる。
　また、本発明によれば、スライド体のカバー部材の開閉という簡単な操作のみで、押圧
による微小部分への転写と、押圧、平行移動による連続転写との切替えを行なうことがで
きるため、操作性に優れたものとなる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１０】
　以下、本発明の実施形態を図面に基づいて説明する。
　図１は、本発明の塗膜転写具の１実施形態を示し、図１は本体ケースのカバー２０ｂを
外した状態の上面図、図２は図１の２－２線断面図、図３は図１の右側面図、図４は図１
を裏側から見た図である。
　また、図５は局所的な塗膜転写が行なわれている状態を示す図であり、図６及び図７は
連続転写が行なわれている状態を示す図である。なお、図５～図７では、説明の便宜上、
塗膜転写具１０の本体ケースのカバー２０ｂが外された状態で示されている。
　本発明の塗膜転写具１０は、ケース２０ａとカバー２０ｂからなる本体ケース２０と、
基材テープに塗膜がコーティングされた転写テープＴを繰出す繰出しリール２１ａと、本
体ケース２０端部に設けられ塗膜を被転写体に押圧して転写する転写ヘッド３０と、転写
後の基材テープを巻取る巻取りリール２１ｂと、繰出しリール２１ａの同軸上に設けられ
たギア４０と、ギア４０と一方向にのみ噛合する爪部５２と転写ヘッド３０を収納して保
護するカバー部材５５とを有するスライド体５０と、本体ケース２０内でスライド体５０
を移動自在に保持する弾性部材６０とから構成される。
　なお、本実施形態では、塗膜の一例として感圧接着用の粘着膜を用い、転写ヘッド３０
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の一例としてローラを用いている。
【００１１】
　図１及び図２に示すように、繰出しリール２１ａと巻取りリール２１ｂは、本体ケース
２０に設けられた支軸２２ａ，２２ｂに回転可能に支承されている。
　繰出リール２１ａと巻取リール２１ｂは、無端状のゴムベルトＢＴ（ベルト式連動機構
）によって連動して回転し、繰出リール２１ａに巻回された転写テープＴが繰出され、転
写ヘッド３０を被転写面に押圧することにより塗膜が被転写面に転写され、転写ヘッド３
０を通過した使用済みの基材テープが繰出しリール２１ａに巻付けられている転写テープ
Ｔの塗膜（粘着膜）側に接触して軽く接着されながら巻取りリール２１ｂに巻取られるよ
うになっている。
【００１２】
　スライド体５０は、スライド体本体５１と、転写テープＴの送り方向にのみギア４０と
噛合する爪部５２と、爪部５２を支持するアーム部５３と、転写ヘッド３０を保護するカ
バー部材５５から構成される。スライド体５０は、本体ケース２０内において、コイルス
プリング等の弾性部材６０によって前方へ付勢され、本体ケース２０の長手方向に移動自
在に保持されている。
　カバー部材５５の溝５７は、スライド体５０が後退・前進する際に転写ヘッドの軸部３
１を案内するために設けられている。
【００１３】
　なお、本実施形態では、スライド体本体５１、爪部５２及びアーム部５３が一体に形成
され、一部材として表されているが、爪部５２がスライド体５０と連動する構造であれば
、これらを一部材とする必要はなく、これらを別部材として構成することもできる。
【００１４】
　図１に示すように、カバー部材５５は、スライド体本体５１との連結部５４を支点とし
て、スライド体本体５１に対して開閉可能であり、このカバー部材５５の開閉により、以
下に説明するように、局所的な塗膜転写と、連続転写との切替えが行なわれる。
【００１５】
　まず、局所的な塗膜転写は、図１の実線及び図５に示すように、カバー部材５５が閉じ
られた状態で行われる。なお、図５では、１度の押圧で転写される塗膜３３が黒く示され
ている。
　図５に示すように、カバー部材５５が閉じられた状態で、カバー部材５５を被転写体に
対してほぼ直角方向に押圧し、弾性部材６０の弾性力に抗してスライド体５０を後退させ
ることにより、カバー部材の開口部５６より転写ヘッド３０を突出させて転写ヘッド３０
を被転写体７１に押圧すると、基材テープ３２から塗膜３３が剥離し、塗膜３３が被転写
体７１に転写される。このとき、スライド体５０と連動する爪部５２とギア４０との関係
は順方向となるため噛合いは行われず、スライド体５０の後退に伴って、爪部５２もギア
４０を乗越えて後退する。
【００１６】
　塗膜転写後に押圧を解除すると、弾性部材６０の弾性力によりスライド体５０が前進し
、転写ヘッド３０はスライド体５０内部に収納される。このとき、スライド体５０と連動
する爪部５２は、ギア４０に対して逆方向となるため、爪部５２とギア４０とが噛合い、
爪部５２の前進に伴って繰出しリール２１ａが所定角度回転し、これにより、繰出しリー
ル２１ａから新たな転写テープＴが所定の長さだけ繰出される。
【００１７】
　これに対し、塗膜転写具１０を通常どおり使用する場合、すなわち、連続転写は、図１
の想像線及び図６に示されるように、カバー部材５５が開放された状態で行われる。
　図６に示すように、カバー部材５５が開放されると、転写ヘッド３０は、本体ケース２
０から露出した状態となる。従って、転写ヘッド３０を被転写体７１に押圧し、被転写体
７１に対して平行に移動させるという通常の使用方法により、塗膜をスムーズに連続転写
することができる。なお、カバー部材５５が開放された状態では、スライド体５０が後退
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・前進することがないため、爪部５２とギア４０との噛合いは行なわれない。
【００１８】
　また、図１及び図６に示すように、カバー部材５５の開放時にカバー部材５５を固定す
るためのストッパ２３を、本体ケース２０に設けることができる。
　スライド体本体５１との連結部５４を支点としてカバー部材５５を回転させると、突起
２４を介してストッパ２３が弾性変形することによりカバー部材５５がストッパ２３に係
止される。これにより、連続転写時にスライド体本体５１とカバー部材５５が確実に固定
され、操作性を、より向上させることができる。
【００１９】
　なお、本実施形態では、図７に示すように、カバー部材５５が閉じられた状態で連続転
写を行なうことも可能である。すなわち、カバー部材５５を被転写体７１に対してほぼ直
角方向に押圧し、弾性部材６０の弾性力に抗してスライド体５０を後退させ、カバー部材
の開口部５６より転写ヘッド３０を突出させて転写ヘッド３０を被転写体７１に押圧した
後、そのまま被転写体７１に対して平行に移動させることにより、連続転写を行なうこと
もできる。局所転写の場合と同様に、この場合も、スライド体５０と連動する爪部５２と
ギア４０との関係が順方向となるため噛合いは行われないので、転写ヘッド３０の移動に
伴って転写テープＴが引き出され、被転写体７１に塗膜を連続転写することができる。転
写後に押圧を解除すると、爪部５２とギア４０とが噛合い、爪部５２の前進に伴って繰出
しリール２１ａが所定角度回転し、繰出しリール２１ａから新たな転写テープＴが所定の
長さだけ繰出される。
【００２０】
　本実施形態における本体ケース２０、スライド体５０、ストッパ２３の形状や、供給リ
ール２１ａ及び巻取りリール２１ｂの配置は一例であり、これに限定されるものではない
。
　また、本実施形態では、ギア４０を繰出しリール２１ａの同軸上に設けたが、ギア４０
を巻取りリール２１ｂの同軸上に設けた構成としても、同様の効果が得られる。
　また、本実施形態では、塗膜として感圧接着用の粘着膜を用いたが、文字修正用塗膜や
装飾用の着色転写塗膜等を用いることもできる。
【図面の簡単な説明】
【００２１】
【図１】本発明の塗膜転写具の一実施形態を示す、カバーを取外した状態の上面図。
【図２】図１の２－２線断面図。
【図３】図１の右側面図。
【図４】図１を裏側から見た図。
【図５】局所的な塗膜転写が行なわれている状態を示す図。
【図６】連続転写が行なわれている状態を示す図。
【図７】連続転写が行なわれている状態を示す図。
【符号の説明】
【００２２】
１０：塗膜転写具
２０：本体ケース
２１ａ：繰出しリール
２１ｂ：巻取りリール
２３：ストッパ
３０：転写ヘッド
３２：基材テープ
３３：塗膜
４０：ギア
５０：スライド体
５６：開口部
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５２：爪部
５５：カバー部材
６０：弾性部材
７１：被転写体
　Ｔ：転写テープ
ＢＴ：（ベルト式）連動機構
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