
JP 2008-162052 A 2008.7.17

10

(57)【要約】
　【課題】転写テープに皺や撓みが形成されてしまう事
によって転写物の一部が欠落した状態で不規則な形状で
転写されてしまうという不具合を有効に解消し、簡単且
つ正確、確実に転写を行い得る転写具を提供する。
　【解決手段】当該ヘッド本体４０から起立し転写具本
体１から転写端４０ａに至るまでの修正テープＴの幅方
向の移動を規制し得るガイド壁４１を設けるとともにガ
イド壁４１の転写端４０ａ側に位置する先端縁４１ａか
ら転写端４０ａに至るまで修正テープＴの幅方向の移動
を許容するスライド許容領域４０ｂを設けたものである
。そして、当該スライド許容領域４０ｂにより修正テー
プの幅方向の移動を許容するスライド許容寸法ｄ１を、
ガイド壁４１が修正テープＴの幅方向の移動を規制する
規制寸法ｄ２よりも大きく設定していることを特徴とし
ている。
　【選択図】図５
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
紙などの転写対象物に転写し得る転写物をテープの表面側に設けた転写テープを収容する
転写具本体と、
当該ヘッド本体から起立し前記転写具本体から前記転写端に至るまでの前記転写テープの
幅方向の移動を規制し得るガイド壁を設けるとともに前記ガイド壁の前記転写端側に位置
する先端縁から前記転写端に至るまで前記転写テープの幅方向の移動を許容するスライド
許容領域を設けた転写ヘッドとを有するものであって、
当該スライド許容領域により前記転写テープの幅方向の移動を許容するスライド許容寸法
を、前記ガイド壁が前記転写テープの幅方向の移動を規制する規制寸法よりも大きく設定
していることを特徴とする転写具。
【請求項２】
　前記ガイド壁を、前記転写具本体から垂直に起立するものとしている請求項１記載の転
写具。
【請求項３】
前記規制寸法を前記スライド許容寸法の５０％～１０％に設定している請求項１記載の転
写具。
【請求項４】
前記転写端の幅方向に平行して延伸し前記転写端へ前記転写テープを案内し得る平行支持
端をさらに有するものとしている請求項１、２又は３記載の転写具。
【請求項５】
前記平行支持端を、前記転写ヘッドに一体に設けたものとしている請求項４記載の転写具
。
【請求項６】
前記転写具本体を、前記転写端を通過した前記テープを収容し得るテープ収容部を有する
ものとし、
前記転写ヘッドを、前記転写端から前記転写具本体に至るまでの前記転写テープの幅方向
の移動を規制し得る収容ガイド部を有するものとしている請求項１、２、３、４又は５記
載の転写具。
【請求項７】
前記転写具本体を、前記転写ヘッドに至るまでの前記転写テープを所定角度旋回保持し得
る旋回支持部を有するものとしている請求項１、２、３、４、５又は６記載の転写具。
【請求項８】
前記旋回支持部を、前記転写テープを９０°旋回させ得るものとしている請求項７記載の
転写具。
【請求項９】
前記転写テープを、前記テープの表面側に修正剤を設けた修正テープとしている請求項１
、２、３、４、５、６、７又は８記載の転写具。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、修正剤や粘着剤といった転写物を紙などの転写対象物に好適に転写し得る転
写具に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来、例えば粘着剤や修正剤などの転写物を付着させた転写テープを巻回した状態で筐
体内に内蔵し、転写ヘッドの位置で転写物を露出させ、その露出した部分を紙などの転写
対象物に接した状態で、転写ヘッドを移動させることによって、転写物を好適に転写対象
物へと転写し得る転写具が多数開発されている。
【０００３】
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　斯かる転写具のうちの多くのものは、転写ヘッドの転写端において好適に転写物を転写
するために、転写ヘッドに、転写テープの幅方向の移動を規制するためのガイド壁を設け
て、当該ガイド壁が転写テープを転写端へ案内することにより、転写物の正確な転写を担
保するものとしている。
【特許文献１】特開２００５－２８８９８１号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、正確に所定方向に直線状に転写しようとしても、実際には使用者の手首
や肘、或いは指の関節の動き等により、若干曲がったりずれたりしながら転写具を移動さ
せることとなる。そのような場合、曲りやずれが大きいものとなると転写テープが、特に
転写端付近において上述のガイド壁に干渉される事によって、転写テープの皺やねじれを
招来し、転写物の一部又は全部が転写されないことから転写物がテープの形状通りに転写
されないこととなってしまう。
【０００５】
　ここで図８に、従来の転写具において、転写具本体に取り付けられている転写ヘッドＨ
を採用した場合を模式的に示す。斯かる転写ヘッドＨは、転写具本体１に取り付けられて
転写テープの一例である修正テープＴを支持し、ヘッド本体Ｈ１０の転写端Ｈ１０ａにお
いて修正剤ｓを転写するものである。正常な転写方向から、手指等の動作によって幅方向
にずれて転写された場合、転写テープＴが幅方向に移動してヘッド本体Ｈ１０から起立す
る図示のガイド壁Ｈ１１や、図示しない転写具本体に干渉されることにより、転写テープ
Ｔにおいて修正剤ｓを支持しているテープｔに上述の皺やねじれが生じてしまう。すると
、図示のように転写テープＴの何れかの端部が平面視一部欠落した状態を構成してしまう
こととなる。そしてこのような場合修正剤ｓは所望の箇所に正確に塗布されずに一部欠落
した形状で塗布されてしまうため、使用者は再び転写具を慎重に取扱いながら転写作業を
やり直すなどという余分な作業を強いられてしまう。
【０００６】
　具体的には、修正剤の場合は所望の箇所に塗布することができないため、再び転写具を
慎重に取扱いながら転写するなどという余分な作業を招来してしまう。他方、転写物が粘
着剤の場合は十分量の粘着剤が転写されず、転写対象物を確実に止着出来ないといったこ
とが起こり得るものとなっている。
【０００７】
　本発明は、このような不具合に着目したものであり、簡便且つ正確、確実に転写物を転
写し得る転写具を提供する。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明は、このような目的を達成するために、次のような手段を講じたものである。す
なわち、本発明に係る転写具は、紙などの転写対象物に転写し得る転写物をテープの表面
側に設けた転写テープを収容する転写具本体と、当該ヘッド本体から起立し前記転写具本
体から前記転写端に至るまでの前記転写テープの幅方向の移動を規制し得るガイド壁を設
けるとともに前記ガイド壁の前記転写端側に位置する先端縁から前記転写端に至るまで前
記転写テープの幅方向の移動を許容するスライド許容領域を設けた転写ヘッドとを有する
ものであって、当該スライド許容領域により前記転写テープの幅方向の移動を許容するス
ライド許容寸法を、前記ガイド壁が前記転写テープの幅方向の移動を規制する規制寸法よ
りも大きく設定していることを特徴とするものである。
【０００９】
　このようなものであれば、スライド許容領域における好適な修正テープＴの幅方向への
移動を担保しつつ、好適にガイド壁によって一定寸法以上のずれやゆがみを禁止して、簡
便且つ正確な転写テープの転写を担保することが可能である。
【００１０】
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　ガイド壁に確実に転写テープをガイドさせ得るための構成として、ガイド壁を、転写具
本体から垂直に起立する構成を挙げる事ができる。
【００１１】
　そして、スライド許容領域によって好適な転写テープの幅方向への移動をより有効に実
現し得るためには、規制寸法をスライド許容寸法の５０％～１０％に設定することが望ま
しい。
【００１２】
　そして、転写テープが幅方向に移動した際にガイド壁に当接しても、当該転写テープに
皺や撓みを形成され難くするためには、転写端の幅方向に平行して延伸し転写端へ転写テ
ープを案内し得る平行支持端をさらに設けたものとすることが望ましい。また平行支持端
の延びる方向と転写端の幅方向と安定して平行に保持するためには、当該平行支持端を転
写ヘッドに一体に設けたものとすることが好ましい。
【００１３】
　他方、転写具本体を、転写端を通過したテープを収容し得るテープ収容部を有するもの
とした場合、転写端を通過したテープを再び転写具本体へ正確に収容するための有効な構
成として、転写ヘッドを、転写端から転写具本体に至るまでの転写テープの幅方向の移動
を規制し得る収容ガイド部を有するものを挙げることができる。
【００１４】
　転写具本体を、転写ヘッドに至るまでの転写テープを所定角度旋回保持し得る旋回支持
部を有する構成を採用している場合には、テープを旋回させているために幅方向への移動
の際にテープに皺を生じさせやすいものとなるが、斯かる構成を有する転写具に対しても
、本発明に係る転写具は、好適に転写テープの幅方向への移動を案内し得るものとしてい
る。ここで転写具本体内でテープを旋回させ得る角度は限定されるものではなく、例えば
手指により転写具本体を掴んだ体勢を考慮して転写ヘッドの向きを設定する事によって転
写テープを所定角度旋回させているものや、また、転写ヘッドの角度を旋回可能に構成し
た態様を有するものにおいても、上述の構成を好適に採用する事が可能である。
【００１５】
　特に発明に係る転写具は、斯かる旋回支持部を、転写テープを９０°旋回させ得るもの
とすることによって、いわゆる横引き式の転写具を好適に構成したものとしている。
【００１６】
　そして本発明に係る転写具は、転写テープを、テープの表面側に修正剤を設けた修正テ
ープとすることにより、修正剤を簡便かつ正確に転写することにより、印刷或いは筆記し
た文字等の修正を好適に行い得る転写具を構成することができる。
【発明の効果】
【００１７】
　本発明によれば、スライド許容領域における好適な修正テープＴの幅方向への移動を担
保しつつ、好適にガイド壁によって一定寸法以上のずれやゆがみを禁止して、簡便且つ正
確な転写テープの転写を担保することが可能である。そうすることにより、転写テープに
皺や撓みが形成されてしまう事によって転写物の一部が欠落した状態で不規則な形状で転
写されてしまうという不具合を有効に解消し、簡単且つ正確、確実に転写を行い得る転写
具を提供することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１８】
以下、本発明の実施形態について図面を参照して説明する。
【００１９】
　本実施形態に係る転写具Ａを図１乃至図５に示す。この転写具Ａは、例えば紙などの転
写対象物Ｐへ、テープｔの表面側に修正剤ｓを転写する、転写テープである修正テープＴ
を転写具本体１内に収容・保持しているものである。
【００２０】
　またこの転写具Ａは図１、図２等に示すように、転写具本体１の厚み方向に対して修正
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剤ｓが平行に引き出される、いわゆる横引き式のものとなっている。すなわち、転写具本
体１を、転写ヘッド４に至るまでの修正テープＴを所定角度である９０°旋回保持、すな
わち旋回させた状態で保持し得る旋回支持部１０を構成するものとしている。
【００２１】
　ここで、本実施形態に係る転写具Ａは、このような転写具本体１と転写ヘッド４とを有
しているものであるが、特に、当該ヘッド本体４０から起立し転写具本体１から転写端４
０ａに至るまでの修正テープＴの幅方向の移動を規制し得るガイド壁４１を設けるととも
にガイド壁４１の転写端４０ａ側に位置する先端縁４１ａから転写端４０ａに至るまで修
正テープＴの幅方向の移動を許容するスライド許容領域４０ｂを設けたものである。そし
て、当該スライド許容領域４０ｂにより修正テープの幅方向の移動を許容するスライド許
容寸法ｄ１を、ガイド壁４１が修正テープＴの幅方向の移動を規制する規制寸法ｄ２より
も大きく設定していることを特徴としている。
【００２２】
　以下、転写具Ａの具体的な構成について詳述する。
【００２３】
　転写具本体１は、図２及び図４に示すように、半割構造をなす支持筐体３１と、カバー
筐体３２とを有し、これら支持筐体３１とカバー筐体３２との間に転写ヘッド４を挟み込
むとともに、転写物たる修正剤ｓを塗布した状態となっている修正テープＴ、並びに修正
剤ｓを転写した後のテープｔをそれぞれ保持している巻回軸部２を有している。そして当
該巻回軸部２と転写ヘッド４とによって、転写具本体１内で修正テープを９０°旋回させ
る旋回支持部１０を構成している。
【００２４】
　巻回軸部２は、図２における破線、並びに図３等に示すように、修正剤を転写した後の
テープを巻回収容し得るテープ収容部たる巻取軸部２１と、修正テープを巻回保持してい
る巻出軸部２４と、これら巻取軸部２１の回転と巻出軸部２４の回転とを連動させるため
のベルト２７とを有しているものである。巻取軸部２１は、支持筐体３１に回転可能に支
持された巻取コア２３と、巻取コア２３に取り付け且つベルト２７を掛け回した巻取プー
リ２２とを有している。ここで、本実施形態では、これら巻取コア２３、巻取プーリ２２
とともに回転する巻回した状態にあるテープｔをも含んで、軸芯周りに回転する部分全体
を巻取軸部２１と称している。巻出軸部２４は、支持筐体３１に支持された巻出コア２６
と、巻出コア２６に取り付けられ且つベルト２７を掛け回した巻出プーリ２５とを主に有
している。ここで上述の巻取軸部２１と同じく、本実施形態ではこれら巻出コア２６及び
巻出プーリ２５とともに回転する修正テープＴをも含んで、軸芯周りに回転する部分全体
を巻出軸部２４と称している。そしてベルト２７は、具体的には巻出プーリ２５及び巻取
プーリ２２に架け渡すことによって、巻出軸部２４の回転と、巻取軸部２１の回転とを連
動させているものであるが、回転を連動させる手段としては、当該ベルト２７に限られる
ことはなく、他にギアを用いる態様など、既存の種々の構成を採用することができる。
【００２５】
　転写ヘッド４は、図２、図３、図４、図５及び図６に示すように、ヘッド本体４０とガ
イド壁４１とに加えて、収容ガイド部４３を主に有している。ヘッド本体４０は、転写具
本体１に収容されたテープｔを表出させ先端側に設けた転写端４０ａにおいて修正剤ｓを
転写対象物である紙Ｐに転写するものである。そしてヘッド本体４０の両側縁には、基端
から先端付近にかけてガイド壁４１を起立させている。ガイド壁４１は、転写端４０ａを
構成すると当該ヘッド本体４０から垂直に起立し転写具本体１から転写端４０ａに至るま
での修正テープＴの幅方向の移動を有効に規制しているものである。斯かるガイド壁４１
の具体的に説明すると、転写具本体１から転写端４０ａに至るまで起立寸法を漸次低く形
成したものとなっている。収容ガイド部４３は、特に図３に示すように、ヘッド本体４０
において、ガイド壁４１の裏面側に配置されている。具体的に説明すると、転写端４０ａ
から転写具本体１に至るまでの修正テープＴの幅方向の移動を規制するためのものである
。斯かる収容ガイド部４３により、幅方向に修正テープＴが移動した場合であっても、転
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写後のテープｔが正確に転写具本体１側へ案内され得るものとなっている。
【００２６】
　しかして本実施形態に係る転写具Ａは、当該ヘッド本体４０から起立し転写具本体１か
ら転写端４０ａに至るまでの修正テープＴの幅方向の移動を規制し得るガイド壁４１を設
けるとともにガイド壁４１の転写端４０ａ側に位置する先端縁４１ａから転写端４０ａに
至るまで修正テープＴの幅方向の移動を許容するスライド許容領域４０ｂを設けたもので
ある。そして、当該スライド許容領域４０ｂにより修正テープの幅方向の移動を許容する
スライド許容寸法ｄ１を、ガイド壁４１が修正テープＴの幅方向の移動を規制する規制寸
法ｄ２よりも大きく設定していることを特徴としている。
【００２７】
　ガイド壁４１は、図４及び図５に示すように、本実施形態ではヘッド本体４０における
基端側において、修正テープＴの幅方向への移動を規制するにあたり、本実施形態では、
一対のガイド壁４１間の寸法は、実際の修正テープＴの幅寸法よりも、５％～５０％大き
く設定するものとしている。そして本実施形態では斯かるガイド壁４１が修正テープＴの
延伸方向に沿って占める寸法を規制寸法ｄ２としている。
【００２８】
　スライド許容領域４０ｂは、図５に示すように、ガイド壁４１の先端縁４１ａから転写
端４０ａにかけて設けられた修正テープＴを平面状となるように支持し得る領域である。
そして本実施形態では斯かるスライド許容領域４０ｂが修正テープＴの延伸方向に沿って
占める寸法をスライド許容寸法ｄ１としている。
【００２９】
　ここで、上述のガイド壁４１によって決定される規制寸法ｄ２は、当該スライド許容寸
法ｄ１の５０％～１０％に設定しているものである。そして斯かるガイド壁４１とスライ
ド許容領域４０ｂとを設けることにより、ガイド壁４１によって、当該修正テープＴの幅
寸法の５％～５０％スライド可能に設定しているので、スライド許容領域４０ｂにおいて
はさらに大きな範囲で修正テープＴをスライド移動可能に構成することができる。このよ
うに構成することにより、例えば手指の動作による転写端４０ａにおける修正テープＴの
幅方向の移動を有効に許容しつつガイド壁４１によって修正テープがある程度以上スライ
ド移動することを有効に抑制することが可能である。
【００３０】
　以上のような構成とすることにより、本実施形態に係る転写具Ａは、スライド許容寸法
ｄ１を規制寸法ｄ２よりも大きく設定している。具体的には、規制寸法ｄ２をスライド許
容寸法ｄ１の５０％～１０％に設定している。斯かる構成により、スライド許容領域４０
ｂにおける好適な修正テープＴの幅方向への移動を担保しつつ、好適にガイド壁４１によ
って一定寸法以上のずれやゆがみを禁止して、簡便且つ正確な修正テープＴの転写を担保
することが可能である。
＜変形例＞
　続いて、本発明の変形例について図６及び図７に示して詳述する。なお、本実施形態に
おいて上記第一実施形態と同様の構成要素については同じ符合を付して詳細な説明を省略
するものとする。
【００３１】
　この変形例に係る転写具Ａは、上述の転写具本体１と、ヘッド本体４０、ガイド壁４１
、収容ガイド部４３を具備している転写ヘッド４を有するものである。
【００３２】
　しかして本変形例に係る転写具は、本実施形態に係る転写具Ａは上述の通り、転写ヘッ
ド４が転写端４０ａの幅方向に平行して延伸して、転写端４０ａに至る前の修正テープＴ
を支持し転写端４０ａへ案内する平行支持端４４とを少なくとも具備しているものである
。
【００３３】
　平行支持端４４は、図６及び図７に示すように、本実施形態では転写ヘッド４における
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転写端４０ａの反対側、すなわち基端側においてヘッド本体４０から突出させて一体に形
成したものである。そして、平行支持端４４は、図７に示すように、修正テープＴを裏面
側から支持する先端部分によって形成される仮想の平行支持線βを、転写端４０ａの幅方
向を示す仮想の線γに対して互いに平行を成すように構成したものである。係る平行支持
端４４を採用することによって、図６に模式的に示すように、平行支持端４４から転写端
４０ａまで修正テープＴが旋回することのない水平な平面である引き出し平面Ｆを構成し
ている。
【００３４】
　このように、平行支持端４４に係る構成により、使用者が転写する動作を行う際の軽微
なずれや曲りはガイド壁４１に、引き出し平面Ｆを構成している修正テープＴの側端を当
接させて安定して転写具Ａの動きを案内し得たものとなっている。
【００３５】
　以上、本発明の実施形態について説明したが、各部の具体的な構成は、上述した実施形
態のみに限定されるものではなく、本発明の趣旨を逸脱しない範囲で種々変形が可能であ
る。
【００３６】
　例えば、上記変形例では平行支持端を転写ヘッドに形成したものとしたが、平行支持端
は転写ヘッドに形成する態様に限定される事はなく、例えば転写具本体に設けたものとし
てもよい。また、平行支持端は転写具本体並びに転写ヘッドとは別体に設けたものであっ
てもよい。
【００３７】
　その他、各部の具体的構成についても上記実施形態に限られるものではなく、本発明の
趣旨を逸脱しない範囲で種々変形が可能である。
【図面の簡単な説明】
【００３８】
【図１】本発明の一実施形態に係る外観図。
【図２】同上。
【図３】同実施形態に係る構成説明図。
【図４】同要部外観図。
【図５】同要部説明図。
【図６】本発明の変形例に係る構成説明図。
【図７】同変形例に係る要部説明図。
【図８】本発明の背景技術に係る模式的な説明図。
【符号の説明】
【００３９】
　１…転写具本体
　１０…旋回支持部。
【００４０】
　２１…テープ収容部（巻取軸部）
　４…転写ヘッド
　４０…ヘッド本体
　４０ａ…転写端
　４０ｂ…スライド許容領域
　４１…ガイド壁
　４１ａ…先端縁
　４３…収容ガイド部
　４４…平行支持端
　Ａ…転写具。
【００４１】
　ｄ１…スライド許容寸法
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　ｄ２…規制寸法
　Ｐ…紙、転写対象物
　ｓ…転写物（修正剤）
　ｔ…テープ
　Ｔ…転写テープ（修正テープ）

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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