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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　転写テープディスペンサ内の転写テープを誘導するように適合されるアプリケータチッ
プシステムであって、
　前縁（３０）、後縁（１０６）、第１側縁（１０８）、第２側縁（１１０）、上面（８
４）及び底面（８２）を有するプラットホーム（１０２）を含むアプリケータチップ（２
８）を備え、
　前記上面、底面及び前縁は、転写テープ（３２）を支持するように適合され、
　第１壁（１１６）がプラットホームの第１側縁に隣接し、第２壁（１２４）がプラット
ホームの第２側壁に隣接し、
　少なくとも一つの隆起部（１３２，１３２ａ，１３２ｂ，１３２ｃ，１３２ｄ）がアプ
リケータチップの上面から上方に突出し、
　前記隆起部は、隣接する前記後縁から前記前縁に向かって延び、かつ転写テープの外側
両縁（３２ａ，３２ｂ）をプラットホームの前記上面に隣接状態に保つように適合され、
　前記少なくとも一つの隆起部（１３２，１３２ａ，１３２ｂ，１３２ｃ，１３２ｄ）が
、転写テープを凸形状に保つように適合され、
　前記少なくとも一つの隆起部（１３２，１３２ａ，１３２ｂ，１３２ｃ，１３２ｄ）が
、円柱（１３２）、一連のポスト（１３２ｃ）、単一のポスト（１３２ｄ）、アーチ（１
７６）、を含む群から選択されるアプリケータチップシステム。
【請求項２】
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　前記各側壁は溝（１１８，１２６）を含み、該溝は、各側壁それぞれの前方部分（１２
０，１２８）及び後方部分（１２２，１３０）を形成する請求項１のアプリケータチップ
システム。
【請求項３】
　前記側壁（１６６，１６８）は、プラットホームを覆うように曲げられる請求項１のア
プリケータチップシステム。
【請求項４】
　前記プラットホームは、スロット（１７４）によって分割された第１脚部（１７０）及
び第２脚部（１７２）を含む請求項１のアプリケータチップシステム。
【請求項５】
　前記隆起部は、第１端部（１８２）及び第２端部（１８４）を有するアーチ（１７６）
であり、第１端部は前記第１脚部に連結され、第２端部は前記第２脚部に連結され、該ア
ーチはプラットホームとは反対側の凸面（１７８）を含み、該凸面は、転写テープを凸形
状に保つように適合される請求項４のアプリケータチップシステム。
【請求項６】
　ハウジング（２２）と、
　ハウジング内に回転可能に配置される供給スプール（２４）と、
　ハウジング内に回転可能に配置される巻取りスプール（２６）と、
　供給スプールに連結される第１端部と巻取りスプールに連結される第２端部とを有する
転写テープ（３２）とを備え、
　該アプリケータチップはハウジング内に部分的に配置され、
　転写テープは、供給スプールから該アプリケータチップの前縁を回り巻取りスプールへ
と進む請求項１のアプリケータチップシステム。
【請求項７】
　前記供給スプールの回転軸線は、アプリケータチップの前縁とは平行ではない請求項６
のアプリケータチップシステム。
【請求項８】
　前記供給スプールの回転軸線は、アプリケータチップの前縁に対してほぼ垂直である請
求項７のアプリケータチップシステム。
【請求項９】
　使用時にハウジングに対するアプリケータチップの力を緩和する、該アプリケータチッ
プ上に配置されるクッション体（９４）を更に含む請求項６のアプリケータチップシステ
ム。
【請求項１０】
　前記アプリケータチップは、ハウジングに旋回可能に取り付けられる請求項９のアプリ
ケータチップシステム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本開示は、転写テープディスペンサに関し、更に詳しくは、転写テープディスペンサに
使用するための、隆起部を有するアプリケータチップに関する。
【背景技術】
【０００２】
　転写テープ（もしくは移送テープ）ディスペンサは、材料の塗布（適用）層を、可倒性
（フレキシブル）キャリアテープからある面に塗布する（適用するもしくは付ける）ため
に一般的に使用される。該ディスペンサは、一般にアプリケータチップ（アプリケータ先
端部）を含み、該チップは、塗布層が一側部にコーティングされたキャリアテープを供給
スプールから受け入れ、塗布層を面に塗布する。次いで、戻しスプールがキャリアテープ
を回収する。
【０００３】
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　アプリケータチップはプラットホームを含み、キャリアテープは該プラットホームを横
切って越える。テープガイドは、一般に、アプリケータチップのプラットホームから垂直
に延びる。テープガイドは、ディスペンサの使用時に、キャリアテープがプラットホーム
の側部から滑って外れることを許容しないことにより、アプリケータチップのプラットホ
ーム上にキャリアテープを保つ。
【０００４】
　塗布層は、一又は複数の材料層から成り得る。塗布層は、アプリケータチップによって
面に押し付けられた際、塗布層はキャリアテープから解放され、該面へと移される。修正
塗布層は、マークを覆い隠す不透明層と、不透明層を面に取り付ける接触粘着層とから成
る。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　ある状況において、キャリアテープは、その長さ（長手）に沿って折り重なり得ること
が分かっている。テープガイドは、キャリアリボン（キャリアテープ）をプラットホーム
上に維持するために有効であるが、キャリアテープが折り重ならないことを保証する効果
はない。これは、ユーザが、マークを覆い隠すために、曲がっているかもしくはねじれて
いる経路をなぞらなければならない場合に特に問題である。これはまた、供給スプールか
ら出た後でアプリケーションチップを横断する前に、キャリアテープがその長さ（長手）
に沿って９０度回転しなければならない転写テープディスペンサのある設計において問題
となり得る。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明によれば、転写テープを転写テープディスペンサに向けるように適合されるアプ
リケータチップシステムであって、前縁、後縁、第１側縁、第２側縁、上面及び底面を有
するプラットホームを含むアプリケータチップを備え、前記上面、底面及び前縁は、転写
テープを支持するように適合され、第１壁がプラットホームの第１側縁に隣接し、第２壁
がプラットホームの第２側壁に隣接し、少なくとも一つの隆起部がアプリケータチップか
ら突出し、かつ転写テープの外側両縁をプラットホームの前記上面に隣接状態に保つよう
に適合されるアプリケータチップシステムが提供される。
【０００７】
　また、本発明によれば、転写テープディスペンサであって、ハウジングと、ハウジング
内に回転可能に配置される供給スプールと、ハウジング内に回転可能に配置される巻取り
スプールと、供給スプールに連結される第１端部と巻取りスプールに連結される第２端部
とを有する転写テープと、ハウジング内に部分的に配置されるアプリケータチップとを備
え、アプリケータチップは、前縁、後縁、第１側縁、第２側縁、上面、底面を有するプラ
ットホームであって、転写テープが前記上面にわたって前記前縁を回りかつ前記底面にわ
たって延びる該プラットホームと、前記第１側縁に隣接する第１側壁と、前記第２側縁に
隣接する第２側壁と、アプリケータチップから突出し、かつ転写テープの外側両縁をプラ
ットホームの上面に隣接状態に保つように適合される少なくとも一つの隆起部とを含む転
写テープディスペンサが提供される。
【０００８】
　更に、本発明によれば、修正テープディスペンサ内の修正テープを案内するように適合
されるアプリケータチップシステムであって、前縁、後縁、第１側縁、第２側縁、上面及
び底面を有するプラットホームを含みかつ縦方向軸線を規定するアプリケータチップを備
え、該上面、底面及び前縁は、キャリアリボンを支持するように適合され、第１壁がプラ
ットホームの第１側縁に隣接し、第２壁がプラットホームの第２側縁に隣接し、該アプリ
ケータチップシステムは、プラットホームにわたって配置された修正テープの長手が縦方
向に折り重なることを防止するための手段を備えるアプリケータチップシステムが提供さ
れる。
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【０００９】
　更にまた、転写テープディスペンサ内の転写テープを誘導するように適合されるアプリ
ケータチップシステムであって、前縁、後縁、第１側縁、第２側縁、上面及び底面を有す
るプラットホームを含むアプリケータチップを備え、該上面、底面及び前縁は、転写テー
プを支持するように適合され、第１壁がプラットホームの第１側縁に隣接し、第２壁がプ
ラットホームの第２側縁に隣接し、該アプリケータチップシステムは、該アプリケータチ
ップの上面から立ち上がる少なくとも一つの隆起部を備え、該隆起部は円柱の一部の形状
であり、該隆起部は、転写テープがその長手に沿って折り重ならないように転写テープを
強制的に凸形状にするように適合されるアプリケータチップシステムが提供される。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１０】
　図１～８を参照すれば、本開示の教示に従う転写テープディスペンサ２０が全体的に示
される。転写テープディスペンサ２０は、ケース２２と、供給スプール２４と、戻し（巻
取り）スプール２６と、適用縁端３０を有するアプリケータチップ２８とを含む。転写テ
ープディスペンサ２０はまた修正テープ３２を含み、修正テープ３２は、塗布（適用）層
（図示せず）及びキャリアテープ（図示せず）を有する。転写テープディスペンサ２０に
おける転写テープ３２の走行路は、供給スプール２４で始まり、戻しスプール２６で終端
する。テープポスト３８は、転写テープ３２を、供給スプール２４からアプリケータチッ
プ２８へ、及びアプリケータチップ２８から戻しスプール２６へとそれぞれ向ける。適用
縁端３０を（図７に示されるような）ある面４２に押し付けた場合、上記塗布層（図示せ
ず）が面４２に付着し、該塗布層が塗布された面４２部分をマスクする。次いで、キャリ
アテープ（図示せず）は、戻しスプール２６によって回収される。転写テープディスペン
サ２０は、この例において、クッション体９４を含み、クッション体９４は、面４２への
適用縁端３０の押付けを和らげる。転写テープディスペンサ２０は、この例において、転
写テープ３２の過度の緊張の増大を回避するため、必要時に戻しスプール２６の回転に対
して供給スプール２４のスリップ（滑り）を与えるためのスリップクラッチ機構４６を更
に含む。
【００１１】
　当業者は、転写テープ３２の塗布層（図示せず）が多くの機能を提供し得ることを容易
に認識するであろう。例えば、塗布層（図示せず）は、粘着性材料、強調材料、もしくは
装飾（化粧）コーティング材料であり得る。従って、塗布層（図示せず）の一側面は、面
４２に付着し得るのに対し、塗布層（図示せず）の他側面は、異なる機能性を提供し得る
。しかしながら、開示した例において、塗布層（図示せず）は修正テープ層であり、そう
いうものとして言及さられる。修正テープ層（図示せず）は、該層が塗布された面４２の
一部をマスクするため、面４２に塗布（適用）され得る。修正テープ層（図示せず）は、
キャリアテープの一側面に適用される。キャリアテープは、プラスチックもしくは紙製で
可倒性のリボンもしくはストリップから成る。
【００１２】
　図２を参照して、ケース２２は、第１側部４７と第２側部４９を含み、これら側部は、
転写テープディスペンサ２０の種々の構成要素を収容するために互いに取り付けられる。
本開示例において、ケース２２の二つのハウジング４７及び４９は、第１側部４７におけ
る舌部５１が第２側部４９における溝５３と係合することにより、分離可能に互いに取り
付けられる。二つのハウジグング４７及び４９を互いに固定するため、第２側部４９は、
ロッキングタブ５５を含み、該タブは、第１側部４７における対応する開口５７と係合す
る。ケース２２は、所望の形状とされ得る。しかしながら、開示例において、ケース２２
は、ユーザが操作する際、快適で直感的に理解できる操作を与えるような人間光学的形状
とされている。
【００１３】
　図１及び２を参照して、転写テープディスペンサ２０は、人差し指グリップパッド３１
と、親指グリップパッド３３と、ケース２２に旋回（回転もしくは枢動）可能に取り付け
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られるアプリケータチップカバー３５とを含む。人差し指グリップパッド３１は、ケース
２２の上部に配置され、該パッドに、ユーザは、転写テープディスペンサ２０の使用時に
人差し指を一般に置く。グリップパッド３１及び３３は、ケース２２の一部であって同じ
材料から構成されるか、又は、ケース２２に取り付けられるかもしくは形成された同じか
もしくは異なる材料からなる独立したグリップパッドであり得る。本開示例において、グ
リップパッド３１及び３３は、エラストマーから構成されて、ケース２２に取り付けられ
る。更に、転写テープディスペンサ２０を把持する際、ユーザの指とグリップパッド３１
及び３３との間に十分な握りを与えるため、両グリップパッド３１及び３３は、軟質プラ
スチックから構成され得、また、それぞれの表面にいくつかの隆起部３７を含み得る。
【００１４】
　アプリケーションチップカバー３５は、不使用時にアプリケータチップ２８を保護する
ために使用され得る。図２を参照すれば、アプリケータチップカバー３５は、全体的に、
ケース２２の横方向断面外形と対応する形状とされる。アプリケータチップカバー３５の
各端部３９は、ケース２２の第１側部４７又は第２側部４９の一方に旋回可能に取り付け
られる。従って、アプリケータチップカバー３５は、両端部３９間を貫通する軸線（図示
せず）の周りに回転する。転写テープディスペンサ２０が用いられている際、アプリケー
タチップカバー３５は、図１に示されるように、開位置へと旋回もしくは回転させられ得
る。転写テープディスペンサ２０がもはや用いられていない場合、ユーザは、アプリケー
タチップカバー３５を、チップ２８を覆う閉位置（図示せず）へと方向４１に回転させ得
る。アプリケータチップカバー３５は、使用される場合、アプリケータチップ２８及び適
用縁端３０を防護し、外部物体が入り込み、アプリケータチップ２８、適用縁端３０及び
転写テープ３２と接触するようなることを防止する。当業者は、アプリケータチップ２８
が種々のカバーによって覆われ得ることを容易に認識するであろう。例えば、転写テープ
ディスペンサ２０は、アプリケータチップ２８が配置させるケース２２部分と同様の形状
とされるキャップ（図示せず）を含み得る。ユーザは、アプリケータチップ２８を覆うた
め、ケース２２の対応部分に上記キャップを配置し得る。
【００１５】
　ケース２２は、ケース２２内部で駆動ホイール５０を取り付けるための軸４８を含む。
駆動ホイール５０は、軸４８に回転可能に取り付けられるために中心ハブ５２を含む。軸
４８は、横方向に、この例において第２側部４９から第１側部４７へと延びる。従って、
駆動ホイール５０は、軸４８周りを自由に回転することができるが、他のどのような方向
への移動もしくは回転も防止される。供給スプール２４は、駆動ホイール５０の供給側部
５８に回転可能に取り付けられ、詳細は後述するように、駆動ホイール５０と共に回転す
ることができ、又は、必要時に駆動ホイール５０に対してスリップすることができる。戻
しスプール２６は、駆動ホイール５０の戻し側部６０に配置される。本開示例において、
戻しスプール２６は、駆動ホイール５０の一体部分であり、そのため、駆動ホイール５０
と共に回転する。開示した例において、戻しスプール２６は、駆動ホイール５０の戻し側
部６０と一体でかつ該側部から外側に突出する円形レッジ６２である。円形レッジ６２は
、駆動ホイール５０と同心であり、転写テープ３２の幅より広い幅を有する。従って、円
形レッジ６２は、巻取り態様において、従って戻しスプール２６において転写テープ３２
のキャリアテープ（図示せず）を回収するために該戻しスプール２６を形成する。転写テ
ープ３２が円形レッジ６２に巻き付けられている際に円形レッジ６２を滑って外れること
を防ぐため、転写テープ３２を戻しスプール２６上に収める複数の側壁６４が円形レッジ
６２の周囲に設けられる。
【００１６】
　供給スプール２４から転写テープ３２を（少しずつ）供給するため、駆動ホイール５０
が供給方向６６に回転し、転写テープ３２を供給スプール２４から巻き出す。加えて、キ
ャリアテープ（図示せず）は、駆動ホイール５０が供給方向６６に回転する際、戻しスプ
ール２６に巻かれることにより該スプール２６上に回収される。従って、転写テープ３２
は、供給スプール２４の上部（最高部）から巻き出されることによって供給され、かつ、
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戻しスプール２６の底部から該スプール２６上に巻かれることによって回収される。しか
しながら、当業者は、転写テープ３２の前述の巻出し及び巻取り構成は、同じ結果を実現
するために反転され得ることを認識するであろう。
【００１７】
　ホイール５０が非供給方向（すなわち、供給方向６６の反対方向）に回転することを防
止するため、駆動ホイール５０は、駆動ホイール５０の戻し側部２６に半径方向に配置さ
れるある数の可撓性タブ６８を含む。該タブ６８は、第２側部４９の内部に半径方向に配
置される多数の戻り止め７０と係合する。図４に示すように、可撓性タブ６８は、くさび
形先端部７２を有し、該先端部は、これらもまたくさび形状である戻り止め７０と係合す
る。供給方向６６において、各くさび形先端部７２の角度付き面は、戻り止め７０の角度
付き面と係合する。従って、可撓性タブ６８の可撓性は、可撓性タブ６８のくさび形先端
部７２の角度付き面を戻り止め７０上に滑らせて、駆動ホイール５０の供給方向６６への
回転を許容する。その一方、駆動ホイール５０が非供給方向に回転させられる場合、各く
さび形先端部７２の垂直面が戻り止め７０の垂直面と係合して、ホイール５０が非供給方
向に回転することを防止する。
【００１８】
　転写テープ３２が供給スプール２４から巻き出されて戻しスプール２６に巻き取られる
につれ、転写テープ３２の保管を含む供給スプール２４の直径は縮小し、キャリアテープ
（図示せず）の保管を含む戻しスプールの直径は拡大する。二つのスプール２４、２６は
一般に同時に回転するので、変化する直径は、転写テープ３２の緊張を変化させるであろ
う。スリップクラッチ機構４６は、供給スプール２４及び戻しスプール２６の直径が変化
する際、転写テープ３２における望ましい最大の緊張を維持する。
【００１９】
　図３及び５に見られるように、スリップクラッチ機構４６は一組のシュー７４を含み、
シュー７４は、供給スプール２４の内径よりも全体的に小さい外径を有する。各弓形シュ
ー７４は、駆動ホイール５０の供給側部５８におけるハブ５２にスポーク７６で取り付け
られる。事実上、弓形シュー７４は、供給ハブ７８（波線で示す）を部分的に形成する。
供給ハブ７８は、駆動ホイール５０の供給側部５８に供給スプール２４を取り付けるため
、ハブ５２と同心である。各弓形シュー７４は、その幅にわたって延びる一組の隆起部８
０を含む。隆起部８０は、供給ハブ７８から半径方向外側にわずかに突出する。更に、隆
起部８０は、均等に間隔をおいた放射状態様で供給ハブ７８に対して分散させられる。従
って、供給スプール２４が供給ハブ７８に取り付けられると、隆起部８０は、弓形シュー
７４を撓ませ、供給スプール２４の内周に対して偏らせて、供給スプール２４の内周との
摩擦接触を維持する。
【００２０】
　戻しスプール２６の直径が供給スプール２４の直径よりも大きい場合、転写テープ３２
は、戻しスプール２６に巻かれる速度よりも迅速に供給スプール２４から巻き出される必
要がある。転写テープ３２の緊張（引っ張り）は、駆動ホイール５０に対する供給スプー
ル２４のより早い回転を与えるため、隆起部８０と供給スプール２４の内周との間の摩擦
力に打ち勝つのに十分なものである必要がある。従って、供給スプール２４から巻き出さ
れるテープの長さと、戻しスプール２６に巻き取られるテープの長さとを同調（一致）さ
せる必要がある場合、供給スプール２４は弓形シュー７４上を滑らなければならない。
【００２１】
　戻しスプール２６の直径が供給スプール２４の直径よりも小さい場合、転写テープ３２
は、戻しスプール２６に巻き取られる速度よりも遅く供給スプール２４から巻き出す必要
がある。転写テープ３２の緊張は、駆動ホイール５０に対して供給スプール２４のより遅
い回転を与えるため、隆起部８０と供給スプール２４の内周との間の摩擦力に打ち勝つの
に十分なものである必要がある。従って、供給スプール２４から巻き出すテープの長さと
、戻しスプール２６に巻き取られるテープの長さとを同調させる必要がある場合、供給ス
プール２４は弓形シュー７４上を滑らなければならない。
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【００２２】
　駆動ホイール５０と供給スプール２４との間に滑る（スリップする）ことができる係合
を与えることによって動作することを当業者は認識するであろう。従って、種々の既知の
スリップクラッチ機構、転写テープディスペンサ２０に対して利用され得る。例えば、可
撓性材料から構成されるガスケット、Ｏ－リングもしくはワッシャ（図示せず）が、供給
スプール２４の内周と摩擦係合するためにハブ５２に配置され得る。更に別の例において
、ハブ５２は、該ハブに半径方向に（もしくは放射状に）配置される複数の戻り止め（図
示せず）を含み得、該戻り止めは、供給スプール２４の内周の複数の戻り止め（図示せず
）と係合し得る。
【００２３】
　図６及び８を参照して、アプリケータチップ２８は、ケース２２の内部に旋回（枢動）
可能に取り付けられる。アプリケータチップ２８の、適用縁端３０を含む部分２９は、テ
ープ３２が面４２に適用され得るようにケース２２から突出する。しかしながら、アプリ
ケータチップ２８の突出部分２９は、転写テープ３２を適用縁端３０へと及び適用縁端３
０から案内するためにくさび形（Ｖ字形）状である。転写テープ３２は、供給スプール２
４から進行し、アプリケータチップ２８の適用側８４に達し、適用縁端３０を回って進み
、アプリケータチップ２８の非適用側８２を離れて戻しスプール２６に向かう。転写テー
プ３２を、アプリケータチップ２８上を進行させつつ適用側８４及び非適用側８２の両方
上に保つため、アプリケータチップ２８は、適用側及び非適用側に取り付けられ、これら
の幅を境界付けるガイド８６を含み得る。ガイド８６はまた、転写テープ３２及びキャリ
アテープ（図示せず）を、適用縁端３０へと及び適用縁端３０からそれぞれ案内するのに
役立つ。
【００２４】
　図８に示すように、開示したプリケータチップ２８は、転写テープ３２が供給スプール
２４から巻き出される際、転写テープ３２の向きに対して一般に９０度近くに配向される
。従って、この例において、テープポスト３８は、転写テープ３２を供給スプール２４か
らアプリケータチップ２８へと向け、また転写テープ３２をねじり、供給スプール２４と
アプリケータチップ２８との間の通路において転写テープ３２の向きを変える。また、テ
ープポスト３８は、転写テープ３２をアプリケータチップ２８から戻しスプール２６へと
向け、またキャリアテープ（図示せず）をねじり、アプリケータチップ２８と戻しスプー
ル２６との間の通路においてキャリアテープの向きを変える。供給テープポスト３８は、
望ましい機能を実行するため、種々の形状及び寸法を呈し得ることを当業者は認識するで
あろう。しかしながら、開示の例において、テープポスト３８は、ケースに取り付けられ
、かつ軸４８とおおむね平行な円柱状ロッドである。
【００２５】
　図７を参照して、転写テープ３２は、ユーザによって面４２に対して適用され、ユーザ
は、適用縁端３０の適用側８４を面４２に押し付けて、転写テープディスペンサ２０を方
向８８に移動させる。適用縁端３０における転写テープ３２と面４２との接触は、方向８
８への転写テープディスペンサ２０の移動と組み合わされて、転写テープ３２が供給スプ
ール２４から引かれるようにする。その間、適用縁端３０と面４２との接触は、転写テー
プ３２の修正テープ層（図示せず）を、適用縁端３０で面４２に付着させる。戻しスプー
ル２６が駆動ホイール５０と共に回転するので、キャリアテープ（図示せず）は、戻しス
プール２６によって引かれて、戻しスプール２６に巻き取って回収される。従って、転写
テープディスペンサ２０の方向８８への移動は、修正テープ層（図示せず）を付け（塗布
し）、方向８８に沿う面４２の部分をマスクする。
【００２６】
　アプリケータチップ２８はピボット軸９０を含み、ピボット軸９０は、面４２に適用さ
れた際に適用縁端３０においてアプリケータチップ２８の旋回を与えるため、ケース内に
旋回可能に取り付けられる。ピボット軸９０は、適用縁端３０と平行であり、また、ケー
ス２２から突き出る一組のフォーク９２内に旋回可能に取り付けられる。従って、各ピボ
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ット軸９０は、対応するフォーク９２内部で回動旋回し、アプリケータチップ２８の旋回
を与える。
【００２７】
　アプリケータチップ２８の旋回は、この例において、アプリケータ２８とケース２２の
第１側部４７との間に配置されたクッション体９４によって制限され、緩和（緩衝）され
る。適用縁端３０が面４２に押し付けられた際、アプリケータチップ２８は、図７に示す
方向９３に旋回する。アプリケータチップ２８が静止位置から旋回すると、アプリケータ
チップ２８のガイド８６はクッション体９４と接触し、そのため、キャリアテープがクッ
ション体９４とアプリケータチップ２８の非適用側８２との間を通ることを許容する。静
止位置からクッション体９４に接する適用位置へのアプリケータチップ２８の旋回は、ガ
イド８６がクッション体９４を圧縮するようにし、これは、アプリケータチップ２８を上
記静止位置へと戻るように偏らせる力と反応する（作用し合う）。該旋回が増大するにつ
れ、クッション体９４は更に圧縮され、これは、クッション９４の上記力をも増長させる
。従って、ユーザは、修正テープ層（図示せず）の均等な適用のために、適用縁端３０が
いかに強く（激しくもしくは固く）面４２に押し付けられ得るかを直感的に感知して確認
することができる。
【００２８】
　クッション体９４はまた、適用縁端３０が平坦でない面に適用されている際、アプリケ
ータチップ２８のクッション性のある旋回を提供し得る。更に、アプリケータチップ２８
のクッション性のある旋回は、適用縁端３０と面４２との間のどのような位置合わせ不良
をも補償することができる。当業者は、クッション体９４は、スプリング、ダンパーもし
くはこれら両方のように作動し得ることを容易に認識できるであろう。クッション体９４
は、この例において、ある方向に押し付けられた際に反対方向に反力を与える弾性体であ
る。
【００２９】
　図９を参照して、クッション体９４及びアプリケータチップ２８は、製造時に共（共同
）成形され得る。従って、クッション体９４は、一体型であり、また、一組のクッション
体側部９６を含む。該クッション体側部９６は、ガイド８６上に共成形され、ブリッジ９
８によって連結される。共成形クッション体９４をアプリケータチップ２８と共成形する
際、ブリッジ９８は、アプリケータチップ２８の非適用側８２と同一平面（面一）に配置
されるように非適用側８２における対応した寸法のへこみに適合する。
【００３０】
　クッション体９４は、上述したように例えばアプリケータチップ２８と共成形されるこ
とにより、アプリケータチップ２８に連結され得る。クッション体９４はまた、アプリケ
ータチップ２８又はケース２２のいずれかに連結されることなく、アプリケータチップ２
８とケース２２との間に配置される別個のクッション体であり得る。しかしながら、クッ
ション体９４は、この例において、アプリケータチップ２８及びケース２２とは異なる材
料から構成される。開示の例において、クッション体９４は、一体型エラストマー体とし
て構成される。クッション体９４はまた、アプリケータチップ２８とケース２２との間に
適合する形状とされる。更に、当業者は、クッション体９４及びアプリケータチップ２８
は、例えば射出成形法によって製造され得ることを認識するであろう。同様に、クッショ
ン体９４及びケース２２の第１側部４７は、例えば射出成形法によって共に製造され得る
。
【００３１】
　図１０及び１１を参照して、転写テープディスペンサ２０の使用に特に適したアプリケ
ータチップ２８が開示される。アプリケータチップ２８はプラットホーム１０２を含み、
プラットホーム１０２は、適用縁端３０、後縁１０６、左縁１０８、右縁１１０、適用側
８４及び非適用側８２を形成する。左縁１０８に隣接して第１側壁１１６がある。第１側
壁１１６は溝１１８を含み、溝１１８は、第１側壁１１６を前方部分１２０と後方部分１
２２とに分ける。右縁１１０に隣接して第２側壁１２４がある。第２側壁１２４も、第２
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側壁１２４を前方部分１２８と後方部分１３０とに分ける溝１２６を含む。図１及び６か
ら分かるように、各前方部分１２０、１２８は、ケース２２内部から外に突出し得、また
、各後方部分１２２、１３０は、ケース２２内部に配置され得る。前述したテープガイド
８６は、第１側壁１１６及び第２側壁１２４から構成される。
【００３２】
　この例において、適用側８４は供給側面であり、非適用側８２は戻し側面である。すな
わち、転写テープ３２は、供給スプール２４から適用側８４上へと進み、適用縁３０を回
り、非適用側８２にわたって戻しスプール２６へと戻る。
【００３３】
　アプリケータチップ２０の適用側３２から隆起部１３２が突出する。この例において、
隆起部１３２は円柱（円筒）の一部の形状である。隆起部１３２は、後縁１０６付近で適
用面８４から上方に突出する。図示の該隆起部は、適用縁端３０と後縁１０６との間の距
離のほぼ１／３の長さを有し、また、第１側壁１１６と第２側壁１１８との間の幅Ｗより
もわずかに小さい幅を更に有する。これらの寸法仕様は単なる例であり、他の寸法が有効
であり得る。例えば、隆起部１３２は、適用面８４の後端１０６付近に配置されるものだ
けには限定されない。隆起部は、適用側８４上のどこにでも配置され得る。更に、この例
において、隆起部は、適用側８４から上方に突出する。隆起部１３２はまた、非適用側８
２から突出し得、あるいは、隆起部１３２は、適用側８４及び非適用側８２の両方から突
出し得る。
【００３４】
　図５に示すように、転写テープ３２は、側縁３２ａ及び３２ｂと中間部３２ｃとを有す
る。隆起部１３２上にわたって配置される転写テープ３２の部分は、隆起部１３２表面上
に横たわることにより、隆起部１３２の形状を実質的に帯びる。従って、適用面８４上の
転写テープ３２は、適用面８４上を適用縁端３０へと進行する際、凸形状に保たれる。こ
のようにして、側縁３２ａ及び３２ｂは、アプリケータチップ２０の適用側８４に隣接状
態に保たれ、中間部３２ｃは、隆起部１３２によって上方に強制的に押し上げられる。
【００３５】
　先行する設計において、転写テープディスペンサ２０が曲がった経路に沿って操作され
る際、転写テープ３２は、その長さ（長手）に沿って、該テープ自体から上方に折れて重
なる傾向にある。すなわち、側縁３２ａが中間部３２ｃから上方に折れて、反対側の縁３
２ｂの上に重なる傾向にある。この傾向は、転写テープ３２が転写テープディスペンサ２
０においてその長さに沿って９０度ねじるもしくは回転しなければならないような、供給
スプール２４の回転軸線が適用縁端３０に対して垂直である設計によって悪化し得る。隆
起部１３２は、転写テープ３２を強制的に凸形状にすることで、転写テープ３２が、その
長さに沿って折り重なることができないことを保証する。
【００３６】
　隆起部１３２が円柱の一部としてここでは示されるが、転写テープ３２が折り重ならな
いことを確実にするため、他の形状も使用できる。例えば、図１２は、プラットホーム１
０２ａとプラットホーム１０２ａから立ち上がる隆起部１３２ａとを有するアプリケータ
チップ２８ａを示す。隆起部１３２ａは、プリズム（角柱）形状を有する。隆起部１３２
ａは、滑らかに丸みが付けられた頂縁を有し得る。図１３は、プラットホーム１０２ｂ及
び隆起部１３２ｂを有するアプリケータ２８ｂを示す。隆起部１３２ｂは、プラットホー
ム１０２ｂから立ち上がるレールの形状である。隆起部１３２ｂは、滑らかに丸みが付け
られた、上面に隣接する縁を含み得る。図１４及び１５は、プラットホーム１０２ｃ及び
１０２ｄと隆起部１３２ｃ及び１３２ｄとを有するアプリケータチップ２８ｃ及び２８ｄ
を示す。隆起部１３２ｃ及び１３２ｄは、それぞれ、図１４に示す例において一連のポス
ト１３２ｃの形状であり、図１５に示す例において単一のポストの形状であり、これらポ
ストは、各プラットホーム１０２ｃ及び１０２ｄから立ち上がり、該プラットホームの下
方に延びる。これらの例において、該ポストは、滑らかなドーム状頂部を有し得る。他の
形態も当業者によって理解され得る。
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【００３７】
　アプリケータチップ１３４の別の例が図１６に示される。アプリケータチップ１３４は
、左側壁１３８及び右側壁１４０を有するプラットホーム１３６を含む。左隆起部１４２
がアプリケータチップ１３４の左側壁１３８から内側に突出する。右隆起部１４４が右側
壁１４０から内側に突出する。右隆起部１４４は左突起部１４２と同様であり得る。一組
のチャネル１４６、１４８が、プラットホーム１３６と隆起部１４２、１４４との間に形
成される。転写テープ３２の側縁３２ａ、３２ｂは、チャネル１４６、１４８を進行し得
、転写テープ３２が折り重ならないことを保証する。
【００３８】
　アプリケータチップ１５０及び隆起部１５１の更なる例が図１７に開示される。
アプリケータチップ１５０は、米国特許第１０／６６３，０７３号に開示されるアプリケ
ータチップに構成が類似し、該文献の教示は参照により本明細書中に組み込まれる。
【００３９】
　アプリケータチップ１５０はプラットホーム１５２を含み、プラットホーム１５２は、
前縁１５４、後縁１５６、左縁１５８、右縁１６０、上面１６２及び底面１６４によって
形成される。左縁１５８に隣接して第１側壁１６６があり、また、右縁１６０に隣接して
第２側壁１６８がある。この例において、側壁１６６、１６８は、プラットホーム１５２
を覆うように曲げられ、修正テープをプラットホーム１５２上に維持することを支援する
。更に、プラットホーム１５２は、プラットホーム１５２に可撓性を与えるため、縦方向
スロット１７４によって分割された第１脚部１７０及び第２脚部１７２を含む。
【００４０】
　この例において、隆起部１５１は、上面１６２上の後縁１５６付近に配置されたアーチ
（弓形門）１７６によって形成される。アーチ１７６は、凸面１７８と凹面１８０を有し
、また、この例において、上記例の隆起部１３２と同じ目的を果たす。アーチ１７６は、
第１脚部１７０に取り付けられる第１端部１８２と、第２脚部１７２に取り付けられる第
２端部１８４とを含み、アーチ１７６はスロット１７４にまたがる。
【００４１】
　使用において、転写テープ３２は、アーチ１７６の凸面１７８上にわたって配置される
。転写テープの側縁３２ａ及び３２ｂは、第１端部１８２及び第２端部１８４付近にプラ
ットホーム１５２に隣接してそれぞれ配置される。中間部３２ｃは、転写テープ３２が強
制的に凸形状とされるように凸面１７８に沿って載る。これは、転写テープ３２が、その
長さに沿って折り重なることを防止し得る。
【００４２】
　理解され得るように、修正テープ３２の３２ａ、３２ｂをプラットホームに隣接状態に
保つか、及び／又は修正テープ３２の中間部３２ｃを上方に保つことに役立つどのような
構造も、修正テープ３２が折り重なることを防止するのに有効であり得る。
【００４３】
　最後に、本明細書中に開示したものだけでなく、隆起部を有するどのようなアプリケー
タチップも転写テープディスペンサに有益であり得ることを当業者は認識するであろう。
アプリケータチップは、少なくとも寸法、可撓性（フレキシビリティ）、製造材料、又は
他のパラメータに関してどのような構成をもとり得る。更に、本明細書中に開示された転
写テープディスペンサ２０の構造は、アプリケーションチップ２８が使用され得るディス
ペンサの単なる一例である。従って、転写テープディスペンサ２０の構成及びその構成要
素は、図示のもから変更することができる。
【００４４】
　以上より、当業者は、本開示が修正テープ用の可撓性アプリケータチップを記述するこ
とを認識するであろう。しかしながら、当業者は、この開示の新規な教示を、いかなる数
のアプリケータにも容易に適用することができる。従って、この開示の教示は、本明細書
中に開示した特定の実施例に限定されるものとみなされるものではなく、本発明の精神及
び範囲内のすべての応用例を含むと考えられるものである。
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【図面の簡単な説明】
【００４５】
【図１】本開示の教示に従って構成された転写テープディスペンサの例の側面図である。
【図２】図１の転写テープディスペンサの分解斜視図である。
【図３】図１の転写テープディスペンサの駆動ホイールの斜視図である。
【図４】図３の駆動ホイールの反対側から見た斜視図である。
【図５】図１の転写テープディスペンサのスリップクラッチ機構の側面図である。
【図６】転写テープディスペンサの一部の部分図である。
【図７】図１の転写テープディスペンサの底面図である。
【図８】図１の転写テープディスペンサの斜視図であり、テープ経路を示す。
【図９】本開示の教示に従って構成されたアプリケータチップ及び転写テープディスペン
サ用のクッション体の別の例の斜視図である。
【図１０】キャリアテープの折り重なりを防ぐ構成の転写テープディスペンサのアプリケ
ータチップの拡大斜視図である。
【図１１】図１０のアプリケータチップの第２斜視図である。
【図１２】キャリアテープの折り重なりを防ぐ構成のアプリケータチップの別の例の斜視
図である。
【図１３】キャリアテープの折り重なりを防ぐ構成のアプリケータチップの別の例の斜視
図である。
【図１４】キャリアテープの折り重なりを防ぐ構成のアプリケータチップの別の例の斜視
図である。
【図１５】キャリアテープの折り重なりを防ぐ構成のアプリケータチップの別の例の斜視
図である。
【図１６】キャリアテープの折り重なりを防ぐ構成のアプリケータチップの別の例の斜視
図である。
【図１７】キャリアテープの折り重なりを防ぐ構成のアプリケータチップの別の例の斜視
図である。
【符号の説明】
【００４６】
　２０　転写テープディスペンサ
　２２　ケース
　２４　供給スプール
　２６　戻しスプール
　２８、２８ａ、２８ｃ、１３４、１５０　アプリケータチップ
　３０　適用縁端
　３２　修正テープ
　３８　テープポスト
　４２　面
　４６　スリップクラッチ機構
　５０　駆動ホイール
　９４　クッション体
　１０２、１０２ａ、１０２ｂ、１０２ｃ、１０２ｄ、１３６、１５０、１５２　プラッ
トホーム
　１０６　後縁
　１０８　左縁
　１１０　右縁
　１３２、１３２ａ、１３２ｂ、１３２ｃ、１３２ｄ、１５１　隆起部
　１４２　左隆起部
　１４４　右隆起部
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